
1R 4R 8R

4枠4番 1枠1番 4枠4番

クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） セツゲツカ 調教師　張田京（船橋） シグラップアモーレ 調教師　酒井一則（浦和） 

牝6歳 馬主　倉見利弘 牡3歳 馬主　（株）ＭＢＲ 牝4歳 馬主　杉浦和也

栗毛 生年月日　2013年4月30日 鹿毛 生年月日　2016年3月20日 鹿毛 生年月日　2015年4月20日

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 父　カネヒキリ 生産牧場　田渕牧場 父　キングヘイロー 生産牧場　前川隆範

母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 母　ハングインゼア（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 母　アマゾンバローズ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町

地方収得賞金　5,416,000円 地方収得賞金　2,160,000円 地方収得賞金　4,145,000円

北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/14～　4戦2勝（2着1回、3着0回）

金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/08/30～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/10/23～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2017/10/29～　11戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2016/12/19～　39戦1勝（2着5回、3着1回） 2枠2番 南関東：2018/09/13～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠7番 レジーナナカヤマ 調教師　山田質（川崎） 

ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） 牝3歳 馬主　（有）中山牧場 9R

牝9歳 馬主　木村重和 黒鹿毛 生年月日　2016年3月17日 6枠10番

栗毛 生年月日　2010年2月9日 父　バトルプラン 生産牧場　中山牧場 チークス 調教師　林隆之（川崎） 

父　ファンタスティックライト 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム 母　ユタカヒメ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 牝4歳 馬主　佐久間拓士

母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 地方収得賞金　2,235,000円 栗毛 生年月日　2015年5月27日

地方収得賞金　10,234,000円 北海道：2018/08/16～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 父　カネヒキリ 生産牧場　村上欽哉

北海道：2012/05/24～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/01/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ロキロキ（父　プレミアムサンダー） 産地　新冠町

南関東：2012/12/18～　106戦6勝（2着4回、3着5回） 3枠3番 地方収得賞金　3,657,000円

サンダーキング 調教師　河津裕昭（川崎） 北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

2R 牡3歳 馬主　村山忠弘 愛知：2018/03/15～　5戦4勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 鹿毛 生年月日　2016年3月14日 南関東：2018/12/19～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

ディアガール 調教師　今井輝和（川崎） 父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 7枠11番

牝4歳 馬主　岡田将一 母　クイーンブルー（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町 ジャストミート 調教師　水野貴史（浦和） 

鹿毛 生年月日　2015年3月31日 地方収得賞金　2,216,000円 牝4歳 馬主　泉俊二

父　マツリダゴッホ 生産牧場　岡田スタツド 北海道：2018/05/09～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 芦毛 生年月日　2015年4月18日

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 金沢：2018/11/04～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 父　ワークフォース 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　803,000円 南関東：2019/01/28～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 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

北海道：2018/07/31～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 3枠4番 地方収得賞金　2,207,000円

南関東：2018/11/26～　4戦0勝（2着0回、3着0回） アレグロ 調教師　原三男（川崎） 北海道：2017/05/31～　19戦2勝（2着2回、3着7回）

牝3歳 馬主　藤元厚雄 南関東：2018/10/23～　7戦0勝（2着2回、3着0回）

3R 栗毛 生年月日　2016年4月29日 8枠14番

8枠12番 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム オクシー 調教師　村田順一（川崎） 

エンジェルアイズ 調教師　山崎裕也（川崎） 母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県 牝5歳 馬主　原久美子

牝4歳 馬主　谷岡真喜 地方収得賞金　2,000,000円 鹿毛 生年月日　2014年4月18日

栗毛 生年月日　2015年3月22日 北海道：2018/10/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　スターリングローズ 生産牧場　ファーミングヤナキタ

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 南関東：2018/11/28～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ヴィーナスキャット（父　タバスコキャット） 産地　日高町

母　サクラテンシ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 4枠6番 地方収得賞金　4,906,000円

地方収得賞金　885,000円 ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着0回、3着3回）

北海道：2017/05/31～　16戦2勝（2着3回、3着2回） 牡3歳 馬主　西森鶴 南関東：2016/12/12～　28戦0勝（2着2回、3着9回）

南関東：2018/12/20～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年3月11日

父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場 11R　第65回エンプレス杯（キヨフジ記念）〔JpnⅡ〕

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 1枠1番

2R　②コホウノウグイス　⑤エイシンベラドンナ 地方収得賞金　2,081,000円 クロスウィンド 調教師　佐藤裕太（船橋） 

3R　①アウトザブルー 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　泉俊二

4R　③ローザルーナ 南関東：2018/12/17～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年5月9日

5R　②ポタラ　⑥アッパレダイテン　⑧ハナミン 5枠8番 父　ヴァーミリアン 生産牧場　大北牧場

6R　②レモンホープ　④プラチナクイン　⑨ミオサヴァイブ ジェットストリーム 調教師　山崎尋美（川崎） 母　プリンシプルレディ（父　アグネスデジタル） 産地　浦河町

8R　⑥アップバング 牝3歳 馬主　谷岡真喜 地方収得賞金　37,108,000円

10R　①ベロナサンライズ　⑤キティホーク　⑧モエレキンジトウ 鹿毛 生年月日　2016年4月25日 北海道：2017/05/11～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

11R　④ゴールドトランプ　⑦オトコギ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡スタット 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

12R　②ゴーウン　③レッドエルム　⑥セユウスマート 母　サクラスウィープ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町 南関東：2017/12/18～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　2,040,000円 北海道：2018/04/15～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/05/22～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/10/02～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/01/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2018　ロジータ記念［川崎］　1着　　◆2018　王冠賞［門別］　1着

8枠13番 ◆2017　ブロッサムカップ［門別］　1着

セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和） ◆2018　北海優駿［門別］　2着

牝3歳 馬主　杉浦和也 4枠4番

黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日 アルティマウェポン 調教師　林和弘（北海道） 

父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場 牝6歳 馬主　幅田昌伸

母　エイシンルンルン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2013年4月25日

地方収得賞金　1,801,000円 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　辻牧場

北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 母　レインボーアーチ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

笠松：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　9,950,000円　　 中央収得賞金　24,200,000円

南関東：2019/02/14～　1戦0勝（2着1回、3着0回） JRA：2016/02/20～　13戦3勝（2着0回、3着0回）

◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着 　うち地方競馬参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/06/21～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

5R 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着0回、3着1回）

7枠9番 ◆2018　レディスプレリュード［大井］　3着

ペンタス 調教師　林幻（船橋） 

牝4歳 馬主　細川大輔 12R

栗毛 生年月日　2015年5月9日 5枠8番

父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム ステラピンク 調教師　佐々木仁（川崎） 

母　イーエルブロッサム（父　ラストタイクーン） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　吉橋英隆

地方収得賞金　2,480,000円 鹿毛 生年月日　2015年2月25日

北海道：2017/05/24～　17戦4勝（2着3回、3着4回） 父　バトルプラン 生産牧場　石田牧場

南関東：2019/01/16～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ハルトリーゲル（父　ファスリエフ） 産地　新冠町

地方収得賞金　7,615,000円

7R 北海道：2017/07/16～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

7枠8番 南関東：2017/10/11～　13戦3勝（2着0回、3着1回）

ラブフューチャー 調教師　吉田正美（浦和） 

牝9歳 馬主　江馬由将 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
栗毛 生年月日　2010年4月21日 1R　⑨リュウノテラス

父　ダイワメジャー 生産牧場　辻牧場 4R　⑨クラトキン

母　バイオレットスズカ（父　Ｓｅｐｔｉｅｍｅ　Ｃｉｅｌ 産地　浦河町 5R　⑥ガッキー

地方収得賞金　15,469,000円 6R　⑥ウィナーズヒロイン　⑦ナイトオブソード

北海道：2012/05/04～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 7R　③ダンシングヘイロー　⑨ハシノオージャ

南関東：2012/10/03～　52戦9勝（2着7回、3着5回） 8R　⑦ダイヤファントム　⑪スターオブソレイユ

7枠9番 9R　①フレアリングデット　⑧ハドロサウルス

エイシングラニ 調教師　宇野木数徳（浦和） 10R　②ソーディスイズラヴ　⑤メイクアラッシュ

牡5歳 馬主　岡本育枝 11R　⑤シーズアレインボー

芦毛 生年月日　2014年4月19日 12R　⑩ピラミッドベニー

父　タニノギムレット 生産牧場　高野牧場

母　マシロンガール（父　Ｗｉｔｈ　Ａｐｐｒｏｖａｌ） 産地　浦河町

地方収得賞金　5,480,000円

北海道：2016/08/18～　7戦1勝（2着0回、3着2回）

兵庫：2016/12/22～　11戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2017/09/14～　19戦2勝（2着0回、3着1回）

2/27（水） 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
２着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

ホッカイドウ競馬
所 属

がんばれ、アルティマウェポン！

エンプレス杯でのご声援をお願いします♪


