
1R 4R 9R

6枠6番 5枠6番 5枠6番

ソーサレス 調教師　小澤宏次（浦和） ウルリヒト 調教師　山崎尋美（川崎） キラキラオーラ 調教師　牛房榮吉（浦和）

牝3歳 馬主　村上憲政 牡6歳 馬主　山下学 牝7歳 馬主　吉田勝利

栗毛 生年月日　2019年4月3日 鹿毛 生年月日　2016年4月9日 鹿毛 生年月日　2015年3月21日

父　ポアゾンブラック 生産牧場　岡田牧場 父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム 父　バトルプラン 生産牧場　畠山牧場

母　プリンセスバリュー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　ローズオットー（父　ダンスインザダーク） 産地　千歳市 母　キャラメリゼ（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,094,000円 地方収得賞金　4,871,000円 地方収得賞金　15,075,000円

北海道：2021/07/01～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/15～　16戦2勝（2着1回、3着4回） 北海道：2017/08/16～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2021/11/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/11/17～　24戦2勝（2着3回、3着4回） JRA：2017/12/02～　13戦0勝（2着0回、3着0回）

東海：2019/04/18～　7戦5勝（2着1回、3着0回）

2R 6R 南関東：2019/08/16～　32戦5勝（2着0回、3着3回）

1枠1番 4枠4番 8枠11番

ビービーアリオン 調教師　山崎尋美（川崎） スターオブケリー 調教師　繁田健一（浦和） レーヴプルーヴ 調教師　繁田健一（浦和）

牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 牝3歳 馬主　水谷昌晃 牝4歳 馬主　（有）エッジ

鹿毛 生年月日　2019年5月14日 黒鹿毛 生年月日　2019年3月7日 鹿毛 生年月日　2018年3月10日

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　坂東牧場 父　ポアゾンブラック 生産牧場　岡田牧場 父　ディスクリートキャット 生産牧場　佐藤鉄也

母　ビービーラッハーン（父　シンボリクリスエス） 産地　平取町 母　ウィステリアメジロ（父　メジロベイリー） 産地　新ひだか町 母　ローズシティ（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,245,000円 地方収得賞金　4,165,000円 地方収得賞金　5,255,000円

北海道：2021/06/16～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/05/05～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/07/15～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/12/13～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/01/17～　3戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2021/01/06～　8戦2勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 6枠7番

ヤクライローズ 調教師　鹿沼良和（浦和） グランツ 調教師　小久保智（浦和） 10R

牝3歳 馬主　遠藤正廣 牝3歳 馬主　酒井孝敏 5枠6番

鹿毛 生年月日　2019年4月2日 栗毛 生年月日　2019年3月9日 フォーギブネス 調教師　平山真希（浦和）

父　ベーカバド 生産牧場　対馬正 父　スマートファルコン 生産牧場　槇本牧場 牡4歳 馬主　松本光弘

母　ローズドサハラ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 母　ラッキーバトル（父　バトルプラン） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日

地方収得賞金　1,190,000円 地方収得賞金　4,585,000円 父　エイシンヒカリ 生産牧場　栄進牧場

北海道：2021/05/04～　12戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/07/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町

南関東：2021/11/25～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/01/20～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,440,000円

5枠5番 北海道：2020/09/23～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

アルゴル 調教師　箕輪武（浦和） 7R 南関東：2020/12/24～　16戦2勝（2着1回、3着3回）

牡3歳 馬主　（株）ＳＫＴ 5枠5番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2019年3月16日 プレミアムプリモ 調教師　平山真希（浦和）

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　中橋清 牝5歳 馬主　杉浦和也 11R　'22ティアラC〔準重賞〕

母　スプリームスー（父　Ｓｐｉｎｎｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2017年5月15日 3枠3番

地方収得賞金　1,260,000円 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 スマイルミュ 調教師　張田京（船橋）

北海道：2021/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 母　プリモスペシャル（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　組）ＳＲＴ

南関東：2022/01/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,142,500円 黒鹿毛 生年月日　2018年4月9日

7枠7番 北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 父　マクフィ 生産牧場　畠山牧場

アズールスフィア 調教師　工藤伸輔（浦和） 南関東：2019/12/24～　22戦2勝（2着2回、3着1回） 母　セイユウスマイル（父　ルールオブロー） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　（株）アプエンテ 5枠6番 地方収得賞金　16,755,000円

青鹿毛 生年月日　2019年5月22日 エイシンイージス 調教師　酒井一則（浦和） 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

父　トゥザワールド 生産牧場　松栄牧場 牝4歳 馬主　森田一俊 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 芦毛 生年月日　2018年2月20日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,153,000円 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　栄進牧場 南関東：2020/11/30～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

北海道：2021/07/01～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 母　エイシンノア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町 北海道：2021/05/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

岩手：2021/12/07～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,359,000円 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/01/21～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/27～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2022/01/14～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

兵庫：2020/12/10～　3戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2021　留守杯日高賞［水沢］　1着

3R 東海：2021/02/23～　3戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2020　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着

5枠5番 岩手：2021/06/14～　10戦1勝（2着0回、3着1回）

レッカーベルン 調教師　新井清重（船橋） 南関東：2021/12/21～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 12R

牝8歳 馬主　樋口貴士 6枠8番

鹿毛 生年月日　2014年2月19日 ●笠松・高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ パラダイムチェンジ 調教師　山越光（浦和）

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　高昭牧場 笠松1R　⑥キョウワグロリア 牡5歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング

母　マスターチアフル（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町 　　　2R　⑦モア 鹿毛 生年月日　2017年1月26日

地方収得賞金　9,104,000円 　　　3R　③アシハライ　⑥タッチペガサス 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド

北海道：2016/05/12～　12戦2勝（2着1回、3着5回） 　　　4R　①ファンスマイル 母　ヴイプラド（父　Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ） 産地　新ひだか町

岩手：2016/11/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　5R　⑥ランブラー 地方収得賞金　11,123,000円

南関東：2017/01/26～　58戦1勝（2着5回、3着9回） 　　　6R　⑩シャドーボール 北海道：2019/05/15～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

8枠11番 　　　7R　①プリンセスデビー　③マナルア 南関東：2019/12/19～　24戦3勝（2着4回、3着3回）

ニットウナナ 調教師　林隆之（川崎） 　　　8R　②アイスラリマー　③インプロア　⑤カワカミベルベット ◆2020　ブルーバードC［船橋］　3着

牝7歳 馬主　藤井謙 　　　　　⑥ユメミルボニータ　⑦タイセイエミネント　⑧エイシンヌイトム 8枠12番

黒鹿毛 生年月日　2015年5月21日 　　　9R　②カナデソニック ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　日東牧場 　　10R　①エイシンヌウシペツ　④リックイノスケ　⑦エクレールブリアン 牡6歳 馬主　吉田照哉

母　ニットウコメット（父　ミホノブルボン） 産地　浦河町 　　　　　⑧カントリードーロ　⑩シャローナ 黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日

地方収得賞金　7,346,000円 　　11R　①ボルドーアドゥール　②プリンセスカーリ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

北海道：2018/06/12～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 高知4R第24回黒船賞〔JpnⅢ〕　⑩ナラ 母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市

南関東：2018/11/22～　21戦5勝（2着4回、3着6回） 地方収得賞金　21,990,000円

8枠12番 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 南関東：2018/11/08～　21戦7勝（2着4回、3着1回）

牝9歳 馬主　倉見利弘

栗毛 生年月日　2013年4月30日 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 笠松2R　⑦モア

母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 　　　7R　⑦トーアルドルフ

地方収得賞金　8,944,000円 　　11R　①ボルドーアドゥール

北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回）

　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2016/12/19～　75戦3勝（2着8回、3着3回）
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