12/5(土)～6(日)JRA ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
・１２月５日（土）

・１２月６日（日）

中山7R

阪神11R 第71回チャレンジC〔GⅢ〕

ラフィンクロンヌ

調教師 高橋祥泰（美浦）

キングニミッツ

馬主 伊達敏明

牡7歳

生年月日 2017年4月3日

栗毛

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

母 ミスリンディ（父 Ｓｔｏｒｍｙ Ａｔｌａｎｔｉｃ）
総賞金 4,010,000円（内付加賞 0円）

牝3歳

前走
２着

栗毛

中山7R
調教師 小崎憲（栗東）

マブストーク

馬主 吉田勝利

牡2歳

生年月日 2013年6月4日

鹿毛

父 スパイキュール

生産牧場 新生ファーム

父 シルポート

生産牧場 中村雅明

産地 日高町

母 サヴァント（父 Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ）

産地 日高町

母 ヒシアニマ（父 Ｓｉｎｎｄａｒ）

産地 浦河町

収得賞金 1,300,000円

総賞金 3,399,000円（内付加賞 49,000円）

収得賞金 23,500,000円

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 2,000,000円

転入

北海道：2019/05/08～ 6戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2015/08/19～ 5戦1勝（2着0回、3着3回）

JRA：2019/12/21～ 8戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/12/23～ 4戦0勝（2着0回、3着2回）
北海道：2016/04/20～ 7戦1勝（2着2回、3着3回）

中山11R 第54回スポーツニッポン賞ステイヤーズS〔GⅡ〕

うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

調教師 牧光二（美浦）

転入後
初出走

馬主 マブレーシング
生年月日 2018年5月4日

北海道：2020/06/04～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）

阪神9R さざんか賞

リターンギフト

調教師 長谷川浩大（栗東）

リッジマン

調教師 庄野靖志(栗東)

南関東：2016/11/08～ 27戦5勝（2着6回、3着5回）

牝2歳

馬主 （有）辻牧場

牡7歳

馬主 （有）辻牧場

北海道：2020/05/06～ 6戦1勝（2着0回、3着0回）

青鹿毛

生年月日 2018年3月14日

鹿毛

生年月日 2013年5月25日

◆2016 北海優駿［門別］ 2着

父 ダノンレジェンド

生産牧場 辻牧場

父 スウェプトオーヴァーボード

生産牧場 辻牧場

◆2019 埼玉新聞栄冠賞［浦和］ 3着

母 ヒラボクウィン（父 ワイルドラッシュ）

産地 浦河町

母 アドマイヤモンロー（父 Ｃａｅｒｌｅｏｎ）

産地 浦河町

◆2017 東京記念［大井］ 3着

総賞金 3,100,000円（内付加賞 0円）

収得賞金 1,000,000円

◆2017 東京スポーツ師走杯［川崎］ 2着
◆2018 金盃［大井］ 3着

◆2016 北斗盃［門別］ 3着

総賞金 162,018,000円（内付加賞 2,228,000円）収得賞金 65,250,000円

◆2016 王冠賞［門別］ 3着

北海道：2015/06/25～ 6戦1勝（2着1回、3着0回）

ナイママ

調教師 武藤善則（美浦）

牡4歳

馬主 岡田繁幸

JRA：2015/12/13～ 26戦5勝（2着3回、3着0回）

鹿毛

生年月日 2016年3月24日

阪神11R りんくうS

◆2018 ステイヤーズS［中山］ 1着

父 ダノンバラード

生産牧場 道見牧場

サザンヴィグラス

調教師 小桧山悟（美浦）

◆2018 ダイヤモンドS［東京］ 2着

母 ニシノマドカ（父 ジャングルポケット）

産地 日高町

牡5歳

馬主 村山忠弘

総賞金 71,304,000円（内付加賞 584,000円） 収得賞金 24,500,000円

鹿毛

生年月日 2015年5月16日

北海道：2018/05/31～ 4戦2勝（2着2回、3着0回）

父 サウスヴィグラス

生産牧場 株式会社カネツ牧場

うちJRA参戦：3戦0勝（2着1回、3着0回）

阪神7R

北海道：2020/06/04～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

エスケーアタランタ

調教師 木原一良（栗東）

牝4歳

馬主 菅藤宗一

黒鹿毛

生年月日 2016年4月5日

父 サムライハート

生産牧場 笹川大晃牧場

JRA：2019/04/14～ 15戦1勝（2着0回、3着1回）

母 ハナムケ（父 ボストンハーバー）

産地 森町

◆2018 札幌2歳S［札幌］ 2着

総賞金 9,020,000円（内付加賞 0円）

収得賞金 1,300,000円

うちJRA参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回）

JRA：2020/10/11～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

母 スプライトダンス（父 ダンスインザダーク） 産地 日高町

南関東：2018/11/17～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）
うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

総賞金 49,743,000円（内付加賞 603,000円） 収得賞金 23,500,000円
北海道：2017/05/23～ 7戦3勝（2着1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：2018/02/22～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）
北海道：2018/05/30～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/09～ 8戦2勝（2着0回、3着2回）

中京6R

JRA：2018/10/28～ 15戦0勝（2着1回、3着1回）

サンドスピーダー

調教師 和田勇介（美浦）

◆2018 北斗盃［門別］ 1着

牡5歳

馬主 （有）辻牧場

◆2017 ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］ 1着

●５日（土）佐賀競馬の騎乗予定 石川 倭騎手

鹿毛

生年月日 2015年4月23日

◆2017 栄冠賞［門別］ 1着

佐賀2R
3R
4R
5R
8R
9R
11R

父 キンシャサノキセキ

生産牧場 辻牧場

◆2017 北海道2歳優駿［門別］ 3着

母 スプリングドリュー（父 ミシル）

産地 浦河町

総賞金 11,110,000円（内付加賞 0円）

収得賞金 3,200,000円

④カシノスペリオル
⑦ダンツシルビア
⑩ハクユウフライヤー
①セイクリッドキング
⑦コスモカモミール
③トラースキック
③アルティマソウル

JRA：2019/02/24～ 14戦1勝（2着2回、3着1回）

◆2017 サンライズC［門別］ 3着

中京12R 鳴海特別

北海道：2017/08/03～ 4戦1勝（2着1回、3着1回）

ヘイセイメジャー

調教師 木原一良（栗東）

岩手：2017/10/14～ 2戦2勝（2着0回、3着0回）

牡3歳

馬主 菅藤宗一

JRA：2017/12/16～ 25戦0勝（2着0回、3着1回）

黒鹿毛

生年月日 2017年3月28日

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 7,000,000円

●５日（土）佐賀競馬の騎乗予定 岩橋 勇二騎手

父 マジェスティックウォリアー

生産牧場 清水牧場

佐賀1R
3R
4R
6R
7R
8R
9R
10R

母 スズノメヒョー（父 バチアー）

産地 平取町

⑩エコロファントム
③ヤーラシカ
②ライトロング
③ホッコージュンレイ
①ビューティスマイル
③デイジーテソーロ
④レディクルシマ
③ナゲキッス

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、５・６日の佐賀競馬の場外発売はありません。

応援してね♪

北海道：2019/05/16～ 7戦3勝（2着2回、3着0回）
うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
JRA：2020/05/17～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）
◆2019 サッポロクラシックC［門別］ 1着

◆2019 イノセントC［門別］ 1着

◆2019 栄冠賞［門別］ 2着

※Aiba札幌駅前・札幌中央におけるJRAの発売は、各場メインレースのみとなります。
※JRA勝馬投票券の発売は14:00まで。パドック・レース映像、オッズ情報の提供はありません。

