
2R 5R 10R

4枠4番 4枠5番 2枠2番

クロスワールド 調教師　村田順一（川崎） インナーブル 調教師　内野健二（浦和） オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

牝3歳 馬主　吉武章 牡8歳 馬主　長橋秀雄 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

栗毛 生年月日　2017年3月10日 栗毛 生年月日　2012年4月27日 芦毛 生年月日　2014年3月16日

父　トゥザワールド 生産牧場　シンユウフアーム 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　坂東牧場 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

母　ブルーライトクロス（父　ファスリエフ） 産地　新冠町 母　マチカネアズサユミ（父　ティンバーカントリー） 産地　平取町 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,585,000円 地方収得賞金　11,395,000円 地方収得賞金　15,115,000円

北海道：2019/05/15～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/02～　7戦0勝（2着2回、3着3回） 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2014/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/02/24～　43戦5勝（2着3回、3着4回） 南関東：2018/04.04～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2019/12/16～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

7枠10番 6R ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

フロイデプリマ 調教師　内田勝義（川崎） 4枠4番 ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

牝3歳 馬主　田上豊 ヤーラシカ 調教師　佐藤博紀（川崎） 5枠5番

鹿毛 生年月日　2017年2月21日 牝4歳 馬主　成富直行 ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 

父　サウスヴィグラス 生産牧場 タガミファーム 黒鹿毛 生年月日　2016年2月17日 牡4歳 馬主　西森鶴

母　フロイデタンツェン（父　ストローズクリーク） 産地　新ひだか町 父　トゥザグローリー 生産牧場　原田牧場 栗毛 生年月日　2016年3月11日

地方収得賞金　1,600,000円 母　ヤマノシンデレラ（父　タイキシャトル） 産地　日高町 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場

北海道：2019/06/06～　9戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,768,000円 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

南関東：2019/12/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/13～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　7,733,000円

8枠12番 佐賀：2018/12/16～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

ラディーグ 調教師　山崎裕也（川崎） 高知：2019/04/20～　8戦0勝（2着4回、3着0回） 南関東：2018/12/17～　17戦1勝（2着4回、3着1回）

牝3歳 馬主　吉田晴哉 南関東：2019/09/05～　6戦0勝（2着2回、3着2回）

芦毛 生年月日　2017年1月19日 11R

父　ダンカーク 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 8R 3枠3番

母　パラダイスイズヒア（父　サクラバクシンオー） 産地　白老町 4枠4番 ブレークオンスルー 調教師　内田勝義（川崎） 

地方収得賞金　1,500,000円 ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

北海道：2019/07/17～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牡6歳 馬主　山口明彦 栗毛 生年月日　2014年4月10日

南関東：2019/12/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年2月11日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

3R 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 地方収得賞金　14,153,000円 中央収得賞金　7,200,000円

6枠8番 地方収得賞金　7,493,000円 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

パステルラヴ 調教師　平田正一（川崎） 北海道：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回） JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　野島泰 南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2016年5月15日 北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回） 南関東：2016/01/31～　14戦2勝（2着4回、3着1回）

父　シビルウォー 生産牧場　野島牧場 南関東：2019/01/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠10番

母　シルキーリゾート（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 北海道：2019/04/17～　14戦2勝（2着0回、3着3回） モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 

地方収得賞金　1,665,000円 南関東：2019/11/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　森田芳男

北海道：2018/08/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠12番 栗毛 生年月日　2013年4月25日

南関東：2019/11/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ハードパンチャー 調教師　平山真希（浦和） 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男

牡5歳 馬主　木村勝 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

4R 鹿毛 生年月日　2015年4月30日 地方収得賞金　27,046,000円

3枠3番 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　大川牧場 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

アキレアガール 調教師　池田孝（川崎） 母　シズパンチ（父　タップダンスシチー） 産地　厚真町 南関東：2015/11/30～　58戦5勝（2着5回、3着7回）

牝5歳 馬主　（株）ＭＭＣ 地方収得賞金　6,125,000円 8枠12番

鹿毛 生年月日　2015年3月31日 北海道：2017/05/11～　12戦1勝（2着1回、3着2回） コスモマーヴィ 調教師　河津裕昭（川崎） 

父　タニノギムレット 生産牧場　村下清志 南関東：2018/02/16～　34戦2勝（2着2回、3着2回） 牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

母　メイレディ（父　ジェニュイン） 産地　浦河町 黒鹿毛 生年月日　2016年3月14日

地方収得賞金　3,846,000円 9R　招福オープン【ホッカイドウ競馬交流】 父　ロージズインメイ 生産牧場　山野牧場

北海道：2017/05/03～　12戦2勝（2着5回、3着1回） 7枠10番 母　ブルーファイブ（父　シンコウキング） 産地　新ひだか町

南関東：2018/10/16～　17戦1勝（2着2回、3着2回） レッドカード 調教師　林和弘（北海道） 地方収得賞金　12,110,000円

6枠7番 牝3歳 馬主　（有）バンブー牧場 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

レッカーベルン 調教師　山崎尋美（川崎） 鹿毛 生年月日　2017年2月22日 南関東：2018/11/28～　14戦3勝（2着1回、3着2回）

牝6歳 馬主　樋口貴士 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　バンブー牧場

鹿毛 生年月日　2014年2月19日 母　キューバンリズム２（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　浦河町 12R

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　高昭牧場 地方収得賞金　4,000,000円 7枠12番

母　マスターチアフル（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町 北海道：2019/08/01～　8戦2勝（2着2回、3着0回） サンダーキング 調教師　河津裕昭（川崎） 

地方収得賞金　6,617,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　村山忠弘

北海道：2016/05/12～　12戦2勝（2着1回、3着5回） ◆2019　ブロッサムC［門別］　2着 鹿毛 生年月日　2016年3月14日

岩手：2016/11/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠11番 父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明

南関東：2017/01/26～　43戦1勝（2着1回、3着6回） ビービーガニアン 調教師　山崎尋美（川崎） 母　クイーンブルー（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 地方収得賞金　6,302,000円

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 鹿毛 生年月日　2017年3月19日 北海道：2018/05/09～　8戦0勝（2着0回、3着2回）

川崎4R　③アキレアガール 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 金沢：2018/11/04～　5戦1勝（2着2回、3着0回）

　　　7R　④ビービーリフレクト 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 南関東：2019/01/28～　19戦0勝（2着4回、3着5回）

　　　8R　⑤ブライトサーベル 地方収得賞金　3,500,000円

　　11R　④セイヴェルビット 北海道：2019/06/05～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ●佐賀競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
　　12R　⑤アカンタレ 南関東：2019/12/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 4R　⑥ハッピードータア　⑩ビビットビート

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 5R　③ギンガムチェック　④レッツゴーレツコ　⑧カフジヴィーガ

川崎3R　⑪エタニティマリー 7R　⑤エムティミホ

　　　4R　⑥ライフアンドソウル 10R　③スウィフトハート

　　　6R　⑩エンジェルハート

　　12R　⑧ダイチャン ●本日の騎乗予定　岩橋 勇二騎手
佐賀1R　②イツモシアワセ

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　2R　④ノンストップダイヤ

1R　①コスモサンシャイン　②シナノアサヤケ　③ベガクイン　④イッセイ 　　　4R　⑩ビビットビート

　　　⑧ラキリン　⑨オリオンネージュ　⑩ロミロミ 　　　5R　⑩イエスユウキャン

2R　③ハナミン 　　　7R　①ミルクアンドハニー

4R　④エイシンベラドンナ　⑦リコートルーパー 　　　8R　④イッツパーフェクト

7R　⑩フライングサラ 　　　9R　⑧スターオブファイン

8R　②セユウスマート 　　10R　⑥ロードゼスト

9R　③アベニンマルカート　⑧エイシンスリーエス ●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手
10R　⑩プラチナクイン 佐賀2R　①ラブリートーク

11R第23回名古屋記念　④ヨミ　⑪ゴールドリング 　　　4R　④パッションフラワー

12R　⑩レッドプルーフ 　　　5R　③ギンガムチェック

　　　8R　⑤タンサンドール

　　10R　⑧ウインヴォルケーノ

1/4(土) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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１着
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川崎9R・招福オープンに

ホッカイドウ競馬からレッドカードが出走！

応援よろしくお願いします♪
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