
3R 6R 10R

5枠8番 4枠5番 8枠11番

リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） オヤジノハナミチ 調教師　平山真希（浦和） ヨミ 調教師　佐藤博紀（川崎）

牝6歳 馬主　土橋正雄 牝5歳 馬主　村田愼哉 牝4歳 馬主　太田雅貴

黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日 鹿毛 生年月日　2014年4月18日 黒鹿毛 生年月日　2015年2月7日

父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム 父　パイロ 生産牧場　荒木貴宏 父　バトルプラン 生産牧場　本桐牧場

母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 母　ペスカトリーチェ（父　ラストタイクーン） 産地　新ひだか町 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

地方収得賞金　5,592,000円 地方収得賞金　8,057,000円 地方収得賞金　5,006,000円

北海道：2015/08/20～　6戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2016/07/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/08/30～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

南関東：2016/01/18～　19戦3勝（2着3回、3着0回） 南関東：2016/10/31～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 岩手：2017/12/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

JRA：2017/06/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/02/01～　12戦0勝（2着5回、3着2回）

4R 南関東：2017/11/22～　17戦1勝（2着2回、3着2回）

6枠10番 11R　第55回報知オールスターC〔SⅢ〕

コパノリスティー 調教師　山崎尋美（川崎） 7R 1枠1番

牝4歳 馬主　小林祐介 2枠2番 ヤマノファイト 調教師　矢野義幸（船橋） 

鹿毛 生年月日　2015年3月13日 トキノブルース 調教師　八木正喜（川崎） 牡4歳 馬主　山口明彦

父　メイショウボーラー 生産牧場　鮫川啓一 牡3歳 馬主　田中準市 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

母　マッジョーレ（父　キンググローリアス） 産地　浦河町 芦毛 生年月日　2016年2月19日 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

地方収得賞金　1,422,000円 父　ダンカーク 生産牧場　新冠橋本牧場 母　ケイアイリード（父　フォーティナイナー） 産地　平取町

北海道：2017/06/01～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 母　エメラルドチャーム（父　フジキセキ） 産地　新冠町 地方収得賞金　83,300,000円

岩手：2017/11/25～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,860,000円 北海道：2017/04/18～　9戦4勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/05/03～　11戦2勝（2着2回、3着2回） 北海道：2018/06/28～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 　うちJRA参戦：2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：2018/11/26～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/10～　6戦3勝（2着1回、3着0回）

8枠14番 8枠8番 ◆2018　羽田盃［大井］　1着　　◆2018　京浜盃［大井］　1着

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） コスモマーヴィ 調教師　河津裕昭（川崎） ◆2018　ニューイヤーC［浦和］　1着

牝4歳 馬主　大野洋子 牡3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム ◆2017　サンライズC［門別］　1着　　◆2017　イノセントC［門別］　1着

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月14日 ◆2018　埼玉新聞栄冠賞［浦和］　2着　　◆2017　栄冠賞［門別］　3着

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 父　ロージズインメイ 生産牧場　山野牧場 4枠4番

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 母　ブルーファイブ（父　シンコウキング） 産地　新ひだか町 タービランス 調教師　水野貴史（浦和） 

地方収得賞金　1,523,000円 地方収得賞金　2,735,000円 牡6歳 馬主　泉俊二

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月11日

南関東：2018/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/11/28～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　大川牧場

母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

5R 9R 地方収得賞金　91,650,000円

1枠1番 5枠5番 北海道：2015/07/09～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） ハウマーナ 調教師　田邊陽一（川崎） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　冨田藤男 牝5歳 馬主　（株）紅谷 南関東：2016/01/07～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 黒鹿毛 生年月日　2014年4月17日 北海道：2017/11/09～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

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 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 南関東：2018/03/13～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,245,000円 地方収得賞金　10,568,000円 北海道：2018/10/03～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2016/05/12～　11戦3勝（2着2回、3着0回） ◆2016　羽田盃［大井］　1着　　◆2016　京浜盃［大井］　1着

南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/01/02～　22戦3勝（2着1回、3着2回） ◆2015　サンライズC［門別］　1着

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 7枠9番 ◆2018　道営記念［門別］　2着　　◆2018　ブリリアントC［大井］　2着

南関東：2018/11/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） カワナ 調教師　鈴木義久（川崎） ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　2着

3枠3番 牡5歳 馬主　岡元匠 ◆2016　東京ダービー［大井］　3着

モダンガール 調教師　佐々木仁（川崎） 鹿毛 生年月日　2014年3月25日 8枠12番

牝3歳 馬主　（有）グランド牧場 父　サニングデール 生産牧場　山田牧場 ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 

黒鹿毛 生年月日　2015年2月18日 母　クードゥフードル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　9,430,000円 鹿毛 生年月日　2013年3月15日

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：2016/05/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　3,649,000円 愛知：2016/09/01～　13戦3勝（2着3回、3着1回） 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

北海道：2017/08/16～　6戦3勝（2着2回、3着1回） 南関東：2017/08/01～　16戦3勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　50,498,000円 中央収得賞金　1,600,000円

愛知：2018/04/25～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2015/07/21～　6戦2勝（2着0回、3着2回）

6枠8番 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

スマイルアウェイ 調教師　内田勝義（川崎） 川崎2R　②トーセンゴーランド 南関東：2016/01/07～　22戦6勝（2着1回、3着4回）

牝5歳 馬主　廣松重信 　　　5R　④サンロックヒル ◆2018　東京スポーツ霜月杯［川崎］　1着

栗毛 生年月日　2014年2月22日 　　　8R　①フィオッコ ◆2017　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　1着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 　　　9R　⑦サンコロナ ◆2017　東京中日スポーツ弥生杯［川崎］　1着

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 　　10R　⑧マキシマムブレイク ◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　2着

地方収得賞金　4,633,000円 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 ◆2016　羽田盃［大井］　3着　　◆2016　戸塚記念［川崎］　3着

北海道：2016/05/31～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 川崎2R　⑩パレスギガント ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　3着　　◆2015　サンライズC［門別］　3着

南関東：2016/12/13～　26戦1勝（2着3回、3着2回） 　　11R　②キャッスルクラウン ◆2016　'16スパーキングサマーC［川崎］　3着

7枠9番 　　12R　②レインハート

タイムオブレディー 調教師　村田順一（川崎） 12R

牝6歳 馬主　吉武章 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 2枠2番

鹿毛 生年月日　2013年3月1日 1R　⑥イチムジン　⑨ディーエスプロット レインハート 調教師　山下貴之（船橋） 

父　デュランダル 生産牧場　細道牧場 2R　③ナンセカンセ 牡5歳 馬主　（有）カネショウ

母　ビッグティアラ（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 6R　③エムティシルバー　⑥エルポデール　⑨エナジーウェーブ 鹿毛 生年月日　2014年5月16日

地方収得賞金　9,298,000円 　　　⑩リコートルーパー 父　サムライハート 生産牧場　川向高橋育成牧場

北海道：2015/05/28～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 8R　⑤コッチネッラ 母　モルフェプリンセス（父　モルフェデスペクタ） 産地　平取町

佐賀：2015/08/16～　17戦3勝（2着1回、3着4回） 9R　⑤マイサクラ 地方収得賞金　7,239,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　28,000円）

南関東：2016/07/29～　34戦3勝（2着4回、3着3回） 10R　⑤ゴールドトランプ 北海道：2016/05/18～　8戦1勝（2着2回、3着3回）

◆2016　花吹雪賞［佐賀］　3着 12R　①プラチナクイン　⑧ミオサヴァイブ　⑩タラレバ 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 南関東：2018/05/04～　9戦2勝（2着1回、3着0回）

ワイルドテイル 調教師　佐藤博紀（川崎） ●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手
牝5歳 馬主　太田匡哉 佐賀1R　⑦フェイトアンサー

青鹿毛 生年月日　2014年5月18日 　　　2R　⑦クロックムッシュ

父　ケイムホーム 生産牧場　鵜木唯義 　　　4R　⑩ミナミタッチタッチ

母　オーマイクリス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 　　　6R　⑥モズジュピター

地方収得賞金　4,710,000円 　　　8R　⑨シラーグランツ

北海道：2016/06/14～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 　　10R　⑤スーパージンガ

南関東：2016/10/11～　26戦1勝（2着2回、3着0回） 　　11R　③フローラルシトラス

8枠12番 ※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。

レディゴディバ 調教師　山田質（川崎） 

牝4歳 馬主　檜森高史

鹿毛 生年月日　2015年4月28日

父　アルデバラン２ 生産牧場　二風谷ファーム

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

地方収得賞金　2,147,000円

北海道：2017/08/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/12/12～　14戦0勝（2着1回、3着1回）

1/3（木） 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
１着

前走
３着

再転入後
初出走

前走
２着

前走
１着


