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4枠4番 7枠9番 1枠1番

モリデンボーイ 調教師　山越光（浦和） スマイルジーニアス 調教師　鹿沼良和（浦和） セシボン 調教師　川島豊（浦和）

牡2歳 馬主　森田芳男 セン7歳 馬主　今中俊平 牝3歳 馬主　（株）アプエンテ

鹿毛 生年月日　2020.03.14生 鹿毛 生年月日　2015.02.10生 黒鹿毛 生年月日　2019.03.12生

父　アスカクリチャン 生産牧場　森田芳男 父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 父　シルバーステート 生産牧場　森永牧場

母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 母　スカーレットポピー（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 母　オンザスローン（父　キングカメハメハ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,323,000円 地方収得賞金　9,175,000円 地方収得賞金　5,590,000円

北海道：2022/04/20～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2021/06/09～　8戦0勝（2着0回、3着2回）

南関東：2022/11/22～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/02～　82戦6勝（2着5回、3着4回） 岩手：2021/12/06～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

5枠5番 南関東：2022/01/21～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

サンテンシーサン 調教師　薮口一麻（浦和） 7R 岩手：2022/04/04～　13戦1勝（2着0回、3着3回）

牡2歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 5枠5番 南関東：2022/11/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2020.04.30生 エイシンヌチマシヌ 調教師　山越光（浦和） 4枠4番

父　グランデッツァ 生産牧場　村上雅規 牝3歳 馬主　岩渕瑞生 ロンドンボーイ 調教師　小久保智（浦和）

母　ヴァリュー 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2019.01.28生 牡3歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株）

地方収得賞金　1,619,000円 父　パイロ 生産牧場　栄進牧場 栗毛 生年月日　2019.05.10生

北海道：2022/05/12～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 母　エーシンスパイシー（父　クロフネ） 産地　浦河町 父　シニスターミニスター 生産牧場　鮫川啓一

南関東：2022/10/19～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,454,000円 母　ブラックシンデレラ（父　ハーツクライ） 産地　浦河町

6枠6番 北海道：2021/07/15～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,302,000円

デザートウインド 調教師　藤原智行（浦和） 兵庫：2021/12/16～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/27～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　加藤鈴幸 金沢：2022/05/01～　5戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2022/02/25～　5戦3勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2020.02.25生 岩手：2022/07/11～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 8枠11番

父　ラニ 生産牧場　熊谷武 アドミラブルエース 調教師　繁田健一（浦和）

母　デザートフラワー（父　サイレントディール） 産地　浦河町 8R 牡3歳 馬主　齊藤雅志

地方収得賞金　1,424,000円 2枠2番 黒鹿毛 生年月日　2019.05.10生

北海道：2022/08/18～　5戦1勝（2着3回、3着0回） スマイルキューティ 調教師　平山真希（浦和） 父　ワールドエース 生産牧場　静内酒井牧場

7枠7番 牝4歳 馬主　会田裕一 母　メイケイペガムーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

サブリュウシン 調教師　平山真希（浦和） 鹿毛 生年月日　2018.03.22生 地方収得賞金　4,530,000円

牡2歳 馬主　渡部賢治 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 北海道：2021/07/01～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2020.05.20生 母　ハレイワクィーン（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 南関東：2021/11/25～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

父　エーシントップ 生産牧場　川端英幸 地方収得賞金　7,300,000円

母　エイシンルーデンス（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 北海道：2020/06/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 11R

地方収得賞金　1,200,000円 南関東：2020/09/20～　10戦3勝（2着1回、3着1回） 3枠3番

北海道：2022/06/01～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 5枠5番 パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） アルゴル 調教師　箕輪武（浦和） 牡9歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

南関東：2022/11/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　（株）ＳＫＴ 栗毛 生年月日　2013.03.29生

8枠9番 青鹿毛 生年月日　2019.03.16生 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

クラダイリン 調教師　長谷川忍（浦和） 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　中橋清 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

牝2歳 馬主　倉見利弘 母　スプリームスー（父　Ｓｐｉｎｎｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　37,591,000円 中央収得賞金　1,800,000円

鹿毛 生年月日　2020.05.04生 地方収得賞金　4,865,000円 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

父　ベルシャザール 生産牧場　倉見牧場 北海道：2021/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町 南関東：2022/01/20～　13戦2勝（2着0回、3着1回） JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,352,000円 5枠6番 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2022/05/31～　11戦1勝（2着2回、3着1回） ノビーノヒカリ 調教師　川島豊（浦和） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2022/11/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　田口絢子 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018.02.21生 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

3R 父　シニスターミニスター 生産牧場　服部牧場 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

2枠2番 母　プレイフォーノビー（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 南関東：2020/01/15～　67戦1勝（2着1回、3着10回）

ゲブレセラシエ 調教師　小久保智（浦和） 地方収得賞金　5,540,000円

セン3歳 馬主　密山根成 北海道：2020/07/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 12R

青毛 生年月日　2019.04.21生 南関東：2020/11/17～　24戦2勝（2着2回、3着0回） 2枠2番

父　パイロ 生産牧場　中山高鹿康 8枠11番 リックイノスケ 調教師　内野健二（浦和）

母　モンレーヴリアン（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 クラフェニックス 調教師　藤原智行（浦和） 牡3歳 馬主　山邉浩

地方収得賞金　1,158,000円 牝4歳 馬主　倉見利弘 青鹿毛 生年月日　2019.03.12生

北海道：2021/06/24～　11戦1勝（2着4回、3着1回） 栗毛 生年月日　2018.03.21生 父　ゼンノロブロイ 生産牧場　荒木貴宏

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 母　ケイアイカグラ（父　Ｓｏｎｇａｎｄａｐｒａｙｅｒ） 産地　新ひだか町

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 地方収得賞金　2,058,000円

5R 地方収得賞金　5,525,000円 北海道：2021/07/28～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

8枠9番 北海道：2020/05/20～　9戦2勝（2着1回、3着0回） 東海：2021/11/11～　24戦2勝（2着3回、3着3回）

エスケイローレンス 調教師　冨田敏男（浦和） 兵庫：2021/02/25～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　冨田藤男 南関東：2022/01/18～　12戦3勝（2着2回、3着1回）

栗毛 生年月日　2019.03.18生

父　コパノリッキー 生産牧場　嶋田牧場 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
母　レディナデシコ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 1R　①ベルモットエール　③ココナッツナッツ　④シールビーカミング

地方収得賞金　1,350,000円 　　　⑤シーグラデーア　⑥チョウシンセイ　⑪フウジンノマイ

北海道：2021/06/02～　20戦1勝（2着3回、3着5回） 　　　⑫チアフルマノン

南関東：2022/11/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 2R　④コリュウカゲミツ

3R　⑦ヴァンダルジャン

●本日の騎乗予定　阪野 学騎手 4R　⑤センティメント

名古屋1R　⑧ブルバードソフィア 5R　④ホラン　⑥モズレッドカード　⑦ドーベルフラッシュ

　　　　2R　⑪コハクノカガヤキ 　　　⑫シャノンファンキー

　　　　3R　⑦ヴァンダルジャン 6R　⑪エイシンニアルコス　

　　　　6R　⑧メモリア 7R　⑨セイシンクリア

　　　　7R　③トーセンウィンザー 8R　⑪ミスマチルダ

　　　　8R　⑥ブレイリーマックス 11R　⑦ドリームスイーブル

　　　　9R　②ルッチョーラ 12R　④ミオサヴァイブ

　　　10R　④ニーニャ

12/23(金) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

前走
２着

前走
１着

前走
３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♪


