
3R 4R 9R

1枠1番 2枠2番 1枠1番

レスプレンデント 調教師　平田正一（川崎） アバロン 調教師　佐藤賢二（船橋） グランシェフ 調教師　加藤誠一（川崎） 

牝2歳 馬主　吉岡大樹 牡3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 牡6歳 馬主　吉田和美

栗毛 生年月日　2016年5月1日 鹿毛 生年月日　2015年5月3日 芦毛 生年月日　2012年4月5日

父　ロジユニヴァース 生産牧場　豊洋牧場 父　ショウナンカンプ 生産牧場　赤石久夫 父　チチカステナンゴ 生産牧場　ノーザンファーム

母　ベストミニオン（父　シニスターミニスター） 産地　日高町 母　アンドロメダ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 母　ガラディナー（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

地方収得賞金　1,970,000円 地方収得賞金　565,000円 地方収得賞金　10,899,000円

北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/09/14～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/08/14～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/11/05～　47戦3勝（2着4回、3着7回）

◆2018　プリンセスC[水沢]　3着 3枠4番

7枠7番 6R オクシー 調教師　村田順一（川崎） 

モリノラピス 調教師　佐藤賢二（船橋） 4枠4番 牝4歳 馬主　原久美子

牝2歳 馬主　森和久 レディゴディバ 調教師　山田質（川崎） 鹿毛 生年月日　2014年4月18日

黒鹿毛 生年月日　2016年3月9日 牝3歳 馬主　檜森高史 父　スターリングローズ 生産牧場　ファーミングヤナキタ

父　ブラックタイド 生産牧場　オリオンファーム 鹿毛 生年月日　2015年4月28日 母　ヴィーナスキャット（父　タバスコキャット） 産地　日高町

母　カーリア（父　Ｃａｒｓｏｎ　Ｃｉｔｙ） 産地　日高町 父　アルデバラン２ 生産牧場　二風谷ファーム 地方収得賞金　4,606,000円

地方収得賞金　1,875,000円 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 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着0回、3着3回）

北海道：2018/05/17～　9戦2勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　2,147,000円 南関東：2016/12/12～　26戦0勝（2着2回、3着8回）

8枠9番 北海道：2017/08/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 4枠6番

アレグロ 調教師　原三男（川崎） 南関東：2017/12/12～　13戦0勝（2着1回、3着1回） アザミ 調教師　高月賢一（川崎） 

牝2歳 馬主　藤元厚雄 6枠7番 牝4歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

栗毛 生年月日　2016年4月29日 ワイルドテイル 調教師　佐藤博紀（川崎） 鹿毛 生年月日　2014年4月5日

父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム 牝4歳 馬主　太田匡哉 父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美

母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県 青鹿毛 生年月日　2014年5月18日 母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,000,000円 父　ケイムホーム 生産牧場　鵜木唯義 地方収得賞金　4,433,000円

北海道：2018/10/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　オーマイクリス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,710,000円 笠松：2017/02/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/06/14～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着3回）

南関東：2016/10/11～　25戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2018/01/31～　14戦1勝（2着4回、3着1回）

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 7枠10番

川崎2R　④マイティーガール ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 10R

　　　5R　③ハピネストソング 牝3歳 馬主　冨田藤男 6枠7番

　　　6R　⑪サンロックヒル 青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 モリノラスボス 調教師　佐藤賢二（船橋）

　　　8R　④ウインフィロソフィ 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 牡3歳 馬主　森和久

　　10R　④マキシマムブレイク 母　ビービーラッハーン（父　シンボリクリスエス） 産地　平取町 鹿毛 生年月日　2015年4月20日

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 地方収得賞金　1,245,000円 父　エスポワールシチー 生産牧場　笹川大晃牧場

川崎8R　⑤モリトカチグリ 北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町

　　11R　⑫エメラルムサシ 南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　7,920,000円

　　12R　⑧ネージュフレーズ 北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/17～　8戦3勝（2着2回、3着0回）

南関東：2018/11/26～　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）

8枠12番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ スマイルアウェイ 調教師　内田勝義（川崎） JRA：2018/02/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

1R　②コケシ　③シングンファイター　④ハッピーフェイス　⑧ソウゲンノカゼ 牝4歳 馬主　廣松重信 ◆2017　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

2R　④ヴェルグンデ　⑤ディーエスプロット　⑦イチムジン　⑧ランタン 栗毛 生年月日　2014年2月22日 7枠9番

　　　⑨キティホーク 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 シグラップエリー 調教師　山崎裕也（川崎）

3R　②モエレキンジトウ　③アッパレダイテン　④オリオンアンジュ 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 牝5歳 馬主　杉浦和也

　　　⑤ファイナルマーク　⑦タイムメイテル　⑨ドミノパス 地方収得賞金　4,501,000円 栗毛 生年月日　2013年4月28日

4R　⑤トリップオブラブ　⑩ナンセカンセ 北海道：2016/05/31～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　信岡牧場

5R　④エナジーウェーブ 南関東：2016/12/13～　25戦1勝（2着3回、3着2回） 母　ミルサジェス（父　スペシャルウィーク） 産地　浦河町

7R　③ベーカークイン 地方収得賞金　10,777,000円

8R　①ティーガー　④ダンスアワード　⑥レッドエルム　⑩フライングサラ 7R 北海道：2015/06/17～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

10R　①コスモカストル　⑦スーパーラッド 2枠2番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

11R　①ゴールドトランプ ヨミ 調教師　佐藤博紀（川崎） 岩手：2015/11/30～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

12R　⑧コッチネッラ 牝3歳 馬主　太田雅貴 南関東：2016/05/20～　20戦2勝（2着2回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2015年2月7日 北海道：2017/09/12～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

父　バトルプラン 生産牧場　本桐牧場 南関東：2018/04/05～　10戦0勝（2着1回、3着3回）

母　ニシノフェイム（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町 ◆2015　知床賞［盛岡］　2着

地方収得賞金　5,006,000円

北海道：2017/08/30～　4戦0勝（2着1回、3着2回） 11R

岩手：2017/12/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠12番

南関東：2018/02/01～　12戦0勝（2着5回、3着2回） エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

牡4歳 馬主　高橋勉

8R 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

1枠1番 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

ロゼッタハート 調教師　森始（船橋） 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

牝4歳 馬主　梁川正 地方収得賞金　11,465,000円

鹿毛 生年月日　2014年2月21日 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 南関東：2017/01/11～　37戦3勝（2着5回、3着8回）

母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 8枠14番

地方収得賞金　6,090,000円 ライブリーソウル 調教師　山下貴之（船橋）

北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 牡7歳 馬主　吉田照哉

JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 青毛 生年月日　2011年4月17日

南関東：2017/05/01～　34戦1勝（2着3回、3着2回） 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム

母　ライブリーダンス（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

地方収得賞金　24,328,000円

北海道：2013/05/01～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2014/03/17～　46戦6勝（2着11回、3着6回）

12/21（金） 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

前走
１着

応援よろしくね♪


