
3R 6R 9R

3枠3番 4枠4番 6枠8番

スーベニア 調教師　内野健二（浦和） センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） アザミ 調教師　内野健二（浦和）

牝3歳 馬主　堀内一夫 牝5歳 馬主　（株）ＭＭＣ 牝8歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

鹿毛 生年月日　2019年5月17日 鹿毛 生年月日　2017年4月7日 鹿毛 生年月日　2014年4月5日

父　メイショウボーラー 生産牧場　谷岡スタット 父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美

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　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　675,000円 地方収得賞金　4,690,000円 地方収得賞金　12,346,000円

北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2022/02/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 東海：2017/02/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

4枠4番 南関東：2020/01/30～　24戦2勝（2着2回、3着2回） 金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着2回、3着2回）

モリデンベル 調教師　山越光（浦和） 南関東：2018/01/31～　68戦6勝（2着6回、3着1回）

牝3歳 馬主　森田芳男 7R

鹿毛 生年月日　2019年3月27日 7枠10番 11R

父　ベルシャザール 生産牧場　トモファーム ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 2枠2番

母　オテンバタイザン（父　ゴールドアリュール） 産地　新冠町 牝7歳 馬主　大野洋子 マナホクレレ 調教師　齊藤敏（船橋）

地方収得賞金　720,000円 青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 牡5歳 馬主　佐藤弘樹

北海道：2021/05/25～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 栗毛 生年月日　2017年3月19日

南関東：2021/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム

5枠5番 地方収得賞金　10,682,000円 母　スカイプラネット（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町

エスポワールフレア 調教師　野口寛仁（浦和） 北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　10,025,000円

牝3歳 馬主　前川隆範 南関東：2018/12/19～　50戦7勝（2着3回、3着7回） 北海道：2019/05/09～　9戦3勝（2着2回、3着0回）

栗毛 生年月日　2019年2月11日 8枠12番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　エスポワールシチー 生産牧場　前川隆範 ヤマジュンヒバナ 調教師　宇野木博徳（浦和） 東海：2019/11/22～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

母　テンノベニバラ（父　サツカーボーイ） 産地　新冠町 牝5歳 馬主　山下洵一郎 北海道：2020/04/16～　18戦2勝（2着5回、3着3回）

地方収得賞金　795,000円 鹿毛 生年月日　2017年4月19日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/07/28～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　アラキフアーム 南関東：2021/11/30～　6戦0勝（2着0回、3着2回）

南関東：2022/01/21～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アラマサローズ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 ◆2020　ハヤテスプリント[盛岡]　3着

地方収得賞金　3,365,000円

4R 北海道：2019/05/02～　9戦0勝（2着2回、3着1回） 12R

2枠2番 南関東：2019/11/13～　20戦0勝（2着2回、3着2回） 6枠6番

クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 

牝5歳 馬主　倉見利弘 8R 牡7歳 馬主　ライフエンタープライズ（株）

栗毛 生年月日　2017年3月15日 1枠1番 鹿毛 生年月日　2015年4月9日

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 エック 調教師　水野貴史（浦和） 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 牡5歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

地方収得賞金　4,549,000円 鹿毛 生年月日　2017年4月28日 地方収得賞金　8,292,000円

北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回）

南関東：2019/12/11～　36戦1勝（2着0回、3着1回） 母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 南関東：2017/09/25～　57戦2勝（2着3回、3着4回）

5枠5番 地方収得賞金　6,465,000円

ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） 北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回）

牝5歳 馬主　（株）紅谷 南関東：2019/12/04～　43戦1勝（2着3回、3着5回）

鹿毛 生年月日　2017年2月24日 2枠2番

父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 ラッキーラック 調教師　宇野木博徳（浦和）

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 牡4歳 馬主　山口春夫

地方収得賞金　4,035,000円 鹿毛 生年月日　2018年6月3日

北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　柏木一則

南関東：2019/12/24～　31戦1勝（2着2回、3着1回） 母　ハツネドオゴ（父　ミシエロ） 産地　新冠町

8枠12番 地方収得賞金　3,290,000円

ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋） 北海道：2020/06/17～　9戦0勝（2着3回、3着0回）

牡6歳 馬主　西村專次 南関東：2020/12/24～　16戦1勝（2着0回、3着2回）

栗毛 生年月日　2016年3月25日 3枠3番

父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 マスオ 調教師　野口孝（浦和）

母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町 牡9歳 馬主　宇田昌隆 ●笠松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　6,657,000円 栗毛 生年月日　2013年5月17日 2R　⑥ペタル

北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 父　ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 3R　⑦キセキタイム

南関東：2020/01/27～　36戦2勝（2着6回、3着4回） 母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 4R　⑧フランキー

地方収得賞金　12,323,000円 5R　④ポアンカレ　⑦タッチウェーブ

5R 北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 6R　⑥レッツシンク　⑦ランタン

4枠4番 南関東：2015/12/02～　107戦4勝（2着6回、3着12回） 7R　②マメニーニャ

ニードアフレンド 調教師　鈴木勝文（浦和） 6枠7番 8R　②シルバーサークル　③モーニングフジ　④ハナウタマジリ

牝8歳 馬主　石井啓之 モリデンタワー 調教師　山越光（浦和） 　　　⑧グレイトボルケーノ

栗毛 生年月日　2014年3月14日 牝4歳 馬主　森田芳男 9R　②サイレントシズカ　⑥ハッピーヘイロー

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 栗毛 生年月日　2018年4月7日 11R　⑤セントサレディー

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男

地方収得賞金　10,965,000円 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
北海道：2016/04/28～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,478,000円 笠松2R　②ストレイトスタイル

岩手：2016/08/15～　23戦2勝（2着1回、3着4回） 北海道：2020/06/11～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 　　　3R　⑤ジェーニョ

南関東：2018/03/02～　41戦2勝（2着5回、3着4回） 兵庫：2020/10/22～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 　　　5R　⑥リュウノポートガス

◆2017　ハヤテスプリント［盛岡］　3着　　◆2017　ウイナーC［水沢］　3着 南関東：2021/02/05～　14戦0勝（2着3回、3着2回） 　　　6R　⑥レッツシンク

◆2017　あやめ賞［水沢］　3着　　◆2017　金杯［水沢］　3着 8枠11番 　　　7R　⑨ワイエスキャンサー

8枠11番 プランナイン 調教師　柘榴浩樹（浦和） 　　　9R　⑦ハーディン

ヒゲクレイジー 調教師　酒井一則（浦和） 牝4歳 馬主　吉田勝利

セン6歳 馬主　成富直行 栗毛 生年月日　2018年2月18日

黒鹿毛 生年月日　2016年4月8日 父　アッミラーレ 生産牧場　新生ファーム

父　スクワートルスクワート 生産牧場　清水貞信 母　ミラノリッチ（父　キングカメハメハ） 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 地方収得賞金　2,882,000円

地方収得賞金　6,381,000円 北海道：2020/05/06～　6戦0勝（2着0回、3着3回）

北海道：2018/05/17～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 岩手：2020/10/19～　2戦0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） 東海：2020/11/19～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

高知：2018/12/16～　9戦0勝（2着2回、3着0回） 高知：2021/03/02～　18戦2勝（2着2回、3着0回）

佐賀：2019/04/20～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2022/01/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/05/25～　17戦1勝（2着3回、3着0回） 8枠12番

◆2018　金の鞍賞［高知］　2着 マナカフナ 調教師　牛房榮吉（浦和）

牝4歳 馬主　吉田勝利

鹿毛 生年月日　2018年5月8日

父　リオンディーズ 生産牧場　ユートピア牧場

母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市

地方収得賞金　3,584,000円

北海道：2020/06/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

東海：2020/09/24～　7戦0勝（2着2回、3着1回）

岩手：2021/04/18～　8戦0勝（2着0回、3着1回）

東海：2021/09/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/10/21～　8戦0勝（2着2回、3着0回）

◆2020　秋風ジュニア［笠松］　2着

◆2020　ジュニアクラウン［笠松］　3着

3/18（金） 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

馬渕繫治騎手は本日が

笠松競馬場での期間限定騎乗最終日！

当日は6クラに騎乗予定です。

最後まで応援よろしくお願いします♪

◎次週のダートグレード競走

・3/23(水) 船橋11Ｒ 第67回ダイオライト記念
JpnⅡ・4歳以上オープン ダート2,400ｍ

・3/27(日) 中山11Ｒ 第29回マーチステークス
GⅢ・4歳以上オープンハンデ ダート1,800ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！

前走
３着


