
2R 6R 10R

5枠6番 5枠6番 5枠8番

シスコキッド 調教師　田邊陽一（川崎） ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋） ヒガシウィザード 調教師　渡邊貴光（船橋）

牝3歳 馬主　廣松重信 牡4歳 馬主　西村專次 牡5歳 馬主　梁川正普

鹿毛 生年月日　2017年4月5日 栗毛 生年月日　2016年3月25日 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場

母　イエローサブマリン（父　スズカフェニックス） 産地　新ひだか町 母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

地方収得賞金　894,000円 地方収得賞金　2,801,000円 地方収得賞金　19,214,000円

北海道：2019/06/26～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

佐賀：2019/12/15～　11戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2020/01/27～　15戦1勝（2着2回、3着2回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/11/09～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 7枠9番 南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番 トキノマチス 調教師　八木正喜（川崎） 北海道：2018/05/03～　7戦2勝（2着2回、3着1回）

グローリアスラック 調教師　吉橋淳一（川崎） 牡3歳 馬主　田中準市 南関東：2019/01/02～　19戦4勝（2着2回、3着3回）

牝3歳 馬主　日下部勝徳 栗毛 生年月日　2017年3月16日 ◆2017　知床賞［盛岡］　2着

栗毛 生年月日　2017年3月23日 父　キングヘイロー 生産牧場　田渕牧場 ◆2017　南部駒賞［水沢］　3着

父　アサクサキングス 生産牧場　有限会社大作ステーブル 母　リマレックス（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 8枠14番

母　メテオロン（父　クロフネ） 産地　新冠町 地方収得賞金　2,654,000円 アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

地方収得賞金　584,000円 北海道：2019/06/13～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

北海道：2019/06/13～　13戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

南関東：2020/09/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/05/12～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

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

5R 7R 地方収得賞金　19,015,000円

1枠1番 5枠5番 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

フロイデプリマ 調教師　内田勝義（川崎） ハッピーアロー 調教師　新井健児（川崎） 南関東：2018/12/20～　16戦4勝（2着2回、3着2回）

牝3歳 馬主　田上豊 牝4歳 馬主　人見塁

鹿毛 生年月日　2017年2月21日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日

父　サウスヴィグラス 生産牧場 タガミファーム 父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 11R　第71回全日本2歳優駿〔JpnⅠ〕

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 母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町 1枠1番

地方収得賞金　3,170,000円 地方収得賞金　6,585,000円 トランセンデンス 調教師　田中淳司（北海道）

北海道：2019/06/06～　9戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回） 牡2歳 馬主　徳原英修

南関東：2019/12/20～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/23～　32戦2勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年2月25日

2枠2番 父　トランセンド 生産牧場　藤本ファーム

クモキリ 調教師　甲田悟史（川崎） 8R 母　タントタント（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

牝3歳 馬主　平賀眞吾 5枠7番 地方収得賞金　13,130,000円

鹿毛 生年月日　2017年4月12日 パラダイムチェンジ 調教師　今井輝和（川崎） 北海道：2020/06/10～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明 牡3歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング ◆2020　JBC2歳優駿［門別］　2着

母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2017年1月26日 ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

地方収得賞金　2,990,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド 5枠7番

北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ヴイプラド（父　Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ） 産地　新ひだか町 ギガキング 調教師　田中淳司（北海道）

南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,163,000円 牡2歳 馬主　尾崎智大

北海道：2020/07/30～　3戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/15～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2018年4月18日

5枠6番 南関東：2019/12/19～　11戦2勝（2着0回、3着3回） 父　キングヘイロー 生産牧場　谷藤弘美

フロンターレ 調教師　今井輝和（川崎） ◆2020　ブルーバードC［船橋］　3着 母　ウルフコール（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

セン4歳 馬主　八嶋長久 6枠9番 地方収得賞金　9,210,000円

鹿毛 生年月日　2016年3月21日 モリノラスボス 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2020/06/25～　6戦2勝（2着2回、3着0回）

父　ロジユニヴァース 生産牧場　小泉牧場 牡5歳 馬主　森和久 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ブランドシャトル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2015年4月20日 ◆2020　南部駒賞［盛岡］　1着

地方収得賞金　2,887,000円 父　エスポワールシチー 生産牧場　笹川大晃牧場 ◆2020　サンライズC［門別］　2着

北海道：2019/04/18～　14戦1勝（2着1回、3着3回） 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 5枠8番

南関東：2019/11/17～　12戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　9,960,000円 ラッキードリーム 調教師　櫻井拓章（北海道）

7枠10番 北海道：2017/05/17～　8戦3勝（2着2回、3着0回） 牡2歳 馬主　林正夫

ルナシーナ 調教師　田邊陽一（川崎） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年5月9日

牝3歳 馬主　（有）トニーステーブル 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　谷岡牧場

黒鹿毛 生年月日　2017年3月25日 母　サクラスリール（父　ファンタスティックライト） 産地　新ひだか町

父　スマートファルコン 生産牧場　グランド牧場 南関東：2018/12/21～　14戦0勝（2着0回、3着4回） 地方収得賞金　38,200,000円

母　ジュウゴヤムーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 ◆2017　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着 北海道：2020/05/26～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,734,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/12～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 9R ◆2020　JBC2歳優駿［門別］　1着　　◆2020　サッポロクラシックC［門別］ 1着

兵庫：2019/12/19～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠2番 6枠9番

南関東：2020/08/10～　5戦1勝（2着0回、3着0回） レイズアストーム 調教師　山崎尋美（川崎） アイバンホー 調教師　金田一昌（金沢）

8枠12番 牝3歳 馬主　吉川朋宏 牡2歳 馬主　村山忠弘

ヒガシブレーヴ 調教師　久保勇（川崎） 黒鹿毛 生年月日　2017年5月14日 鹿毛 生年月日　2018年4月1日

牡3歳 馬主　金野博幸 父　サウスヴィグラス 生産牧場　山口忠彦 父　プリサイスエンド 生産牧場　坂牧場

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 母　クリムゾンフレア（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 母　ラヴフルーヴ（父　アラジ） 産地　日高町

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 地方収得賞金　10,450,000円 地方収得賞金　5,030,000円

母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 北海道：2019/07/31～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/05/26～　6戦1勝（2着4回、3着1回）

地方収得賞金　2,509,000円 南関東：2019/12/24～　11戦5勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 7枠10番 ◆2020　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　1着

南関東：2019/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 7枠12番

岩手：2020/03/20～　17戦0勝（2着2回、3着0回） 牝5歳 馬主　（有）木村牧場 リーチ 調教師　櫻井拓章（北海道）

鹿毛 生年月日　2015年4月6日 牡2歳 馬主　原久美子

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場 芦毛 生年月日　2018年2月25日

1R　②メガプテラ 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 父　グランプリボス 生産牧場　シンボリ牧場

2R　⑧ポジティブ 地方収得賞金　14,246,000円 母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町

3R　⑤フジノローズ 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　20,780,000円

4R　⑤エムオーシャルマン 南関東：2017/10/26～　49戦3勝（2着5回、3着3回） 北海道：2020/05/06～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

5R　③ベアーレ 8枠12番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6R　⑥ナッチャンカット　⑦ラストスナイパー カワナ 調教師　鈴木義久（川崎） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

8R　①モスコミュール　⑤ハーリーバーリー 牡6歳 馬主　岡元匠 ◆2020　鎌倉記念［川崎］　1着　　◆2020　イノセントC［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2014年3月25日 ◆2020　栄冠賞［門別］　3着

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 父　サニングデール 生産牧場　山田牧場

笠松3R　⑧デイトナビーム 母　クードゥフードル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 12R

　　　7R　④ドリームアイ 地方収得賞金　22,573,000円 4枠6番

　　　9R　⑨タイセイアピール 北海道：2016/05/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回） ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和）

東海：2016/09/01～　13戦3勝（2着3回、3着1回） 牡5歳 馬主　村上卓史

南関東：2017/08/01～　34戦5勝（2着6回、3着7回） 栗毛 生年月日　2015年3月27日

父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場

●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町

川崎2R　⑥シスコキッド 地方収得賞金　6,782,000円

　　　6R　⑦ザイマカ 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

　　　7R　④カネトシマックス 東海：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回）

　　10R　⑧ヒガシウィザード 南関東：2019/09/12～　18戦2勝（2着2回、3着0回）

　　11R　⑫リーチ

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
川崎5R　⑨チェルヴィーノ 1R　⑤サカベンタロー

　　11R　⑦ギガキング 2R　①スティールマドンナ　②エイシンシナバー　③エールソングス

　　　④シェーンフォレスト　⑤サンゼント　⑩エイシンリボーン

　　　⑪エイシンビーミング

3R　⑨リコーモーゼル

5R　③プロフーモ　⑤レモン　⑩キャニオンアンジュ

6R　①モリノハート　③レコパンサムライ

7R　③タートルブライアン　

8R　①アナザードア　③ピックプウィン　⑤フジノラビット

10R　①サージュ　④ハタノキセキ

12/16(水) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

岩手：2019/09/02～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着

JRA：2018/02/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2020/11/10～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

前走
２着

再転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

ホッカイドウ競馬
所 属

前走
１着

ホッカイドウ競馬
所 属

前走
１着

ホッカイドウ競馬
所 属

前走
１着

金沢競馬
所 属

前走
１着

ホッカイドウ競馬
所 属

川崎11R・全日本2歳優駿に

ホッカイドウ競馬から4頭が参戦！

応援よろしくお願いします♪


