
1R 5R 10R　URAWAなでしこオープン

4枠4番 5枠5番 6枠7番

グレートモンスター 調教師　入口由美子（浦和） パワーサクレツ 調教師　横山保（浦和） トウヨウノマジョ 調教師　薮口一麻（浦和）

牡4歳 馬主　北原大史 セン4歳 馬主　長塩豊 牝3歳 馬主　岡田孝之

黒鹿毛 生年月日　2019.04.06生 栗毛 生年月日　2019.05.01生 鹿毛 生年月日　2020.04.24生

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　ウエスタンファーム 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　モリナガファーム 父　ディーマジェスティ 生産牧場　大北牧場

母　ウエスタンアモーレ（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 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 母　トーホークイーン（父　メジロマックイーン） 産地　浦河町

地方収得賞金　1,161,000円 地方収得賞金　1,040,000円 地方収得賞金　3,858,000円

北海道：2021/05/19～　11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） 北海道：2022/04/27～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

東海：2022/02/11～　4戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2022/11/22～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/10/18～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/04/20～　12戦0勝（2着1回、3着2回） 5枠6番 7枠10番

南関東：2022/11/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） エイシンキーゼル 調教師　宇野木博徳（浦和） デザートウインド 調教師　藤原智行（浦和）

牡5歳 馬主　山本将司 牝3歳 馬主　加藤鈴幸

2R 鹿毛 生年月日　2018.03.26生 芦毛 生年月日　2020.02.25生

2枠2番 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　栄進牧場 父　ラニ 生産牧場　熊谷武

イスデボニュウタ 調教師　小久保智（浦和） 母　エイシンイソップ（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 母　デザートフラワー（父　サイレントディール） 産地　浦河町

牡3歳 馬主　密山根成 地方収得賞金　3,771,000円 地方収得賞金　3,424,000円

鹿毛 生年月日　2020.04.28生 北海道：2020/11/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2022/08/18～　5戦1勝（2着3回、3着0回）

父　イスラボニータ 生産牧場　白井牧場 高知：2020/12/05～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ミルトス（父　サクラバクシンオー） 産地　日高町 佐賀：2021/02/25～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,599,000円 北海道：2021/04/28～　11戦2勝（2着0回、3着2回） 11R

北海道：2022/06/01～　10戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2022/01/31～　11戦1勝（2着5回、3着2回） 3枠3番

南関東：2022/11/24～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 8枠11番 モリデンアロー 調教師　繁田健一（浦和）

4枠4番 モリデンタワー 調教師　山越光（浦和） 牡5歳 馬主　森田芳男

エーヴベリー 調教師　平山真希（浦和） 牝5歳 馬主　森田芳男 黒鹿毛 生年月日　2018.05.20生

牝3歳 馬主　杉浦和也 栗毛 生年月日　2018.04.07生 父　エスポワールシチー 生産牧場　森田芳男

鹿毛 生年月日　2020.02.25生 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

父　マインドユアビスケッツ 生産牧場　中前牧場 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 地方収得賞金　25,150,000円

母　ベルゲン（父　ヴァーミリアン） 産地　日高町 地方収得賞金　3,778,000円 北海道：2020/07/08～　6戦4勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,115,000円 北海道：2020/06/11～　7戦0勝（2着1回、3着1回） JRA：2020/12/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/05/19～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 兵庫：2020/10/22～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/09/22～　11戦6勝（2着0回、3着1回）

南関東：2022/12/26～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/02/05～　20戦0勝（2着3回、3着3回） ◆'22 まがたま賞［浦和］　1着

5枠5番 8枠12番 7枠8番

クラダイリン 調教師　長谷川忍（浦和） ダンストンラソ 調教師　野口孝（浦和） ハートプレイス 調教師　佐宗応和（大井）

牝3歳 馬主　倉見利弘 牝8歳 馬主　伊藤治子 牡5歳 馬主　渡部賢治

鹿毛 生年月日　2020.05.04生 青鹿毛 生年月日　2015.04.06生 栗毛 生年月日　2018.02.28生

父　ベルシャザール 生産牧場　倉見牧場 父　ロードアルティマ 生産牧場　原フアーム 父　ネオユニヴァース 生産牧場　山岡牧場

母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町 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 母　ネリヤカナヤ（父　タイキシャトル） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,352,000円 地方収得賞金　10,155,000円 地方収得賞金　39,610,000円

北海道：2022/05/31～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/06/22～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/05/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2022/11/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番 岩手：2018/04/30～　23戦4勝（2着3回、3着3回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

イエローエイト 調教師　川島豊（浦和） 南関東：2020/01/16～　22戦1勝（2着4回、3着5回） 南関東：2020/12/10～　18戦4勝（2着3回、3着1回）

牝3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2020.04.14生 6R ◆'22 ウインタースプリント［大井］　1着

父　ダンカーク 生産牧場　丸村村下ファーム 5枠5番 ◆2021　優駿スプリント［大井］　2着　　◆2020　イノセントC［門別］　2着

母　ホワイトアウト（父　フォーティナイナーズサン） 産地　浦河町 エイシンヌチマシヌ 調教師　山越光（浦和） ◆2020　平和賞［船橋］　3着

地方収得賞金　1,310,000円 牝4歳 馬主　岩渕瑞生 8枠9番

北海道：2022/06/22～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2019.01.28生 スティールルージュ 調教師　張田京（船橋）

金沢：2022/11/29～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　栄進牧場 牝4歳 馬主　菅野守雄

8枠11番 母　エーシンスパイシー（父　クロフネ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2019.03.07生

リュウノレッドアイ 調教師　川村守男（浦和） 地方収得賞金　2,454,000円 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

牝3歳 馬主　蓑島竜一 北海道：2021/07/15～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ディアユリアザミ（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町

鹿毛 生年月日　2020.02.18生 兵庫：2021/12/16～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　42,340,000円

父　エスケンデレヤ 生産牧場　秋場牧場 金沢：2022/05/01～　5戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/04/28～　9戦4勝（2着2回、3着0回）

母　ニシノヘレンド（父　Ｏａｓｉｓ　Ｄｒｅａｍ） 産地　浦河町 岩手：2022/07/11～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,386,000円 南関東：2022/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/02/23～　7戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 7枠9番 ◆2022　若潮スプリント［船橋］　1着　　◆2022　ユングフラウ賞［浦和］　1着

南関東：2022/11/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ミミコチャン 調教師　小林真治（浦和） ◆2021　ローレル賞［川崎］　1着　　◆2021　フルールC［門別］　1着

牝4歳 馬主　真下辰夫

3R 黒鹿毛 生年月日　2019.05.19生 12R

3枠3番 父　アジアエクスプレス 生産牧場　田渕牧場 5枠5番

サブリュウシン 調教師　平山真希（浦和） 母　ハングインゼア（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 メイストーム 調教師　水野貴史（浦和）

牡3歳 馬主　渡部賢治 地方収得賞金　2,424,000円 牡5歳 馬主　（株）ＴＫＫ

鹿毛 生年月日　2020.05.20生 北海道：2021/07/01～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018.03.28生

父　エーシントップ 生産牧場　川端英幸 兵庫：2022/04/05～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 父　ディスクリートキャット 生産牧場　木村牧場

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 南関東：2022/06/28～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,900,000円 兵庫：2022/09/14～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　12,490,000円

北海道：2022/06/01～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/12/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/04/29～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/10/20～　22戦3勝（2着4回、3着4回）

南関東：2022/11/22～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 8R 8枠8番

4枠4番 6枠8番 グランツ 調教師　小久保智（浦和）

フラワーテイル 調教師　平山真希（浦和） ヤマジュンヒバナ 調教師　宇野木博徳（浦和） 牝4歳 馬主　酒井孝敏

牝3歳 馬主　松本光弘 牝6歳 馬主　山下洵一郎 栗毛 生年月日　2019.03.09生

栗毛 生年月日　2020.05.09生 鹿毛 生年月日　2017.04.19生 父　スマートファルコン 生産牧場　槇本牧場

父　ラブリーデイ 生産牧場　株式会社目黒牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　アラキフアーム 母　ラッキーバトル（父　バトルプラン） 産地　日高町

母　バーレーヘッズ（父　スペシャルウィーク） 産地　日高町 母　アラマサローズ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 地方収得賞金　9,745,000円

地方収得賞金　1,880,000円 地方収得賞金　8,380,000円 北海道：2021/07/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/05/18～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/02～　9戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2022/01/20～　8戦3勝（2着2回、3着1回）

岩手：2022/08/30～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/11/13～　32戦4勝（2着4回、3着3回）

7枠9番 7枠9番

サンテンシーサン 調教師　薮口一麻（浦和） ジーニーボニータ 調教師　小林真治（浦和）

牡3歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牡4歳 馬主　山口雄司

鹿毛 生年月日　2020.04.30生 鹿毛 生年月日　2019.05.05生

父　グランデッツァ 生産牧場　村上雅規 父　イスラボニータ 生産牧場　タイヘイ牧場

母　ヴァリュー 産地　新冠町 母　ミメティコ（父　Ｍｏｎｓｕｎ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,619,000円 地方収得賞金　2,206,000円

北海道：2022/05/12～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/08/04～　16戦2勝（2着2回、3着2回）

南関東：2022/10/19～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2022/11/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　⑤ホクセンマイヒメ 1R　⑦スターインステルス

2R　③ワイジーチャンプ 4R　③オートゥイユ　⑦ハーラブリー

3R　②キョウワグロリア　⑤ポストモダン 5R　④マジックガール　⑤フューチャーアイ

4R　⑤ハニーメモリー　⑥マメニーニャ　⑧プロージット 6R　②ヴィルゲート

6R　④グレイトボルケーノ 7R　⑩ナットビーワン

7R　①ボルドーアドゥール　⑥ルスキーユ　⑧エクレールブリアン 9R　①バクレツマホウ　②イカリ　③サラキャサリン

8R　⑦シニスターシックス　⑧シルバーサークル 　　　④オキザリスレディー　⑧ニシケンボブ

9R　⑧ファンスマイル　⑨サクラトップグッド 10R　④アウィウィリオ

10R　⑦ポアンカレ 12R　④パー

11R　⑦プリンセスデビー

●本日の騎乗予定　石川 倭騎手
●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 佐賀1R　②サトノタケル

笠松5R　⑤ヴァーグエスタード 　　　3R　⑥パワーオーソリティ

　　　6R　②ムーンセレナーデ 　　　4R　④カシノスターリング

●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手 　　　5R　⑧サツマハヤト

笠松10R　⑦ポアンカレ 　　　6R　②マルハチアポロン

　　　11R　⑦プリンセスデビー 　　　8R　⑫カシノオラフ

　　　9R　⑤パイロキネシスト

　　10R　⑪サイダイゲンカイ

●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手
佐賀2R　⑧リッカウィンドウ

　　　3R　④ホウオウベルタ

　　　4R　⑤レオンブルーム

　　　6R　⑧アガッテオイデヨ

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、佐賀競馬の場外発売はございません。

1/12(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・川崎競馬場　ローレル賞
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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♪

前走
１着


