
1R 5R 8R

1枠1番 2枠2番 1枠1番

スティールジェンヌ 調教師　佐々木仁（川崎） ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） シグラップエリー 調教師　山崎裕也（川崎）

牝3歳 馬主　菅野守雄 牝6歳 馬主　（株）馬事学院 牝6歳 馬主　杉浦和也

鹿毛 生年月日　2016年2月28日 鹿毛 生年月日　2013年3月31日 栗毛 生年月日　2013年4月28日

父　アポロキングダム 生産牧場　石郷岡雅樹 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　信岡牧場

母　チョウノヨウニマイ（父　Ｂｒｏａｄ　Ｂｒｕｓｈ） 産地　新冠町 母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 母　ミルサジェス（父　スペシャルウィーク） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,816,000円 地方収得賞金　6,240,000円 地方収得賞金　10,777,000円

北海道：2018/05/22～　10戦2勝（2着3回、3着3回） 北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/17～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/12/17～　1戦0勝（2着1回、3着1回） 金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

4枠4番 南関東：2016/11/11～　45戦3勝（2着3回、3着5回） 岩手：2015/11/30～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

エメラルドリング 調教師　新井清重（船橋） 6枠9番 南関東：2016/05/20～　20戦2勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　（有）辻牧場 ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） 北海道：2017/09/12～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年5月5日 牝8歳 馬主　岡本育枝 南関東：2018/04/05～　12戦0勝（2着1回、3着3回）

父　ワークフォース 生産牧場　辻牧場 栗毛 生年月日　2011年3月29日 ◆2015　知床賞［盛岡］　2着

母　スズカモンスーン（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ）産地　浦河町 父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 5枠5番

地方収得賞金　925,000円 母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 コパノオリビア 調教師　山崎尋美（川崎） 

北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　9,889,000円 牝4歳 馬主　小林祐介

南関東：2018/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年4月21日

7枠10番 兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　伊藤敏明

シェリーアモール 調教師　佐々木仁（川崎） 南関東：2014/08/13～　81戦4勝（2着5回、3着11回） 母　アイノビジン（父　グルームダンサー） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　吉橋英隆 7枠11番 地方収得賞金　4,044,000円

栗毛 生年月日　2016年4月13日 ドリームディバ 調教師　野口寛仁（浦和） 北海道：2017/08/23～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

父　グラスワンダー 生産牧場　長田ファーム 牝9歳 馬主　石川邦明 南関東：2018/04/18～　11戦1勝（2着3回、3着3回）

母　ケイズビーナス（父　タイキシャトル） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2010年1月23日 7枠10番

地方収得賞金　4,475,000円 父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） 

北海道：2018/05/22～　8戦2勝（2着0回、3着1回） 母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町 牡6歳 馬主　冨田藤男

　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,646,000円 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日

◆2018　プリンセスC［水沢］　1着 北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム

◆2018　フローラルC［門別］　3着 南関東：2012/12/25～　63戦7勝（2着7回、3着15回） 母　ベルモントピノコ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町

地方収得賞金　10,015,000円

2R 6R 北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回）

8枠11番 7枠9番 金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

ファイトファイヤー 調教師　佐々木仁（川崎） ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 南関東：2015/12/29～　54戦1勝（2着4回、3着6回）

牡4歳 馬主　（有）グランド牧場 牝4歳 馬主　冨田藤男 ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着

栗毛 生年月日　2015年4月18日 青鹿毛 生年月日　2015年5月14日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　中橋清 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 10R

母　テレサザティーチャ（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町 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 8枠13番

地方収得賞金　1,587,000円 地方収得賞金　1,245,000円 ブレークオンスルー 調教師　内田勝義（川崎） 

北海道：2017/06/01～　15戦4勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

南関東：2018/11/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2014年4月10日

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

3R 南関東：2018/11/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

5枠6番 8枠11番 地方収得賞金　10,153,000円 中央収得賞金　7,200,000円

クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和） アンジュレーヴ 調教師　佐藤博紀（川崎） 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

牡8歳 馬主　倉見利弘 牝5歳 馬主　竹下浩一 JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 鹿毛 生年月日　2014年4月3日 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　上野正恵 南関東：2016/01/31～　8戦1勝（2着4回、3着0回）

母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 母　コスモブレッシング（父　ゴールドアリュール）

地方収得賞金　11,286,000円 地方収得賞金　5,380,000円 11R　多摩川オープン【地方交流】

北海道：2013/05/08～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：2016/05/03～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 6枠10番

南関東：2013/12/03～　94戦6勝（2着9回、3着7回） 南関東：2016/10/04～　20戦2勝（2着2回、3着2回） バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

4R 7R 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

2枠2番 8枠12番 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

マスオ 調教師　野口孝（浦和） ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 母　セクシーシューズ（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

牡6歳 馬主　宇田昌隆 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場 地方収得賞金　53,375,000円

栗毛 生年月日　2013年5月17日 栗毛 生年月日　2015年2月11日 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 南関東：2017/01/18～　17戦3勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　6,471,000円 地方収得賞金　4,493,000円 ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

南関東：2015/12/02～　55戦2勝（2着2回、3着4回） 南関東：2017/10/23～　11戦0勝（2着3回、3着2回） ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

6枠8番 ◆2018　ゴールドカップ［浦和］　2着

ビービービージー 調教師　高月賢一（川崎） ●本日の騎乗予定　井上　幹太騎手 ◆2018　 '18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

牡6歳 馬主　二口雅一 川崎6R　⑤アローズ

青鹿毛 生年月日　2013年4月12日 　　　8R　②トキノアビー

父　ビービーガルダン 生産牧場　有限会社　三石軽種馬共同育成センター

母　ニシノエルハーブ（父　エルハーブ） 産地　新ひだか町 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　6,347,000円 1R　①ランタン　⑦ファイナルマーク

北海道：2015/08/27～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 2R　①ハッピーフェイス　⑥タイムメイテル　⑦アッパレダイテン

南関東：2016/01/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 4R　④エムティシルバー　⑥エルポデール

北海道：2016/04/27～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 5R　⑩エナジーウェーブ

南関東：2016/10/14～　30戦2勝（2着1回、3着5回） 6R　②ダンスアワード　⑩ガンバレアナコンダ

7R　④ティーガー

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 8R　③レッドエルム　⑨シグラップドゥース

3R　⑧イリア 9R　③プラチナクイン　⑥ミオサヴァイブ

5R　⑤クラトキン 10R　⑥ユーセイスラッガー

7R　③クラリティ　⑦トゥラヴユーモア 11R　⑥エイシンスリーエス

10R　⑤ヤマノミラクル　⑥キール　⑫シップオブテセウス 12R　⑩カリーナ

11R　③サウスウインド　⑦スリーピーアイ　⑨ナナヨンハーバー　⑫エイシンホクトセイ

12R　③マケマケ　⑫メサヴェルデ

1/31(木) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

前走
２着

応援よろしくね♪


