
1R 4R 7R

6枠7番 1枠1番 1枠1番

ウィンディスカイ 調教師　柘榴浩樹（浦和） ラックブルーバード 調教師　山崎尋美（川崎） エイシンレパード 調教師　藤原智行（浦和） 

牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牡3歳 馬主　吉田照哉 牡4歳 馬主　平野友保

鹿毛 生年月日　2013年3月30日 鹿毛 生年月日　2016年4月4日 鹿毛 生年月日　2015年2月5日

父　ディープスカイ 生産牧場　沖田牧場 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム 父　エーシンフォワード 生産牧場　栄進牧場

母　ウィンディガーデン（父　タニノギムレット） 産地　日高町 母　ルリビタキ（父　デュランダル） 産地　千歳市 母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町

地方収得賞金　4,878,000円 地方収得賞金　4,085,000円 地方収得賞金　4,505,000円

北海道：2015/05/13～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/07/12～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/08/23～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

兵庫：2015/12/23～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/10/18～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2017/12/21～　20戦1勝（2着2回、3着3回）

北海道：2016/05/25～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 4枠4番 5枠6番

金沢：2016/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ボルドーシエル 調教師　水野貴史（浦和） ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎）

愛知：2016/12/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牝5歳 馬主　大典牧場（有）

南関東：2017/02/03～　14戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月8日 芦毛 生年月日　2014年3月10日

8枠12番 父　タイキシャトル 生産牧場　柏木一則 父　シルバーチャーム 生産牧場　大典牧場

ドルドルエイト 調教師　山崎尋美（川崎） 母　マイネソシオ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

牡4歳 馬主　澤谷幸弘 地方収得賞金　2,924,000円 地方収得賞金　6,473,000円

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 北海道：2018/05/10～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 岩手：2018/09/17～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2017/04/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/08/17～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　502,000円 南関東：2018/12/25～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/11/07～　15戦3勝（2着2回、3着4回）

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） ◆2018　ラブミーチャン記念［笠松］　3着

南関東：2018/11/26～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠6番 8R

コパノワトソン 調教師　工藤伸輔（浦和） 8枠11番

2R 牡3歳 馬主　小林祥晃 ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 

1枠1番 栗毛 生年月日　2016年3月24日 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） 父　キングヘイロー 生産牧場　栄進牧場 栗毛 生年月日　2015年2月11日

牝5歳 馬主　冨田藤男 母　エイシンオラトリオ（父　ハーツクライ） 産地　浦河町 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 地方収得賞金　2,315,000円 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町

父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 北海道：2018/05/02～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　4,793,000円

母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 南関東：2018/11/20～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,972,000円 7枠7番 南関東：2017/10/23～　12戦0勝（2着3回、3着3回）

北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） クイーンズサエ 調教師　鈴木義久（川崎） 

金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 牝3歳 馬主　三田正眞 9R

南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年5月2日 4枠5番

笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 父　パドトロワ 生産牧場　へいはた牧場 コスモマーヴィ 調教師　河津裕昭（川崎） 

南関東：2017/07/03～　39戦0勝（2着0回、3着0回） 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 牡3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

7枠10番 地方収得賞金　4,155,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年3月14日

ブライトリーローズ 調教師　山田質（川崎） 北海道：2018/05/23～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ロージズインメイ 生産牧場　山野牧場

牝4歳 馬主　米津佳昭 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ブルーファイブ（父　シンコウキング） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2015年3月6日 南関東：2019/01/02～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,235,000円

父　ローズキングダム 生産牧場　長手猛 8枠8番 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

母　エンジカラー（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 グローリアスライブ 調教師　高月賢一（川崎） 南関東：2018/11/28～　5戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　935,000円 牝3歳 馬主　日下部勝徳 6枠9番

北海道：2017/08/03～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年4月20日 カメッテル 調教師　山崎裕也（川崎） 

岩手：2017/12/25～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　有限会社大作ステーブル 牝3歳 馬主　本杉亀一

南関東：2018/07/20～　11戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ルーマードダイヤ（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2016年2月4日

地方収得賞金　4,100,000円 父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム

3R 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着1回、3着2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

8枠12番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,840,000円

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 南関東：2019/01/01～　3戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　大野洋子 南関東：2018/11/28～　3戦0勝（2着3回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 5R

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 6枠7番 10R

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 エイシンレインボー 調教師　田邊陽一（川崎） 7枠9番

地方収得賞金　1,643,000円 牝4歳 馬主　杉浦和也 ブレークオンスルー 調教師　内田勝義（川崎） 

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月9日 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

南関東：2018/12/19～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アドマイヤムーン 生産牧場　栄進牧場 栗毛 生年月日　2014年4月10日

母　スカイウェー（父　Ｔｒａｎｓ　Ｉｓｌａｎｄ） 産地　浦河町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

●園田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　2,947,000円 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

2R　①ブレイクスルー　④ロザリー 北海道：2017/05/10～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　10,153,000円 中央収得賞金　7,200,000円

3R　③バクシンスカイ 岩手：2017/12/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

5R　②リコーヴィニャーレ　⑦フォーユアラヴ 南関東：2018/02/01～　21戦0勝（2着3回、3着0回） JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

6R　②コンドルノユメ 7枠10番 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

7R　⑫チョウコイコイ ラッドカバレッタ 調教師　長谷川忍（浦和） 南関東：2016/01/31～　9戦1勝（2着4回、3着0回）

8R　①エリアント　②ゴリョウサン　⑤ラブリーギャル 牝4歳 馬主　高山竜二

　　　⑥ボヌールアヴ　⑦ベルリーフ　⑧チェリールックス 鹿毛 生年月日　2015年3月28日

　　　⑪パッションアイコ 父　ストロングリターン 生産牧場　下河辺牧場

10R　②エイシンホクトセイ　③サウスウインド 母　スイートテイスト（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　日高町

11R　②ローザーブルー 地方収得賞金　2,670,000円

北海道：2017/07/26～　17戦5勝（2着3回、3着0回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/11/19～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

1R　③カンタベリーハート　⑥アベニンマルカート　⑨ビジネスチャンス

2R　④オーゴンアレッタ 6R

5R　②ドミノパス　⑥クリスマスベル　⑨ナラ 4枠4番

6R　③フリーゴーイング ジロチョー 調教師　酒井一則（浦和）

8R　⑩ラヴィ 牡5歳 馬主　谷謙介

9R　①マコトハインケル　⑤ヤコウレッシャ 芦毛 生年月日　2014年3月16日

10R　④クラリテディーオ　⑦ボンヤリ 父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム

11R第44回スプリングC　③リードメロディー　⑥サノオーソ　 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

　　　⑦ゴールドリング　⑩スペシャルヒル 地方収得賞金　4,805,000円

12R　③スーパーラッド　⑧ヨミ 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着3回、3着2回）

南関東：2016/12/30～　32戦2勝（2着1回、3着1回）

7枠10番

ハピリン 調教師　山越光（浦和）

牝5歳 馬主　水田栄之助

栗毛 生年月日　2014年4月5日

父　アサクサキングス 生産牧場　藤本友則

母　ギャラントユウリ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

地方収得賞金　4,630,000円

北海道：2016/05/25～　14戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2016/12/21～　35戦2勝（2着0回、3着3回）

8枠11番

アザミ 調教師　内野健二（浦和）

牝5歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

鹿毛 生年月日　2014年4月5日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美

母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　4,577,000円

北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

笠松：2017/02/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着3回）

南関東：2018/01/31～　16戦1勝（2着5回、3着1回）

2/26(火) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
３着

前走
２着

前走
３着

前走
３着

前走
２着

●ホッカイドウ競馬・遠征結果

3/24(日)中山11Ｒ 第93回中山記念
4歳以上オープン 芝・内1,800ｍ

⑧ハッピーグリン（牡4＝田中淳司厩舎） 8着／11頭
55.0 F.ミナリク騎手

応援ありがとうございました！

応援よろしくね♪


