
2R 6R 11R　第60回ゴールドC〔SⅠ〕

8枠8番 1枠1番 2枠2番

トウヨウノマジョ 調教師　薮口一麻（浦和） ワラ 調教師　水野貴史（浦和） ティーズダンク 調教師　水野貴史（浦和）

牝2歳 馬主　岡田孝之 牡2歳 馬主　山際拓馬 牡5歳 馬主　立山伸二

鹿毛 生年月日　2020.04.24生 鹿毛 生年月日　2020.05.12生 栗毛 生年月日　2017.04.25生

父　ディーマジェスティ 生産牧場　大北牧場 父　コパノリッキー 生産牧場　門別山際牧場 父　スマートファルコン 生産牧場　原田牧場

母　トーホークイーン（父　メジロマックイーン） 産地　浦河町 母　ペロチャン（父　サクラプレジデント） 産地　日高町 母　ビフォーダーク（父　キングカメハメハ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,858,000円 地方収得賞金　2,510,000円 地方収得賞金　183,790,000円

北海道：2022/04/27～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2022/06/01～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/05/08～　9戦3勝（2着2回、3着1回）

南関東：2022/10/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/11/24～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/11/25～　24戦7勝（2着5回、3着5回）

3枠3番 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着2回、3着0回）

3R ドロットニング 調教師　小久保智（浦和） ◆2022　プラチナC［浦和］　1着　　◆2021　ゴールドC［浦和］　1着

3枠3番 牝2歳 馬主　小田吉男 ◆2021　マイルグランプリ［大井］　1着　　◆2020　戸塚記念［川崎］　1着

エイシンキーゼル 調教師　宇野木博徳（浦和） 栗毛 生年月日　2020.03.16生 ◆2019　サンライズC［門別］　1着

牡4歳 馬主　山本将司 父　エスポワールシチー 生産牧場　天羽禮治 ◆2022　さきたま杯［浦和］　2着　　◆2021　テレ玉杯オーバルスプリント［浦和］　2着

鹿毛 生年月日　2018.03.26生 母　シナスタジア（父　Ｇｏｎｅ　Ｗｅｓｔ） 産地　日高町 ◆2021　スパーキングサマーC［川崎］　2着　　◆2020　楠賞［園田］　2着

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　栄進牧場 地方収得賞金　2,500,000円 ◆2020　ダービーグランプリ［盛岡］　2着

母　エイシンイソップ（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 北海道：2022/07/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2022　テレ玉杯オーバルスプリント［浦和］　3着

地方収得賞金　2,971,000円 南関東：2022/11/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　全日本2歳優駿［川崎］　3着　　◆2020　東京ダービー［大井］　3着

北海道：2020/11/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番 ◆2020　京浜盃［大井］　3着

高知：2020/12/05～　7戦0勝（2着0回、3着1回） リョウタスペシャル 調教師　小澤宏次（浦和） 3枠3番

佐賀：2021/02/25～　4戦0勝（2着1回、3着2回） 牡2歳 馬主　トーケンサービス（株） モリデンアロー 調教師　繫田健一（浦和）

北海道：2021/04/28～　11戦2勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2020.05.25生 牡4歳 馬主　森田芳男

南関東：2022/01/31～　10戦0勝（2着5回、3着2回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　高昭牧場 黒鹿毛 生年月日　2018.05.20生

5枠6番 母　オールオールオール（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町 父　エスポワールシチー 生産牧場　森田芳男

ダンストンラソ 調教師　野口孝（浦和） 地方収得賞金　3,358,000円 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

牝7歳 馬主　伊藤治子 北海道：2022/06/15～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　25,150,000円

青鹿毛 生年月日　2015.04.06生 南関東：2022/10/18～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/07/08～　6戦4勝（2着1回、3着0回）

父　ロードアルティマ 生産牧場　原フアーム 7枠9番 JRA：2020/12/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

母　レークサイドカフェ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 エイシンペトラ 調教師　藤原智行（浦和） 南関東：2021/09/22～　10戦6勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　10,075,000円 牝2歳 馬主　平井克彦 ◆'22 まがたま賞［浦和］　1着

北海道：2017/06/22～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2020.03.23生

南関東：2017/11/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 父　アメリカンペイトリオット 生産牧場　荒谷牧場 12R

岩手：2018/04/30～　23戦4勝（2着3回、3着3回） 母　エイシンチーター（父　スペシャルウィーク） 産地　青森県 4枠4番

南関東：2020/01/16～　21戦1勝（2着4回、3着5回） 地方収得賞金　2,772,000円 ジングルベル 調教師　小久保智（浦和）

8枠11番 北海道：2022/06/01～　8戦2勝（2着2回、3着0回） 牝3歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株）

アミン 調教師　冨田敏男（浦和） 南関東：2022/11/22～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2019.04.04生

牝5歳 馬主　冨田藤男 父　シンボリクリスエス 生産牧場　北田剛

栗毛 生年月日　2017.03.13生 7R 母　クラウディア（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町

父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 7枠8番 地方収得賞金　6,970,000円

母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 エイシンスタートル 調教師　藤原智行（浦和） 北海道：2021/07/01～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　4,392,000円 牡3歳 馬主　中尾勝 南関東：2021/09/23～　13戦2勝（2着3回、3着0回）

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2019.03.10生 5枠5番

南関東：2019/11/05～　66戦0勝（2着2回、3着8回） 父　エーシントップ 生産牧場　栄進牧場 サンケイワールド 調教師　平山真希（浦和）

母　エイシンヘーベ（父　エイシンワシントン） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　中村吉隆

4R 地方収得賞金　2,995,000円 鹿毛 生年月日　2018.05.19生

1枠1番 北海道：2021/06/03～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ケイムホーム 生産牧場　旭牧場

ソーサレス 調教師　小澤宏次（浦和） 岩手：2021/09/07～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 母　エレメンタリー（父　ダイワメジャー） 産地　日高町

牝3歳 馬主　村上憲政 兵庫：2022/02/16～　7戦0勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　6,807,000円

栗毛 生年月日　2019.04.03生 南関東：2022/08/09～　5戦0勝（2着0回、3着3回） 北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着7回、3着1回）

父　ポアゾンブラック 生産牧場　岡田牧場 南関東：2020/12/09～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

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 9R 北海道：2021/04/15～　26戦5勝（2着6回、3着6回）

地方収得賞金　2,949,000円 5枠5番

北海道：2021/07/01～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ムナサワギノツキ 調教師　平山真希（浦和）

金沢：2021/11/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ

南関東：2022/03/16～　8戦0勝（2着3回、3着1回） 芦毛 生年月日　2019.02.26 ●本日の騎乗予定　阪野 学騎手
父　アジアエクスプレス 生産牧場　草薙利昭 名古屋2R　②エルピス

5R 母　エイシンチャーター（父　クロフネ） 産地　浦河町 　　　　4R　④パームアイル

5枠5番 地方収得賞金　4,487,000円 　　　　6R　⑩エイシンアーク

ミミコチャン 調教師　小林真治（浦和） 北海道：2021/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 　　　　7R　②サクラサーブル

牝3歳 馬主　真下辰夫 南関東：2021/12/08～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　　8R　③チンクエテッレ

黒鹿毛 生年月日　2019.05.19生 　　　　9R　⑧ジュエルバローズ

父　アジアエクスプレス 生産牧場　田渕牧場 10R 　　　10R　⑤ケルンクリエイター

母　ハングインゼア（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 1枠1番 　　　11R　⑧セカンドエフォート

地方収得賞金　1,934,000円 ネクサスエッジ 調教師　小澤宏次（浦和） ※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、名古屋競馬の場外発売はございません。ご了承ください。

北海道：2021/07/01～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 牝5歳 馬主　水谷昌晃

兵庫：2022/04/05～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2017.04.21生

南関東：2022/06/28～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 父　メイショウボーラー 生産牧場　オークツリーファーム

兵庫：2022/09/14～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ベルモンタージュ（父　アフリート） 産地　平取町

地方収得賞金　11,915,000円

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2019/07/18～　7戦1勝（2着3回、3着0回）

1R　⑧ピックプウィン 南関東：2020/02/20～　7戦1勝（2着1回、3着3回）

2R　⑥フェズンツアイ　⑧マッサンゴールド 金沢：2020/07/28～　18戦2勝（2着4回、3着5回）

3R　⑦ハッピーハナコサン 岩手：2021/09/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

4R　②カヴァコ　③キャリーアドリーム　⑤プロタゴニスタ 南関東：2021/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着0回）

　　　⑥カラフルリーフ　⑦エイシンジェット ◆2021　金沢クイーン賞［金沢］　2着

5R　⑨アリオト ◆2021　報知新聞社杯スーパースプリント賞［金沢］　2着　　◆2020　恋路賞［金沢］　2着

6R　⑤リュウワンドリーム ◆2020　加賀友禅賞［金沢］　3着　　◆2020　霜月スプリント［金沢］　3着

7R　⑤スマイルマーヤ 4枠4番

8R　④バウチェイサー シュガーダディ 調教師　内田勝義（川崎）

9R　②リゾルート 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

12R　①ランブラスト　④チョウコイコイ　⑨オートゥイユ 芦毛 生年月日　2018.02.12生

　　　⑫エイシンビーミング 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場

母　ワカオカミ（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　8,180,000円

北海道：2020/06/18～　7戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2020/12/17～　13戦2勝（2着2回、3着4回）

12/22(木) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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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♪


