
1R 4R 8R
2枠2番 1枠1番 4枠4番
ディングル 調教師　鈴木義久（川崎） カリビアンスタッド 調教師　出川克己（船橋） レディーオブロー 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝4歳 馬主　小林勝 牡3歳 馬主　吉田照哉 牝5歳 馬主　佐藤勝士

鹿毛 生年月日　2012年3月8日 栗毛 生年月日　2013年3月25日 黒鹿毛 生年月日　2011年5月10日

父　ディープスカイ 生産牧場　本桐牧場 父　カジノドライヴ 生産牧場　社台ファーム 父　ルールオブロー 生産牧場　タガミファーム

母　フォーチュン（父　Ｎｉｇｈｔ　Ｓｈｉｆｔ） 産地　新ひだか町 母　フライトオブスワン（父　フレンチデピュティ） 産地　千歳市 母　ターフサルート（父　Ｌｏｒｄ　Ａｔ　Ｗａｒ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,131,000円 地方収得賞金　1,359,000円 地方収得賞金　8,636,000円

北海道：2014/06/19〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/18〜　5戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/07/24〜　5戦2勝（2着0回、3着2回）

名古屋：2015/04/24〜　7戦3勝（2着1回、3着2回） 南関東：2015/11/09〜　2戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2013/12/05〜　23戦4勝（2着4回、3着4回）

南関東：2015/11/17〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠9番 8枠11番
4枠4番 ナイスキック 調教師　池田孝（川崎） ブレイクスルー 調教師　佐々木清明（船橋）

スマートショール 調教師　宮下貴明（船橋） 牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 牝9歳 馬主　佐々木總雄

牝4歳 馬主　酒井孝敏 栗毛 生年月日　2013年5月15日 鹿毛 生年月日　2007年3月18日

芦毛 生年月日　2012年3月26日 父　パイロ 生産牧場　新井牧場 父　イーグルカフェ 生産牧場　沖田牧場

父　コンデュイット 生産牧場　スマートプロジェクトインコーポレイテッド 母　ナカヤマブリーズ（父　ゼンノロブロイ） 産地　むかわ町 母　ベストルンルン（父　キャロルハウス） 産地　日高町

母　スマートドレス（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　新冠町 地方収得賞金　1,516,000円 地方収得賞金　18,403,000円

地方収得賞金　762,000円 北海道：2015/08/04〜　4戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2009/06/02〜　11戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2014/06/11〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/14〜　4戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2010/01/15〜　88戦5勝（2着9回、3着15回）

佐賀：2014/09/28〜　11戦1勝（2着2回、3着0回） 8枠10番 8枠12番
高知：2015/07/19〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） グリーンマイン 調教師　柿本政男（船橋） ジェルネイル 調教師　林正人（船橋）

南関東：2015/09/10〜　9戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　峰哲馬 牝4歳 馬主　（有）太盛

青鹿毛 生年月日　2013年3月23日 栗毛 生年月日　2012年4月12日

2R 父　ソングオブウインド 生産牧場　ヤマイチ牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ユートピア牧場

7枠7番 母　アジアンタム（父　フジキセキ） 産地　むかわ町 母　ブルークリクィン（父　アフリート） 産地　登別市

オーセンティック 調教師　宮下貴明（船橋） 地方収得賞金　1,306,000円 地方収得賞金　5,390,000円

牝4歳 馬主　酒井孝敏 北海道：2015/05/05〜　16戦0勝（2着5回、3着4回） 北海道：2014/05/06〜　4戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2012年5月18日 南関東：2015/12/09〜　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/08/05〜　8戦3勝（2着1回、3着0回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三

母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 5R 10R
地方収得賞金　811,000円 2枠2番 3枠3番
北海道：2014/07/10〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） ビービーフィギュア 調教師　武井榮一（川崎） ジュウニントイロ 調教師　田邊陽一（川崎） 

笠松：2014/08/28〜　32戦1勝（2着3回、3着2回） 牝4歳 馬主　（有）坂東牧場 牝8歳 馬主　桜井忠隆

南関東：2015/07/20〜　12戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2012年3月31日 黒鹿毛 生年月日　2008年5月6日

8枠9番 父　カンパニー 生産牧場　高橋啓 父　マーベラスサンデー 生産牧場　野島牧場

クリノチュウレンポ 調教師　佐々木功（船橋） 母　タップエース（父　ホワイトマズル） 産地　平取町 母　クインオブウインク（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

牝4歳 馬主　栗本八江 地方収得賞金　3,104,000円 地方収得賞金　31,926,000円

栗毛 生年月日　2012年5月2日 北海道：2014/05/29〜　4戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2010/11/02〜　8戦3勝（2着2回、3着1回）

父　アグネスデジタル 生産牧場　友田牧場 南関東：2015/10/19〜　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2011/11/11〜　46戦13勝（2着10回、3着6回）

母　ミスズアロイ（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,100,000円 6R 11R
北海道：2014/08/21〜　5戦1勝（2着2回、3着0回） 3枠3番 4枠4番
兵庫：2014/11/27〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） トランプタワー 調教師　佐藤博紀（川崎） コーズウェイ 調教師　鈴木義久（川崎） 

南関東：2015/01/21〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　野島泰 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム

北海道：2015/04/22〜　14戦0勝（2着4回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2012年4月11日 芦毛 生年月日　2012年2月27日

南関東：2015/11/12〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アッミラーレ 生産牧場　野島牧場 父　ティンバーカントリー 生産牧場　新生ファーム

母　エアゾディアコ（父　ボストンハーバー） 産地　日高町 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

3R 地方収得賞金　3,061,000円 地方収得賞金　21,898,000円

4枠4番 北海道：2014/07/02〜　6戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/07/02〜　7戦2勝（2着1回、3着3回）

ガラムマサラ 調教師　池田孝（川崎） 兵庫：2014/11/12〜　8戦1勝（2着1回、3着2回） 　　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　（有）ノマ 北海道：2015/05/05〜　9戦1勝（2着3回、3着1回） 南関東：2014/12/02〜　15戦7勝（2着1回、3着2回）

栗毛 生年月日　2013年5月13日 南関東：2015/10/20〜　7戦0勝（2着4回、3着2回） ◆2014知床賞3着

父　カジノドライヴ 生産牧場　鮫川フアーム 5枠5番
母　エイシンテンダネス（父　スキャン）産地　浦河町 ライブリーソウル 調教師　山下貴之（船橋） 12R
地方収得賞金　1,250,000円 牡5歳 馬主　吉田照哉 5枠5番
北海道：2015/06/25〜　5戦2勝（2着0回、3着1回） 青毛 生年月日　2011年4月17日 リュウノハヤテ 調教師　齊藤敏（船橋）

南関東：2016/03/01〜　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 牡5歳 馬主　蓑島竜一

7枠7番 母　ライブリーダンス（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 鹿毛 生年月日　2011年5月30日

ピックミーアップ 調教師　林隆之（川崎） 地方収得賞金　6,162,000円 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大塚牧場

牡3歳 馬主　山口裕介 北海道：2013/05/01〜　7戦1勝（2着1回、3着1回） 母　イノリ（父　クリミナルタイプ） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2013年5月17日 南関東：2014/03/17〜　22戦1勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　7,455,000円

父　ヴァーミリアン 生産牧場　畠山牧場 8枠9番 北海道：2013/06/05〜　15戦1勝（2着0回、3着4回）

母　ダイナマイトボディ（父　レギュラーメンバー） 産地　新ひだか町 グローリーキング 調教師　新井清重（船橋） 岩手：2013/12/02〜　3戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　927,000円 牡4歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 南関東：2014/02/13〜　35戦2勝（2着6回、3着3回）

北海道：2015/07/09〜　5戦0勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2012年2月27日 7枠9番
岩手：2015/11/07〜　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　フサイチコンコルド 生産牧場　坂本健一 アウターバンクス 調教師　高月賢一（川崎） 

南関東：2016/03/01〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　シャープブロー（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

8枠8番 地方収得賞金　3,198,000円 青毛 生年月日　2010年4月17日

ビービービージー 調教師　武井和実（川崎） 北海道：2014/08/19〜　4戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ロージズインメイ 生産牧場　ノーザンファーム

牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 金沢：2014/11/04〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　クリスタルコースト（父　サンデーサイレンス） 産地　北海道勇払郡安平町

青鹿毛 生年月日　2013年4月12日 南関東：2014/12/02〜　10戦0勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　10,232,000円

父　ビービーガルダン 生産牧場　有限会社三石軽種馬共同育成センター 佐賀：2015/04/25〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2012/07/18〜　4戦1勝（2着1回、3着1回）

母　ニシノエルハーブ（父　エルハーブ） 産地　新ひだか町 南関東：2915/06/08〜　6戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2012/11/14〜　20戦2勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　1,055,000円 名古屋：2015/03/03〜　10戦2勝（2着5回、3着2回）

北海道：2015/08/27〜　6戦1勝（2着2回、3着0回） 本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ 南関東：2016/01/29〜　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/01/29〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） 2R　②ベターオフ、③バジガクミライ、⑤マイサクラ、⑦コッチネッラ、⑨シルバークィーン ◆2012ブリーダーズゴールドジュニアカップ（H1）2着

3R　⑤ルッセカッテル、⑥スカイトマホーク ◆2012イノセントカップ(H3)3着

4R　②イグナイト
5R　②ドレミ
7R　⑤マイファンファーレ、⑦アイファーアトラス
8R　⑨マックスキュア
9R　②ナーゴナーゴユーリ

3/29（火）川崎  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

応援してね！
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