
1R 6R 11R

1枠1番 1枠1番 2枠2番

ボルドーアラン 調教師　柘榴浩樹（浦和） センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） リュウノゾロ 調教師　野口寛仁（浦和）

牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牝5歳 馬主　（株）ＭＭＣ セン5歳 馬主　蓑島竜一

黒鹿毛 生年月日　2018年5月22日 鹿毛 生年月日　2017年4月7日 鹿毛 生年月日　2017年4月7日

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　シグラップファーム 父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　へいはた牧場

母　マイネローレライ（父　ロージズインメイ） 産地　日高町 母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 母　ダークアイリス（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,116,000円 地方収得賞金　4,690,000円 地方収得賞金　3,550,000円 中央収得賞金　21,500,000円

北海道：2020/05/28～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2019/07/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

金沢：2020/11/10～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） JRA：2020/02/16～　12戦2勝（2着1回、3着0回）

東海：2021/01/04～　8戦0勝（2着3回、3着1回） 南関東：2020/01/30～　23戦2勝（2着2回、3着2回） 南関東：2021/11/25～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2021/04/28～　4戦0勝（2着4回、3着0回） 7枠9番 3枠3番

南関東：2021/07/02～　5戦0勝（2着0回、3着0回） クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 

牝5歳 馬主　倉見利弘 牡6歳 馬主　吉田照哉

3R 栗毛 生年月日　2017年3月15日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日

4枠4番 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

エスポワールフレア 調教師　野口寛仁（浦和） 母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市

牝3歳 馬主　前川隆範 地方収得賞金　4,549,000円 地方収得賞金　21,600,000円

栗毛 生年月日　2019年2月11日 北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

父　エスポワールシチー 生産牧場　前川隆範 南関東：2019/12/11～　35戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/11/08～　20戦7勝（2着4回、3着1回）

母　テンノベニバラ（父　サツカーボーイ） 産地　新冠町 7枠8番

地方収得賞金　675,000円 7R リワードアヴァロン 調教師　宇野木博徳（浦和）

北海道：2021/07/28～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 5枠6番 セン5歳 馬主　宮崎忠比古

南関東：2022/01/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） シンジュクマスク 調教師　宮下靖旨（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日

5枠5番 牝5歳 馬主　薄井隆博 父　グランシュヴァリエ 生産牧場　有限会社リワード

ロンドンボーイ 調教師　小久保智（浦和） 鹿毛 生年月日　2017年4月11日 母　デイトナ（父　プリサイスエンド） 産地　浦河町

牡3歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株） 父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 地方収得賞金　15,635,000円

栗毛 生年月日　2019年5月10日 母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 北海道：2019/05/16～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

父　シニスターミニスター 生産牧場　鮫川啓一 地方収得賞金　2,915,000円 高知：2019/12/01～　14戦4勝（2着3回、3着2回）

母　ブラックシンデレラ（父　ハーツクライ） 産地　浦河町 北海道：2019/07/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2021/06/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　822,000円 金沢：2019/10/27～　1戦1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）

北海道：2021/05/27～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/03～　24戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/01/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠7番 7枠9番 ◆2020　高知優駿［高知］　1着　　◆2020　土佐春花賞［高知］　1着

スーベニア 調教師　内野健二（浦和） ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） ◆2020　仙台屋桜特別［高知］　1着

牝3歳 馬主　堀内一夫 牝5歳 馬主　（株）紅谷 ◆2019　金の鞍賞［高知］　2着　　◆2020　土佐水木特別［高知］　2着

鹿毛 生年月日　2019年5月17日 鹿毛 生年月日　2017年2月24日 ◆2020　黒潮皐月賞［高知］　3着

 父　メイショウボーラー 生産牧場　谷岡スタット 父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 8枠9番

母　サクラシオン（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 母　グレーストスカーナ（父　マツリダゴッホ） 産地　新ひだか町 サイダイゲンカイ 調教師　小久保智（浦和）

地方収得賞金　675,000円 地方収得賞金　3,755,000円 牡4歳 馬主　山口裕介

北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 芦毛 生年月日　2018年5月4日

8枠10番 南関東：2019/12/24～　30戦1勝（2着1回、3着1回） 父　ジョーカプチーノ 生産牧場　木村秀則

モリデンベル 調教師　山越光（浦和） 母　ガーデンスタイル（父　デヒア） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　森田芳男 8R 地方収得賞金　13,305,000円

鹿毛 生年月日　2019年3月27日 4枠4番 北海道：2020/05/05～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

父　ベルシャザール 生産牧場　トモファーム エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　オテンバタイザン（父　ゴールドアリュール） 産地　新冠町 牡8歳 馬主　高橋勉 南関東：2020/11/11～　10戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　720,000円 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 ◆2020　栄冠賞［門別］　1着

北海道：2021/05/25～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 8枠10番

南関東：2021/11/25～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

地方収得賞金　16,690,000円 牝6歳 馬主　千田裕美

5R 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

2枠2番 南関東：2017/01/11～　87戦3勝（2着8回、3着12回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

アザミ 調教師　内野健二（浦和） 5枠6番 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町

牝8歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 アンファスエシャペ 調教師　佐々木功（船橋） 地方収得賞金　19,905,000円

鹿毛 生年月日　2014年4月5日 牝4歳 馬主　酒井孝敏 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美 栗毛 生年月日　2018年2月25日 南関東：2018/10/23～　46戦2勝（2着4回、3着7回）

母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町 父　カジノドライヴ 生産牧場　槇本牧場 ◆'19桃花賞［大井］　3着

地方収得賞金　12,246,000円 母　ベリーベリータイム（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,539,000円 12R

東海：2017/02/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/04/23～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠4番

金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着2回、3着2回） 佐賀：2020/06/27～　11戦2勝（2着1回、3着2回） レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 

南関東：2018/01/31～　67戦6勝（2着6回、3着1回） 南関東：2021/03/16～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 牡7歳 馬主　ライフエンタープライズ（株）

4枠4番 8枠12番 鹿毛 生年月日　2015年4月9日

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） ヤマノプリティー 調教師　藤原智行（浦和） 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場

牡5歳 馬主　蓑島竜一 牝4歳 馬主　山口明彦 母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 鹿毛 生年月日　2018年3月4日 地方収得賞金　8,082,000円

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 父　タイセイレジェンド 生産牧場　山口明彦 北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回）

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町 南関東：2017/09/25～　56戦2勝（2着3回、3着4回）

地方収得賞金　4,400,000円 地方収得賞金　4,950,000円 7枠10番

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 北海道：2020/06/18～　8戦1勝（2着2回、3着0回） アミン 調教師　冨田敏男（浦和）

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/12/01～　8戦1勝（2着3回、3着2回） 牝5歳 馬主　冨田藤男

南関東：2019/12/11～　27戦0勝（2着4回、3着3回） 北海道：2021/10/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年3月13日

6枠8番 南関東：2022/01/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場

マスオ 調教師　野口孝（浦和） 母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町

牡9歳 馬主　宇田昌隆 地方収得賞金　3,200,000円

栗毛 生年月日　2013年5月17日 北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 南関東：2019/11/05～　44戦0勝（2着0回、3着6回）

母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町

地方収得賞金　12,323,000円

北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2015/12/02～　106戦4勝（2着6回、3着12回）
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


