
1R 7R 11R

3枠3番 6枠8番 2枠2番

アキコノユメヲ 調教師　久保勇（川崎） ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

牝3歳 馬主　小山達史 牝5歳 馬主　大野洋子 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

栗毛 生年月日　2017年5月31日 青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 芦毛 生年月日　2014年3月16日

父　オーシャンブルー 生産牧場　西村和夫 父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

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　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,175,000円 地方収得賞金　3,533,000円 地方収得賞金　17,515,000円

北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

南関東：2019/10/03～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/19～　16戦1勝（2着0回、3着4回） 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

4枠4番 南関東：2018/04.04～　7戦2勝（2着0回、3着2回）

スティールピクシー 調教師　山田質（川崎） 8R ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

牝3歳 馬主　杉浦和也 7枠8番 ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

芦毛 生年月日　2017年5月16日 ジェットストリーム 調教師　山崎尋美（川崎） ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

父　タニノギムレット 生産牧場　森政巳 牝4歳 馬主　谷岡真喜 5枠7番

母　キリーンガール（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2016年4月25日 アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

地方収得賞金　1,081,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡スタット 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

北海道：2019/06/20～　11戦0勝（2着3回、3着3回） 母　サクラスウィープ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

南関東：2019/12/19～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,842,000円 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

北海道：2018/05/22～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 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

2R 南関東：2019/01/29～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　10,815,000円

3枠3番 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

アンガイガンバルド 調教師　八木仁（川崎） 10R 南関東：2018/12/20～　8戦2勝（2着0回、3着2回）

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 1枠1番 ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着

鹿毛 生年月日　2017年5月18日 リンノストーン 調教師　林正人（船橋） 

父　アンライバルド 生産牧場　タバタファーム 牝5歳 馬主　平井ひろみ 12R

母　マンデルーシュ（父　Ａｌｗｕｈｕｓｈ） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2015年3月27日 4枠4番

地方収得賞金　1,424,000円 父　スマートロビン 生産牧場　中村雅明 スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） 

北海道：2019/07/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 母　サンマルフェアー（父　アドマイヤドン） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ

南関東：2019/12/19～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　15,780,000円 鹿毛 生年月日　2016年3月11日

北海道：2017/05/24～　8戦3勝（2着0回、3着2回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場

3R 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回） 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

7枠9番 南関東：2018/02/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,674,000円

サプライズドルチェ 調教師　平田正一（川崎） 北海道：2019/04/24～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　吉岡廣樹 南関東：2019/12/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 ◆2017　平和賞［船橋］　1着 南関東：2019/01/01～　20戦1勝（2着1回、3着1回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　大典牧場 4枠5番 8枠12番

母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 キャッスルワンダー 調教師　渋谷信博（船橋） リュウジン 調教師　坂本昇（船橋）

地方収得賞金　2,150,000円 牡4歳 馬主　城市公 牡4歳 馬主　西村專次

北海道：2019/05/22～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年5月9日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月30日

南関東：2019/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　グラスワンダー 生産牧場　城市公 父　モンテロッソ 生産牧場　船越伸也

7枠10番 母　ジーガートップラン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町 母　チリペッパー（父　マンハッタンカフェ） 産地　平取町

テゾーロミオ 調教師　山崎尋美（川崎） 地方収得賞金　7,945,000円 地方収得賞金　3,720,000円

牝3歳 馬主　坂田栄一 北海道：2018/05/31～　10戦1勝（2着5回、3着1回） 北海道：2018/08/16～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2017年4月14日 南関東：2019/03/15～　11戦2勝（2着2回、3着1回） 岩手：2018/12/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ローズキングダム 生産牧場　賀張三浦牧場 5枠8番 南関東：2019/04/17～　11戦1勝（2着1回、3着0回）

母　エストレーラ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 フィーユドトネール 調教師　川島正一（船橋） 

地方収得賞金　2,090,000円 牝6歳 馬主　（有）キャロットファーム ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2019/05/22～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年3月18日 2R　②ポートカナベラル　⑤スイープアサイド

南関東：2019/12/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム 4R　⑥ベロナサンライズ

母　マンハッタン（父　アフリート） 産地　安平町 6R　④ビジネスチャンス

6R 地方収得賞金　14,633,000円 7R　⑤アオシマビーチ　

5枠5番 北海道：2016/06/23～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 8R　③ツナグ　⑤エイシンハルニレ　⑦バットウタイ

ビービービージー 調教師　吉橋淳一（川崎） 南関東：2016/12/08～　22戦4勝（2着7回、3着2回） 9R　③クインザクイン

牡7歳 馬主　谷口祐人 6枠10番

青鹿毛 生年月日　2013年4月12日 クルーズラミレス 調教師　山中尊徳（船橋） 

父　ビービーガルダン 生産牧場　有限会社　三石軽種馬共同育成センター 牡4歳 馬主　大久保和夫

母　ニシノエルハーブ（父　エルハーブ） 産地　新ひだか町 青鹿毛 生年月日　2016年4月23日

地方収得賞金　8,431,000円 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　静内酒井牧場

北海道：2015/08/27～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 母　クリスタルブランカ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町

南関東：2016/01/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　9,035,000円

北海道：2016/04/27～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/06/06～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

南関東：2016/10/14～　47戦3勝（2着2回、3着8回） 南関東：2019/01/16～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

5枠6番 岩手：2019/06/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋） 南関東：2019/12/17～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

牡4歳 馬主　西村專次 ◆2019　ウイナーC［水沢］　1着

栗毛 生年月日　2016年3月25日 8枠13番

父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 レインハート 調教師　加藤誠一（川崎） 

母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町 牡6歳 馬主　橋本義次

地方収得賞金　546,000円 鹿毛 生年月日　2014年5月16日

北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 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～　18戦3勝（2着3回、3着0回）

1/27(月) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


