
1R 5R 11R　椿賞（クラウンカップTR）

1枠1番 6枠7番 2枠2番

ボルドーヴェルチュ 調教師　平田正一（川崎） アルクマール 調教師　鈴木義久（川崎） モリデンスター 調教師　山越光（浦和）

牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牡3歳 馬主　森田芳男

黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 鹿毛 生年月日　2016年4月1日 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 父　ゴールドアリュール 生産牧場　下河辺牧場 父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 母　エクシードワン（父　ナリタブライアン） 産地　日高町 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,593,000円 地方収得賞金　2,784,000円 地方収得賞金　7,515,000円

北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/11/21～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/05/29～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 5枠5番

◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着 南関東：2019/11/20～　4戦1勝（2着1回、3着0回） フィールドノア 調教師　佐藤賢二（船橋）

2枠2番 7枠10番 牡3歳 馬主　小林克己

ロートヴァイス 調教師　横山保（浦和） スマイルアウェイ 調教師　田邊陽一（川崎） 青鹿毛 生年月日　2017年6月3日

牝3歳 馬主　北原大史 牝6歳 馬主　廣松重信 父　ロードアルティマ 生産牧場　近藤牧場

鹿毛 生年月日　2017年5月5日 栗毛 生年月日　2014年2月22日 母　オチャノコサイサイ（父　ダイタクサージャン） 産地　浦河町

父　ストロングリターン 生産牧場　小泉学 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　6,002,500円

母　ジェシカピンク（父　ディープインパクト） 産地　新冠町 母　オークスピリッツ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 北海道：2019/07/17～　8戦3勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,929,000円 地方収得賞金　7,883,000円 南関東：2020/01/11～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/06/26～　10戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/05/31～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 6枠6番

金沢：2019/12/08～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/12/13～　41戦3勝（2着5回、3着4回） ボンモマン 調教師　林隆之（川崎）

南関東：2020/01/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠12番 牡3歳 馬主　伊達泰明

6枠6番 フェアリーキス 調教師　山田質（川崎） 鹿毛 生年月日　2017年4月29日

ラディーグ 調教師　山崎裕也（川崎） 牝7歳 馬主　小橋亮太 父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場

牝3歳 馬主　吉田晴哉 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 母　ビーボーン（父　テンビー） 産地　日高町

芦毛 生年月日　2017年1月19日 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 地方収得賞金　5,735,000円

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 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 北海道：2019/07/11～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

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 地方収得賞金　10,898,000円 南関東：2019/11/18～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,020,000円 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 7枠8番

北海道：2019/07/17～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） プリモジョーカー 調教師　内田勝義（川崎）

南関東：2019/12/20～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場

6枠7番 南関東：2017/01/10～　61戦3勝（2着3回、3着4回） 鹿毛 生年月日　2017年2月13日

フロイデプリマ 調教師　内田勝義（川崎） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

牝3歳 馬主　田上豊 8R 母　ベラトリックス（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2017年2月21日 5枠6番 地方収得賞金　7,250,000円

父　サウスヴィグラス 生産牧場 タガミファーム ビッグインパクト 調教師　田邊陽一（川崎） 北海道：2019/04/24～　8戦3勝（2着0回、3着0回）

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 セン4歳 馬主　廣松光成 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,900,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年6月7日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/06～　9戦2勝（2着1回、3着0回） 父　タニノギムレット 生産牧場　豊洋牧場 ◆2019　リリーC［門別］　1着

南関東：2019/12/20～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　スマイルダンサー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

7枠9番 地方収得賞金　4,880,000円 12R

ミラコロアショーマ 調教師　小澤宏次（浦和） 北海道：2018/08/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 7枠11番

牝3歳 馬主　山崎和哉 南関東：2018/12/12～　19戦1勝（2着1回、3着2回） カゼノウタ 調教師　宇野木博徳（浦和）

黒鹿毛 生年月日　2017年4月9日 6枠8番 牝5歳 馬主　柏木一則

父　レッドスパーダ 生産牧場　川越ファーム メガミュトス 調教師　山崎尋美（川崎） 鹿毛 生年月日　2015年5月9日

母　ウインマルゲリータ（父　メイショウオウドウ） 産地　浦河町 牝5歳 馬主　谷岡真喜 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　柏木一則

地方収得賞金　1,955,000円 栗毛 生年月日　2015年4月21日 母　マイネヴィント（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町

北海道：2019/05/21～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 地方収得賞金　9,917,000円

南関東：2019/12/24～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 母　サクラメガ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 北海道：2017/06/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　6,618,000円 岩手：2018/04/16～　11戦3勝（2着0回、3着1回）

4R 北海道：2017/06/15～　5戦3勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/03/25～　12戦5勝（2着2回、3着1回）

4枠4番 南関東：2017/11/28～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠12番

ビービービージー 調教師　吉橋淳一（川崎） 北海道：2018/06/21～　18戦5勝（2着4回、3着1回） ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 

牡7歳 馬主　谷口祐人 牡5歳 馬主　（有）坂東牧場

青鹿毛 生年月日　2013年4月12日 10R 栗毛 生年月日　2015年2月11日

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 1枠1番 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

母　ニシノエルハーブ（父　エルハーブ） 産地　新ひだか町 ヒガシウィザード 調教師　渡邊貴光（船橋） 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町

地方収得賞金　8,515,000円 牡5歳 馬主　梁川正普 地方収得賞金　9,489,000円

北海道：2015/08/27～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日 北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/01/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場 南関東：2017/10/23～　27戦2勝（2着4回、3着7回）

北海道：2016/04/27～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

南関東：2016/10/14～　49戦3勝（2着2回、3着8回） 地方収得賞金　15,314,000円

北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/03～　10戦3勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/01/02～　11戦3勝（2着2回、3着2回）

◆2017　知床賞［盛岡］　2着

◆2017　南部駒賞［水沢］　3着

6枠8番

チークス 調教師　林隆之（川崎） 

牝5歳 馬主　佐久間拓士

栗毛 生年月日　2015年5月27日

父　カネヒキリ 生産牧場　村上欽哉

母　ロキロキ（父　プレミアムサンダー） 産地　新冠町

地方収得賞金　9,957,000円

北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

愛知：2018/03/15～　5戦4勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/19～　9戦7勝（2着0回、3着0回）
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前走
３着

前走
３着

前走
２着

再転入後
初出走

前走
２着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

転入後
初出走

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


