
1R 4R 8R

3枠3番 2枠2番 7枠8番

タイガーパンチ 調教師　稲葉道行（浦和） コアレスダンサー 調教師　山中尊徳（船橋） ビービーガナール 調教師　武井和実（川崎）

牝3歳 馬主　大黒富美子 牝4歳 馬主　小林昌志 牝3歳 馬主　（有）坂東牧場

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 鹿毛 生年月日　2015年4月26日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月4日

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　フジワラフアーム 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　雅牧場 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

母　マーヴェリックス（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　新ひだか町 母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

地方収得賞金　775,000円 地方収得賞金　900,000円 地方収得賞金　4,675,000円

北海道：2018/08/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/05/09～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/05/09～　7戦2勝（2着0回、3着1回）

岩手：2018/10/15～　5戦0勝（2着3回、3着2回） 南関東：2018/12/13～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/17～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 8枠12番 7枠9番

ジェットストリーム 調教師　山崎尋美（川崎） ドルドルエイト 調教師　山崎尋美（川崎） ラックブルーバード 調教師　山崎尋美（川崎） 

牝3歳 馬主　谷岡真喜 牡4歳 馬主　澤谷幸弘 牡3歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2016年4月25日 鹿毛 生年月日　2015年4月7日 鹿毛 生年月日　2016年4月4日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡スタット 父　サムライハート 生産牧場　中橋正 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム

母　サクラスウィープ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町 母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 母　ルリビタキ（父　デュランダル） 産地　千歳市

地方収得賞金　740,000円 地方収得賞金　502,000円 地方収得賞金　3,835,000円

北海道：2018/05/22～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 北海道：2018/07/12～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/10/18～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

2R

1枠1番 5R 9R　

ショウモクリリー 調教師　山浦武（船橋） 5枠6番 5枠7番

牝4歳 馬主　原久美子 セユウダルク 調教師　川村守男（浦和） オクシー 調教師　村田順一（川崎） 

黒鹿毛 生年月日　2015年4月13日 牝4歳 馬主　新田光代 牝5歳 馬主　原久美子

父　シンボリクリスエス 生産牧場　村田牧場 栗毛 生年月日　2015年4月7日 鹿毛 生年月日　2014年4月18日

母　クロワラモー（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 父　スターリングローズ 生産牧場　ファーミングヤナキタ

地方収得賞金　736,000円 母　セユウスーパー（父　メジロディザイヤー） 産地　青森県 母　ヴィーナスキャット（父　タバスコキャット） 産地　日高町

北海道：2017/05/10～　22戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,624,000円 地方収得賞金　4,906,000円

南関東：2018/11/06～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/09/14～　12戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着0回、3着3回）

2枠2番 南関東：2018/09/28～　4戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/12/12～　27戦0勝（2着2回、3着9回）

ブライトリーローズ 調教師　山田質（川崎） 8枠11番

牝4歳 馬主　米津佳昭 コパノリスティー 調教師　山崎尋美（川崎） 10R

鹿毛 生年月日　2015年3月6日 牝4歳 馬主　小林祐介 5枠6番

父　ローズキングダム 生産牧場　長手猛 鹿毛 生年月日　2015年3月13日 カワナ 調教師　鈴木義久（川崎）

母　エンジカラー（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 父　メイショウボーラー 生産牧場　鮫川啓一 牡5歳 馬主　岡元匠

地方収得賞金　935,000円 母　マッジョーレ（父　キンググローリアス） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2014年3月25日

北海道：2017/08/03～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　1,542,000円 父　サニングデール 生産牧場　山田牧場

岩手：2017/12/25～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/01～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 母　クードゥフードル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町

南関東：2018/07/20～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2017/11/25～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　10,470,000円

5枠5番 北海道：2018/05/03～　11戦2勝（2着2回、3着2回） 北海道：2016/05/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回）

エンジェルアイズ 調教師　山崎裕也（川崎） 南関東：2018/12/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 愛知：2016/09/01～　13戦3勝（2着3回、3着1回）

牝4歳 馬主　谷岡真喜 南関東：2017/08/01～　17戦3勝（2着4回、3着2回）

栗毛 生年月日　2015年3月22日 6R 6枠8番

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 8枠12番 マイティキング 調教師　佐藤博紀（川崎） 

母　サクラテンシ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 ワイルドテイル 調教師　佐藤博紀（川崎） 牡5歳 馬主　菊地昌廣

地方収得賞金　885,000円 牝5歳 馬主　太田匡哉 栗毛 生年月日　2014年3月31日

北海道：2017/05/31～　16戦2勝（2着3回、3着2回） 青鹿毛 生年月日　2014年5月18日 父　アポロキングダム 生産牧場　小西ファーム

南関東：2018/12/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ケイムホーム 生産牧場　鵜木唯義 母　リードリズム（父　プルラリズム） 産地　日高町

7枠10番 母　オーマイクリス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 地方収得賞金　9,158,000円

ディアガール 調教師　今井輝和（川崎） 地方収得賞金　4,710,000円 北海道：2016/05/18～　9戦1勝（2着2回、3着2回）

牝4歳 馬主　岡田将一 北海道：2016/06/14～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年3月31日 南関東：2016/10/11～　27戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/11/30～　22戦1勝（2着3回、3着3回）

父　マツリダゴッホ 生産牧場　岡田スタツド 北海道：2018/08/28～　5戦0勝（2着0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 7R 南関東：2018/12/19～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　803,000円 1枠1番

北海道：2018/07/31～　6戦2勝（2着1回、3着2回） チークス 調教師　林隆之（川崎） 12R　

南関東：2018/11/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　佐久間拓士 6枠7番

栗毛 生年月日　2015年5月27日 ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和）

3R 父　カネヒキリ 生産牧場　村上欽哉 牡6歳 馬主　藤江勢津男

3枠3番 母　ロキロキ（父　プレミアムサンダー） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日

ショウモクアイリス 調教師　山崎尋美（川崎） 地方収得賞金　2,657,000円 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

牝4歳 馬主　山下勇 北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町

青鹿毛 生年月日　2015年3月11日 愛知：2018/03/15～　5戦4勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　10,876,000円

父　スズカマンボ 生産牧場　村田牧場 南関東：2018/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回）

母　プルピットレディ（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　新冠町 5枠6番 南関東：2015/11/30～　53戦2勝（2着2回、3着5回）

地方収得賞金　1,012,000円 ジロチョー 調教師　酒井一則（浦和）

北海道：2017/05/11～　24戦2勝（2着2回、3着4回） 牡5歳 馬主　谷謙介 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
金沢：2018/12/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2014年3月16日 川崎9R　④ルアハッピー

父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム 　　10R　②キョウエイビーナス

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 　　11R　⑨ホワイトキングダム

1R　①コホウノウグイス　⑥セユウスマート　⑦カンタベリーハート 地方収得賞金　4,805,000円

2R　⑤フルムーンショウリ　⑩アベニンマルカート 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着3回、3着2回）

3R　⑩アウトザブルー 南関東：2016/12/30～　30戦2勝（2着1回、3着1回）

4R　③ポートカナベラル 8枠11番

5R　①サニーデイローゼス　②ハナミン　③ポタラ　⑤スイープアサイド トキノクレール 調教師　八木正喜（川崎） 

　　　⑥キティホーク　⑦ベロナサンライズ　⑧クリスマスベル 牡5歳 馬主　田中準市

7R　④フリーゴーイング　⑨ラヴィ 栗毛 生年月日　2014年4月25日

11R第6回梅花賞　③ハッピーフライト　④アビゲイル 父　フリオーソ 生産牧場　川上牧場

　　　⑤チェリーフオール　⑧リードメロディー　⑪ナラ 母　ラブリーランサム（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町

地方収得賞金　4,540,000円

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2017/05/11～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

1R　②ヴァーミリアグラン　④リュウノテラス　⑤ホッカイノソラ 南関東：2017/12/12～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

4R　⑤バクシンスカイ　⑧ミニョンヌ 8枠12番

5R　①クリーンチャンス ラッドカバレッタ 調教師　長谷川忍（浦和） 

6R　⑧リコーヴィニャーレ 牝4歳 馬主　高山竜二

7R　⑨キョショウ 鹿毛 生年月日　2015年3月28日

8R　②ボヌールアヴ　⑤ゴリョウサン　⑥チェリールックス 父　ストロングリターン 生産牧場　下河辺牧場

　　　⑨エイシントカチ　⑪ハシノオージャ 母　スイートテイスト（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　日高町

9R　③ソーディスイズラヴ　⑥メイクアラッシュ 地方収得賞金　2,560,000円

10R　④オトコギ　⑩アポストル 北海道：2017/07/26～　17戦5勝（2着3回、3着0回）

11R　⑧コーズウェイ 南関東：2018/11/19～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

1/29（火） 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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第17回 佐々木竹見Cジョッキーズグランプリに

ホッカイドウ競馬から桑村真明騎手が参戦！

昨年は総合2位と活躍、名手たちの競演に期待です♪


