
2R 5R 9R

5枠5番 5枠8番 4枠5番

エイシンハスカップ 調教師　山崎尋美（川崎） ロージーロージー 調教師　平田正一（川崎） ヨシノルキー 調教師　平山真希（浦和）

牡3歳 馬主　金山幸司 牡4歳 馬主　吉岡廣樹 牝4歳 馬主　中村吉隆

鹿毛 生年月日　2017年5月10日 鹿毛 生年月日　2016年3月2日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月1日

父　エイシンアポロン 生産牧場　栄進牧場 父　ロージズインメイ 生産牧場　道見牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　富塚ファーム

母　ココペリ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町 母　ロングモニー（父　ホワイトマズル） 産地　日高町 母　アイラシンガー（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

地方収得賞金　705,000円 地方収得賞金　1,438,000円 地方収得賞金　4,411,000円

北海道：2019/06/05～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/06/20～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

愛知：2019/09/06～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松：2018/11/23～　9戦0勝（2着3回、3着3回） 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/01/01～　1戦0勝（2着0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：2019/04/18～　12戦0勝（2着3回、3着7回）

南関東：2019/11/20～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

3R 8枠14番

4枠4番 ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） 10R

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 牝7歳 馬主　（株）馬事学院 5枠8番

牝5歳 馬主　大野洋子 鹿毛 生年月日　2013年3月31日 アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 地方収得賞金　9,000,000円 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　3,997,000円 北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0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

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　11,075,000円

南関東：2018/12/19～　18戦1勝（2着1回、3着5回） 南関東：2016/11/11～　75戦4勝（2着5回、3着8回） 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

6枠7番 南関東：2018/12/20～　9戦2勝（2着0回、3着2回）

ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 6R ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着

牝5歳 馬主　冨田藤男 4枠4番

青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 フォルレイロ 調教師　市村誠（大井） 11R

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 牝4歳 馬主　八嶋長久 4枠6番

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4月2日 タービランス 調教師　水野貴史（浦和） 

地方収得賞金　3,755,000円 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　村田牧場 牡7歳 馬主　泉俊二

北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 母　リキサンキャロル（父　ニューイングランド） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2013年4月11日

南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　2,775,000円 父　パイロ 生産牧場　大川牧場

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/16～　6戦0勝（2着4回、3着0回） 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

南関東：2018/11/26～　25戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/03～　18戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　129,500,000円

7枠9番 北海道：2015/07/09～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

4R シンキングスピーク 調教師　内田勝義（川崎） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 牡5歳 馬主　佐藤雄司 南関東：2016/01/07～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

エムオーカイザー 調教師　高月賢一（川崎） 黒鹿毛 生年月日　2015年4月28日 北海道：2017/11/09～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　大浅貢 父　ロージズインメイ 生産牧場　浜口牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年4月1日 母　ボロブドゥール（父　ハイアーゲーム） 産地　新冠町 南関東：2018/03/13～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

父　セイントアレックス 生産牧場　湯浅一夫 地方収得賞金　5,121,000円 北海道：2018/10/03～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

母　エムオーアンジェラ（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 北海道：2017/05/17～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/01/03～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　2,160,000円 南関東：2017/09/06～　26戦0勝（2着4回、3着2回） 北海道：2019/11/07～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 8枠12番 南関東：2020/01/03～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

南関東：2020/01/30～　2戦1勝（2着0回、3着1回） ヤーラシカ 調教師　佐藤博紀（川崎） ◆2019　報知グランプリC［船橋］　1着　　◆2016　羽田盃［大井］　1着

3枠4番 牝4歳 馬主　成富直行 ◆2016　京浜盃［大井］　1着　　◆2015　サンライズC［門別］　1着

テゾーロミオ 調教師　山崎尋美（川崎） 黒鹿毛 生年月日　2016年2月17日 ◆2020　報知グランプリC［船橋］　2着　　◆2019・20　報知オールスターC［川崎］　2着

牝3歳 馬主　坂田栄一 父　トゥザグローリー 生産牧場　原田牧場 ◆2018　道営記念［門別］　2着　　◆2018・19　ブリリアントC［大井］　2着

黒鹿毛 生年月日　2017年4月14日 母　ヤマノシンデレラ（父　タイキシャトル） 産地　日高町 ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　2着

父　ローズキングダム 生産牧場　賀張三浦牧場 地方収得賞金　2,918,000円 ◆2019　大井記念［大井］　3着　　◆2016　東京ダービー［大井］　3着

母　エストレーラ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 北海道：2018/06/13～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 5枠7番

地方収得賞金　2,090,000円 佐賀：2018/12/16～　7戦1勝（2着2回、3着1回） ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 

北海道：2019/05/22～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 高知：2019/04/20～　8戦0勝（2着4回、3着0回） 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

南関東：2019/12/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/09/05～　9戦0勝（2着2回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2013年3月15日

5枠7番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

センターロード 調教師　池田孝（川崎） 7R 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 7枠9番 地方収得賞金　59,773,000円 中央収得賞金　1,600,000円

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 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）

父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 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）

母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 芦毛 生年月日　2012年4月5日 南関東：2016/01/07～　30戦7勝（2着3回、3着4回）

地方収得賞金　2,100,000円 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

北海道：2019/07/31～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 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

岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 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

南関東：2020/01/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 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

6枠10番 南関東：2014/11/05～　60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

アカフジ 調教師　川村守男（浦和） ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　3着　　◆2015　サンライズC［門別］　3着

牡3歳 馬主　（有）吉田牧場 8R ◆2016　'16スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

鹿毛 生年月日　2017年5月28日 1枠1番

父　ネオヴァンドーム 生産牧場　宮井孝典 タイヨウノウタ 調教師　酒井一則（浦和） 12R

母　シワクシラナミ（父　シルバーチャーム） 産地　伊達市 牝4歳 馬主　太田雅貴 8枠13番

地方収得賞金　2,495,000円 鹿毛 生年月日　2016年5月16日 クレインチャーム 調教師　岩本洋（川崎） 

北海道：2019/10/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　中本隆志 牝4歳 馬主　西森鶴

南関東：2019/11/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ディマー（父　Ｃａｅｒｌｅｏｎ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2016年4月16日

8枠14番 地方収得賞金　3,174,000円 父　フリオーソ 生産牧場　日西牧場

サプライズドルチェ 調教師　平田正一（川崎） 北海道：2018/08/30～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 母　キシュウウインド（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

牝3歳 馬主　吉岡廣樹 高知：2018/12/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,490,000円

黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 笠松：2019/02/06～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/10/18～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　大典牧場 南関東：2019/05/29～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/12/17～　18戦2勝（2着1回、3着3回）

母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 2枠2番

地方収得賞金　2,375,000円 ヒダカジェンヌ 調教師　田邊陽一（川崎） 

北海道：2019/05/22～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　アークフロンティア（株）

南関東：2019/12/19～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年3月24日

父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム

母　ミスヨナ（父　ティンバーカントリー） 産地　日高町

地方収得賞金　2,300,000円

北海道：2018/06/13～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/10/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

3/3(火) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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場外発売・払戻の取り止めについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2月27日（木）から3月8日（日）ま

での間、門別競馬場及び全道16か所の場外発売所（Ａｉｂａ）における地方競馬

の場外発売・払戻を取り止めます。

ファンの皆様や関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご

了承いただきますようお願い申し上げます。

ホッカイドウ競馬


