
1R 9R 12R

8枠8番 6枠8番 1枠1番

ボルドーアラン 調教師　柘榴浩樹（浦和） リコーグレース 調教師　繁田健一（浦和） レディブラウン 調教師　原三男（川崎）

牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牝4歳 馬主　土橋正雄 牝4歳 馬主　藤元厚雄

黒鹿毛 生年月日　2018年5月22日 黒鹿毛 生年月日　2018年4月20日 青鹿毛 生年月日　2018年5月11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　ゼンノロブロイ 生産牧場　リコーファーム 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム

母　マイネローレライ（父　ロージズインメイ） 産地　日高町 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県

地方収得賞金　1,236,000円 地方収得賞金　5,520,000円 地方収得賞金　15,185,000円

北海道：2020/05/28～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/04～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2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：2021/03/23～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/17～　17戦1勝（2着1回、3着2回）

東海：2021/01/04～　8戦0勝（2着3回、3着1回） ◆2020　リリーC［門別］　2着

北海道：2021/04/28～　4戦0勝（2着4回、3着0回） 10R ◆2021　桜花賞［浦和］　3着

南関東：2021/07/02～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠2番 2枠2番

タイセイシャイニー 調教師　内田勝義（川崎） サクセッサー 調教師　矢野義幸（船橋）

3R 牡5歳 馬主　田中成奉 牡6歳 馬主　（有）新生ファーム

6枠7番 栗毛 生年月日　2017年4月11日 鹿毛 生年月日　2016年1月30日

アスラーダ 調教師　横山保（浦和） 父　ロージズインメイ 生産牧場　岡田猛 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　新生ファーム

牡5歳 馬主　グリーンウッド（株） 母　シャイニングアイズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2017年3月7日 地方収得賞金　11,700,000円 地方収得賞金　28,920,000円

父　サムライハート 生産牧場　織田正敏 北海道：2020/04/16～　5戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/06/28～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

母　ブラックスワン（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 南関東：2020/11/12～　13戦5勝（2着3回、3着1回） 南関東：2019/01/15～　18戦1勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　2,330,000円 ◆2019　東京湾C［船橋］　1着　　◆2019　クラウンC［川崎］　2着

北海道：2019/07/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 11R　GDJ2022第68回桜花賞〔SⅠ〕 ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　2着

兵庫：2019/11/13～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 3枠3番 3枠3番

岩手：2020/04/19～　6戦0勝（2着1回、3着0回） スティールルージュ 調教師　張田京（船橋） ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

南関東：2020/10/21～　13戦1勝（2着0回、3着1回） 牝3歳 馬主　菅野守雄 牝6歳 馬主　千田裕美

8枠11番 鹿毛 生年月日　2019年3月7日 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

ラブリーギャル 調教師　海馬澤司（浦和） 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　ディアレストクラブ 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 母　ディアユリアザミ（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町 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

黒鹿毛 生年月日　2016年5月5日 地方収得賞金　29,840,000円 地方収得賞金　19,905,000円

父　ルースリンド 生産牧場　坂戸節子 北海道：2021/04/28～　9戦4勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

母　ラブリーカランコエ（父　ゴールドアリュール） 産地　日高町 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/10/23～　47戦2勝（2着4回、3着7回）

地方収得賞金　5,785,000円 南関東：2022/02/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆'19桃花賞［大井］　3着

北海道：2018/07/05～　6戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2022　ユングフラウ賞［浦和］　1着　　◆2021　ローレル賞［川崎］　1着 4枠4番

金沢：2018/11/04～　5戦2勝（2着1回、3着1回） ◆2021　フルールC［門別］　1着 ルチルクォーツ 調教師　水野貴史（浦和）

兵庫：2019/01/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠6番 牝4歳 馬主　齋藤秀文

南関東：2019/06/13～　21戦2勝（2着4回、3着2回） エミーブレイズ 調教師　高月賢一（川崎） 黒鹿毛 生年月日　2018年3月14日

牝3歳 馬主　今井優 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　下河辺牧場

5R 鹿毛 生年月日　2019年2月22日 母　ウェルカミング（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町

1枠1番 父　パイロ 生産牧場　荒谷輝和 地方収得賞金　11,215,000円

クウェンヤ 調教師　工藤伸輔（浦和） 母　イガノポポー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 北海道：2020/07/16～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

牝4歳 馬主　（株）アプエンテ 地方収得賞金　10,405,000円 南関東：2020/12/22～　14戦2勝（2着5回、3着2回）

栃栗毛 生年月日　2018年3月8日 北海道：2021/06/23～　8戦1勝（2着0回、3着3回） 7枠7番

父　カレンブラックヒル 生産牧場　坂東牧場 南関東：2021/12/16～　4戦3勝（2着1回、3着0回） オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

母　アルウェン（父　トニービン） 産地　平取町 ◆2022　ユングフラウ賞［浦和］　2着 牡8歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　2,673,000円 7枠8番 芦毛 生年月日　2014年3月16日

北海道：2020/10/07～　2戦0勝（2着0回、3着1回） ティーズハクア 調教師　山中尊徳（船橋） 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

岩手：2020/11/16～　10戦1勝（2着2回、3着0回）　 牝3歳 馬主　立山伸二 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

南関東：2021/11/24～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 芦毛 生年月日　2019年4月29日 地方収得賞金　28,765,000円

父　タイセイレジェンド 生産牧場　川越省蔵 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

6R 母　ホワイトドレス（父　クロフネ） 産地　新冠町 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

7枠9番 地方収得賞金　9,612,000円 南関東：2018/04/04～　22戦5勝（2着3回、3着2回）

キモンシャイン 調教師　工藤伸輔（浦和） 北海道：2021/06/03～　8戦1勝（2着1回、3着3回） ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

牝4歳 馬主　小林祥晃 南関東：2021/12/02～　4戦2勝（2着0回、3着0回） ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

黒鹿毛 生年月日　2018年3月8日 ◆2021　ブロッサムC［門別］　3着 ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 8枠11番 8枠8番

母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 スピーディキック 調教師　藤原智行（浦和） モリデンアロー 調教師　繫田健一（浦和）

地方収得賞金　3,435,000円 牝3歳 馬主　加藤鈴幸 牡4歳 馬主　森田芳男

北海道：2020/05/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019年3月5日 黒鹿毛 生年月日　2018年5月20日

南関東：2020/08/19～　23戦0勝（2着0回、3着2回） 父　タイセイレジェンド 生産牧場　熊谷武 父　エスポワールシチー 生産牧場　森田芳男

母　デザートフラワー（父　サイレントディール） 産地　浦河町 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

8R 地方収得賞金　45,456,000円 地方収得賞金　13,250,000円

8枠12番 北海道：2021/06/30～　7戦3勝（2着3回、3着0回） 北海道：2020/07/08～　6戦4勝（2着1回、3着0回）

イサチルエース 調教師　栗林信文（川崎） 南関東：2021/12/31～　1戦1勝（2着0回、3着0回） JRA：2020/12/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

牡7歳 馬主　小坂功 ◆2021　東京2歳優駿牝馬［大井］　1着 南関東：2021/09/22～　5戦3勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年6月6日 ◆2021　エーデルワイス賞［門別］　1着

父　ハードスパン 生産牧場　原口牧場 ◆2021　リリーC［門別］　1着 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
母　マキノジョリエ（父　カリズマティック） 産地　新ひだか町 1R　⑦ムグンファ　⑧ガミラスチェルシー

地方収得賞金　8,138,000円 3R　④ヴィクトリアグラス　⑦パッションピーチ

北海道：2018/07/11～　22戦7勝（2着5回、3着4回） 5R　②イヴリーヌ　③ナッチャンカット　④ローズレイジング

佐賀：2020/12/12～　15戦5勝（2着4回、3着2回） 　　　⑧ドリームリン

南関東：2022/01/07～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 7R　①エイシンリュージュ　⑤リュウワンドリーム

8R　⑫イコライザー

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 9R　⑥レコパンサムライ

1R　⑤ブリランティーナ 10R　⑤イッチョウ

2R　⑤ラキリン 12R　①チョウコイコイ　②ライトヴィグラス　⑪プロジェクトエー

3R　⑥コスモサンシャイン 　　　　⑫ハウメニーローズ

4R　③サンドアキュート　⑨プロージット

7R　③ポストモダン

8R　⑤モーニングサクラ

10R　⑨サンドスピーダー

11R第43回マーチC　⑩ベニスビーチ

12R　②トーアマリアンヌ　③カメッテル

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
笠松5R　⑤ゲパルド

　　　6R　①アリスパレス

　　　9R　①マジックバローズ

　　11R　②トロピカルストーム

3/17(木) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

スティールルージュ（2021/11/09　ローレル賞出走時）

スピーディキック（2021/12/31　東京2歳優駿牝馬出走時）

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

前走
１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♪


