
1R 5R 10R　シンデレラオープン

6枠8番 5枠5番 3枠3番

グランツ 調教師　小久保智（浦和） ヒゲクレイジー 調教師　酒井一則（浦和） カーロデスティーノ 調教師　甲田悟史（川崎）

牝3歳 馬主　酒井孝敏 セン6歳 馬主　成富直行 牝3歳 馬主　坂田栄一

栗毛 生年月日　2019年3月9日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月8日 栗毛 生年月日　2019年2月20日

父　スマートファルコン 生産牧場　槇本牧場 父　スクワートルスクワート 生産牧場　清水貞信 父　ストロングリターン 生産牧場　前野牧場

母　ラッキーバトル（父　バトルプラン） 産地　日高町 母　バーニングラブ（父　スキャターザゴールド） 産地　青森県 母　ラインステッチ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　日高町

地方収得賞金　2,210,000円 地方収得賞金　6,017,000円 地方収得賞金　4,515,000円

北海道：2021/07/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/17～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/06/17～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2018/09/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2R 高知：2018/12/16～　9戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2021/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

1枠1番 佐賀：2019/04/20～　11戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2021　ブロッサムC［門別］　2着

アルゴル 調教師　箕輪武（浦和） 南関東：2020/05/25～　15戦1勝（2着2回、3着0回） 6枠7番

牡3歳 馬主　（株）ＳＫＴ ◆2018　金の鞍賞［高知］　2着 シャノンファンキー 調教師　野口孝（浦和）

青鹿毛 生年月日　2019年3月16日 7枠9番 牝3歳 馬主　千田裕美

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　中橋清 ロイクラトン 調教師　村田六郎（川崎） 栗毛 生年月日　2019年3月27日

母　スプリームスー（父　Ｓｐｉｎｎｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ） 産地　新ひだか町 セン5歳 馬主　長浜和也 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

地方収得賞金　990,000円 鹿毛 生年月日　2017年5月30日 母　フジエンジェル（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

北海道：2021/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 父　ジャングルポケット 生産牧場　レースホース牧場 地方収得賞金　3,218,000円

5枠5番 母　ハタノプラウド（父　エリシオ） 産地　新ひだか町 北海道：2021/07/22～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

ハッピートウキョウ 調教師　繁田健一（浦和） 地方収得賞金　3,048,000円 南関東：2021/10/19～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　会田裕一 北海道：2020/05/27～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2019年2月19日 南関東：2020/11/09～　13戦1勝（2着1回、3着3回） 11R

父　ストロングリターン 生産牧場　社台ファーム 8枠12番 3枠3番

母　スイートメロディー（父　ゴールドアリュール） 産地　千歳市 ヤマジュンヒバナ 調教師　宇野木博徳（浦和） ブレークオンスルー 調教師　冨田敏男（浦和） 

地方収得賞金　1,225,000円 牝5歳 馬主　山下洵一郎 牡8歳 馬主　冨田藤男

北海道：2021/08/12～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年4月19日 栗毛 生年月日　2014年4月10日

南関東：2021/12/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　アラキフアーム 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

5枠6番 母　アラマサローズ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

ミスシャーロック 調教師　水野貴史（浦和） 地方収得賞金　3,205,000円 地方収得賞金　25,363,000円 中央収得賞金　7,200,000円

牝3歳 馬主　吉田勝利 北海道：2019/05/02～　9戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2019年2月27日 南関東：2019/11/13～　18戦0勝（2着2回、3着1回） JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

父　グランプリボス 生産牧場　新生ファーム 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

母　スパイシーキティ（父　タバスコキャット） 産地　日高町 6R 南関東：2018/01/31～　39戦3勝（2着5回、3着7回）

地方収得賞金　1,110,000円 1枠1番 6枠6番

北海道：2021/05/20～　7戦0勝（2着3回、3着0回） リンドグレン 調教師　山下貴之（船橋） サクセッサー 調教師　矢野義幸（船橋）

南関東：2021/12/22～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝8歳 馬主　吉田勝己 牡6歳 馬主　（有）新生ファーム

8枠11番 鹿毛 生年月日　2014年1月7日 鹿毛 生年月日　2016年1月30日

リョウイキテンカイ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　新生ファーム

牝3歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町 母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

栗毛 生年月日　2019年4月8日 地方収得賞金　12,725,000円 地方収得賞金　28,920,000円

父　ラブリーデイ 生産牧場　的場牧場 北海道：2016/05/25～　4戦0勝（2着0回、3着3回） 北海道：2018/06/28～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

母　ヴァレンティーネ（父　デュランダル） 産地　新冠町 岩手：2016/10/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/01/15～　15戦1勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　1,169,000円 南関東：2017/07/25～　38戦5勝（2着11回、3着5回） ◆2019　東京湾C［船橋］　1着　　◆2019　クラウンカップ［川崎］　2着

北海道：2021/05/26～　8戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　2着

東海：2021/10/28～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 7R 7枠7番

6枠7番 ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 

3R ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 牡6歳 馬主　吉田照哉

3枠3番 牝7歳 馬主　大野洋子 黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日

ゼファーディディ 調教師　宇野木博徳（浦和） 青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

牝4歳 馬主　蔀英二 父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市

鹿毛 生年月日　2018年5月5日 母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 地方収得賞金　21,300,000円

父　ロードアルティマ 生産牧場　原フアーム 地方収得賞金　9,798,000円 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

母　サイレントエクセル（父　ウイングアロー） 産地　新ひだか町 北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 南関東：2018/11/08～　19戦7勝（2着4回、3着1回）

地方収得賞金　723,000円 南関東：2018/12/19～　46戦6勝（2着3回、3着7回） 7枠8番

北海道：2020/08/20～　8戦1勝（2着0回、3着3回） パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

南関東：2021/08/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 8R 牡9歳 馬主　杉浦和也

6枠7番 2枠2番 栗毛 生年月日　2013年3月29日

ボルドーアラン 調教師　柘榴浩樹（浦和） ネクサスエッジ 調教師　小澤宏次（浦和） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牝5歳 馬主　水谷昌晃 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

黒鹿毛 生年月日　2018年5月22日 栗毛 生年月日　2017年4月21日 地方収得賞金　33,291,000円 中央収得賞金　1,800,000円

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　シグラップファーム 父　メイショウボーラー 生産牧場　オークツリーファーム 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

母　マイネローレライ（父　ロージズインメイ） 産地　日高町 母　ベルモンタージュ（父　アフリート） 産地　平取町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,116,000円 地方収得賞金　7,790,000円 JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/05/28～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/07/18～　7戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

金沢：2020/11/10～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/02/20～　7戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

東海：2021/01/04～　8戦0勝（2着3回、3着1回） 金沢：2020/07/28～　18戦2勝（2着4回、3着5回） 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

北海道：2021/04/28～　4戦0勝（2着4回、3着0回） 岩手：2021/09/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2021/07/02～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

◆2021　金沢クイーン賞［金沢］　2着 南関東：2020/01/15～　40戦1勝（2着1回、3着8回）

4R ◆2021　報知新聞社杯スーパースプリント賞［金沢］　2着　　◆2020　恋路賞［金沢］　2着 8枠10番

5枠6番 ◆2020　加賀友禅賞［金沢］　3着　　◆2020　霜月スプリント［金沢］　3着 グロリオーソ 調教師　佐野謙二（大井）

ニードアフレンド 調教師　鈴木勝文（浦和） 牝4歳 馬主　仲尾正人

牝8歳 馬主　石井啓之 9R 栗毛 生年月日　2018年2月21日

栗毛 生年月日　2014年3月14日 1枠1番 父　フリオーソ 生産牧場　グローリーファーム

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 スーパーローズ 調教師　野口孝（浦和） 母　シャインエタニティ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 牝5歳 馬主　岡田義雄 地方収得賞金　19,975,000円

地方収得賞金　10,965,000円 鹿毛 生年月日　2017年5月18日 北海道：2020/06/10～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2016/04/28～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 父　スマートファルコン 生産牧場　友田牧場 南関東：2020/12/28～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

岩手：2016/08/15～　23戦2勝（2着1回、3着4回） 母　クロノグラフ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/03/02～　39戦2勝（2着5回、3着4回） 地方収得賞金　6,917,000円 ◆2021　桜花賞［浦和］　2着

◆2017　ハヤテスプリント［盛岡］　3着　　◆2017　ウイナーC［水沢］　3着 北海道：2019/05/30～　11戦1勝（2着3回、3着1回） ◆2021　留守杯日高賞［水沢］　3着　　◆2021　ユングフラウ賞［浦和］　3着

◆2017　あやめ賞［水沢］　3着　　◆2017　金杯［水沢］　3着 兵庫：2019/12/11～　8戦1勝（2着4回、3着1回）

7枠9番 南関東：2020/09/25～　17戦1勝（2着0回、3着1回） 12R

モリデンテキーラ 調教師　山越光（浦和） 7枠10番 6枠6番

牝7歳 馬主　加藤知泰 マナカフナ 調教師　牛房榮吉（浦和） リワードアヴァロン 調教師　宇野木博徳（浦和）

青鹿毛 生年月日　2015年5月31日 牝4歳 馬主　吉田勝利 セン5歳 馬主　宮崎忠比古

父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 鹿毛 生年月日　2018年5月8日 黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日

母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町 父　リオンディーズ 生産牧場　ユートピア牧場 父　グランシュヴァリエ 生産牧場　有限会社リワード

地方収得賞金　9,405,000円 母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市 母　デイトナ（父　プリサイスエンド） 産地　浦河町

北海道：2017/08/02～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,584,000円 地方収得賞金　15,635,000円

JRA：2018/02/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/05/16～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

南関東：2018/10/22～　25戦5勝（2着4回、3着3回） 東海：2020/09/24～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 高知：2019/12/01～　14戦4勝（2着3回、3着2回）

8枠11番 岩手：2021/04/18～　8戦0勝（2着0回、3着1回） JRA：2021/06/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

アキコノユメヲ 調教師　久保勇（川崎） 東海：2021/09/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2021/08/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝5歳 馬主　（株）リアライズ 南関東：2021/10/21～　5戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2020　高知優駿［高知］　1着　　◆2020　土佐春花賞［高知］　1着

栗毛 生年月日　2017年5月31日 ◆2020　秋風ジュニア［笠松］　2着 ◆2020　仙台屋桜特別［高知］　1着

父　オーシャンブルー 生産牧場　西村和夫 ◆2020　ジュニアクラウン［笠松］　3着 ◆2019　金の鞍賞［高知］　2着　　◆2020　土佐水木特別［高知］　2着

母　プリティロマンサー（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 ◆2020　黒潮皐月賞［高知］　3着

地方収得賞金　2,952,000円 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 2R　①ドリームリン　④ペイバスク

南関東：2019/10/03～　31戦1勝（2着1回、3着2回） 3R　①ジュリエットラブ

5R　⑤ナッチャンカット　⑨ハシノオージャ

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 6R　④ジュンヨウ　⑦フューチャーアイ　⑪ラボンバ

1R　⑩エイシンルーキー 7R　④レコパンサムライ　⑩ムーンライトキッス

2R　①エイシンウクラン　④チェリーシンガー　⑥ワクチン 8R　④ノルトクリーガー

　　　⑧イノセントディーノ　⑩レディウィット 9R　③サラコナン　⑤マジカルフェイス　⑦エイシンビッグボス

3R　③マブセイフリー 10R　⑤エイシンダンシャク

5R　④スティールピクシー 11R第23回兵庫クイーンセレクション　⑦サラヘレン

7R　⑤レディーオーソ　⑧ビビッドオリーブ 12R　③リコーパイソン　④エイノスケ　⑨ミラクルベルン

8R　⑨ナツミフルーリー

10R第27回マイル争覇　⑧ゴールドリング ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
11R　②ロゼリアン 姫路3R　①ジュリエットラブ

　　　4R　⑩ブライダルクイーン

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 　　　6R　⑤ベラジオスピリッツ

名古屋4R　⑤オーミボンズ 　　　7R　⑩ムーンライトキッス

　　11R　⑩フセノコーラル

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
姫路1R　⑩クツワノオジョウ

　　　4R　⑤シェナオセロ

　　11R　⑦サラヘレン

1/20(木) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
３着

前走
２着

前走
３着

前走
１着

前走
２着

前走
３着

前走
２着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


