
2R 8R 11R　第68回 全日本２歳優駿【指定交流】〔JpnＩ〕

1枠1番 7枠9番 3枠4番

ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎） ソーディスイズラヴ 調教師　山崎裕也（川崎） ハッピーグリン 調教師　田中淳司（北海道） 

牝3歳 馬主　大典牧場（有） 牝3歳 馬主　古谷剛彦 牡2歳 馬主　会田裕一

芦毛 生年月日　2014年3月10日 鹿毛 生年月日　2014年5月13日 栗毛 生年月日　2015年3月6日

父　シルバーチャーム 生産牧場　大典牧場 父　バトルプラン 生産牧場　高橋義浩 父　ローエングリン 生産牧場　社台ファーム

母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 母　スイートランラン（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町 母　レディセラヴィ（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

地方収得賞金　1,310,000円 地方収得賞金　5,015,000円 地方収得賞金　5,100,000円　　中央収得賞金　8,000,000円（付加賞金　81,000円）

北海道：2016/06/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2016/07/13～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2017/05/18～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

南関東：2017/04/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/12/28～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着3回）

北海道：2017/08/17～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 岩手：2017/05/14～　6戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　サンライズカップ［門別］　2着　　

南関東：2017/11/07～　1戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2017　はまなす賞［岩手］　1着 ◆2017　栄冠賞［門別］　2着

8枠11番 4枠6番

5R コパノミラーレ 調教師　松浦裕之（大井） ソイカウボーイ 調教師　田中淳司（北海道） 

4枠4番 牡4歳 馬主　高岡里枝 牡2歳 馬主　日吉伸人

アランスター 調教師　高野毅（大井） 鹿毛 生年月日　2013年4月14日 栗毛 生年月日　2015年4月17日

牡3歳 馬主　（有）ノマ 父　アッミラーレ 生産牧場　ユートピア牧場 父　トビーズコーナー 生産牧場　伏木田牧場

鹿毛 生年月日　2014年5月9日 母　アミュレット（父　マヤノトップガン） 産地　登別市 母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町

父　スターリングローズ 生産牧場　赤石久夫 地方収得賞金　5,875,000円 地方収得賞金　9,140,000円

母　ピンクバーディー（父　オース） 産地　新冠町 北海道：2015/05/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/07/12～　5戦3勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　2,118,000円 岩手：2015/08/15～　5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）

北海道：2016/05/25～　15戦4勝（2着5回、3着2回） 南関東：2016/02/24～　27戦1勝（2着2回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2017/11/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　サッポロクラシックカップ［門別］　1着

6枠8番 9R ◆2017　兵庫ジュニアグランプリ［園田］　3着

ノーワンライクユー 調教師　山崎尋美（川崎） 1枠1番 6枠10番

牡3歳 馬主　吉田照哉 ハウマーナ 調教師　田邊陽一（川崎） ダモンデ 調教師　田中淳司（北海道） 

栗毛 生年月日　2014年3月29日 牝3歳 馬主　（株）紅谷 牡2歳 馬主　尾崎智大

父　タイキシャトル 生産牧場　社台ファーム 黒鹿毛 生年月日　2014年4月17日 栗毛 生年月日　2015年3月27日

母　ロンギングエリー（父　ゼンノロブロイ） 産地　千歳市 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 父　プリサイスエンド 生産牧場　上山牧場

地方収得賞金　546,000円 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 母　フクシア（父　ゴールドアリュール） 産地　浦河町

北海道：2016/06/16～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　8,428,000円 地方収得賞金　7,035,000円

岩手：2016/11/21～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/12～　11戦3勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/04/18～　8戦3勝（2着2回、3着1回）

南関東：2017/02/01　11戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/01/02～　10戦3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）

◆2017　南部駒賞［水沢］　1着

6R 10R 7枠12番

2枠2番 3枠3番 サザンヴィグラス 調教師　川島洋人（北海道） 

リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） エールドランジュ 調教師　橋本和馬（大井） 牡2歳 馬主　村山忠弘

牝4歳 馬主　土橋正雄 牝7歳 馬主　和田博美 鹿毛 生年月日　2015年5月16日

黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日 鹿毛 生年月日　2010年4月24日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　株式会社カネツ牧場

父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム 父　メイショウボーラー 生産牧場　中館牧場 母　スプライトダンス（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 母　ワンモアミイチュー（父　エンドスウィープ） 産地　日高町 地方収得賞金　13,350,000円

地方収得賞金　3,598,000円 地方収得賞金　33,184,000円 北海道：2017/05/23～　6戦3勝（2着1回、3着2回）

北海道：2015/08/20～　6戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2012/09/05～　4戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2017　ブリーダーズゴールドジュニアカップ［門別］　1着

南関東：2016/01/18～　14戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2012/12/31～　62戦8勝（2着6回、3着8回） ◆2017　栄冠賞［門別］　1着

7枠7番 4枠5番 ◆2017　北海道2歳優駿［門別］　3着　　◆2017　サンライズカップ［門別］　3着

アンジュレーヴ 調教師　佐藤博紀（川崎） ライブリーソウル 調教師　山下貴之（船橋） 8枠13番

牝3歳 馬主　竹下浩一 牡6歳 馬主　吉田照哉 ミスターバッハ 調教師　矢野義幸（船橋） 

鹿毛 生年月日　2014年4月3日 青毛 生年月日　2011年4月17日 牡2歳 馬主　（有）新生ファーム

父　メイショウボーラー 生産牧場　上野正恵 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 鹿毛 生年月日　2015年4月4日

母　コスモブレッシング（父　ゴールドアリュール） 母　ライブリーダンス（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場

地方収得賞金　3,948,000円 地方収得賞金　20,938,000円 母　クリーペル（父　タイキシャトル） 産地　新冠町

北海道：2016/05/03～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/05/01～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　4,600,000円

南関東：2016/10/04～　14戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2014/03/17～　38戦6勝（2着9回、3着6回） 北海道：2017/05/11～　10戦2勝（2着1回、3着4回）

◆2017　イノセントカップ［門別］　2着

●高知・名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2017　サッポロクラシックカップ［門別］　3着

高知2R　⑫マジカルチャレンジ

　　　3R　⑧トウカイヴィオラ 12R

　　　4R　④エグザルトント ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 7枠11番

　　　7R　①ヴァンフルール 川崎2R　③ディーエスレイダー ミルグラシアス 調教師　内田勝義（川崎） 

　　　8R　⑥リュウノハヤブサ 　　12R　⑧チェストケゴールド 牡3歳 馬主　吉田照哉

　　　9R　①パッパカ　③ココイチバン　⑦リンノメサイア ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 芦毛 生年月日　2014年5月14日

　　　12R　⑤カミカザリ　⑪フォーカスライト 川崎1R　⑫ロイヤルアイザック 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

名古屋12R　④ケントリュウコウ 　　　8R　⑤ラサンタクルス 母　ハッピープレゼント（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

　　11R　④ハッピーグリン 地方収得賞金　5,390,000円

北海道：2016/05/25～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/02/27～　5戦1勝（2着2回、3着0回）

◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

12/13（水） 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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全日本2歳優駿［JpnⅠ］に、
ホッカイドウ競馬から４頭が参戦！

みんながんばれ～！
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