
1R 3R 9R

3枠3番 6枠6番 1枠1番

グローリアスライブ 調教師　 高月賢一（川崎） エンジェルアイズ 調教師　山崎裕也（川崎） リコーアナコンダ 調教師　久保秀男（川崎） 

牝3歳 馬主　日下部勝徳 牝4歳 馬主　谷岡真喜 牝4歳 馬主　土橋正雄

鹿毛 生年月日　2016年4月20日 栗毛 生年月日　2015年3月22日 鹿毛 生年月日　2015年4月24日

父　ゴールドヘイロー 産地　新冠町 父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 父　クロフネ 生産牧場　リコーファーム

母　ルーマードダイヤ（父　シーキングザダイヤ） 生産牧場　有限会社大作ステーブル 母　サクラテンシ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 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　2,035,000円 地方収得賞金　885,000円 地方収得賞金　3,321,000円

北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/05/31～　16戦2勝（2着3回、3着2回） 北海道：2017/07/06～　8戦2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） 南関東：2018/12/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/04/02～　12戦0勝（2着2回、3着2回）

4枠4番 4枠6番

タキオンボウル 調教師　山田質（川崎） 4R ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎）

牡3歳 馬主　杉山忠国 1枠1番 牝5歳 馬主　大典牧場（有）

青鹿毛 生年月日　2016年4月11日 ビッグインパクト 調教師　米谷康秀（船橋） 芦毛 生年月日　2014年3月10日

父　タートルボウル 生産牧場　明治牧場 牡3歳 馬主　廣松光成 父　シルバーチャーム 生産牧場　大典牧場

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 黒鹿毛 生年月日　2016年6月7日 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　2,340,000円 父　タニノギムレット 生産牧場　豊洋牧場 地方収得賞金　5,353,000円

北海道：2018/06/06～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 母　スマイルダンサー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 北海道：2016/06/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

南関東：2018/11/28～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　810,000円 南関東：2017/04/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 北海道：2018/08/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/08/17～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

ビービーブレイデン 調教師　山崎尋美（川崎） 南関東：2018/12/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/07～　12戦3勝（2着1回、3着3回）

牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 6枠9番

栗毛 生年月日　2016年2月9日 5R アキレアガール 調教師　池田孝（川崎）

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 8枠9番 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ

母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 ブライトリーローズ 調教師　山田質（川崎） 鹿毛 生年月日　2015年3月31日

地方収得賞金　1,590,000円 牝4歳 馬主　米津佳昭 父　タニノギムレット 生産牧場　村下清志

北海道：2018/05/17～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年3月6日 母　メイレディ（父　ジェニュイン） 産地　浦河町

南関東：2018/10/18～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 父　ローズキングダム 生産牧場　長手猛 地方収得賞金　2,056,000円

6枠6番 母　エンジカラー（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 北海道：2017/05/03～　12戦2勝（2着5回、3着1回）

アレグロ 調教師　原三男（川崎） 地方収得賞金　935,000円 南関東：2018/10/16～　4戦0勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　藤元厚雄 北海道：2017/08/03～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2016年4月29日 岩手：2017/12/25～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 10R

父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム 南関東：2018/07/20～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠10番

母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県 フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

地方収得賞金　2,000,000円 6R 牡5歳 馬主　山口明彦

北海道：2018/10/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 2枠2番 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

南関東：2018/11/28～　2戦1勝（2着0回、3着0回） スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

8枠8番 牡3歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

レスプレンデント 調教師　平田正一（川崎） 鹿毛 生年月日　2016年3月11日 地方収得賞金　10,190,000円

牝3歳 馬主　吉岡大樹 父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

栗毛 生年月日　2016年5月1日 母　マトゥリアルカ（父　クリプティックラスカル） 産地　新ひだか町 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

父　ロジユニヴァース 生産牧場　豊洋牧場 地方収得賞金　975,000円 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

母　ベストミニオン（父　シニスターミニスター） 産地　日高町 北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/21～　18戦3勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　2,616,000円 岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠11番

北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着2回） ツナグテ 調教師　林隆之（川崎）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 7R 牝8歳 馬主　佐久間拓士

南関東：2018/12/21～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 6枠9番 芦毛 生年月日　2011年5月14日

◆2018　プリンセスC[水沢]　3着 エイシンレパード 調教師　藤原智行（浦和） 父　デュランダル 生産牧場　シンボリ牧場

牡4歳 馬主　平野友保 母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町

2R 鹿毛 生年月日　2015年2月5日 地方収得賞金　20,071,000円

1枠1番 父　エーシンフォワード 生産牧場　栄進牧場 北海道：2013/06/20～　7戦1勝（2着5回、3着0回）

スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） 母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町 南関東：2014/04/01～　43戦6勝（2着6回、3着10回）

牝7歳 馬主　細川大輔 地方収得賞金　4,230,000円

青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 北海道：2017/08/23～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 11R

父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 南関東：2017/12/21～　17戦1勝（2着2回、3着3回） 5枠6番

母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 7枠10番 ミスアンナ 調教師　新井清重（船橋） 

地方収得賞金　7,132,000円 パキラパワー 調教師　佐々木仁（川崎） 牝5歳 馬主　（有）新生ファーム

北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　乙訓史樹 黒鹿毛 生年月日　2014年3月7日

笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2015年3月22日 父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム

南関東：2015/09/10～　43戦4勝（2着6回、3着5回） 父　アポロキングダム 生産牧場　宮内牧場 母　ミスプロ（父　アフリート） 産地　日高町

7枠7番 母　ローランデイラミ（父　Ｄａｙｌａｍｉ） 産地　浦河町 地方収得賞金　11,788,000円

ドルドルエイト 調教師　山崎尋美（川崎） 地方収得賞金　5,281,000円 北海道：2016/05/12～　11戦1勝（2着1回、3着2回）

牡4歳 馬主　澤谷幸弘 北海道：2017/08/09～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/12/06～　17戦4勝（2着1回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 南関東：2018/07/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 ◆2017　プリンセスC［水沢］　3着 南関東：2018/11/07～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　502,000円 8R 12R

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 8枠10番 3枠3番

南関東：2018/11/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） コパノオリビア 調教師　山崎尋美（川崎） デロニクスレギア 調教師　田島寿一（川崎）

牝4歳 馬主　小林祐介 牡7歳 馬主　廣瀬由一

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 栗毛 生年月日　2015年4月21日 鹿毛 生年月日 2012年4月9日

1R　⑤ビジネスチャンス　⑦エイシンベラドンナ　⑧セユウスマート 父　サウスヴィグラス 生産牧場　伊藤敏明 父 フサイチホウオー 生産牧場　高村伸一

2R　③オーゴンアレッタ　④カンタベリーハート　⑧コホウノウグイス 母　アイノビジン（父　グルームダンサー） 産地　新ひだか町 母 ロサガリカ（父 フレンチデピュティ） 産地　様似町

3R　⑨フルムーンショウリ 地方収得賞金　4,044,000円 地方収得賞金　10,630,000円

4R　④ボクイケメン 北海道：2017/08/23～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/24～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

5R　②キャッチザウェーブ　③スペシャルヒル　⑤アビゲイル 南関東：2018/04/18～　10戦1勝（2着3回、3着3回） 金沢：2014/10/21～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

　　　⑥ハナミン　⑦サニーデイローゼス　⑧ポタラ 南関東：2014/12/10～　30戦5勝（2着3回、3着1回）

6R　⑥サンミゲル　⑩アベニンマルカート ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 高知：2017/02/26～　9戦0勝（2着0回、3着1回）

11R　①フリーゴーイング　⑥ラヴィ 川崎1R　②ミヤビフレッチャ 北海道：2017/06/07～　11戦0勝（2着0回、3着1回）

　　　4R　⑩プレドゥラメール 岩手：2017/11/11～　28戦6勝（2着3回、3着1回）

　　　9R　⑨アキレアガール 4枠4番

　　10R　④ダテノタイフーン グローリアスマリン 調教師　高月賢一（川崎） 

　　11R　⑧トゥモローウィング 牝4歳 馬主　日下部勝徳

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 黒鹿毛 生年月日　2015年4月17日

川崎3R　⑥エンジェルアイズ 父　フリオーソ 生産牧場　有限会社大作ステーブル

　　　4R　③レッツエンドカーブ 母　ルーマードダイヤ（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

地方収得賞金　3,988,000円

北海道：2017/06/08～　8戦1勝（2着3回、3着0回）

南関東：2017/12/11～　9戦1勝（2着2回、3着1回）

6枠8番

ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 

牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

栗毛 生年月日　2015年2月11日

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,813,000円

北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/10/23～　10戦0勝（2着2回、3着2回）

1/1（火祝） 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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