
1R 5R 8R

3枠3番 3枠3番 3枠3番

キタカラキタダイヤ 調教師　酒井一則（浦和） ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） ジーニーボニータ 調教師　小林真治（浦和）

牝2歳 馬主　谷口祐人 牝5歳 馬主　（株）紅谷 牡3歳 馬主　山口雄司

栗毛 生年月日　2020.05.11生 鹿毛 生年月日　2017.02.24生 鹿毛 生年月日　2019.05.05生

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　株式会社アフリートファーム 父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 父　イスラボニータ 生産牧場　タイヘイ牧場

母　クインズキンバリー（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 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 母　ミメティコ（父　Ｍｏｎｓｕｎ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　872,000円 地方収得賞金　5,005,000円 地方収得賞金　2,206,000円

北海道：2022/06/23～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/08/04～　16戦2勝（2着2回、3着2回）

東海：2022/10/28～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/12/24～　44戦1勝（2着2回、3着4回） 南関東：2022/11/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 6枠6番 6枠7番

コンパルティール 調教師　川村守男（浦和） マスオ 調教師　野口孝（浦和） ノースジラソーレ 調教師　長谷川忍（浦和）

牝2歳 馬主　福地幸一 牡9歳 馬主　宇田昌隆 牝3歳 馬主　早川正行

鹿毛 生年月日　2020.06.02生 栗毛 生年月日　2013.05.17生 鹿毛 生年月日　2019.04.05生

父　ベストウォーリア 生産牧場　坂本健一 父　ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　浦新徳司

母　タヒチアンメモリ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新ひだか町 母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 母　マリスカ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

地方収得賞金　941,000円 地方収得賞金　12,523,000円 地方収得賞金　2,147,000円

北海道：2022/06/08～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/12/02～　127戦4勝（2着6回、3着12回） 南関東：2021/12/29～　14戦0勝（2着1回、3着1回）

2R 7枠8番 7枠10番

5枠6番 グローリアスフィル 調教師　新井清重（船橋） エイシンスマッシュ 調教師　山越光（浦和）

パワーサクレツ 調教師　横山保（浦和） 牝5歳 馬主　日下部勝徳 牡3歳 馬主　安藤浩也

セン3歳 馬主　長塩豊 鹿毛 生年月日　2017.05.10生 黒鹿毛 生年月日　2019.04.04生

栗毛 生年月日　2019.05.01生 父　キングズベスト 生産牧場　有限会社大作ステーブル 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　栄進牧場

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　モリナガファーム 母　サンアイブライト（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 母　エイシンミント（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

母　キョウエイカプリス（父　ゴールドアリュール） 産地　日高町 地方収得賞金　5,260,000円 地方収得賞金　2,243,000円

地方収得賞金　1,040,000円 北海道：2019/05/30～　10戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2021/06/10～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/05/13～　12戦1勝（2着2回、3着0回） 東海：2019/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2021/09/13～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2022/11/22～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/08/06～　15戦2勝（2着6回、3着2回） 南関東：2022/01/21～　10戦1勝（2着0回、3着0回）

3R 6R 9R

4枠4番 7枠9番 2枠2番

アイトアーサー 調教師　水野貴史（浦和） スカイヴィーナス 調教師　藪口一麻（浦和） リョウイキテンカイ 調教師　入口由美子（浦和）

牡2歳 馬主　山口雄司 牝3歳 馬主　須貝廣次 牝3歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

鹿毛 生年月日　2020.04.17生 鹿毛 生年月日　2019.04.28生 栗毛 生年月日　2019.04.08生

父　ドレフォン 生産牧場　モリナガファーム 父　ストロングリターン 生産牧場　田中裕之 父　ラブリーデイ 生産牧場　的場牧場

母　ビップチャチャチャ（父　ディープブリランテ） 産地　日高町 母　パルパルムツミ（父　ハーツクライ） 産地　新ひだか町 母　ヴァレンティーネ（父　デュランダル） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,001,000円 地方収得賞金　2,020,000円 地方収得賞金　4,439,000円

北海道：2022/08/10～　5戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2021/07/01～　10戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/05/26～　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） 南関東：2022/10/21～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 東海：2021/10/28～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

6枠6番 8枠11番 南関東：2022/02/23～　11戦0勝（2着5回、3着3回）

アバランチベルン 調教師　吉田正美（浦和） ラブリーギャル 調教師　海馬澤司（浦和） 4枠4番

牝2歳 馬主　小橋亮太 牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 ヤマジュンヒバナ 調教師　宇野木博徳（浦和）

栗毛 生年月日　2020.05.15生 黒鹿毛 生年月日　2016.05.05生 牝5歳 馬主　山下洵一郎

父　フリオーソ 生産牧場　ヤスナカファーム 父　ルースリンド 生産牧場　坂戸節子 鹿毛 生年月日　2017.04.19生

母　トーセンセレニティ（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 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 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　アラキフアーム

地方収得賞金　1,023,000円 地方収得賞金　8,460,000円 母　アラマサローズ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町

北海道：2022/06/15～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/07/05～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,200,000円

東海：2022/09/08～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 金沢：2018/11/04～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/05/02～　9戦0勝（2着2回、3着1回）

7枠8番 兵庫：2019/01/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/11/13～　31戦4勝（2着4回、3着3回）

リュウノレッドアイ 調教師　川村守男（浦和） 南関東：2019/06/13～　33戦4勝（2着4回、3着6回） 5枠5番

牝2歳 馬主　蓑島竜一 ナイフレスト 調教師　藤原智行（浦和）

鹿毛 生年月日　2020.02.18生 7R 牝3歳 馬主　川上和彦

父　エスケンデレヤ 生産牧場　秋場牧場 6枠7番 芦毛 生年月日　2019.03.31生

母　ニシノヘレンド（父　Ｏａｓｉｓ　Ｄｒｅａｍ） 産地　浦河町 スパンブリー 調教師　長谷川忍（浦和） 父　ラニ 生産牧場　岡野牧場

地方収得賞金　1,116,000円 牡6歳 馬主　由利一郎 母　スターリーオレンジ（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

北海道：2022/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2016.03.17生 地方収得賞金　4,025,000円

南関東：2022/11/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サンカルロ 生産牧場　ゼットステーブル 北海道：2021/06/09～　4戦0勝（2着0回、3着1回）

8枠10番 母　フューチャーセイル（父　クロフネ） 産地　安平町 岩手：2021/10/03～　14戦0勝（2着0回、3着2回）

イスデボニュウタ 調教師　小久保智（浦和） 地方収得賞金　9,268,000円 南関東：2022/07/21～　7戦2勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　密山根成 北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠7番

鹿毛 生年月日　2020.04.28生 岩手：2018/10/06～　4戦1勝（2着1回、3着1回） ソウヤミサキ 調教師　岡田一男（浦和）

父　イスラボニータ 生産牧場　白井牧場 金沢：2019/03/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　上野耕一

母　ミルトス（父　サクラバクシンオー） 産地　日高町 南関東：2019/07/14～　40戦2勝（2着3回、3着3回） 栗毛 生年月日　2018.04.14生

地方収得賞金　969,000円 父　フリオーソ 生産牧場　寺井文秀

北海道：2022/06/01～　10戦0勝（2着0回、3着2回） 母　マックスビート（父　マイネルセレクト） 産地　えりも町

南関東：2022/11/24～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,647,000円

8枠11番 北海道：2020/05/26～　22戦4勝（2着4回、3着3回）

エーヴベリー 調教師　平山真希（浦和） 南関東：2021/11/23～　19戦0勝（2着2回、3着2回）

牝2歳 馬主　杉浦和也

鹿毛 生年月日　2020.02.25生 11R

父　マインドユアビスケッツ 生産牧場　中前牧場 6枠6番

母　ベルゲン（父　ヴァーミリアン） 産地　日高町 メイストーム 調教師　水野貴史（浦和）

地方収得賞金　1,155,000円 牡4歳 馬主　（株）ＴＫＫ

北海道：2022/05/19～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018.03.28生

父　ディスクリートキャット 生産牧場　木村牧場

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町

1R　⑤ダンシングスター　⑪ダンストンレイール 地方収得賞金　11,545,000円

4R　①ヤーラシカ　⑤アークデージー 北海道：2020/04/29～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

5R　④リンノペルフェット 南関東：2020/10/20～　21戦3勝（2着3回、3着4回）

8R　⑨セントサレディー

9R　④フレアリングスター

12/26(月) 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
３着

前走
３着

前走
３着

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

26・27日は浦和×大井クライマックスリレー！

昼は浦和・夜は大井でそれぞれ

競馬をお楽しみください♪

前走
２着


