
4R 7R 11R　第69回全日本2歳優駿〔JpnⅠ〕

2枠2番 4枠4番 1枠1番

ブライトリーローズ 調教師　山田質（川崎） ジュネスガール 調教師　佐藤博紀（川崎） マイティウォーリア 調教師　林和弘（北海道） 

牝3歳 馬主　米津佳昭 牝3歳 馬主　（株）ドン 牡2歳 馬主　菊地昌廣

鹿毛 生年月日　2015年3月6日 栗毛 生年月日　2015年5月13日 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

父　ローズキングダム 生産牧場　長手猛 父　サウスヴィグラス 生産牧場　米田牧場 父　ロジユニヴァース 生産牧場　クリアファーム

母　エンジカラー（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 母　シラタマ（父　ロドリゴデトリアーノ） 産地　新ひだか町 母　ミーナー（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　日高町

地方収得賞金　935,000円 地方収得賞金　4,163,000円 地方収得賞金　4,100,000円

北海道：2017/08/03～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/07/26～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/07/04～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

岩手：2017/12/25～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/07/20～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/12～　16戦0勝（2着3回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

6枠6番 7枠9番 ◆2018　平和賞[船橋]　3着

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） タイムオブレディー 調教師　村田順一（川崎） 3枠3番

牝3歳 馬主　大野洋子 牝5歳 馬主　吉武章 イグナシオドーロ 調教師　角川秀樹（北海道）

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 鹿毛 生年月日　2013年3月1日 牡2歳 馬主　（有）　グランド牧場

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 父　デュランダル 生産牧場　細道牧場 青鹿毛 生年月日　2016年2月18日

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 母　ビッグティアラ（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　1,523,000円 地方収得賞金　9,103,000円 母　ベラトリックス（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 北海道：2015/05/28～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　13,850,000円

7枠7番 佐賀：2015/08/16～　17戦3勝（2着1回、3着4回） 北海道：2018/05/02～　6戦2勝（2着2回、3着1回）

マルク 調教師　佐々木仁（川崎） 南関東：2016/07/29～　33戦3勝（2着4回、3着3回） ◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC[門別]　1着

牡3歳 馬主　（株）ＭＢＲ ◆2016　花吹雪賞［佐賀］　3着 ◆2018　北海道2歳優駿[門別]　2着

芦毛 生年月日　2015年5月19日 ◆2018　サンライズC[門別]　3着

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　ワールドファーム 9R 5枠7番

母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　青森県 3枠3番 エムオータイショウ 調教師　角川秀樹（北海道） 

地方収得賞金　1,689,000円 ステラピンク 調教師　佐々木仁（川崎） 牡2歳 馬主　大浅貢

北海道：2017/06/07～　14戦3勝（2着3回、3着2回） 牝3歳 馬主　吉橋英隆 鹿毛 生年月日　2016年4月9日

南関東：2018/11/30～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年2月25日 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　門別牧場

父　バトルプラン 生産牧場　石田牧場 母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町

5R 母　ハルトリーゲル（父　ファスリエフ） 産地　新冠町 地方収得賞金　9,400,000円

2枠2番 地方収得賞金　7,615,000円 北海道：2018/07/26～　5戦4勝（2着1回、3着0回）

ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 北海道：2017/07/16～　6戦2勝（2着1回、3着1回） ◆2018　イノセントC[門別]　1着　　◆2018　サッポロクラシックC[門別]　1着

牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 南関東：2017/10/11～　10戦3勝（2着0回、3着1回） 8枠13番

栗毛 生年月日　2015年2月11日 4枠4番 ウィンターフェル 調教師　林和弘（北海道）

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 ナイトフィーバー 調教師　田邊陽一（川崎） 牡2歳 馬主　（株）東京Ｍｉｄｇａｒ

母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 牝7歳 馬主　酒井孝敏 青毛 生年月日　2016年4月14日

地方収得賞金　3,395,000円 栗毛 生年月日　2011年2月21日 父　ダノンバラード 生産牧場　有限会社三石軽種馬共同育成センター

北海道：2017/06/21～　6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 母　トピカ（父　プリサイスエンド） 産地　新ひだか町

南関東：2017/10/23～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　31,700,000円

7枠7番 地方収得賞金　19,915,000円 北海道：2018/05/22～　7戦4勝（2着2回、3着0回）

グローリアスマリン 調教師　高月賢一（川崎） 北海道：2013/08/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　日下部勝徳 南関東：2013/12/27～　64戦5勝（2着11回、3着8回） ◆2018　北海道2歳優駿[門別]　1着

黒鹿毛 生年月日　2015年4月17日 6枠7番 ◆2018　サンライズC[門別]　2着　　◆2018　栄冠賞[門別]　2着

父　フリオーソ 生産牧場　有限会社大作ステーブル マイティキング 調教師　佐藤博紀（川崎） 

母　ルーマードダイヤ（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　菊地昌廣 12R

地方収得賞金　3,988,000円 栗毛 生年月日　2014年3月31日 6枠7番

北海道：2017/06/08～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 父　アポロキングダム 生産牧場　小西ファーム レッカーベルン 調教師　山崎尋美（川崎） 

南関東：2017/12/11～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 母　リードリズム（父　プルラリズム） 産地　日高町 牝4歳 馬主　樋口貴士

地方収得賞金　9,158,000円 鹿毛 生年月日　2014年2月19日

6R 北海道：2016/05/18～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 父　ジャイアントレッカー 生産牧場　高昭牧場

2枠2番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 母　マスターチアフル（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町

バンバンブギー 調教師　吉橋淳一（川崎） 南関東：2016/11/30～　22戦1勝（2着3回、3着3回） 地方収得賞金　4,340,000円

牡3歳 馬主　津田浩一 北海道：2018/08/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/12～　12戦2勝（2着1回、3着5回）

栗毛 生年月日　2015年3月12日 岩手：2016/11/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　シニスターミニスター 生産牧場　桜井牧場 10R 南関東：2017/01/26～　31戦0勝（2着0回、3着5回）

母　シルクプリズム（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 3枠3番

地方収得賞金　1,852,000円 クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2017/06/29～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 牡6歳 馬主　倉見利弘 1R　⑩アイファーグリーン

南関東：2017/12/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2012年4月26日 2R　④バンローズキングス

北海道：2018/05/26～　12戦0勝（2着1回、3着0回） 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場 3R　①ウィナーズヒロイン　④ゴリョウサン　⑥ナイトオブソード

5枠6番 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 　　　⑧ベルリーフ

ファイトファイヤー 調教師　佐々木仁（川崎） 地方収得賞金　21,822,000円 5R　⑦アラベスクシーズ

牡3歳 馬主　（有）グランド牧場 北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回） 10R　⑦イケノコスモス

栗毛 生年月日　2015年4月18日 南関東：2014/12/04～　55戦2勝（2着11回、3着5回） 11R　⑤シーズアレインボー　⑧ラストチャンスアリ

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　中橋清 8枠9番 12R　②ダイヤファントム

母　テレサザティーチャ（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町 オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

地方収得賞金　1,587,000円 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

北海道：2017/06/01～　15戦4勝（2着2回、3着0回） 芦毛 生年月日　2014年3月16日

南関東：2018/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

6枠8番 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

チークス 調教師　林隆之（川崎） 地方収得賞金　11,490,000円

牝3歳 馬主　佐久間拓士 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

栗毛 生年月日　2015年5月27日 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

父　カネヒキリ 生産牧場　村上欽哉 南関東：2018/04.04～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ロキロキ（父　プレミアムサンダー） 産地　新冠町 ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

地方収得賞金　1,487,000円 ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

愛知：2018/03/15～　5戦4勝（2着0回、3着0回）

6枠9番 ●本日の騎乗予定　阿部 龍騎手
アキレアガール 調教師　池田孝（川崎） 川崎2R　④ラブジェネラル

牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 　　　7R　③ディーズヘヴン

鹿毛 生年月日　2015年3月31日 　　10R　⑨オールザベスト

父　タニノギムレット 生産牧場　村下清志 　　11R　③イグナシオドーロ

母　メイレディ（父　ジェニュイン） 産地　浦河町 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
地方収得賞金　1,876,000円 川崎3R　⑥ディレットーレ

北海道：2017/05/03～　12戦2勝（2着5回、3着1回） 　　12R　⑧オモウツボ

南関東：2018/10/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回） ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
川崎10R　③クラヴィクトリー

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
1R　⑨エイシンベラドンナ 川崎4R　⑦マルク

3R　①サンミゲル　⑤アウトザブルー　⑨アベニンマルカート 　　　6R　⑥ファイトファイヤー

4R　④ゴーウン 　　　8R　⑦ラグプリンセス

5R　④ローザルーナ 　　11R　⑦エムオータイショウ

6R　①ポートカナベラル　④オーゴンアレッタ　⑨コホウノウグイス ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
　　　⑪ビジネスチャンス 川崎1R　②ルーナディア

7R　②ラヴィ 　　　3R　④ホームルーム

9R　①ユーセイスラッガー 　　　5R　①カジノクイーン

12R　③フリーゴーイング 　　11R　⑭スズブルースカイ

12/19（水） 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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マイティウォーリア イグナシオドーロ エムオータイショウ ウィンターフェル

川崎11R・全日本2歳優駿に、

ホッカイドウ競馬から4頭が参戦！

応援よろしくお願いします♪

前走
３着


