12/12(土)～13(日)JRA ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
・１２月１２日（土）

・１２月１３日（日）

中山8R

中山10R アクアラインS

中山11R 第13回カペラS〔GⅢ〕

プレストレジェーロ

調教師 尾形和幸（美浦）

エムティアン

調教師 鮫島一歩（栗東）

イダペガサス

牝3歳

馬主 米津佳昭

牝4歳

馬主 （株）門別牧場

牡5歳

鹿毛

生年月日 2017年2月18日

青鹿毛

生年月日 2016年3月18日

栗毛

父 パイロ

生産牧場 小倉光博

父 パドトロワ

生産牧場 漆原武男

父 ゴールドアリュール

生産牧場 ノーザンファーム

母 ユズチャン（父 カネヒキリ）

産地 新ひだか町

母 サンドハーブ（父 エルハーブ）

産地 新ひだか町

母 カロンセギュール（父 Ｆｏｒｅｓｔ Ｃａｍｐ）

産地 安平町

総賞金 11,290,000円（内付加賞 0円）

収得賞金 6,500,000円

総賞金 30,285,000円（内付加賞 385,000円）

収得賞金 14,500,000円

総賞金 42,438,000円（内付加賞 138,000円）

収得賞金 19,500,000円

北海道：2019/06/05～ 5戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2018/05/09～ 8戦2勝（2着1回、3着1回）

うちJRA参戦：1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）

JRA：2019/12/01～ 10戦1勝（2着0回、3着0回）

調教師 田中淳司（北海道）

ホッカイドウ競馬
所 属

前走
１着

馬主 犬塚悠治郎
生年月日 2015年3月27日

JRA：2017/11/18～ 13戦2勝（2着1回、3着1回）
北海道：2020/07/28～ 4戦3勝（2着0回、3着0回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

JRA：2019/03/23～ 9戦2勝（2着0回、3着0回）

中山9R 黒松賞

中京9R

◆2018 エーデルワイス賞［門別］ 3着

アーガイルピンク

サンセットオーラ

調教師 藤原辰雄（美浦）

牡5歳

馬主 N.S.R.C

調教師 櫻井拓章（北海道）

鹿毛

生年月日 2015年4月21日

馬主 （有）バンブー牧場

父 アドマイヤオーラ

生産牧場 サンローゼン

生年月日 2017年2月22日

母 セトウチダイヤ（父 タイキシャトル）

産地 新冠町
収得賞金 700,000円

調教師 稲益貴弘（船橋）
馬主 谷岡康成

中山12R

生年月日 2018年3月25日

レッドカード

父 ストロングリターン

生産牧場 谷岡牧場

牝3歳

母 ミスウインストン（父 マンハッタンカフェ）

産地 新ひだか町

鹿毛

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 2,000,000円

父 キンシャサノキセキ

生産牧場 バンブー牧場

総賞金 760,000円（内付加賞 0円）

北海道：2020/07/23～ 2戦1勝（2着0回、3着1回）

母 キューバンリズム２（父 Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ）

産地 浦河町

北海道：2018/05/17～ 23戦2勝（2着5回、3着1回）

南関東：2020/11/20～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 6,500,000円

金沢：2019/12/27～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

エムオーシャトル

北海道：2019/08/01～ 15戦3勝（2着3回、3着1回）

牝2歳

船橋競馬
所 属

栗毛

牝2歳

調教師 鹿戸雄一（美浦）
転入後
初出走

鹿毛

前走
２着

ホッカイドウ競馬
所 属

馬主 大浅貢

うち他地区参戦：4戦0勝（2着1回、3着0回）

生年月日 2018年2月5日

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

生産牧場 市川牧場

◆2020 北斗盃［門別］ 1着

母 ファインセイコー（父 サンデーサイレンス）

産地 むかわ町

◆2020 留守杯日高賞［水沢］ 2着

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 2,000,000円

阪神8R

ハッピーホンコン

調教師 田中淳司（北海道）

ダルマワンサ

馬主 会田裕一

牡3歳

生年月日 2018年3月14日

栗毛

父 エスポワールシチー

生産牧場 ディアレストクラブ

母 サトノバーキン（父 クロフネ）
総賞金 1,100,000円（内付加賞 0円）

栗毛

◆2019 ブロッサムC［門別］ 2着

調教師 角田輝也（愛知）

牡3歳

名古屋競馬
所 属

鹿毛

北海道：2020/05/13～ 8戦2勝（2着2回、3着2回）

ホッカイドウ競馬
所 属

中京11R 飛騨S

エイシンハルニレ

父 マクフィ

牡2歳

JRA：2020/05/24～ 6戦0勝（2着0回、3着0回）

馬主 吉田勝利
生年月日 2017年4月23日

父 エイシンアポロン

生産牧場 栄進牧場

調教師 田口輝彦（笠松）

母 エーシンベタラネリ（父 Ｅｌｕｓｉｖｅ Ｑｕａｌｉｔｙ）

産地 浦河町

馬主 吉田勝利

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 11,900,000円

生年月日 2017年2月2日

北海道：2019/05/09～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

父 フリオーソ

生産牧場 新生ファーム

岩手：2019/09/16～ 5戦0勝（2着2回、3着1回）

産地 浦河町

母 ユメハオオキク（父 アドマイヤオーラ）

産地 日高町

東海：2020/01/01～ 8戦4勝（2着1回、3着0回）

収得賞金 3,200,000円

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 7,800,000円

北海道：2020/04/28～ 9戦2勝（2着1回、3着1回）

笠松競馬
所 属

北海道：2019/06/05～ 6戦1勝（2着0回、3着3回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

東海：2019/09/12～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）

岩手：2020/06/28～ 3戦2勝（2着0回、3着1回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2019/11/10～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

東海：2020/10/12～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

東海：2019/12/05～ 7戦2勝（2着4回、3着0回）

場外発売所におけるJRAの発売内容変更につい
て

岩手：2020/06/28～ 2戦0勝（2着2回、3着0回）

◆2020 ハヤテスプリント［盛岡］ 1着

東海：2020/08/27～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2020 新緑賞［笠松］ 1着

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
◆2020 岐阜金賞［笠松］ 1着

ホッカイドウ競馬の場外発売所（J-PLACE札幌中央、札幌駅
前）における、JRAの勝馬投票券の発売について、

◆2019 秋風ジュニア［笠松］ 1着

◆2020 ハヤテスプリント［盛岡］ 2着
◆2020 ぎふ清流C［笠松］ 2着

◆2020 ジュニアキング［笠松］ 2着

「メインレースのみ」から「第9～12競走」

なお、発売・払戻は引き続き14時までとさせていただき、パドッ
ク・レース映像及びオッズ表示の提供をいたしませんのでご了承
ください。
※JRA勝馬投票券の払戻につきましては、他地区地方競馬発
売・払戻の関係上、14時以降も実施する場合がございます。詳

◆2019 若駒賞［盛岡］ 2着

◆2020 ウイナーC［水沢］ 3着

◆2020 新緑賞［笠松］ 2着

◆2019 ジュニアクラウン［笠松］ 2着

に拡大いたします。

◆2020 駿蹄賞［名古屋］ 2着

◆2020 オパールC［盛岡］ 1着

◆2020 ウイナーC［水沢］ 2着

◆2020 ゴールドジュニア［笠松］ 2着

12月12日(土)より対象競走を

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

●１２日（土）の騎乗予定 石川 倭騎手
佐賀1R ①パッションフラワー
3R ⑤ボクイケメン
4R ⑦マイネルジャスト
5R ⑦キタキタフーガ
7R ②スラーリドラーテ
9R ①クリノナポレオン
門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、12・13日は佐賀競馬の場外発売はございません。

今週のJRA中山開催には、
ホッカイドウ競馬から3頭が参戦！
応援よろしくお願いします♪

