
1R 5R 9R

1枠1番 2枠2番 1枠1番

ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） サムシングブルー 調教師　佐々木仁（川崎） ユメノヒト 調教師　橋本和馬（大井）

牡3歳 馬主　西森鶴 牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牝7歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2016年3月11日 黒鹿毛 生年月日　2016年2月25日 栗毛 生年月日　2012年3月1日

父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場 父　シンボリクリスエス 生産牧場　谷川牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　カタオカステーブル

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 母　タイセイプロバブル（父　Ｍｒ．　Ｇｒｅｅｌｅｙ） 産地　浦河町 母　ベルナデッタ（父　アフリート） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,925,000円 地方収得賞金　1,155,000円 地方収得賞金　18,340,000円

北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/17～　9戦0勝（2着1回、3着4回） 北海道：2014/06/03～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/12/17～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/11/27～　2戦0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1回）

2枠2番 6枠6番 南関東：2014/12/31～　41戦4勝（2着7回、3着3回）

スティールジェンヌ 調教師　佐々木仁（川崎） カメッテル 調教師　山崎裕也（川崎） ◆2014　ブロッサムカップ［門別］　2着

牝3歳 馬主　菅野守雄 牝3歳 馬主　本杉亀一 ◆2014　園田プリンセスカップ［園田］　3着

鹿毛 生年月日　2016年2月28日 栗毛 生年月日　2016年2月4日 6枠6番

父　アポロキングダム 生産牧場　石郷岡雅樹 父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム コスモグラブ 調教師　吉田正美（浦和） 

母　チョウノヨウニマイ（父　Ｂｒｏａｄ　Ｂｒｕｓｈ） 産地　新冠町 母　ヴェイグストーリー（父　ゴールドアリュール） 産地　千歳市 牝5歳 馬主　富田藤男

地方収得賞金　2,491,000円 地方収得賞金　1,270,000円 栗毛 生年月日　2014年5月22日

北海道：2018/05/22～　10戦2勝（2着3回、3着3回） 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　滝本健二

南関東：2018/12/17～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/11/28～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ミスマーマレード（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

8枠11番 8枠11番 地方収得賞金　9,659,000円

クリムパルフェ 調教師　新井清重（船橋） クイーンズサエ 調教師　鈴木義久（川崎） 北海道：2016/06/09～　10戦1勝（2着3回、3着3回）

牝3歳 馬主　（有）上水牧場 牝3歳 馬主　三田正眞 南関東：2016/12/08～　34戦2勝（2着5回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2016年5月6日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月2日 7枠9番

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　真壁信一 父　パドトロワ 生産牧場　へいはた牧場 マイティキング 調教師　佐藤博紀（川崎） 

母　クリミナルコード（父　Ｒｅｄ　Ｒａｎｓｏｍ） 産地　むかわ町 母　メイクミーシャイン（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 牡5歳 馬主　菊地昌廣

地方収得賞金　1,202,500円 地方収得賞金　1,430,000円 栗毛 生年月日　2014年3月31日

北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2018/05/23～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 父　アポロキングダム 生産牧場　小西ファーム

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　リードリズム（父　プルラリズム） 産地　日高町

2R 地方収得賞金　9,158,000円

4枠4番 6R 北海道：2016/05/18～　9戦1勝（2着2回、3着2回）

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） 8枠10番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 チークス 調教師　林隆之（川崎） 南関東：2016/11/30～　22戦1勝（2着3回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 牝4歳 馬主　佐久間拓士 北海道：2018/08/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 栗毛 生年月日　2015年5月27日 南関東：2018/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 父　カネヒキリ 生産牧場　村上欽哉

地方収得賞金　4,110,000円 母　ロキロキ（父　プレミアムサンダー） 産地　新冠町 10R

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,757,000円 7枠12番

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回） シグラップエリー 調教師　山崎裕也（川崎）

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 愛知：2018/03/15～　5戦4勝（2着0回、3着0回） 牝6歳 馬主　杉浦和也

南関東：2017/01/31～　35戦1勝（2着4回、3着5回） 南関東：2018/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2013年4月28日

5枠5番 父　プリサイスエンド 生産牧場　信岡牧場

ディアガール 調教師　今井輝和（川崎） 7R 母　ミルサジェス（父　スペシャルウィーク） 産地　浦河町

牝4歳 馬主　岡田将一 3枠3番 地方収得賞金　10,777,000円

鹿毛 生年月日　2015年3月31日 マルク 調教師　佐々木仁（川崎） 北海道：2015/06/17～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

父　マツリダゴッホ 生産牧場　岡田スタツド 牡4歳 馬主　（株）ＭＢＲ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0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 芦毛 生年月日　2015年5月19日 岩手：2015/11/30～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　803,000円 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 南関東：2016/05/20～　20戦2勝（2着2回、3着0回）

北海道：2018/07/31～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　青森県 北海道：2017/09/12～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,989,000円 南関東：2018/04/05～　11戦0勝（2着1回、3着3回）

北海道：2017/06/07～　14戦3勝（2着3回、3着2回） ◆2015　知床賞［盛岡］　2着

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/11/30～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 8枠14番

1R　④アッパレダイテン　⑤ヴェルグンデ　⑥オリオンアンジュ フィーユドトネール 調教師　川島正一（船橋） 

　　　⑦ドミノパス　⑩ランタン 8R 牝5歳 馬主　（有）キャロットファーム

2R　④アオシマビーチ　⑧ゴーウン 4枠4番 栗毛 生年月日　2014年3月18日

4R　④モエレキンジトウ　⑤キティホーク　⑥ハッピーフェイス エイシンレインボー 調教師　田邊陽一（川崎） 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

　　　⑦リンノプレミアム　⑪ベロナサンライズ 牝4歳 馬主　杉浦和也 母　マンハッタン（父　アフリート） 産地　安平町

6R　⑨アウトザブルー 黒鹿毛 生年月日　2015年3月9日 地方収得賞金　7,775,000円

8R　⑩レッドエルム 父　アドマイヤムーン 生産牧場　栄進牧場 北海道：2016/06/23～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

9R　⑥レモンホープ 母　スカイウェー（父　Ｔｒａｎｓ　Ｉｓｌａｎｄ） 産地　浦河町 南関東：2016/12/08～　13戦4勝（2着3回、3着0回）

10R　①ユーセイスラッガー 地方収得賞金　2,827,000円

12R　③アップバング 北海道：2017/05/10～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 12R

岩手：2017/12/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 8枠8番

●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手 南関東：2018/02/01～　18戦0勝（2着3回、3着0回） ヒガシウィザード 調教師　渡邊貴光（船橋）

佐賀1R　①ムーンサルト 牡4歳 馬主　梁川正普

　　　3R　⑧コスタミノル ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日

　　　5R　①スウェルドリーム 川崎2R　⑧マズルクリエーター 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場

　　　6R　⑦ジェットラグ 　　　3R　④ベリッシマ 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

　　　7R　①プレミアムシート 　　　4R　⑩ワイマナロ 地方収得賞金　5,104,000円

　　　8R　②スウェアジーク 　　10R　⑥エヌティプリンス 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

　　10R　⑩ツヅミボシ 　　12R　⑧ヒガシウィザード 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

　　11R　⑤イケノアサ 南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、佐賀競馬の発売はございません。 北海道：2018/05/03～　7戦2勝（2着2回、3着1回）

◆2017　知床賞［盛岡］　2着

◆2017　南部駒賞［水沢］　3着

1/2(水) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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