
1R 4R 8R

4枠4番 1枠1番 5枠5番

ホウキヤマザール 調教師　岩本洋（川崎） スティールジェンヌ 調教師　佐々木仁（川崎） ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎）

牝2歳 馬主　西森鶴 牝2歳 馬主　菅野守雄 牝4歳 馬主　大典牧場（有）

青鹿毛 生年月日　2016年3月16日 鹿毛 生年月日　2016年2月28日 芦毛 生年月日　2014年3月10日

父　ベルシャザール 生産牧場　宝寄山忠則 父　アポロキングダム 生産牧場　石郷岡雅樹 父　シルバーチャーム 生産牧場　大典牧場

母　タイキミューズ（父　スペシャルウィーク） 産地　日高町 母　チョウノヨウニマイ（父　Ｂｒｏａｄ　Ｂｒｕｓｈ） 産地　新冠町 母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　500,000円 地方収得賞金　1,845,000円 地方収得賞金　5,209,000円

北海道：2018/07/19～　7戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2018/05/22～　10戦2勝（2着3回、3着3回） 北海道：2016/06/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

7枠7番 6枠6番 南関東：2017/04/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

クレインチャーム 調教師　岩本洋（川崎） ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 北海道：2017/08/17～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

牝2歳 馬主　西森鶴 牡2歳 馬主　西森鶴 南関東：2017/11/07～　11戦3勝（2着1回、3着3回）

栗毛 生年月日　2016年4月16日 栗毛 生年月日　2016年3月11日 8枠9番

父　フリオーソ 生産牧場　日西牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場 セイコチャン 調教師　米谷康秀（船橋）

母　キシュウウインド（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　岡田隆寛

地方収得賞金　575,000円 地方収得賞金　1,500,000円 栗毛 生年月日　2015年4月6日

北海道：2018/10/18～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　市川牧場

7枠8番 母　キョウエイアロマ（父　キングカメハメハ） 産地　むかわ町

キャッスルキング 調教師　渋谷信博（船橋） 5R 地方収得賞金　4,124,000円

牡2歳 馬主　城市公 6枠8番 北海道：2017/06/08～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年4月6日 ディアガール 調教師　今井輝和（川崎） 兵庫：2017/12/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回）

父　リーチザクラウン 生産牧場　城市公 牝3歳 馬主　岡田将一 南関東：2018/08/31～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

母　キャッスルスピカ（父　タイキブリザード） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2015年3月31日

地方収得賞金　1,980,000円 父　マツリダゴッホ 生産牧場　岡田スタツド 9R

北海道：2018/05/17～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 母　ブルーミングガール（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町 4枠4番

南関東：2018/12/12～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　803,000円 パノラマ 調教師　新井清重（船橋） 

北海道：2018/07/31～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 牡4歳 馬主　伊藤壽孝

2R 南関東：2018/11/26～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年4月18日

3枠3番 8枠12番 父　アドマイヤムーン 生産牧場　松浦牧場

サムシングブルー 調教師　佐々木仁（川崎） タケノスペシャル 調教師　鈴木義久（川崎） 母　ティエッチグリーン（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

牝2歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牡3歳 馬主　安喰武雄 地方収得賞金　6,368,000円

黒鹿毛 生年月日　2016年2月25日 黒鹿毛 生年月日　2015年2月14日 北海道：2017/04/18～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　谷川牧場 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　嶋田牧場 笠松：2017/06/30～　13戦3勝（2着4回、3着2回）

母　タイセイプロバブル（父　Ｍｒ．　Ｇｒｅｅｌｅｙ） 産地　浦河町 母　レディピアレス（父　Ｐｏｉｎｔ　Ｇｉｖｅｎ） 産地　新ひだか町 南関東：2018/01/16～　13戦4勝（2着0回、3着4回）

地方収得賞金　930,000円 地方収得賞金　1,119,000円

北海道：2018/05/17～　9戦0勝（2着1回、3着4回） 北海道：2017/07/12～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 11R

南関東：2018/11/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2017/12/05～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 2枠2番

7枠7番 北海道：2018/04/19～　13戦1勝（2着1回、3着2回） コパノオリビア 調教師　山崎尋美（川崎） 

タキオンボウル 調教師　山田質（川崎） 南関東：2018/11/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　小林祐介

牡2歳 馬主　杉山忠国 栗毛 生年月日　2015年4月21日

青鹿毛 生年月日　2016年4月11日 6R 父　サウスヴィグラス 生産牧場　伊藤敏明

父　タートルボウル 生産牧場　明治牧場 2枠2番 母　アイノビジン（父　グルームダンサー） 産地　新ひだか町

母　グッバイタキオン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 ビービービージー 調教師　高月賢一（川崎） 地方収得賞金　3,619,000円

地方収得賞金　840,000円 牡5歳 馬主　二口雅一 北海道：2017/08/23～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/06/06～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2013年4月12日 南関東：2018/04/18～　9戦1勝（2着3回、3着2回）

南関東：2018/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 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

母　ニシノエルハーブ（父　エルハーブ） 産地　新ひだか町 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
3R 地方収得賞金　6,001,000円 川崎1R　⑨プレドゥラメール

5枠5番 北海道：2015/08/27～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 　　　3R　⑥ビービーガナール

ビービーブレイデン 調教師　山崎尋美（川崎） 南関東：2016/01/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
牡2歳 馬主　（有）坂東牧場 北海道：2016/04/27～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 川崎6R　⑩ブルベアエイプス

栗毛 生年月日　2016年2月9日 南関東：2016/10/14～　28戦2勝（2着1回、3着4回） ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 5枠5番 川崎1R　②パレスギガント

母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 テネレッツァ 調教師　平田正一（川崎） 　　　5R　⑤ベリッシマ

地方収得賞金　1,215,000円 牝4歳 馬主　吉岡廣樹

北海道：2018/05/17～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年2月20日 ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2018/10/18～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　荒谷輝和 1R　①ゲリュオラ　③ベルファムクイーン　⑨レディミリオネア

6枠6番 母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町 2R　①ロミオ

ビービーガナール 調教師　武井和実（川崎） 地方収得賞金　3,858,000円 4R　⑪ワンウェイドライヴ

牝2歳 馬主　（有）坂東牧場 北海道：2016/08/03～ 7戦0勝（2着2回、3着0回） 5R　②ナインハーフ　⑦グロリーゼファー　⑪ベターオフ

黒鹿毛 生年月日　2016年5月4日 笠松：2017/01/24～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 7R　⑧テルノマイヒメ

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 北海道：2017/05/10～　13戦1勝（2着5回、3着2回） 10R　⑩スカイロックゲート

母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 南関東：2017/12/11～　8戦2勝（2着0回、3着2回） 11R　⑪ヴォレグラース

地方収得賞金　1,675,000円 6枠7番

北海道：2018/05/09～　7戦2勝（2着0回、3着1回） リコーアナコンダ 調教師　久保秀男（川崎） 

牝3歳 馬主　土橋正雄

鹿毛 生年月日　2015年4月24日

父　クロフネ 生産牧場　リコーファーム

母　フサイチモナコ（父　フジキセキ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,201,000円

北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/04/02～　11戦0勝（2着2回、3着2回）

12/17(月) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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今週のダートグレード競走

12/19(水) 川崎11R 第69回全日本2歳優駿〔JpnⅠ〕
2歳 JRA地方選定馬オープン ダート1,600ｍ

お楽しみに！


