
1R 3R 10R

4枠4番 1枠1番 4枠4番

レイヴィーナス 調教師　佐々木仁（川崎） ミニャルディーズ 調教師　林隆之（川崎） コスモマーヴィ 調教師　河津裕昭（川崎） 

牝2歳 馬主　信田朋嗣 牝2歳 馬主　伊達泰明 牡3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

栗毛 生年月日　2017年5月3日 鹿毛 生年月日　2017年2月23日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月14日

父　スマートファルコン 生産牧場　西村和夫 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　ロージズインメイ 生産牧場　山野牧場

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 母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 母　ブルーファイブ（父　シンコウキング） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　538,000円 地方収得賞金　4,690,000円 地方収得賞金　12,110,000円

北海道：2019/08/01～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/04/24～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

岩手：2019/10/28～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/09/03～　3戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/11/28～　13戦3勝（2着1回、3着2回）

5枠6番 6枠6番 7枠8番

スティールピクシー 調教師　山田質（川崎） アイズオンユー 調教師　佐藤博紀（川崎） ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 

牝2歳 馬主　杉浦和也 牝2歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 牝4歳 馬主　（有）木村牧場

芦毛 生年月日　2017年5月16日 鹿毛 生産牧場　チャンピオンズファーム 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

父　タニノギムレット 生産牧場　森政巳 父　エピファネイア 生年月日　2017年2月26日 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場

母　キリーンガール（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 母　リキセレナード（父　ジェイドロバリー） 産地　新ひだか町 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

地方収得賞金　550,000円 地方収得賞金　3,460,000円 地方収得賞金　11,600,000円

北海道：2019/06/20～　11戦0勝（2着3回、3着3回） 北海道：2019/04/17～　5戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/11/21～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/10/26～　34戦3勝（2着4回、3着3回）

2R 8枠9番 7枠9番

1枠1番 ボルドーヴェルチュ 調教師　平田正一（川崎） カワナ 調教師　鈴木義久（川崎）

グランギフト 調教師　山崎尋美（川崎） 牝2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牡5歳 馬主　岡元匠

牡2歳 馬主　川原輝雄 黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 鹿毛 生年月日　2014年3月25日

鹿毛 生年月日　2017年3月27日 父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 父　サニングデール 生産牧場　山田牧場

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　静内山田牧場 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 母　クードゥフードル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町

母　グレイスキッス（父　エアエミネム） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,593,000円 地方収得賞金　15,303,000円

地方収得賞金　775,000円 北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回）

北海道：2019/08/28～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 愛知：2016/09/01～　13戦3勝（2着3回、3着1回）

4枠4番 南関東：2019/11/21～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/08/01～　24戦4勝（2着5回、3着4回）

クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） ◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着

牝2歳 馬主　倉見利弘 11R

栗毛 生年月日　2017年3月15日 5R 2枠2番

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 5枠5番 アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 ライズブロッサム 調教師　池田孝（川崎） 牡3歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　785,000円 牝3歳 馬主　大久保和夫 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年4月12日 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　厚賀古川牧場 母　アイシークレット（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町

5枠6番 母　チェリーブロッサム（父　シルバーチャーム） 産地　日高町 地方収得賞金　8,415,000円

アキコノユメヲ 調教師　久保勇（川崎） 地方収得賞金　1,500,000円 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

牝2歳 馬主　小山達史 北海道：2018/08/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/20～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

栗毛 生年月日　2017年5月31日 南関東：2019/02/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着

父　オーシャンブルー 生産牧場　西村和夫 岩手：2019/03/24～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 3枠3番

母　プリティロマンサー（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 南関東：2019/10/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 

地方収得賞金　850,000円 7枠9番 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回） フロンターレ 調教師　今井輝和（川崎） 栗毛 生年月日　2015年2月11日

南関東：2019/10/03～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　八嶋長久 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

6枠7番 鹿毛 生年月日　2016年3月21日 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町

パラダイムチェンジ 調教師　今井輝和（川崎） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　小泉牧場 地方収得賞金　8,949,000円

牡2歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 母　ブランドシャトル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　新冠町 北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年1月26日 地方収得賞金　1,647,000円 南関東：2017/10/23～　23戦2勝（2着4回、3着7回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド 北海道：2019/04/18～　14戦1勝（2着1回、3着3回） 5枠5番

母　ヴイプラド（父　Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ） 産地　新ひだか町 南関東：2019/11/17～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎）

地方収得賞金　750,000円 8枠11番 牝5歳 馬主　大典牧場（有）

北海道：2019/05/15～　7戦1勝（2着1回、3着2回） モリデンワルツ 調教師　山越光（浦和） 芦毛 生年月日　2014年3月10日

6枠8番 牡4歳 馬主　水田栄之助 父　シルバーチャーム 生産牧場　大典牧場

アンガイガンバルド 調教師　八木仁（川崎） 鹿毛 生年月日　2015年4月9日 母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

牡2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 地方収得賞金　11,508,000円

鹿毛 生年月日　2017年5月18日 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 北海道：2016/06/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

父　アンライバルド 生産牧場　タバタファーム 地方収得賞金　3,240,000円 南関東：2017/04/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　マンデルーシュ（父　Ａｌｗｕｈｕｓｈ） 産地　日高町 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着0回、3着2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　705,000円 南関東：2017/11/22～　24戦0勝（2着2回、3着3回） 南関東：2017/11/07～　27戦5勝（2着3回、3着8回）

北海道：2019/07/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 6枠7番

7枠9番 7R イージーナウ 調教師　内田勝義（川崎） 

サドンゲイル 調教師　水野貴史（浦和） 4枠4番 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場

牡2歳 馬主　泉俊二 ビッグインパクト 調教師　田邊陽一（川崎） 青鹿毛 生年月日　2016年4月21日

青鹿毛 生年月日　2017年5月13日 セン3歳 馬主　廣松光成 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

父　シンボリクリスエス 生産牧場　大川牧場 黒鹿毛 生年月日　2016年6月7日 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

母　エンゼルアーチ（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　厚真町 父　タニノギムレット 生産牧場　豊洋牧場 地方収得賞金　8,415,000円

地方収得賞金　840,000円 母　スマイルダンサー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 北海道：2018/06/20～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

北海道：2019/05/16～　12戦0勝（2着2回、3着3回） 地方収得賞金　4,880,000円 南関東：2019/01/30～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/08/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2018　ブロッサムC［門別］　1着

8枠11番 南関東：2018/12/12～　16戦1勝（2着1回、3着2回） 6枠8番

サプライズドルチェ 調教師　平田正一（川崎） ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 

牝2歳 馬主　吉岡廣樹 9R　川崎ジュニアオープン【地方交流】 牡3歳 馬主　西森鶴

黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 5枠5番 栗毛 生年月日　2016年3月11日

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　大典牧場 レッドカード 調教師　林和弘（北海道） 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場

母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 牝2歳 馬主　（有）バンブー牧場 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

地方収得賞金　850,000円 鹿毛 生年月日　2017年2月22日 地方収得賞金　7,733,000円

北海道：2019/05/22～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　バンブー牧場 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

母　キューバンリズム２（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　浦河町 南関東：2018/12/17～　16戦1勝（2着4回、3着1回）

地方収得賞金　3,650,000円

北海道：2019/08/01～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 名古屋11R　第19回名古屋グランプリ〔JpnⅡ〕

◆2019　ブロッサムC［門別］　2着 1枠1番

8枠10番 ステージインパクト 調教師　佐久間雅貴（北海道）

カスタムオーダー 調教師　堂山芳則（北海道） 牡7歳 馬主　一村哲也

牡2歳 馬主　吉田照哉 黒鹿毛 生年月日　2012年4月30日

栗毛 生年月日　2017年1月31日 父　ヴァーミリアン 生産牧場　高山牧場

父　カジノドライヴ 生産牧場　社台ファーム 母　クラッシードレス（父　エリシオ） 産地　日高町

母　ビジューミニョン（父　ダイワメジャー） 産地　千歳市 地方収得賞金　26,982,000円 中央収得賞金　2,000,000円

地方収得賞金　3,740,000円 JRA：2015/01/04～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2019/08/08～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 兵庫：2015/10/15～　8戦6勝（2着0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：2017/05/23～　22戦8勝（2着5回、3着2回）

　うち他地区参戦：1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！ ◆2017　道営記念［門別］　1着

1R　⑧カネミツマーチ　⑩ロケットロード ◆2019　道営記念［門別］　2着　　◆2019　赤レンガ記念［門別］　2着

2R　④ナウシカオジョー　⑥ジュリエットラブ　⑦ナチュラルクリアー ◆2018　赤レンガ記念［門別］　3着

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 　　　⑩フェールマルトー

川崎3R　⑧ヴィーヴァイダテン 4R　⑤アアラヴァ ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
　　　9R　⑩カスタムオーダー 5R　④パディユージン　⑤エリアント　⑦マエストリート　⑧フォーチュンシー 2R　④ボールドデムーロ　⑥シングンバルドー　⑦エイシンバミューダ

　　10R　⑦アポロリュウセイ 6R　⑧フジノラビット 3R　⑨ハッピーフェイス

　　11R　⑫ポイントパイパー 7R　①ルナシーナ　②タッチウェーブ　③サラサ　④エイシンアサヒダケ 4R　②ベロナサンライズ

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 　　　⑤リュウノゾロ　⑩タックスオフィサー 6R　②ビジネスチャンス

川崎2R　⑤ハートダンク 8R　③メイクアラッシュ　④ピックプウィン 7R　⑫アオシマビーチ

　　　3R　⑤ワタリフレーム 9R　④ソトコマタ 9R　③ユーセイスラッガー　⑦カツゲキジャパン

　　　8R　⑪ヤギリオーディン 10R　⑦クロヒメ　⑫クラヴィクトリー 10R　⑤セイウンブラスト

11R　⑥エリュシオン 11R第19回名古屋グランプリ〔JpnⅡ〕　⑩サザンオールスター

12R　⑥フリーゴーイング

12/19(木) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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名古屋グランプリにステージインパクト、

川崎ジュニアオープンにレッドカードと

カスタムオーダーがそれぞれ出走！

遠征勢の走りにも期待ですね♪

応援よろしくお願いします！

前走
３着


