
3R 8R 11R　大師（だいし）オープン

6枠6番 3枠3番 1枠1番

クリーチ 調教師　鈴木義久（川崎） インザネイビー 調教師　佐々木仁（川崎） ヒガシウィルウィン 調教師　米谷康秀（船橋）

牝3歳 馬主　杉浦和也 牝5歳 馬主　（有）グランド牧場 牡6歳 馬主　（株）ＭＭＣ

鹿毛 生年月日　2017年4月17日 青鹿毛 生年月日　2015年3月25日 栗毛 生年月日　2014年3月30日

父　メイショウサムソン 生産牧場　トラストスリーファーム 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

母　グッドファッション（父　アドマイヤマックス） 産地　浦河町 母　チャームカーニバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 母　プリモタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,275,000円 地方収得賞金　8,320,000円 地方収得賞金　206,810,000円

北海道：2019/04/17～　13戦1勝（2着1回、3着4回） 北海道：2017/05/11～　10戦2勝（2着0回、3着3回） 北海道：9戦3勝（2着5回、3着0回）

南関東：2019/12/16～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/02/01～　19戦1勝（2着3回、3着3回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠8番 7枠12番 南関東：2017/01/18～　17戦5勝（2着5回、3着1回）

ビリージーン 調教師　田邊陽一（川崎） レスプレンデント 調教師　平田正一（川崎） 北海道：2019/07/04～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　酒井孝敏 牝4歳 馬主　吉岡大樹 南関東：2019/12/10～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2017年4月30日 栗毛 生年月日　2016年5月1日 ◆2017　ジャパンダートダービー［大井］　1着

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 父　ロジユニヴァース 生産牧場　豊洋牧場 ◆2018　サンタアニタトロフィー［大井］　1着

母　ハニーバニー（父　メイショウボーラー） 産地　新ひだか町 母　ベストミニオン（父　シニスターミニスター） 産地　日高町 ◆2017　東京ダービー［大井］　1着　　◆2017　京浜盃［大井］　1着

地方収得賞金　2,000,000円 地方収得賞金　6,325,000円 ◆2017　ニューイヤーC［浦和］　1着　　◆2016　サンライズC[門別]　1着

北海道：2019/06/13～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2016　北海道2歳優駿[門別]　2着　　◆2019　瑞穂賞［門別］　2着

南関東：2019/12/20～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2018　勝島王冠［大井］　2着　　◆2018　マイルグランプリ［大井］　2着

南関東：2018/12/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回） ◆2017　浦和記念［浦和］　2着　　◆2017　羽田盃［大井］　2着

4R ◆2018　プリンセスC[水沢]　3着 ◆2016　栄冠賞[門別]　2着　　◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC[門別]　2着

4枠5番 8枠13番 ◆2019　旭岳賞［門別］　3着　　◆2018　大井記念［大井］　3着

ロージーロージー 調教師　平田正一（川崎） ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎） 5枠5番

牡4歳 馬主　吉岡廣樹 牝6歳 馬主　大典牧場（有） バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

鹿毛 生年月日　2016年3月2日 芦毛 生年月日　2014年3月10日 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

父　ロージズインメイ 生産牧場　道見牧場 父　シルバーチャーム 生産牧場　大典牧場 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

母　ロングモニー（父　ホワイトマズル） 産地　日高町 母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　1,096,000円 地方収得賞金　11,868,000円 母　セクシーシューズ（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

北海道：2018/06/14～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/06/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　56,285,000円

笠松：2018/11/23～　9戦0勝（2着3回、3着3回） 南関東：2017/04/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/05/09～　8戦1勝（2着5回、3着0回） 北海道：2017/08/17～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/11/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/07～　28戦5勝（2着3回、3着8回） 南関東：2017/01/18～　24戦3勝（2着1回、3着3回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

5R 9R ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

2枠2番 5枠6番 ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

パラダイムチェンジ 調教師　今井輝和（川崎） ビービーガナール 調教師　武井和実（川崎） ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

牡3歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 牝4歳 馬主　（有）坂東牧場 ◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

鹿毛 生年月日　2017年1月26日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月4日 ◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 ◆2018　'18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

母　ヴイプラド（父　Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ） 産地　新ひだか町 母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

地方収得賞金　2,250,000円 地方収得賞金　10,043,000円 12R

北海道：2019/05/15～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/05/09～　7戦2勝（2着0回、3着1回） 5枠7番

南関東：2019/12/19～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/17～　4戦3勝（2着0回、3着0回） クレインチャーム 調教師　岩本洋（川崎） 

5枠8番 北海道：2019/05/29～　6戦3勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　西森鶴

ライトロング 調教師　河津裕昭（川崎） 南関東：2019/11/19～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年4月16日

牡3歳 馬主　岩田富貴 7枠10番 父　フリオーソ 生産牧場　日西牧場

鹿毛 生年月日　2017年4月30日 カワナ 調教師　鈴木義久（川崎） 母　キシュウウインド（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸 牡6歳 馬主　岡元匠 地方収得賞金　5,490,000円

母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町 鹿毛 生年月日　2014年3月25日 北海道：2018/10/18～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　2,247,000円 父　サニングデール 生産牧場　山田牧場 南関東：2018/12/17～　15戦2勝（2着1回、3着3回）

北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 母　クードゥフードル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 6枠10番

南関東：2019/12/16～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　16,253,000円 ビッグインパクト 調教師　田邊陽一（川崎） 

8枠13番 北海道：2016/05/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回） セン4歳 馬主　廣松光成

テゾーロミオ 調教師　山崎尋美（川崎） 愛知：2016/09/01～　13戦3勝（2着3回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2016年6月7日

牝3歳 馬主　坂田栄一 南関東：2017/08/01～　25戦4勝（2着6回、3着4回） 父　タニノギムレット 生産牧場　豊洋牧場

黒鹿毛 生年月日　2017年4月14日 母　スマイルダンサー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

父　ローズキングダム 生産牧場　賀張三浦牧場 10R 地方収得賞金　4,880,000円

母　エストレーラ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 1枠1番 北海道：2018/08/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,910,000円 スターギア 調教師　内田勝義（川崎） 南関東：2018/12/12～　17戦1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） 牝5歳 馬主　（有）グランド牧場

南関東：2019/12/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年4月27日 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 川崎1R　③シオカゼ

7R 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 　　　2R　⑨サンブライアン

6枠10番 地方収得賞金　10,148,000円 　　　3R　①ヴィーヴァイダテン

ライズブロッサム 調教師　池田孝（川崎） 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着3回、3着1回） 　　　7R　⑩ライズブロッサム

牝4歳 馬主　大久保和夫 岩手：2017/10/30～　19戦3勝（2着4回、3着2回） 　　　9R　⑥ビービーガナール

鹿毛 生年月日　2016年4月12日 南関東：2019/09/04～　5戦0勝（2着1回、3着0回）　 　　11R　⑩プロトコル

父　ゴールドアリュール 生産牧場　厚賀古川牧場 ◆2018　あやめ賞［水沢］　1着 　　12R　④キタサンシリーズ

母　チェリーブロッサム（父　シルバーチャーム） 産地　日高町 ◆2018　留守杯日高賞［水沢］　2着　　◆2018　金杯［水沢］　2着 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
地方収得賞金　1,500,000円 ◆2017　寒菊賞［水沢］　2着 川崎6R　⑤ステップシー

北海道：2018/08/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠11番

南関東：2019/02/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ドンゲイボルグ 調教師　村田順一（川崎） 

岩手：2019/03/24～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 牡7歳 馬主　酒井孝敏

南関東：2019/10/25～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2013年4月29日

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

1R　③エイシンバミューダ 地方収得賞金　17,596,000円

2R　①ボールドデムーロ 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

3R　③ベロナサンライズ 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

5R　②セイウンブラスト　⑨ハッピーフェイス 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

7R　③ビジネスチャンス 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

8R　⑦モンテクローネ　⑩アオシマビーチ 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

10R　⑤クインザクイン 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

12R　③カツゲキジャパン　⑨ヤコウレッシャ 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2018/12/27～　20戦1勝（2着4回、3着1回）

1/2(木) 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
１着

前走
２着

前走
３着

前走
２着

前走
３着

前走
２着

前走
３着

応援よろしくね♪


