
1R 4R 8R

6枠6番 2枠2番 5枠7番

オーゴンフェアリー 調教師　久保勇（川崎） オールマイライフ 調教師　田邊陽一（川崎） ナツミフルーリー 調教師　薮口一麻（浦和）

牝3歳 馬主　大野洋子 牝6歳 馬主　廣松重信 牝3歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

鹿毛 生年月日　2017年5月30日 青毛 生年月日　2014年3月25日 栗毛 生年月日　2017年5月8日

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　中地義次 父　ネオユニヴァース 生産牧場　赤石牧場 父　ローエングリン 生産牧場　中山　高鹿康

母　シルクシャープネス（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 母　ドリームヴィーナス（父　ジェイドロバリー） 産地　平取町 母　タイバンショウ（父　ステイゴールド） 産地　新冠町

地方収得賞金　791,000円 地方収得賞金　7,953,000円 地方収得賞金　1,888,000円

北海道：2019/06/26～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/19～　11戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2019/08/01～　6戦1勝（2着1回、3着2回）

岩手：2020/01/07～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/12/30～　44戦4勝（2着1回、3着3回） 東海：2019/12/30～　14戦0勝（2着5回、3着2回）

北海道：2020/05/20～　11戦1勝（2着1回、3着1回） 6枠8番 兵庫：2020/07/16～　8戦0勝（2着1回、3着2回）

南関東：2020/11/11～　1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） 

7枠7番 牝5歳 馬主　冨田藤男 9R

スターオブホープ 調教師　山崎裕也（川崎） 青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 8枠12番

牝3歳 馬主　塚本徳明 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 エメラルド 調教師　小澤宏次（浦和） 

青毛 生年月日　2017年3月15日 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 牝5歳 馬主　大野裕

父　アドマイヤマックス 生産牧場　Ｕ・Ｍ・Ａ 地方収得賞金　4,067,000円 栗毛 生年月日　2015年5月23日

母　ウィッシングデュー（父　Ｄｅｖｉｌ　Ｈｉｓ　Ｄｕｅ） 産地　新ひだか町 北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム

地方収得賞金　974,000円 南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ウェルカムキャット（父　タバスコキャット） 産地　新ひだか町

北海道：2019/08/01～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,436,000円

岩手：2019/12/16～　11戦1勝（2着3回、3着3回） 南関東：2018/11/26～　37戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回）

南関東：2020/08/27～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 東海：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

5R 南関東：2018/12/27～　26戦3勝（2着5回、3着1回）

2R 5枠5番

4枠4番 ビービーアクティブ 調教師　鈴木義久（川崎） 10R

ウィンターワルツ 調教師　村田六郎（川崎） 牡2歳 馬主　安喰武雄 8枠14番

牝2歳 馬主　吉武章 鹿毛 生年月日　2018年4月21日 ジェットストリーム 調教師　山崎尋美（川崎）

鹿毛 生年月日　2018年4月17日 父　スピルバーグ 生産牧場　坂東牧場 牝4歳 馬主　谷岡真喜

父　グランプリボス 生産牧場　吉田牧場 母　レッドボナンザ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 鹿毛 生年月日　2016年4月25日

母　ワカサイティング（父　アグネスワールド） 産地　安平町 地方収得賞金　1,300,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡スタット

地方収得賞金　575,000円 北海道：2020/05/05～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 母　サクラスウィープ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町

北海道：2020/06/03～　11戦0勝（2着3回、3着0回） 7枠8番 地方収得賞金　8,029,000円

8枠9番 ミステリーパワー 調教師　村田順一（川崎） 北海道：2018/05/22～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

コルデイロ 調教師　原三男（川崎） 牡2歳 馬主　吉武章 南関東：2019/01/29～　15戦3勝（2着3回、3着5回）

牝2歳 馬主　藤元厚雄 鹿毛 生年月日　2018年3月25日

黒鹿毛 生年月日　2018年5月1日 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　浅川牧場 11R　準重賞　東京スポーツ杯マジェスティックチャレンジ

父　ラブリーデイ 生産牧場　風ノ丘ファーム 母　パラドーロ（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 2枠2番

母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県 地方収得賞金　1,350,000円 コーラルツッキー 調教師　山崎裕也（川崎）

地方収得賞金　820,000円 北海道：2020/04/15～　14戦1勝（2着2回、3着4回） 牝3歳 馬主　（株）皐月

北海道：2020/06/10～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年4月23日

6R 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊洋牧場

3R 4枠4番 母　コーラルビュー（父　キングヘイロー） 産地　日高町

1枠1番 ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） 地方収得賞金　31,900,000円

グレル 調教師　岩本洋（川崎） 牝5歳 馬主　門別敏朗 北海道：2019/05/09～　8戦4勝（2着0回、3着1回）

牝2歳 馬主　大久保和夫 栗毛 生年月日　2015年5月14日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2018年3月26日 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 南関東：2020/02/19～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

父　ノボジャック 生産牧場　西野春樹 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 ◆2019　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2019　フルールC［門別］　1着

母　ダイメイジュエリー（父　キャプテンスティーヴ） 産地　日高町 地方収得賞金　5,045,000円 ◆2020　サルビアC［川崎］　2着

地方収得賞金　975,000円 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） ◆2020　ロジータ記念［川崎］　3着　　◆2019　栄冠賞［門別］　3着

北海道：2020/08/19～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/01/26～　39戦1勝（2着1回、3着1回） 6枠7番

2枠2番 6枠7番 フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

エムオーアタック 調教師　高月賢一（川崎） ヒダカジェンヌ 調教師　田邊陽一（川崎） 牡5歳 馬主　山口明彦

牡2歳 馬主　大浅貢 牝4歳 馬主　アークフロンティア（株） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

鹿毛 生年月日　2018年5月31日 栗毛 生年月日　2016年3月24日 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

父　モンテロッソ 生産牧場　門別牧場 父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

母　エムオープリズム（父　バトルプラン） 産地　日高町 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　38,035,000円

地方収得賞金　1,050,000円 地方収得賞金　3,880,000円 北海道：2017/05/24～　13戦3勝（2着3回、3着4回）

北海道：2020/07/08～　7戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2018/06/13～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/28～　10戦1勝（2着0回、3着3回）

3枠3番 南関東：2018/10/16～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

タイムボーイ 調教師　鈴木義久（川崎） 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

牡2歳 馬主　安喰武雄 7R 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018年3月10日 5枠5番 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着1回、3着4回）

父　ペルーサ 生産牧場　荒谷輝和 グランギフト 調教師　山崎尋美（川崎） 南関東：2019/12/17～　9戦2勝（2着1回、3着0回）

母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　川原輝雄 ◆2020　金盃［大井］　2着

地方収得賞金　950,000円 鹿毛 生年月日　2017年3月27日 ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

北海道：2020/06/10～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　静内山田牧場 8枠11番

母　グレイスキッス（父　エアエミネム） 産地　新ひだか町 クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　5,375,000円 牡6歳 馬主　倉見利弘

2R　⑤ニャンダカンダ 北海道：2019/08/28～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 芦毛 生年月日　2014年5月4日

4R　③ノブリーデイ　⑤マイストック 南関東：2019/12/19～　7戦3勝（2着0回、3着0回） 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

5R　④ケンタッキークリア　⑤スツーカ　⑥ネイバーアイランド 6枠8番 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

　　　⑧エイシンミチバシリ　⑩エイシンヒスイ クレンジングハード 調教師　山中尊徳（船橋） 地方収得賞金　39,500,000円

6R　⑤シナノマスカット　⑥リードキングダム 牝3歳 馬主　小林祐介 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

7R　⑪ボーダーライン 鹿毛 生年月日　2017年3月17日 南関東：2016/12/06～　55戦4勝（2着6回、3着5回）

10R　⑨キングワールド 父　カジノドライヴ 生産牧場　西村和夫 ◆2017　'17スターバーストカップ［大井］　1着

11R　②シュヴァノーティ 母　イマスグキスミー（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　4,459,000円 ◆2018　'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

1R　④サンドアキュート　⑥オグリグラス　⑧シルバーサークル 北海道：2019/05/09～　12戦0勝（2着0回、3着1回）

2R　④タグヤ　⑤ズイーガー　⑦モリデンマグマ 岩手：2019/12/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

3R　⑥サラサ 南関東：2020/01/10～　10戦2勝（2着0回、3着0回）

5R　⑦ローザルーナ

7R　①ヒートアップ　⑤ビーナスリング ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
8R　②タッチウェーブ 川崎5R　②ロゼヴィヴァーチェ

9R　③モーニングサクラ 　　11R　⑥クオリティスタート

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 川崎3R　⑨アスカヒーロー

笠松2R　②ペイシャフレンチ 　　　8R　⑭マオノジェット

　　　3R　①デルマシャンゼリゼ 　　11R　②コーラルツッキー

　　　4R　③エイシンアルゴス 　　12R　③スウォードキング

　　　9R　⑤フレペ

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
園田4R　⑦エーシンザヘッド

　　　9R　⑪スリングショット

　　　11R　⑪メイショウカリスマ

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、園田競馬の場外発売はございません。ご了承ください。

12/15(火) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
３着

前走
３着

前走
３着

クオリティスタート

川崎11Rには、門別重賞3勝の

クオリティスタートも出走！

鞍上・桑村真明騎手との

レースぶりにも注目ですね♪

前走
１着


