
1R 5R 9R

5枠5番 6枠8番 6枠7番

ミスサハラ 調教師　加藤誠一（川崎） スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和）

牝2歳 馬主　大典牧場（有） 牝5歳 馬主　細川大輔 牝3歳 馬主　冨田藤男

青毛 生年月日　2015年5月4日 青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 鹿毛 生年月日　2014年4月24日

父　スウィフトカレント 生産牧場　大典牧場 父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣

母　カミモリローマン（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町

地方収得賞金　720,000円 地方収得賞金　4,402,000円 地方収得賞金　1,772,000円

北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

7枠8番 笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

ビービーレジーナ 調教師　武井和実（川崎） 南関東：2015/09/10～　29戦1勝（2着5回、3着2回） 南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　（有）坂東牧場 笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2015年5月13日 6R 南関東：2017/07/03～　13戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 8枠11番 7枠9番

母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 リックカグラ 調教師　岩本洋（川崎） トキノクレール 調教師　八木正喜（川崎） 

地方収得賞金　765,000円 牡4歳 馬主　山邉浩 牡3歳 馬主　田中準市

北海道：2017/06/22～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2013年3月22日 栗毛 生年月日　2014年4月25日

7枠9番 父　スウィフトカレント 生産牧場　荒木貴宏 父　フリオーソ 生産牧場　川上牧場

コモンセンス 調教師　林隆之（川崎） 母　ケイアイカグラ（父　Ｓｏｎｇａｎｄａｐｒａｙｅｒ） 産地　新ひだか町 母　ラブリーランサム（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町

牝2歳 馬主　伊達泰明 地方収得賞金　4,406,000円 地方収得賞金　1,040,000円

黒鹿毛 生年月日　2015年5月31日 北海道：2015/06/10～　10戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/05/11～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　イゾルデ（父　トニービン） 産地　日高町 笠松：2015/12/16～　12戦3勝（2着0回、3着0回） 10R

地方収得賞金　540,000円 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠14番

北海道：2017/06/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） ルコンポゼ 調教師　鈴木義久（川崎） 

金沢：2017/10/03～　4戦1勝（2着1回、3着0回） JRA：2016/10/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） セン5歳 馬主　伊達泰明

8枠10番 南関東：2017/01/17～　19戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年5月8日

アラレチャン 調教師　佐藤博紀（川崎） ◆2015　知床賞［盛岡］　1着 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場

牝2歳 馬主　太田匡哉 母　シャルトリューズ（父　サザンヘイロー） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2015年4月5日 7R 地方収得賞金　19,192,000円

父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 2枠2番 北海道：2014/07/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 スマイルアウェイ 調教師　内田勝義（川崎） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　680,000円 牝3歳 馬主　廣松重信 南関東：2014/10/02～　11戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年2月22日 北海道：2016/06/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 南関東：2016/10/05～　19戦2勝（2着1回、3着1回）

2R 母　オークスピリッツ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 ◆2015　クラウンC［川崎］　2着

2枠2番 地方収得賞金　4,171,000円

レディゴディバ 調教師　山田質（川崎） 北海道：2016/05/31～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 11R　東京スポーツ師走杯

牝2歳 馬主　鈴木康弘 南関東：2016/12/13～　16戦1勝（2着3回、3着2回） 5枠5番

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 5枠5番 キングニミッツ 調教師　矢野義幸（船橋）

父　アルデバラン２ 生産牧場　二風谷ファーム スギノアクトレス 調教師　山田質（川崎） 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム

母　マチカネコチフカバ（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町 牝4歳 馬主　杉山忠国 栗毛 生年月日　2013年6月4日

地方収得賞金　950,000円 青鹿毛 生年月日　2013年4月1日 父　スパイキュール 生産牧場　新生ファーム

北海道：2017/08/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 父　タニノギムレット 生産牧場　明治牧場 母　サヴァント（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

8枠9番 母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　29,168,000円　　中央収得賞金　3,350,000円　（付加賞金　49,000円）

レジャイナルーチェ 調教師　池田孝（川崎） 地方収得賞金　5,183,000円 北海道：2015/08/19～　5戦1勝（2着0回、3着3回）

牝2歳 馬主　中村善春 北海道：2015/10/14～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/23～　4戦0勝（2着0回、3着2回）

栗毛 生年月日　2015年6月1日 南関東：2016/01/21～　3戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/04/20～　7戦1勝（2着2回、3着3回）

父　ブレイクランアウト 生産牧場　オリオンファーム 岩手：2016/07/10～　7戦0勝（2着2回、3着2回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

母　オノユウ（父　バブルガムフェロー） 産地　日高町 南関東：2016/12/05～　17戦0勝（2着0回、3着5回） 南関東：2016/11/08～　13戦3勝（2着5回、3着2回）

地方収得賞金　995,000円 5枠6番 ◆2016　北海優駿［門別］　2着

北海道：2017/06/14～　9戦1勝（2着3回、3着3回） ハピリン 調教師　山越光（浦和） ◆2017　東京記念［大井］　3着　　◆2016　北斗盃［門別］　3着

牝3歳 馬主　水田栄之助 ◆2016　王冠賞［門別］　3着

3R 栗毛 生年月日　2014年4月5日 8枠11番

1枠1番 父　アサクサキングス 生産牧場　藤本友則 ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 

ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 母　ギャラントユウリ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

牡2歳 馬主　（有）坂東牧場 地方収得賞金　4,230,000円 鹿毛 生年月日　2013年3月15日

栗毛 生年月日　2015年2月11日 北海道：2016/05/25～　14戦1勝（2着2回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 南関東：2016/12/21～　17戦2勝（2着0回、3着3回） 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 7枠9番 地方収得賞金　36,898,000円　　中央収得賞金　1,600,000円

地方収得賞金　1,155,000円 ストレンジウーマン 調教師　佐々木仁（川崎） 北海道：2015/07/21～　6戦2勝（2着0回、3着2回）

北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/10/23～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2014年4月28日 南関東：2016/01/07～　15戦4勝（2着0回、3着4回）

2枠2番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 ◆2017　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　1着

ジュネスガール 調教師　佐藤博紀（川崎） 母　バイブレイションズ（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 ◆2017　東京中日スポーツ弥生杯［川崎］　1着

牝2歳 馬主　（株）ドン 地方収得賞金　4,217,000円 ◆2016　羽田盃［大井］　3着　　◆2016　戸塚記念［川崎］　3着

栗毛 生年月日　2015年5月13日 北海道：2016/08/10～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　3着　　◆2015　サンライズC［門別］　3着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　米田牧場 JRA：2017/04/23～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆'16スパーキングサマーC［川崎］　3着

母　シラタマ（父　ロドリゴデトリアーノ） 産地　新ひだか町 南関東：2017/07/03～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,550,000円 12R

北海道：2017/07/26～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 8R 6枠9番

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 タッチライフ 調教師　岡田一男（浦和） 

7枠9番 スセソール 調教師　林隆之（川崎） 牝3歳 馬主　門別正

トキノマツカゼ 調教師　八木正喜（川崎） セン5歳 馬主　伊達泰明 芦毛 生年月日　2014年4月20日

牡2歳 馬主　田中準市 青鹿毛 生年月日　2012年2月29日 父　アッミラーレ 生産牧場　門別正

黒鹿毛 生年月日　2015年5月27日 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場 母　チャーミングタンゴ（父　アフリート） 産地　日高町

父　サウスヴィグラス 生産牧場　本桐牧場 母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 地方収得賞金　5,684,000円

母　ミスダイナクリス（父　Ｄｙｎａｆｏｒｍｅｒ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,052,000円 北海道：2016/05/04～　9戦2勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金　1,460,000円 北海道：2016/05/12～　9戦4勝（2着3回、3着0回） 南関東：2016/12/20～　17戦1勝（2着3回、3着3回）

北海道：2017/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 金沢：2016/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 8枠14番

南関東：2017/10/09～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/04/19～　11戦4勝（2着2回、3着2回） カワナ 調教師　鈴木義久（川崎）

8枠11番 4枠4番 牡3歳 馬主　岡元匠

ノットユーアゲイン 調教師　村田六郎（川崎） ロゼッタハート 調教師　矢野義幸（船橋） 鹿毛 生年月日　2014年3月25日

牝2歳 馬主　田村章 牝3歳 馬主　梁川正 父　サニングデール 生産牧場　山田牧場

鹿毛 生年月日　2015年4月24日 鹿毛 生年月日　2014年2月21日 母　クードゥフードル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町

父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 地方収得賞金　5,555,000円

母　ワイルドイマージュ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 北海道：2016/05/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,500,000円 地方収得賞金　4,186,000円 愛知：2016/09/01～　13戦3勝（2着3回、3着1回）

北海道：2017/04/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/08/01～　5戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2017/09/06～　5戦0勝（2着1回、3着1回） JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/05/01～　12戦1勝（2着1回、3着1回）

4R 7枠10番

1枠1番 モリデンボス 調教師　山越光（浦和） 

スカイヒル 調教師　宮下靖旨（船橋） 牡6歳 馬主　森田芳男 ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
牝4歳 馬主　平井頼行 鹿毛 生年月日　2011年5月4日 川崎1R　⑧ビービーレジーナ

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 父　アメリカンボス 生産牧場　森田芳男 　　　3R　⑨トキノマツカゼ

父　ディープスカイ 生産牧場　阿部栄乃進 母　リハクタンス（父　フレンチグローリー） 産地　新冠町 　　　9R　⑨トキノクレール

母　アタランテ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　厚真町 地方収得賞金　11,318,000円 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
地方収得賞金　2,830,000円 北海道：2013/06/04～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 川崎2R　②レディゴディバ

北海道：2015/05/27～　11戦2勝（2着0回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/21～　33戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2014/02/07～　12戦2勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 北海道：2016/04/27～　9戦0勝（2着0回、3着1回）

エメラルウルトラ 調教師　佐々木清明（船橋） 佐賀：2016/11/26～　16戦1勝（2着2回、3着3回）

牡5歳 馬主　高橋勉 南関東：2017/09/21～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2012年3月2日 ◆2017　鶴見岳賞［佐賀］　2着

父　アルデバラン２ 生産牧場　出羽牧場 ◆2017　由布岳賞［佐賀］　3着

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

地方収得賞金　4,269,000円 ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2014/07/09～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 1R　②グルース
JRA：2015/01/04～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 2R　⑥トキノケリー　⑦アウトスタンディン
南関東：2015/03/25～　38戦0勝（2着2回、3着9回） 4R　⑤エピルス　⑨オールラウンド
7枠7番 5R　①ピンクインハート　②ロックリソース　⑥ニシノエルドラド

ハイアビリティー 調教師　佐々木功（船橋） 6R　①ボンマルシェ　⑤シアーブリス　⑧ハヤイネペコチャン
牝5歳 馬主　中島稔 7R　⑥ビービーボイジャー　⑨オーヴァルブーケ　⑩ランランラン

鹿毛 生年月日　2012年3月5日 8R　③メイソ

父　キングヘイロー 生産牧場　石田牧場 9R　①キモンゴールド　②ギガビーム　⑥サクラレグルス

母　ロッチダンス（父　ワツスルタツチ） 産地　新冠町 10R　⑥アートオブタイム

地方収得賞金　1,064,000円

北海道：2014/05/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

12/12(火） 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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