
3R 6R 9R

5枠5番 3枠3番 2枠2番

ファイトファイヤー 調教師　佐々木仁（川崎） テネレッツァ 調教師　平田正一（川崎） ナイトフィーバー 調教師　田邊陽一（川崎）

牡4歳 馬主　（有）グランド牧場 牝5歳 馬主　吉岡廣樹 牝8歳 馬主　酒井孝敏

栗毛 生年月日　2015年4月18日 栗毛 生年月日　2014年2月20日 栗毛 生年月日　2011年2月21日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　中橋清 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　荒谷輝和 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

母　テレサザティーチャ（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町 母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町 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

地方収得賞金　1,891,000円 地方収得賞金　4,162,000円 地方収得賞金　21,600,000円

北海道：2017/06/01～　15戦4勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/08/03～ 7戦0勝（2着2回、3着0回） 北海道：2013/08/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/11/29～　4戦0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） 南関東：2013/12/27～　68戦5勝（2着11回、3着10回）

6枠8番 北海道：2017/05/10～　13戦1勝（2着5回、3着2回） 7枠10番

バンバンブギー 調教師　吉橋淳一（川崎） 南関東：2017/12/11～　11戦2勝（2着1回、3着2回） オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

牡4歳 馬主　津田浩一 6枠8番 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

栗毛 生年月日　2015年3月12日 ハードパンチャー 調教師　平山真希（浦和） 芦毛 生年月日　2014年3月16日

父　シニスターミニスター 生産牧場　桜井牧場 牡4歳 馬主　木村勝 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

母　シルクプリズム（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2015年4月30日 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,852,000円 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　大川牧場 地方収得賞金　11,490,000円

北海道：2017/06/29～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 母　シズパンチ（父　タップダンスシチー） 産地　厚真町 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

南関東：2017/12/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,300,000円 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

北海道：2018/05/26～　12戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/05/11～　12戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/04.04～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/19～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/02/16～　20戦0勝（2着1回、3着1回） ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

7枠9番 7枠9番 ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

ドリームディバ 調教師　野口寛仁（浦和） ピカリン 調教師　工藤伸輔（浦和） ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

牝9歳 馬主　石川邦明 牝5歳 馬主　篠原憲雄

鹿毛 生年月日　2010年1月23日 栗毛 生年月日　2014年3月24日 10R

父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 父　キングヘイロー 生産牧場　森永聡 8枠10番

母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 

地方収得賞金　11,646,000円 地方収得賞金　3,971,000円 牝4歳 馬主　（有）木村牧場

北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　15戦1勝（2着2回、3着6回） 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

南関東：2012/12/25～　65戦7勝（2着7回、3着15回） 南関東：2017/11/22～　23戦2勝（2着0回、3着3回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場

母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

5R 7R 地方収得賞金　10,835,000円

1枠1番 6枠8番 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

ヤマジュンハナビ 調教師　宇野木数徳（浦和） エイシンネイティヴ 調教師　工藤伸輔（浦和） 南関東：2017/10/26～　20戦3勝（2着3回、3着2回）

牝3歳 馬主　山下洵一郎 牝4歳 馬主　北原大史

青鹿毛 生年月日　2016年3月18日 青毛 生年月日　2015年4月14日 11R

父　プリサイスエンド 生産牧場　ヒダカフアーム 父　ヴァーミリアン 生産牧場　栄進牧場 2枠2番

母　マルラニビスティー（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 母　サクラメントガール（父　Ｄｅｖｉｌ　Ｈｉｓ　Ｄｕｅ） 産地　浦河町 アイルオブワンダー 調教師　佐々木仁（川崎） 

地方収得賞金　2,960,000円 地方収得賞金　2,017,000円 牡7歳 馬主　（有）ユートピア牧場

北海道：2018/06/27～　7戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2017/06/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2012年4月11日

南関東：2018/11/21～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 兵庫：2017/11/01～　9戦2勝（2着1回、3着1回） 父　キングヘイロー 生産牧場　ユートピア牧場

5枠8番 南関東：2018/11/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アンジュポケット（父　ジャングルポケット） 産地　登別市

ハヤマデイズ 調教師　酒井一則（浦和） 7枠10番 地方収得賞金　24,622,000円

牡3歳 馬主　仲尾正人 アキレアガール 調教師　池田孝（川崎） 北海道：2014/05/05～　13戦2勝（2着1回、3着4回）

鹿毛 生年月日　2016年5月7日 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 南関東：2015/01/03～　32戦6勝（2着5回、3着5回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　ノースガーデン 鹿毛 生年月日　2015年3月31日 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　グラナディラ（父　ファスリエフ） 産地　日高町 父　タニノギムレット 生産牧場　村下清志 8枠11番

地方収得賞金　2,375,000円 母　メイレディ（父　ジェニュイン） 産地　浦河町 ミスアンナ 調教師　新井清重（船橋） 

北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　2,056,000円 牝5歳 馬主　（有）新生ファーム

南関東：2018/12/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/03～　12戦2勝（2着5回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2014年3月7日

7枠11番 南関東：2018/10/16～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム

ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 母　ミスプロ（父　アフリート） 産地　日高町

牝3歳 馬主　千田裕美 8R 地方収得賞金　12,698,000

鹿毛 生年月日　2016年4月7日 6枠7番 北海道：2016/05/12～　11戦1勝（2着1回、3着2回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム ビューティ 調教師　冨田敏男（浦和） 南関東：2016/12/06～　17戦4勝（2着1回、3着2回）

母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　冨田藤男 北海道：2018/08/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　5,080,000円 鹿毛 生年月日　2013年3月14日 南関東：2018/11/07～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム

南関東：2018/10/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 12R

◆2019　'19桃花賞［大井］　3着 地方収得賞金　7,593,000円 4枠6番

8枠13番 北海道：2017/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） トキノマツカゼ 調教師　八木正喜（川崎）

ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） 金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） 牡4歳 馬主　田中準市

牡3歳 馬主　上田江吏子 兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月27日

鹿毛 生年月日　2016年5月20日 笠松：2016/04/38～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　本桐牧場

父　パイロ 生産牧場　原口牧場 南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ミスダイナクリス（父　Ｄｙｎａｆｏｒｍｅｒ） 産地　新ひだか町

母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,738,000円

地方収得賞金　3,270,000円 南関東：2017/09/07～　21戦0勝（2着4回、3着3回） 北海道：2017/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 南関東：2017/10/09～　16戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/02/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 6枠10番

◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着 コパノミザール 調教師　山崎尋美（川崎） 

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ セン5歳 馬主　小林祐介

1R　⑨ナツミトゥジュール 鹿毛 生年月日　2014年3月15日

2R　⑧ソウゲンノカゼ　⑩ホープスター 父　マツリダゴッホ 生産牧場　西村和夫

3R　③オリオンアンジュ　⑤イチムジン 母　サムタイムレーター（父　エンドスウィープ） 産地　新ひだか町

4R　④エムティシルバー 地方収得賞金　8,845,000円

8R　⑦フライングサラ 北海道：2016/05/11～　8戦2勝（2着1回、3着2回）

9R　③コスモカストル 南関東：2016/10/13～　14戦2勝（2着2回、3着1回）

10R　③エイシンスリーエス 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

JRA：2017/08/20～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2019/01/30～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

1R　②ジョヴァンナ　③ファーストライト　⑥キュープライト

2R　⑥イリア

3R　⑥スターダムフロント

6R　①ライツアウトマーチ

7R　④フィールザゴッデス　⑩リコーレキシントン　⑪カムオンルンルン

8R　⑨トゥラヴユーモア　⑫エラミカ

3/1(金) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

前走
３着


