
1R 5R 11R　東京スポーツ杯マジェスティックチャレンジ（準重賞）

6枠7番 7枠10番 1枠1番

アミン 調教師　冨田敏男（浦和） ラッキーメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） ストーンリバー 調教師　福田真弘（大井）

牝2歳 馬主　冨田藤男 牝3歳 馬主　山口明彦 牡5歳 馬主　石川幸司

栗毛 生年月日　2017年3月13日 栗毛 生年月日　2016年2月8日 鹿毛 生年月日　2014年4月1日

父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 父　ホワイトマズル 生産牧場　森政巳

母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 母　トップレディスター（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　950,000円 地方収得賞金　4,160,000円 地方収得賞金　30,570,000円

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2016/05/31～　38戦7勝（2着9回、3着9回）

南関東：2019/11/05～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/09～　17戦1勝（2着3回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着1回）

2R 7R 南関東：2019/11/12～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

1枠1番 1枠1番 ◆2016　鎌倉記念[川崎]　1着　　◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC[門別]　1着

ディアガール 調教師　今井輝和（川崎） テゾーロミオ 調教師　山崎尋美（川崎） ◆2017　王冠賞［門別］　2着　　◆2017　北斗盃［門別］　2着

牝4歳 馬主　岡田将一 牝2歳 馬主　坂田栄一 ◆2017　ダービーグランプリ［水沢］　3着

鹿毛 生年月日　2015年3月31日 黒鹿毛 生年月日　2017年4月14日 8枠11番

父　マツリダゴッホ 生産牧場　岡田スタツド 父　ローズキングダム 生産牧場　賀張三浦牧場 フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

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 母　エストレーラ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 牡4歳 馬主　山口明彦

地方収得賞金　2,491,000円 地方収得賞金　1,660,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

北海道：2018/07/31～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2019/05/22～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

南関東：2018/11/26～　15戦0勝（2着3回、3着1回） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

8R 地方収得賞金　20,435,000円

3R 5枠5番 北海道：2017/05/24～　13戦2勝（2着3回、3着4回）

6枠7番 カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 南関東：2017/11/28～　9戦1勝（2着0回、3着3回）

ドルドルエイト 調教師　新井健児（川崎） 牡5歳 馬主　爲永良弘 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

牡4歳 馬主　人見塁 栗毛 生年月日　2014年4月3日 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着1回、3着4回）

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 母　エメラルドコースト（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　7,298,000円

地方収得賞金　2,406,000円 北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 12R

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 1枠1番

南関東：2018/11/26～　15戦2勝（2着1回、3着0回） 兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） シンキングスピーク 調教師　内田勝義（川崎） 

北海道：2017/06/21～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 牡4歳 馬主　佐藤雄司

4R 南関東：2017/11/24～　33戦1勝（2着7回、3着3回） 黒鹿毛 生年月日　2015年4月28日

1枠1番 7枠9番 父　ロージズインメイ 生産牧場　浜口牧場

ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） ラックブルーバード 調教師　山崎尋美（川崎） 母　ボロブドゥール（父　ハイアーゲーム） 産地　新冠町

牝4歳 馬主　冨田藤男 牡3歳 馬主　吉田照哉 地方収得賞金　4,866,000円

青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 鹿毛 生年月日　2016年4月4日 北海道：2017/05/17～　6戦1勝（2着1回、3着2回）

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム 南関東：2017/09/06～　23戦0勝（2着4回、3着2回）

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 母　ルリビタキ（父　デュランダル） 産地　千歳市 4枠5番

地方収得賞金　3,755,000円 地方収得賞金　4,445,000円 イコライザー 調教師　矢野義幸（船橋） 

北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2018/07/12～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/10/18～　11戦1勝（2着2回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年2月19日

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 父　カネヒキリ 生産牧場　新生ファーム

南関東：2018/11/26～　22戦0勝（2着0回、3着0回） 9R 母　シャンハイロック（父　ロックオブジブラルタル） 産地　日高町

2枠2番 5枠7番 地方収得賞金　3,875,000円

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） クルーズラミレス 調教師　山中尊徳（船橋） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

牝4歳 馬主　大野洋子 牡3歳 馬主　大久保和夫 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 青鹿毛 生年月日　2016年4月23日 南関東：2019/02/11～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　静内酒井牧場 ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 母　クリスタルブランカ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 5枠8番

地方収得賞金　3,333,000円 地方収得賞金　7,115,000円 リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） 

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 北海道：2018/06/06～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 牡3歳 馬主　蓑島竜一

南関東：2018/12/19～　14戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2019/01/16～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日

8枠11番 岩手：2019/06/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　野坂牧場

サムシングブルー 調教師　佐々木仁（川崎） ◆2019　ウイナーC［水沢］　1着 母　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 地方収得賞金　3,506,000円

黒鹿毛 生年月日　2016年2月25日 10R 北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　谷川牧場 1枠1番 岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

母　タイセイプロバブル（父　Ｍｒ．　Ｇｒｅｅｌｅｙ） 産地　浦河町 ドンゲイボルグ 調教師　村田順一（川崎） 南関東：2019/01/17～　14戦0勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　2,004,000円 牡6歳 馬主　酒井孝敏 7枠12番

北海道：2018/05/17～　9戦0勝（2着1回、3着4回） 芦毛 生年月日　2013年4月29日 スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） 

南関東：2018/11/27～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司 牡3歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ

母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町 鹿毛 生年月日　2016年3月11日

●水沢・金沢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　17,196,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場

水沢1R　⑥エナジーウェーブ 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 母　マトゥリアルカ（父　クリプティックラスカル） 産地　新ひだか町

　　　2R　③エイシンオプション 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　3,674,000円

　　　3R　⑥モリノハート 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回）

　　　4R　③シャインボルテージ　⑩スタチュー 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回） 岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　6R　⑨エルポデール 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/01～　17戦1勝（2着1回、3着1回）

　　　7R　③フォローユアハート 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

　　　8R　⑦スイングリーダー 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回） ●本日の騎乗予定　岩橋 勇二騎手
　　　9R　①アラノボル　⑧ロゼッタハート 南関東：2018/12/27～　19戦1勝（2着4回、3着1回） 佐賀2R　④セイカポコアポコ

　　11R　⑫ローザルーナ 2枠2番 　　　3R　③ヒトヨノユメ

金沢3R　⑥シュパイヤー ブレークオンスルー 調教師　内田勝義（川崎） 　　　5R　⑥ミルクアンドハニー

　　　7R　③フラッシュアロー 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場 　　　6R　⑤サニーリスペクト

　　11R　⑥サノオーソ 栗毛 生年月日　2014年4月10日 　　　7R　⑧ティアップジェイド

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 　　　9R　①ヘイセイロード

母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町 　　11R　⑨ナンブホマレ

地方収得賞金　14,153,000円 中央収得賞金　7,200,000円 　　12R　②ザブルグ

北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回） ●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手
JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 佐賀1R　③カシノバイタル

北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 　　　2R　⑤ヴィジョニア

南関東：2016/01/31～　13戦2勝（2着4回、3着1回） 　　　6R　⑦カシノリクノオウ

　　　7R　⑩プリンセスブーケ

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 　　　8R　②キナコ

川崎8R　①クインザビクトリー 　　10R　②テイエムマルジュウ

　　12R　⑤イコライザー 　　12R　③スマートダッシュ

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 ※ホッカイドウ競馬発売所における佐賀競馬の発売はありません。ご了承ください。

川崎8R　⑧ラディオサ

　　　9R　⑪ペラッチ

12/17(火) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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