
4R 5R 9R

1枠1番 7枠10番 6枠8番

ビービーブレイデン 調教師　山崎尋美（川崎） ベイビーガール 調教師　佐藤博紀（川崎） テネレッツァ 調教師　平田正一（川崎） 

牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 牝5歳 馬主　（有）ターフ・スポート 牝5歳 馬主　吉岡廣樹

栗毛 生年月日　2016年2月9日 栗毛 生年月日　2014年5月22日 栗毛 生年月日　2014年2月20日

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 父　タイキシャトル 生産牧場　笹島智則 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　荒谷輝和

母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 母　チアリーダー（父　アサティス） 産地　浦河町 母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,590,000円 地方収得賞金　3,812,000円 地方収得賞金　4,162,000円

北海道：2018/05/17～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/06/30～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/08/03～ 7戦0勝（2着2回、3着0回）

南関東：2018/10/18～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2016/06/26～　20戦2勝（2着1回、3着0回） 笠松：2017/01/24～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 8枠11番 北海道：2017/05/10～　13戦1勝（2着5回、3着2回）

クイーンズサエ 調教師　鈴木義久（川崎） ハニーレイ 調教師　小林真治（浦和） 南関東：2017/12/11～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

牝3歳 馬主　三田正眞 牝6歳 馬主　（株）ＳＫＴ 7枠10番

黒鹿毛 生年月日　2016年5月2日 鹿毛 生年月日　2013年5月7日 マルク 調教師　佐々木仁（川崎） 

父　パドトロワ 生産牧場　へいはた牧場 父　サムライハート 生産牧場　サンローゼン 牡4歳 馬主　（株）ＭＢＲ

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 母　ミスバレンタイン（父　ラムタラ） 産地　新冠町 芦毛 生年月日　2015年5月19日

地方収得賞金　1,655,000円 地方収得賞金　6,869,000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

北海道：2018/05/23～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/06/11～　5戦2勝（2着3回、3着0回） 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　青森県

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/29～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,989,000円

南関東：2019/01/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/21～　14戦1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）

4枠4番 南関東：2016/12/20～　32戦1勝（2着5回、3着4回） 南関東：2018/11/30～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） 

牡3歳 馬主　蓑島竜一 6R 10R

黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日 5枠5番 3枠4番

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　野坂牧場 バンバンブギー 調教師　吉橋淳一（川崎） ステラピンク 調教師　佐々木仁（川崎） 

母　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町 牡4歳 馬主　津田浩一 牝4歳 馬主　吉橋英隆

地方収得賞金　1,499,000円 栗毛 生年月日　2015年3月12日 鹿毛 生年月日　2015年2月25日

北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　桜井牧場 父　バトルプラン 生産牧場　石田牧場

岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 母　シルクプリズム（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 母　ハルトリーゲル（父　ファスリエフ） 産地　新冠町

南関東：2019/01/17～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　1,852,000円 地方収得賞金　7,615,000円

5枠5番 北海道：2017/06/29～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/07/16～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

アレグロ 調教師　原三男（川崎） 南関東：2017/12/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/10/11～　12戦3勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　藤元厚雄 北海道：2018/05/26～　12戦0勝（2着1回、3着0回） 6枠10番

栗毛 生年月日　2016年4月29日 南関東：2018/12/19～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ナイトフィーバー 調教師　田邊陽一（川崎）

父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム 牝8歳 馬主　酒井孝敏

母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県 7R 栗毛 生年月日　2011年2月21日

地方収得賞金　2,000,000円 1枠1番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

北海道：2018/10/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ジャストミート 調教師　水野貴史（浦和） 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町

南関東：2018/11/28～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　泉俊二 地方収得賞金　20,800,000円

5枠6番 芦毛 生年月日　2015年4月18日 北海道：2013/08/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 父　ワークフォース 生産牧場　グランド牧場 南関東：2013/12/27～　66戦5勝（2着11回、3着9回）

牡3歳 馬主　西森鶴 母　スズカカラーズ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町

栗毛 生年月日　2016年3月11日 地方収得賞金　2,107,000円 11R

父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場 北海道：2017/05/31～　19戦2勝（2着2回、3着7回） 5枠8番

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 南関東：2018/10/23～　5戦0勝（2着2回、3着0回） マッドドッグ 調教師　佐藤裕太（船橋）

地方収得賞金　2,081,000円 5枠5番 牡4歳 馬主　（株）ドン

北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回） クラコンボイ 調教師　藤原智行（浦和） 栗毛 生年月日　2015年5月16日

南関東：2018/12/17～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　倉見利弘 父　パイロ 生産牧場　米田牧場

8枠12番 鹿毛 生年月日　2015年2月18日 母　スマイリングルーラ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

カメッテル 調教師　山崎裕也（川崎） 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 地方収得賞金　12,765,000円

牝3歳 馬主　本杉亀一 母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町 北海道：2017/06/08～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

栗毛 生年月日　2016年2月4日 地方収得賞金　2,020,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回）

父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム 北海道：2017/06/29～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/01/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

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 南関東：2017/12/21～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/22～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,840,000円 北海道：2018/04/18～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠9番 南関東：2018/11/06～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/28～　2戦0勝（2着2回、3着0回） エイシンネイティヴ 調教師　横山保（浦和） ◆2018　王冠賞［門別］　2着　　◆2017　鎌倉記念［川崎］　2着

牝4歳 馬主　北原大史 ◆2017　南部駒賞［水沢］　2着

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 青毛 生年月日　2015年4月14日

1R　⑨チビッコミーチャン 父　ヴァーミリアン 生産牧場　栄進牧場 12R

2R　③リュウノセレナーデ　⑤カムオンルンルン　⑧ファーストライト 母　サクラメントガール（父　Ｄｅｖｉｌ　Ｈｉｓ　Ｄｕｅ） 産地　浦河町 8枠12番

　　　⑨ロケットロード　⑪ハッピーアントニア 地方収得賞金　2,017,000円 クインザクイン 調教師　新井清重（船橋） 

5R　⑤エイシンネッケツ 北海道：2017/06/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　伊藤將

6R　①ハドロサウルス　⑥チョウコイコイ　⑨ライツアウトマーチ 兵庫：2017/11/01～　9戦2勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生産牧場　つつみ牧場

7R　⑤シリカ 南関東：2018/11/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ファスリエフ 生年月日　2014年4月18日

9R　⑦パッションアイコ　⑩クロヒメ　⑪ハーキーステップ 母　レスティヴコマンダ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町

　　　⑫バンローズキングス 8R 地方収得賞金　8,565,000円

4枠4番 北海道：2016/08/30～　6戦1勝（2着3回、3着1回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ アキレアガール 調教師　池田孝（川崎） 南関東：2016/12/30～　28戦2勝（2着5回、3着1回）

1R　⑦イチムジン　⑧ソウゲンノカゼ 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ

2R　②オリオンアンジュ　⑧ディーエスプロット　⑨ホープスター 鹿毛 生年月日　2015年3月31日

3R　⑤リコートルーパー 父　タニノギムレット 生産牧場　村下清志

5R　③ルッセカッテル　⑧ゴールドパートナー 母　メイレディ（父　ジェニュイン） 産地　浦河町

6R　②ベーカークイン　⑩フライングサラ 地方収得賞金　2,056,000円

9R　⑤スーパーラッド　⑨コスモカストル 北海道：2017/05/03～　12戦2勝（2着5回、3着1回）

10R　④カグヤリベルテ　 南関東：2018/10/16～　5戦0勝（2着2回、3着0回）

11R　⑤サザンオールスター

12R　⑤クラリテディーオ　⑨ボンヤリ

2/1(金) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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