
4R 7R 11R　第56回報知オールスターC〔SⅢ〕【地方交流】

4枠6番 8枠10番 2枠2番

ビューティ 調教師　冨田敏男（浦和） カメッテル 調教師　山崎裕也（川崎） ストーンリバー 調教師　福田真弘（大井）

牡7歳 馬主　冨田藤男 牝4歳 馬主　本杉亀一 牡6歳 馬主　石川幸司

鹿毛 生年月日　2013年3月14日 栗毛 生年月日　2016年2月4日 鹿毛 生年月日　2014年4月1日

父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム 父　ホワイトマズル 生産牧場　森政巳

母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 母　ヴェイグストーリー（父　ゴールドアリュール） 産地　千歳市 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　8,703,000円 地方収得賞金　4,570,000円 地方収得賞金　36,570,000円

北海道：2017/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/31～　38戦7勝（2着9回、3着9回）

金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） 南関東：2018/11/28～　13戦0勝（2着3回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着1回）

笠松：2016/04/38～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 9R 南関東：2019/11/12～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠6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

北海道：2017/05/04～　5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） ◆2017　王冠賞［門別］　2着　　◆2017　北斗盃［門別］　2着

南関東：2017/09/07～　35戦1勝（2着4回、3着4回） 牡5歳 馬主　佐藤雄司 ◆2017　ダービーグランプリ［水沢］　3着

◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 黒鹿毛 生年月日　2015年4月28日 3枠3番

◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 父　ロージズインメイ 生産牧場　浜口牧場 ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 

6枠10番 母　ボロブドゥール（父　ハイアーゲーム） 産地　新冠町 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

ウルリヒト 調教師　山崎尋美（川崎） 地方収得賞金　4,866,000円 鹿毛 生年月日　2013年3月15日

牡4歳 馬主　山下学 北海道：2017/05/17～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 南関東：2017/09/06～　24戦0勝（2着4回、3着2回） 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム 7枠12番 地方収得賞金　59,773,000円 中央収得賞金　1,600,000円

母　ローズオットー（父　ダンスインザダーク） 産地　千歳市 グランシェフ 調教師　加藤誠一（川崎） 北海道：2015/07/21～　6戦2勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　1,301,000円 牡8歳 馬主　吉田和美 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/08/15～　16戦2勝（2着1回、3着4回） 芦毛 生年月日　2012年4月5日 南関東：2016/01/07～　28戦7勝（2着3回、3着4回）

南関東：2019/11/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　チチカステナンゴ 生産牧場　ノーザンファーム ◆2018　東京スポーツ霜月杯［川崎］　1着

7枠11番 母　ガラディナー（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町 ◆2017　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　1着

ディアガール 調教師　今井輝和（川崎） 地方収得賞金　13,853,000円 ◆2017　東京中日スポーツ弥生杯［川崎］　1着

牝5歳 馬主　岡田将一 北海道：2014/08/14～　3戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　2着

鹿毛 生年月日　2015年3月31日 南関東：2014/11/05～　57戦5勝（2着4回、3着7回） ◆2016　羽田盃［大井］　3着　　◆2016　戸塚記念［川崎］　3着

父　マツリダゴッホ 生産牧場　岡田スタツド ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　3着　　◆2015　サンライズC［門別］　3着

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 10R ◆2016　'16スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

地方収得賞金　2,795,000円 2枠2番 3枠4番

北海道：2018/07/31～　6戦2勝（2着1回、3着2回） ニャチャン 調教師　冨田敏男（川崎） タービランス 調教師　水野貴史（浦和） 

南関東：2018/11/26～　16戦0勝（2着4回、3着1回） 牝7歳 馬主　冨田藤男 牡7歳 馬主　泉俊二

8枠14番 芦毛 生年月日　2013年3月8日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月11日

ドルドルエイト 調教師　新井健児（川崎） 父　クーリンガー 生産牧場　静内酒井牧場 父　パイロ 生産牧場　大川牧場

牡5歳 馬主　人見塁 母　クーチュア（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　新ひだか町 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 地方収得賞金　22,803,000円 地方収得賞金　120,050,000円

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 北海道：2015/08/20～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/07/09～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 岩手：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,406,000円 愛知：2016/02/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/01/07～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 岩手：2016/04/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/11/09～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/26～　16戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/07/06～　26戦7勝（2着5回、3着5回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠13番 南関東：2018/03/13～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

5R アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 北海道：2018/10/03～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

8枠12番 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場 南関東：2019/01/03～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

レイヴィーナス 調教師　佐々木仁（川崎） 鹿毛 生年月日　2016年5月14日 北海道：2019/11/07～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　信田朋嗣 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場 ◆2019　報知グランプリC［船橋］　1着　　◆2016　羽田盃［大井］　1着

栗毛 生年月日　2017年5月3日 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 ◆2016　京浜盃［大井］　1着　　◆2015　サンライズC［門別］　1着

父　スマートファルコン 生産牧場　西村和夫 地方収得賞金　10,815,000円 ◆2019　報知オールスターC［川崎］　2着　　◆2018　道営記念［門別］　2着

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　 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回） ◆2018・19　ブリリアントC［大井］　2着　　◆2016　ニューイヤーC［浦和］　2着

地方収得賞金　1,108,000円 南関東：2018/12/20～　7戦2勝（2着0回、3着2回） ◆2019　大井記念［大井］　3着　　◆2016　東京ダービー［大井］　3着

北海道：2019/08/01～　4戦1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 6枠9番

岩手：2019/10/28～　2戦0勝（2着0回、3着1回） グルームアイランド 調教師　高橋俊之（金沢） 

南関東：2019/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡9歳 馬主　前田敏文

1R　⑥ゴールドポケット 鹿毛 生年月日　2011年5月4日

6R 3R　③コッチネッラ　⑨エムオーブラック　⑩アウトザブルー 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　原光彦

4枠4番 4R　①アーネストウイシュ 母　サクラフィースト（父　サクラチヨノオー） 産地　新ひだか町

アルクマール 調教師　鈴木義久（川崎） 5R　①ボンヤリ　⑧ベーカークイン 地方収得賞金　62,152,000円

牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 6R　⑤モリノラピス 北海道：2014/04/29～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年4月1日 9R　③エイシンレインボー 南関東：2014/12/04～　10戦9勝（2着0回、3着0回）

父　ゴールドアリュール 生産牧場　下河辺牧場 11R　②スーパーラッド　⑥ナラ　⑨フォーユアラヴ 金沢：2015/11/15～　21戦10勝（2着2回、3着1回）

母　エクシードワン（父　ナリタブライアン） 産地　日高町 12R　②アビゲイル 　うち他地区参戦：6戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,784,000円 南関東：2018/02/21～　11戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） ●本日の騎乗予定　岩橋 勇二騎手 金沢：2019/03/21～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 佐賀2R　⑩キシュウブライト 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/05/29～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 　　　3R　⑩スターオブレビュー ◆2016　報知オールスターC［川崎］　1着　　◆2017　北國王冠［金沢］　1着

南関東：2019/11/20～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 　　　4R　⑦ガーデンブロンシュ ◆2017　イヌワシ賞［金沢］　1着　　◆2016　オグリキャップ記念［笠松］　1着

7枠9番 　　　5R　⑥アワオーラ ◆2016　金沢スプリングC［金沢］　1着　　◆2015　中日杯［金沢］　1着

サムシングブルー 調教師　佐々木仁（川崎） 　　　7R　③ユミハリヅキ ◆2019　中日杯［金沢］　2着　　◆2016　北國王冠［金沢］　2着

牝4歳 馬主　（有）ユートピア牧場 　　　8R　⑪ロードリベラル ◆2016　百万石賞［金沢］　3着　　◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　3着

黒鹿毛 生年月日　2016年2月25日 　　　9R　⑦ルトンセラン ◆2018　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

父　シンボリクリスエス 生産牧場　谷川牧場 　　10R　⑤マイヤン 7枠12番

母　タイセイプロバブル（父　Ｍｒ．　Ｇｒｅｅｌｅｙ） 産地　浦河町 ●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手 ヤマノファイト 調教師　矢野義幸（船橋） 

地方収得賞金　2,004,000円 佐賀1R　⑥エイシンタイムレス 牡5歳 馬主　山口明彦

北海道：2018/05/17～　9戦0勝（2着1回、3着4回） 　　　2R　②モズマチニマッター 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

南関東：2018/11/27～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　4R　①ホーリーパワー 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

　　　6R　⑥ストロベリーボス 母　ケイアイリード（父　フォーティナイナー） 産地　平取町

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 　　　7R　⑨イケノコスモス 地方収得賞金　112,100,000円

川崎3R　⑥ラストライト 　　　8R　②カンスタントリー 北海道：2017/04/18～　9戦4勝（2着1回、3着1回）

　　　5R　⑥シナノシラカバ 　　10R　④イケノアスリート 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

　　　6R　③ロジセンス ※ホッカイドウ競馬場外発売所では佐賀競馬の場外発売を行いません。ご了承ください。 南関東：2018/01/10～　14戦6勝（2着1回、3着0回）

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 ◆2019　報知オールスターC［川崎］　1着

川崎7R　②クオーレカルド ◆2018　羽田盃［大井］　1着　　◆2018　ニューイヤーC［浦和］　1着

◆2017　サンライズC［門別］　1着　　◆2017　イノセントC［門別］　1着

◆2018　埼玉新聞栄冠賞［浦和］　2着

◆2017　栄冠賞［門別］　3着

12R

6枠9番

イージーナウ 調教師　内田勝義（川崎） 

牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

青鹿毛 生年月日　2016年4月21日

父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　8,655,000円

北海道：2018/06/20～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/01/30～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

◆2018　ブロッサムC［門別］　1着

7枠11番

レインハート 調教師　加藤誠一（川崎） 

牡6歳 馬主　橋本義次

鹿毛 生年月日　2014年5月16日

父　サムライハート 生産牧場　川向高橋育成牧場

母　モルフェプリンセス（父　モルフェデスペクタ） 産地　平取町

地方収得賞金　11,979,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　28,000円）

北海道：2016/05/18～　8戦1勝（2着2回、3着3回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/05/04～　16戦3勝（2着3回、3着0回）

タービランス

1/3(金) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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川崎メインは報知オールスターC！

新春の地方交流重賞は。

およそ1カ月後の川崎記念につながる

重要な一戦です。

ホッカイドウ競馬デビュー馬も

実績豊富な5頭が出走♪


