
1R 7R 12R
7枠10番 1枠1番 2枠2番
セクシーキララ 調教師　川島豊（浦和） ミニミニスター 調教師　山本学（船橋） ジュウニントイロ 調教師　田邊陽一（川崎） 

牝8歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牝4歳 馬主　手嶋康雄 牝8歳 馬主　桜井忠隆

芦毛 生年月日　2008年3月9日 鹿毛 生年月日　2012年3月24日 黒鹿毛 生年月日　2008年5月6日

父　アドマイヤコジーン 生産牧場　日高大洋牧場 父　シニスターミニスター 生産牧場　佐竹学 父　マーベラスサンデー 生産牧場　野島牧場

母　セクシーポイント（父　トニービン） 産地　日高町 母　オンワードスペル（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町 母　クインオブウインク（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

地方収得賞金　10,446,000円 地方収得賞金　3,033,000円 地方収得賞金　31,198,000円

北海道：2010/09/16〜　5戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2014/05/06〜　7戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2010/11/02〜　8戦3勝（2着2回、3着1回）

南関東：2011/01/17〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/10/01〜　14戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2011/11/11〜　44戦13勝（2着10回、3着5回）

JRA：2011/05/01〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠4番
南関東：2011/09/08〜　83戦4勝（2着7回、3着11回） 8R カラーレストパーズ 調教師　小久保智（浦和）

6枠7番 牡9歳 馬主　田中良輝

クリールジェニー 調教師　岩本洋（川崎） 鹿毛 生年月日　2007年4月14日

4R 牝4歳 馬主　大久保和夫 父　アグネスワールド 生産牧場　成隆牧場

2枠2番 栗毛 生年月日　2012年3月6日 母　キスミープリーズ（父　フジキセキ） 産地　浦河町

ライブリーソウル 調教師　山下貴之（船橋） 父　アグネスデジタル 生産牧場　村上牧場 地方収得賞金　24,386,000円

牡5歳 馬主　吉田照哉 母　センティーレ（父　フジキセキ） 産地　新冠町 北海道：2009/08/20〜　8戦1勝（2着1回、3着1回）

青毛 生年月日　2011年4月17日 地方収得賞金　2,648,000円 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 北海道：2014/05/21〜　7戦1勝（2着4回、3着1回） 笠松：2009/12/15〜　30戦8勝（2着7回、3着3回）

母　ライブリーダンス（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 　　うち他地区参戦：7戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　5,682,000円 岩手：2015/04/04〜　5戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2011/06/16〜　49戦6勝（2着6回、3着4回）

北海道：2013/05/01〜　7戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/09/16〜　4戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2010新緑賞3着

南関東：2014/03/17〜　20戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2016/01/04〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠5番
◆2014知床賞2着 コーズウェイ 調教師　鈴木義久（川崎）

◆2015あやめ賞3着 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム

5R 6枠8番 芦毛 生年月日　2012年2月27日

5枠5番 レッドムーン 調教師　小澤宏次（浦和） 父　ティンバーカントリー 生産牧場　新生ファーム

フクノドン 調教師　新井清重（船橋） 牝4歳 馬主　竹本弘 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

牡5歳 馬主　相川てる 鹿毛 生年月日　2012年3月21日 地方収得賞金　14,298,000円

栗毛 生年月日　2011年2月5日 父　チチカステナンゴ 生産牧場　三嶋牧場 北海道：2014/07/02〜　7戦2勝（2着1回、3着3回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　石川栄一 母　ルックアミリオン（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 　　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

母　マキノギンガ（父　トロットサンダー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　4,849,000円 南関東：2014/12/02〜　13戦5勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　2,541,000円 北海道：2014/06/18〜　7戦2勝（2着0回、3着1回） ◆2014知床賞3着

北海道：2013/06/25〜　9戦0勝（2着0回、3着3回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠6番
佐賀：2014/01/19〜　7戦2勝（2着1回、3着0回） JRA：2014/12/13〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） エルヘイロー 調教師　冨田敏男（浦和）

南関東：2014/12/12〜　20戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/07/03〜　5戦2勝（2着3回、3着0回） 牡8歳 馬主　冨田藤男

6枠6番 黒鹿毛 生年月日　2008年3月14日

ヴァローダムーン 調教師　久保與造（大井） 11R　第65回川崎記念（JpnⅠ） 父　ブラックタキシード 生産牧場　高橋耀代

牝5歳 馬主　村田裕子 3枠3番 母　ロマンオペラ（父　グランドオペラ） 産地　日高町

栗毛 生年月日　2011年3月29日 タッチデュール 調教師　山中輝久（笠松） 地方収得賞金　4,110,000円 中央収得賞金　41,560,000円

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 牝7歳 馬主　（有）ホースケア 北海道：2010/07/29〜　5戦3勝（2着0回、3着0回）

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2009年4月10日 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,016,000円 父　タップダンスシチー 生産牧場　門別正 JRA：2010/12/19〜　32戦2勝（2着1回、3着7回）

北海道：2013/05/03〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 母　タッチノネガイ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 南関東：2014/10/29〜　21戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2013/08/30〜　16戦2勝（2着3回、3着4回） 地方収得賞金　23,511,000円 ◆2010サンライズカップ（H2）1着

南関東：2014/08/13〜　28戦0勝（2着2回、3着3回） 北海道：2011/06/01〜　9戦2勝（2着1回、3着0回） 5枠7番
8枠10番 笠松：2011/10/14〜　110戦15勝（2着7回、3着12回） エールドランジュ 調教師　橋本和馬（大井）

ツガノサツキ 調教師　山越光（浦和） 　　うち他地区参戦：49戦1勝（2着2回、3着2回） 牝6歳 馬主　和田博美

牝5歳 馬主　小澤偉男 ◆2011ゴールドウィング賞3着　◆2011ジュニアクラウン1着 鹿毛 生年月日　2010年4月24日

鹿毛 生年月日　2011年4月19日 ◆2011プリンセス特別1着　◆2013オータムC3着 父　メイショウボーラー 生産牧場　中館牧場

父　クロフネ 生産牧場　中田英樹 ◆2013兵庫クイーンC1着　◆2013東海ゴールドC3着 母　ワンモアミイチュー（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

母　ハクツクィーン（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 ◆2014金沢スプリントC　◆2014兵庫サマークイーン賞3着 地方収得賞金　22,970,000円

地方収得賞金　2,672,000円 ◆2014くろゆり賞1着　◆2014ビューチフル・ドリーマーC2着 北海道：2012/09/05〜　4戦1勝（2着2回、3着0回）

北海道：2013/08/07～　17戦1勝（2着0回、3着4回） ◆2014秋桜賞2着　◆2014東海ゴールドC2着 南関東：2012/12/31〜　40戦7勝（2着6回、3着5回）

南関東：2014/10/09～　24戦1勝（2着3回、3着1回） ◆2015白銀争覇3着　◆2015読売レディス杯3着

7枠10番
グルームアイランド 調教師　高橋俊之（金沢） 

6R 牡5歳 馬主　前田敏文

3枠3番 鹿毛 生年月日　2011年5月4日

ベストイチバン 調教師　佐藤健二（川崎） 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　原光彦

牡6歳 馬主　大野春男 母　サクラフィースト（父　サクラチヨノオー） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2010年3月25日 地方収得賞金　31,342,000円

父　スキャン 生産牧場　富川田中牧場 北海道：2014/04/29〜　4戦3勝（2着0回、3着0回）

母　レイレイン（父　ブレイヴエストローマン） 産地　日高町 南関東：2014/12/04〜　10戦9勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　8,524,000円 金沢：2015/11/15〜　3戦3勝（2着0回、3着0回）

北海道：2012/09/20〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 　　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

岩手：2012/11/12〜　4戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2015中日杯1着　◆2016報知オールスターカップ1着

南関東：2013/01/29〜　32戦7勝（2着3回、3着0回）

4枠4番 本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
エメラルウルトラ 調教師　佐々木清明（船橋） 1R　②ドクターシャドウ、③カミングクィーン、④マジックショー、
牡4歳 馬主　高橋勉 　　 ⑥リリーベル、⑦コパノキャロル、⑧ポートカナベラル
鹿毛 生年月日　2012年3月2日 2R　②バカラスクイーズ、⑨ホワイトドロップ
父　アルデバラン２ 生産牧場　出羽牧場 3R　③サクラエ、④リックヒナチャン、⑧フォルスクリール
母　セトウチシャイン（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町 4R　②スズランクリーク、④キネマオブクイーン、⑤ソラニサクハナ
地方収得賞金　2,703,000円 5R　③マイファンファーレ
北海道：2014/07/09〜　7戦1勝（2着1回、3着2回） 6R　④モエレスマイルバー、⑥バトルスキー
JRA：2015/01/04〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 7R　③フロイント、④ラブメデューサ、⑥フジノキンメダル
南関東：2015/03/25〜　10戦0勝（2着1回、3着3回） 8R　①アイファーヨドヒメ、⑤クラポテチ

9R　⑥サワヤカ
10R　⑤ヤマノジョージ

1/27（水）川崎  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

本日はホッカイドウ競馬出身馬が

川崎記念（JpnⅠ）に2頭出走します！

応援してください!!

笠松競馬
所属

金沢競馬
所属

前走
1 着

前走
1 着

前走
1 着

前走
1 着

前走
1 着

前走
2 着


