
1R 3R 8R

3枠3番 1枠1番 2枠2番

ボンモマン 調教師　林隆之（川崎） アキコノユメヲ 調教師　久保勇（川崎） リンドグレン 調教師　山下貴之（船橋）

牡3歳 馬主　伊達泰明 牝3歳 馬主　小山達史 牝6歳 馬主　吉田勝己

鹿毛 生年月日　2017年4月29日 栗毛 生年月日　2017年5月31日 鹿毛 生年月日　2014年1月7日

父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 父　オーシャンブルー 生産牧場　西村和夫 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　ビーボーン（父　テンビー） 産地　日高町 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 母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町

地方収得賞金　2,860,000円 地方収得賞金　850,000円 地方収得賞金　8,352,000円

北海道：2019/07/11～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/05/25～　4戦0勝（2着0回、3着3回）

南関東：2019/11/18～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/10/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2016/10/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠7番 2枠2番 南関東：2017/07/25～　21戦4勝（2着4回、3着4回）

ボルドーヴェルチュ 調教師　平田正一（川崎） アンガイガンバルド 調教師　八木仁（川崎） 6枠9番

牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） 

黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 鹿毛 生年月日　2017年5月18日 牝5歳 馬主　門別敏朗

父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 父　アンライバルド 生産牧場　タバタファーム 栗毛 生年月日　2015年5月14日

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 母　マンデルーシュ（父　Ａｌｗｕｈｕｓｈ） 産地　日高町 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗

地方収得賞金　2,593,000円 地方収得賞金　930,000円 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町

北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/07/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,585,000円

笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2019/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回）

南関東：2019/11/21～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 4枠4番 南関東：2018/01/26～　25戦1勝（2着1回、3着1回）

◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着 サプライズドルチェ 調教師　平田正一（川崎） 8枠13番

牝3歳 馬主　吉岡廣樹 アーツレイジング 調教師　加藤誠一（川崎）

2R 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 牝5歳 馬主　三浦勝仁

2枠2番 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　大典牧場 黒鹿毛 生年月日　2015年4月3日

グランギフト 調教師　山崎尋美（川崎） 母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 父　プリサイスエンド 生産牧場　高昭牧場

牡3歳 馬主　川原輝雄 地方収得賞金　850,000円 母　キララチュール（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

鹿毛 生年月日　2017年3月27日 北海道：2019/05/22～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,627,000円

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　静内山田牧場 南関東：2019/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

母　グレイスキッス（父　エアエミネム） 産地　新ひだか町 7枠7番 笠松：2018/04/26～　10戦1勝（2着3回、3着2回）

地方収得賞金　775,000円 スーパーペディ 調教師　鈴木義久（川崎） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/08/28～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　三田正眞 JRA：2018/11/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2017年5月10日 笠松：2019/03/07～　12戦6勝（2着2回、3着1回）

7枠8番 父　ロージズインメイ 生産牧場　静内山田牧場

エイシンハスカップ 調教師　山崎尋美（川崎） 母　ジムノペディ（父　チチカステナンゴ） 産地　新ひだか町 9R

牡3歳 馬主　金山幸司 地方収得賞金　945,000円 6枠6番

鹿毛 生年月日　2017年5月10日 北海道：2019/06/05～　12戦1勝（2着1回、3着2回） ラックブルーバード 調教師　山崎尋美（川崎） 

父　エイシンアポロン 生産牧場　栄進牧場 8枠8番 牡4歳 馬主　吉田照哉

母　ココペリ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町 スティールピクシー 調教師　山田質（川崎） 鹿毛 生年月日　2016年4月4日

地方収得賞金　510,000円 牝3歳 馬主　杉浦和也 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム

北海道：2019/06/05～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2017年5月16日 母　ルリビタキ（父　デュランダル） 産地　千歳市

愛知：2019/09/06～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　タニノギムレット 生産牧場　森政巳 地方収得賞金　4,901,000円

7枠9番 母　キリーンガール（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 北海道：2018/07/12～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

トライゾン 調教師　鈴木義久（川崎） 地方収得賞金　925,000円 南関東：2018/10/18～　12戦1勝（2着3回、3着0回）

牡3歳 馬主　（有）山春牧場 北海道：2019/06/20～　11戦0勝（2着3回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2017年3月6日 南関東：2019/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 10R

父　ジャングルポケット 生産牧場　高橋農場 7枠9番

母　メサイア（父　エンドスウィープ） 産地　伊達市 4R ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 

地方収得賞金　775,000円 4枠4番 牡5歳 馬主　（有）坂東牧場

北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着0回、3着3回） スマイルアウェイ 調教師　田邊陽一（川崎） 栗毛 生年月日　2015年2月11日

牝6歳 馬主　廣松重信 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

●名古屋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　2014年2月22日 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町

1R　①ホープスター 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　8,949,000円

2R　⑥リンノプレミアム 母　オークスピリッツ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

3R　⑨スイープアサイド 地方収得賞金　6,583,000円 南関東：2017/10/23～　24戦2勝（2着4回、3着7回）

4R　①チェリールックス 北海道：2016/05/31～　9戦1勝（2着1回、3着3回）

6R　④ミオサヴァイブ 南関東：2016/12/13～　38戦2勝（2着4回、3着4回） 11R

7R　①エイシンハルニレ　④エイシンサクラソウ　⑤ラウロ 5枠5番 1枠1番

8R　⑨シグラップエリー ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

9R　⑨フリーゴーイング 牝5歳 馬主　大野洋子 牡6歳 馬主　山口明彦

10R第22回新春ペガサスC　③アニマーダ　⑥マナホクレレ 青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

　　　⑩バットウタイ　⑪ムスターファ　⑫ツナグ 父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

●高知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　3,333,000円 地方収得賞金　14,333,000円

2R　⑤レオポルド 北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

3R　⑨パイクステソーロ 南関東：2018/12/19～　15戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

4R　①シャーロットリン 8枠12番 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

6R　⑦アウグローニ マスオ 調教師　野口孝（浦和） 南関東：2017/12/21～　41戦3勝（2着4回、3着4回）

7R　⑦メイソ 牡7歳 馬主　宇田昌隆 5枠5番

8R　④サクラシャイニー 栗毛 生年月日　2013年5月17日 ワグナーコーヴ 調教師　岡林光浩（船橋）

9R　①エメドレサージュ　③ブラウナイル 父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 牡5歳 馬主　吉田照哉

10R　⑤テンカムソウ 母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 黒鹿毛 生年月日　2015年5月1日

11R　②クラスマックス　⑥ショコラフレーズ　⑨クリストファー 地方収得賞金　8,528,000円 父　マンハッタンカフェ 生産牧場　社台ファーム

　　　  ⑪カグラハヤテ 北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 母　レイクサイドカップ（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　千歳市

南関東：2015/12/02～　70戦2勝（2着4回、3着8回） 地方収得賞金　20,775,000円

北海道：2017/06/21～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

6R 南関東：2017/12/30～　11戦2勝（2着3回、3着0回）

2枠2番 ◆2018　'18雲取賞［大井］　1着

ニットウナナ 調教師　林隆之（川崎） ◆2018　京浜盃［大井］　2着

牝5歳 馬主　藤井謙

黒鹿毛 生年月日　2015年5月21日 12R

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　日東牧場 8枠13番

母　ニットウコメット（父　ミホノブルボン） 産地　浦河町 スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） 

地方収得賞金　1,680,000円 牡4歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ

北海道：2018/06/12～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年3月11日

南関東：2018/11/22～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場

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

7R 地方収得賞金　3,674,000円

7枠11番 北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回）

スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） 岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

牝6歳 馬主　冨田藤男 南関東：2019/01/01～　18戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2014年4月24日

父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 川崎3R　⑨パプリカ

地方収得賞金　1,972,000円 　　　8R　⑩マイティーガール

北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 川崎4R　③ラヴインパレス

南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　8R　③ラーケン

笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 　　10R　⑥ピットブル

南関東：2017/07/03～　57戦0勝（2着0回、3着0回）
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謹 賀 新 年
旧年中は大変お世話になりました

ホッカイドウ競馬へのより一層のご声援を

心よりお願い申し上げます

令和２年 元旦


