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5枠5番 1枠1番 5枠7番

エキシビジョン 調教師　吉田正美（浦和） シンキングスピーク 調教師　内田勝義（川崎） トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和）

牝7歳 馬主　冨田藤男 牡4歳 馬主　佐藤雄司 牝6歳 馬主　上野耕一

鹿毛 生年月日　2012年3月28日 黒鹿毛 生年月日　2015年4月28日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日

父　フサイチコンコルド 生産牧場　新生ファーム 父　ロージズインメイ 生産牧場　浜口牧場 父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二

母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 母　ボロブドゥール（父　ハイアーゲーム） 産地　新冠町 母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町

地方収得賞金　6,451,000円 地方収得賞金　3,176,000円 地方収得賞金　15,480,000円

北海道：2014/04/23～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/05/17～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2015/06/17～　9戦2勝（2着2回、3着3回）

金沢：2014/10/21～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/09/06～　12戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/11/30～　44戦3勝（2着7回、3着3回）

南関東：2015/01/01～　79戦2勝（2着7回、3着3回） 4枠4番 7枠11番

ゼロサムゲーム 調教師　山田質（川崎） フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

4R 牡5歳 馬主　谷岡真喜 牡5歳 馬主　山口明彦

6枠8番 栗毛 生年月日　2014年5月2日 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

牝4歳 馬主　大野洋子 母　サクラヴィーナス（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 地方収得賞金　1,945,000円 地方収得賞金　10,190,000円

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 北海道：2017/04/18～　15戦6勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 6枠7番 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,523,000円 エイシンレインボー 調教師　田邊陽一（川崎） 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 牝4歳 馬主　杉浦和也 南関東：2017/12/21～　20戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/12/19～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月9日

父　アドマイヤムーン 生産牧場　栄進牧場 11R

5R 母　スカイウェー（父　Ｔｒａｎｓ　Ｉｓｌａｎｄ） 産地　浦河町 6枠7番

2枠2番 地方収得賞金　2,947,000円 ハウマーナ 調教師　田邊陽一（川崎） 

カールブライアン 調教師　林幻（船橋） 北海道：2017/05/10～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 牝5歳 馬主　（株）紅谷

牡3歳 馬主　村上正幸 岩手：2017/12/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2014年4月17日

鹿毛 生年月日　2016年5月20日 南関東：2018/02/01～　19戦0勝（2着3回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム

父　ブラックタキシード 生産牧場　大矢牧場 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

母　カラカル（父　グリーンアプローズ） 産地　日高町 8R 地方収得賞金　10,568,000円

地方収得賞金　937,500円 5枠6番 北海道：2016/05/12～　11戦3勝（2着2回、3着0回）

北海道：2018/07/26～　7戦1勝（2着2回、3着0回） グランシェフ 調教師　加藤誠一（川崎） 南関東：2017/01/02～　23戦3勝（2着1回、3着2回）

3枠3番 牡7歳 馬主　吉田和美 8枠11番

レジーナナカヤマ 調教師　山田質（川崎） 芦毛 生年月日　2012年4月5日 アンジュキッス 調教師　山崎裕也（川崎）

牝3歳 馬主　（有）中山牧場 父　チチカステナンゴ 生産牧場　ノーザンファーム 牝4歳 馬主　竹下浩一

黒鹿毛 生年月日　2016年3月17日 母　ガラディナー（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町 鹿毛 生年月日　2015年1月29日

父　バトルプラン 生産牧場　中山牧場 地方収得賞金　13,099,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場

母　ユタカヒメ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 北海道：2014/08/14～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ディープキッス（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

地方収得賞金　935,000円 南関東：2014/11/05～　49戦5勝（2着4回、3着7回） 地方収得賞金　14,550,000円

北海道：2018/08/16～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 7枠9番 北海道：2017/08/17～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠11番 デロニクスレギア 調教師　田島寿一（川崎） 南関東：2018/01/09～　6戦3勝（2着1回、3着0回）

スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） 牡7歳 馬主　廣瀬由一 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ 鹿毛 生年月日 2012年4月9日 ◆2018　桜花賞［浦和］　2着

鹿毛 生年月日　2016年3月11日 父 フサイチホウオー 生産牧場　高村伸一

父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場 母 ロサガリカ（父 フレンチデピュティ） 産地　様似町 12R

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 地方収得賞金　10,630,000円 5枠8番

地方収得賞金　975,000円 北海道：2014/07/24～　6戦0勝（2着0回、3着0回） モダンガール 調教師　佐々木仁（川崎）

北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 金沢：2014/10/21～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/10～　30戦5勝（2着3回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2015年2月18日

南関東：2019/01/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2017/02/26～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

北海道：2017/06/07～　11戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ベラトリックス（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

6R 岩手：2017/11/11～　28戦6勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　3,649,000円

7枠10番 南関東：2019/01/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/08/16～　6戦3勝（2着2回、3着1回）

サムシングブルー 調教師　佐々木仁（川崎） 愛知：2018/04/25～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 9R 南関東：2019/01/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年2月25日 1枠1番

父　シンボリクリスエス 生産牧場　谷川牧場 ラブフューチャー 調教師　吉田正美（浦和） 

母　タイセイプロバブル（父　Ｍｒ．　Ｇｒｅｅｌｅｙ） 産地　浦河町 牝9歳 馬主　江馬由将

地方収得賞金　1,155,000円 栗毛 生年月日　2010年4月21日

北海道：2018/05/17～　9戦0勝（2着1回、3着4回） 父　ダイワメジャー 生産牧場　辻牧場

南関東：2018/11/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　バイオレットスズカ（父　Ｓｅｐｔｉｅｍｅ　Ｃｉｅｌ 産地　浦河町

7枠11番 地方収得賞金　15,469,000円

サンダーキング 調教師　河津裕昭（川崎） 北海道：2012/05/04～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　村山忠弘 南関東：2012/10/03～　50戦9勝（2着7回、3着5回）

鹿毛 生年月日　2016年3月14日 4枠4番

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 インザネイビー 調教師　佐々木仁（川崎） 

母　クイーンブルー（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　1,191,000円 青鹿毛 生年月日　2015年3月25日

北海道：2018/05/09～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場

金沢：2018/11/04～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 母　チャームカーニバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　6,610,000円

●本日の騎乗予定　井上　幹太騎手 北海道：2017/05/11～　10戦2勝（2着0回、3着3回）

川崎12R　②サチノマリアージュ 南関東：2018/02/01～　11戦1勝（2着2回、3着2回）

6枠8番

ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 

牝8歳 馬主　安味宣光

青鹿毛 生年月日　2011年4月29日

父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場

母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町

地方収得賞金　15,535,000円

北海道：2013/05/30～　11戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2013/12/04～　81戦1勝（2着16回、3着17回）

1/28(月) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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初出走
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


