
1R 6R 8R

2枠2番 2枠2番 2枠2番

ビリージーン 調教師　田邊陽一（川崎） リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） ライトロング 調教師　河津裕昭（川崎）

牝3歳 馬主　酒井孝敏 牡4歳 馬主　蓑島竜一 牡3歳 馬主　岩田富貴

栗毛 生年月日　2017年4月30日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日 鹿毛 生年月日　2017年4月30日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　野坂牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸

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　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町 母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町

地方収得賞金　2,000,000円 地方収得賞金　4,186,000円 地方収得賞金　2,817,000円

北海道：2019/06/13～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/12/20～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/16～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

5枠6番 南関東：2019/01/17～　16戦0勝（2着3回、3着1回）

ボルドーヴェルチュ 調教師　平田正一（川崎） 5枠6番 9R

牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） イコライザー 調教師　矢野義幸（船橋） 3枠3番

黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 黒鹿毛 生年月日　2016年2月19日 牡6歳 馬主　山口明彦

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 父　カネヒキリ 生産牧場　新生ファーム 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

地方収得賞金　2,593,000円 母　シャンハイロック（父　ロックオブジブラルタル） 産地　日高町 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,875,000円 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　14,609,000円

南関東：2019/11/21～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着 南関東：2019/02/11～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

6枠8番 ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

フロイデプリマ 調教師　内田勝義（川崎） 8枠11番 南関東：2017/12/21～　43戦3勝（2着4回、3着4回）

牝3歳 馬主　田上豊 セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和） 4枠4番

鹿毛 生年月日　2017年2月21日 牝4歳 馬主　杉浦和也 アブソルートクイン 調教師　米谷康秀（船橋） 

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4月19日 牝4歳 馬主　廣松光成

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　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場 栗毛 生年月日　2016年5月14日

地方収得賞金　2,900,000円 母　エイシンルンルン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町 父　カネヒキリ 生産牧場　長谷部牧場

北海道：2019/06/06～　9戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,116,000円 母　アイディアルクイン（父　アスワン） 産地　日高町

南関東：2019/12/20～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　8,495,000円

笠松：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

3R 南関東：2019/02/14～　19戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2019/03/15～　9戦2勝（2着1回、3着0回）

3枠3番 ◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着 ◆2018　ブロッサムC［門別］　3着

エムオーカイザー 調教師　高月賢一（川崎） 7枠9番

牡3歳 馬主　大浅貢 7R ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（船橋）

鹿毛 生年月日　2017年4月1日 2枠2番 牡4歳 馬主　杉浦和也

父　セイントアレックス 生産牧場　湯浅一夫 オスピタリタ 調教師　佐藤裕太（船橋） 芦毛 生年月日　2016年3月26日

母　エムオーアンジェラ（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　吉田照哉 父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン

地方収得賞金　600,000円 青鹿毛 生年月日　2016年5月8日 母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム 地方収得賞金　7,725,000円

母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

4R 地方収得賞金　5,430,000円 南関東：2019/07/16～　10戦3勝（2着2回、3着0回）

7枠7番 北海道：2018/05/10～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

トライゾン 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） 10R

牡3歳 馬主　（有）山春牧場 北海道：2018/12/09～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 6枠10番

鹿毛 生年月日　2017年3月6日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） イージーナウ 調教師　内田勝義（川崎） 

父　ジャングルポケット 生産牧場　高橋農場 3枠3番 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

母　メサイア（父　エンドスウィープ） 産地　伊達市 インザネイビー 調教師　佐々木仁（川崎） 青鹿毛 生年月日　2016年4月21日

地方収得賞金　775,000円 牝5歳 馬主　（有）グランド牧場 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着0回、3着3回） 青鹿毛 生年月日　2015年3月25日 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

南関東：2020/01/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　11,055,000円

母　チャームカーニバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 北海道：2018/06/20～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

5R 地方収得賞金　8,515,000円 南関東：2019/01/30～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

1枠1番 北海道：2017/05/11～　10戦2勝（2着0回、3着3回） ◆2018　ブロッサムC［門別］　1着

フェアリーキス 調教師　山田質（川崎） 南関東：2018/02/01～　20戦1勝（2着3回、3着3回）

牝7歳 馬主　小橋亮太 3枠4番 11R　多摩川（たまがわ）オープン【地方交流】

鹿毛 生年月日　2013年6月4日 ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎） 7枠11番

父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 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）

母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 芦毛 生年月日　2014年3月10日 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　10,898,000円 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

北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 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

南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　12,193,000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：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0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

南関東：2017/01/10～　59戦3勝（2着3回、3着4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）

8枠10番 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）

ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 南関東：2017/11/07～　29戦5勝（2着3回、3着9回） 南関東：2017/01/18～　25戦3勝（2着1回、3着3回）

牝5歳 馬主　冨田藤男 5枠7番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 エムティーマリー 調教師　水野貴史（浦和） ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 牝4歳 馬主　（株）ジーシーエル ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

母　ビービーラッハーン（父　シンボリクリスエス） 産地　平取町 黒鹿毛 生年月日　2016年3月18日 ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

地方収得賞金　3,755,000円 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別牧場 ◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 母　ガッテンマリー（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 ◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　6,319,000円 ◆2018　'18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/07～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠14番

南関東：2018/11/26～　23戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2018/10/25～　13戦3勝（2着3回、3着3回） ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2019/11/05～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年3月15日

1R　②フライングサラ　 5枠8番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

3R　⑥ベガクイン　 チークス 調教師　林隆之（川崎） 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

4R　④アベニンマルカート 牝5歳 馬主　佐久間拓士 地方収得賞金　59,773,000円 中央収得賞金　1,600,000円

5R　④アウトザブルー　⑤エムオーブラック 栗毛 生年月日　2015年5月27日 北海道：2015/07/21～　6戦2勝（2着0回、3着2回）

6R　④ベーカークイン 父　カネヒキリ 生産牧場　村上欽哉 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7R　③マッテマシタ　⑦モリノラピス 母　ロキロキ（父　プレミアムサンダー） 産地　新冠町 南関東：2016/01/07～　29戦7勝（2着3回、3着4回）

9R　⑤プラチナクイン　⑨レッドプルーフ　⑪エイシンレインボー 地方収得賞金　8,657,000円 ◆2018　東京スポーツ霜月杯［川崎］　1着

11R　⑥サザンオールスター　⑨ヨミ　⑩ユーセイスラッガー 北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　1着

愛知：2018/03/15～　5戦4勝（2着0回、3着0回） ◆2017　東京中日スポーツ弥生杯［川崎］　1着

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/12/19～　8戦6勝（2着0回、3着0回） ◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　2着

2R　①ウィナーズヒロイン　④パディユージン　⑤リュウノセレナーデ ◆2016　羽田盃［大井］　3着　　◆2016　戸塚記念［川崎］　3着

3R　③カリスマパンサー　 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　3着　　◆2015　サンライズC［門別］　3着

5R　④モエレキンジトウ　 川崎5R　⑧エタニティマリー ◆2016　'16スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

6R　③ジュリエットラブ　⑩シティーリヴァー 　　　6R　⑦クオーレカルド

7R　④ハタノフリージア　⑤ゴールドライセンス　⑩ブラッドクロス 　　　7R　⑥アステリズム 12R

8R　②エアーシャンクス 3枠4番

9R　③ルーク　⑥エスプリゾーン　⑦バンローズキングス グランシェフ 調教師　加藤誠一（川崎） 

10R第49回白鷺賞　③エイシンニシパ　⑤グルームアイランド 牡8歳 馬主　吉田和美

11R　③トキノケリー　⑫ソトコマタ 芦毛 生年月日　2012年4月5日

父　チチカステナンゴ 生産牧場　ノーザンファーム

母　ガラディナー（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

地方収得賞金　13,853,000円

北海道：2014/08/14～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2014/11/05～　58戦5勝（2着4回、3着7回）

1/30(木) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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