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8枠11番 3枠3番 7枠8番

クラフェニックス 調教師　藤原智行（浦和） フユノダイサンカク 調教師　高月賢一（川崎） アイウォール 調教師　水野貴史（浦和）

牝4歳 馬主　倉見利弘 牡3歳 馬主　谷岡真喜 牡3歳 馬主　泉俊二

栗毛 生年月日　2018年3月21日 黒鹿毛 生年月日　2019年4月20日 黒鹿毛 生年月日　2019年3月21日

父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 父　サクラオリオン 生産牧場　谷岡スタット 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 母　サクラエミネント（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 母　ブルーバレット（父　Ｆｉｒｓｔ　Ｄｅｆｅｎｃｅ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,375,000円 地方収得賞金　1,662,000円 地方収得賞金　3,636,000円

北海道：2020/05/20～　9戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2021/07/01～　8戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2021/05/13～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

兵庫：2021/02/25～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/02/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/02/21～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/01/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠6番

リョウイキテンカイ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 8R

2R 牝3歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 7枠8番

4枠4番 栗毛 生年月日　2019年4月8日 スパンブリー 調教師　長谷川忍（浦和） 

ミスシャーロック 調教師　水野貴史（浦和） 父　ラブリーデイ 生産牧場　的場牧場 牡6歳 馬主　由利一郎

牝3歳 馬主　吉田勝利 母　ヴァレンティーネ（父　デュランダル） 産地　新冠町 青鹿毛 生年月日　2016年3月17日

鹿毛 生年月日　2019年2月27日 地方収得賞金　1,624,000円 父　サンカルロ 生産牧場　ゼットステーブル

父　グランプリボス 生産牧場　新生ファーム 北海道：2021/05/26～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 母　フューチャーセイル（父　クロフネ） 産地　安平町

母　スパイシーキティ（父　タバスコキャット） 産地　日高町 東海：2021/10/28～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　8,818,000円

地方収得賞金　1,350,000円 南関東：2022/02/23～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/05/20～　7戦0勝（2着3回、3着0回） 岩手：2018/10/06～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/12/22～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 6R 金沢：2019/03/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

7枠7番 1枠1番 南関東：2019/07/14～　33戦2勝（2着3回、3着2回）

ミネヴィーノ 調教師　小澤宏次（浦和） アミン 調教師　冨田敏男（浦和）

牝3歳 馬主　川村初美 牝5歳 馬主　冨田藤男 9R

栗毛 生年月日　2019年3月31日 栗毛 生年月日　2017年3月13日 2枠2番

父　サンカルロ 生産牧場　明治牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 ラピッドフォール 調教師　野口寛仁（浦和）

母　スギノフォルモーザ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 牝4歳 馬主　大久保和夫

地方収得賞金　1,455,000円 地方収得賞金　3,200,000円 鹿毛 生年月日　2018年4月7日

北海道：2021/05/04～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 父　アドマイヤムーン 生産牧場　厚賀古川牧場

岩手：2021/11/01～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/11/05～　46戦0勝（2着0回、3着6回） 母　コパノベンザイテン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

南関東：2022/02/23～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 4枠4番 地方収得賞金　3,200,000円

カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 北海道：2020/07/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

3R 牡8歳 馬主　爲永良弘 兵庫：2021/02/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 栗毛 生年月日　2014年4月3日 南関東：2021/08/09～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

ルフトバローン 調教師　薮口一麻（浦和） 父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二

牝4歳 馬主　吉田勝利 母　エメラルドコースト（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 11R

黒鹿毛 生年月日　2018年4月29日 地方収得賞金　11,491,000円 3枠3番

父　ストロングリターン 生産牧場　新生ファーム 北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

母　サジッタ（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡9歳 馬主　杉浦和也

地方収得賞金　1,559,000円 兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2013年3月29日

北海道：2020/05/14～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/31～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

岩手：2020/09/12～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/24～　61戦4勝（2着8回、3着6回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

兵庫：2021/04/21～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠9番 地方収得賞金　33,741,000円 中央収得賞金　1,800,000円

佐賀：2021/08/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） エイシンキーゼル 調教師　宇野木博徳（浦和） 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

東海：2021/10/21～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 牡4歳 馬主　山本将司 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2022/01/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年3月26日 JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　栄進牧場 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

4R 母　エイシンイソップ（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

2枠2番 地方収得賞金　1,491,000円 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

スティールマドンナ 調教師　藤原智行（浦和） 北海道：2020/11/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

牝4歳 馬主　川上和彦 高知：2020/12/05～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

芦毛 生年月日　2018年5月1日 佐賀：2021/02/25～　4戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2020/01/15～　44戦1勝（2着1回、3着8回）

父　カレンブラックヒル 生産牧場　池内健二 北海道：2021/04/28～　11戦2勝（2着0回、3着2回） 7枠8番

母　ローランデイラミ（父　Ｄａｙｌａｍｉ） 産地　日高町 南関東：2022/01/31～　2戦0勝（2着1回、3着0回） ブレークオンスルー 調教師　冨田敏男（浦和） 

地方収得賞金　2,930,000円 7枠10番 牡8歳 馬主　冨田藤男

北海道：2020/06/18～　5戦1勝（2着0回、3着2回） ロゼッタハート 調教師　午房榮吉（浦和） 栗毛 生年月日　2014年4月10日

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝8歳 馬主　小橋亮太 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

兵庫：2020/11/05～　12戦3勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年2月21日 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

南関東：2021/11/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 地方収得賞金　25,363,000円 中央収得賞金　7,200,000円

6枠6番 母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

エイシンミラクル 調教師　山越光（浦和） 地方収得賞金　11,044,000円 JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　遠藤喜和 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2018年4月3日 JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/31～　42戦3勝（2着5回、3着7回）

父　ストロングリターン 生産牧場　栄進牧場 南関東：2017/05/01～　38戦1勝（2着3回、3着2回）

母　エーシンリジル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 岩手：2019/04/21～　13戦4勝（2着1回、3着1回） ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　2,714,000円 南関東：2020/01/17～　35戦2勝（2着4回、3着1回） 1R　④レディブルーローズ

北海道：2020/05/27～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 2R　②ジャンポケレディ　④ブレッシングキッス　⑥ヴォルテッジョ

兵庫：2020/08/15～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 3R　①ライジングサン　②ピーチリキュール

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 4R　⑥ボルドープリュネ

金沢：2021/04/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 6R　⑩ボルドープラージュ

岩手：2021/06/13～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 8R　②チョロ　③ダンストンレガーメ

南関東：2022/02/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R　⑦ゴールドボンバー

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
3R　⑧シビルボーイ

5R　③ピエールサンデー

7R　⑥ユメヲノセテ　⑧コハルポケット

9R　⑧ファイナルネイア

10R　①リュウノアーダーン　③リードキングダム

3/15(火) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
２着

前走
３着

前走
１着

応援よろしくお願いします♪

◎今週のダートグレード競走

3/16(水) 高知4Ｒ 第24回黒船賞
JpnⅢ・4歳以上オープン ダート1,400ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！


