12/17(木) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
2R
5枠5番

7R
1枠1番

シュガーダディ

11R 麻生（あさお）オープン
3枠4番

調教師 内田勝義（川崎）

グローリアスカント

調教師 高月賢一（川崎）

リンゾウチャネル

馬主 （有）グランド牧場

牝6歳

馬主 日下部勝徳

牡4歳

生年月日 2018年2月12日

栗毛

生年月日 2014年5月3日

黒鹿毛

父 ダブルスター

生産牧場 グランド牧場

父 キングヘイロー

生産牧場 有限会社大作ステーブル

父 モンテロッソ

生産牧場 川上牧場

母 ワカオカミ（父 タニノギムレット）

産地 新ひだか町

母 ジュエリスト（父 ダイワメジャー）

産地 新冠町

母 ワールドレデー（父 タヤスツヨシ）

産地 新冠町

牡2歳

転入後
初出走

芦毛

調教師 矢野義幸（船橋）
前走
２着

馬主 木谷ツヤ
生年月日 2016年4月12日

地方収得賞金 1,990,000円

地方収得賞金 9,945,000円

地方収得賞金 58,850,000円

北海道：2020/06/18～ 7戦2勝（2着0回、3着2回）

北海道：2016/07/07～ 7戦2勝（2着3回、3着0回）

北海道：2018/06/20～ 14戦10勝（2着3回、3着0回）

南関東：2016/12/16～ 20戦6勝（2着0回、3着1回）

3R
8枠10番

3枠3番

うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回）
南関東：2020/04/07～ 8戦1勝（2着1回、3着1回）

タイセイシャイニー

調教師 内田勝義（川崎）

◆2019 楠賞［園田］ 1着

◆2019 王冠賞［門別］ 1着

馬主 田中成奉

◆2019 北海優駿［門別］ 1着

生年月日 2017年4月11日

◆2018 ジュニアグランプリ［盛岡］ 1着

ロイクラトン

調教師 村田六郎（川崎）

牡3歳

セン3歳

馬主 長浜和也

栗毛

鹿毛

生年月日 2017年5月30日

父 ロージズインメイ

生産牧場 岡田猛

◆2018 鎌倉記念［川崎］ 2着

父 ジャングルポケット

生産牧場 レースホース牧場

母 シャイニングアイズ（父 アグネスタキオン）

産地 新ひだか町

◆2020 東京記念［大井］ 3着

母 ハタノプラウド（父 エリシオ）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 3,030,000円

6枠10番

地方収得賞金 888,000円

北海道：2020/04/16～ 5戦2勝（2着2回、3着0回）

バンドオンザラン

調教師 内田勝義（川崎）

北海道：2020/05/27～ 7戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/11/12～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡6歳

馬主 （有）グランド牧場

南関東：2020/11/09～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠6番

鹿毛

生年月日 2014年3月5日

4R
6枠7番

前走
１着

◆2019 北斗盃［門別］ 1着

ラディーグ

調教師 山崎裕也（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 吉田晴哉

母 セクシーシューズ（父 パラダイスクリーク）

産地 新ひだか町

芦毛

生年月日 2017年1月19日

地方収得賞金 58,395,000円
北海道：2016/04/20～ 8戦3勝（2着1回、3着0回）

リュウノマックス

調教師 齊藤敏（船橋）

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

牡5歳

馬主 蓑島竜一

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

青鹿毛

生年月日 2015年4月22日

地方収得賞金 2,425,000円

父 アドマイヤマックス

生産牧場 小野瀬竜馬

北海道：2019/07/17～ 5戦1勝（2着0回、3着0回）

母 チーマ（父 ミルジヨージ）

産地 清水町

南関東：2019/12/20～ 11戦0勝（2着0回、3着1回）

◆2017 優駿スプリント［大井］ 1着

地方収得賞金 4,150,000円

6枠7番

◆2016 イノセントC［門別］ 1着

北海道：2017/05/18～ 10戦0勝（2着1回、3着2回）

ディアサンダー

調教師 久保勇（川崎）

◆2018 デイリー文月杯［川崎］ 1着

岩手：2017/10/28～ 3戦0勝（2着1回、3着1回）

牝5歳

馬主 大野洋子

◆2018 ゴールドC［浦和］ 2着

南関東：2018/01/17～ 25戦0勝（2着3回、3着3回）

青鹿毛

生年月日 2015年4月27日

◆2019 東海桜花賞［名古屋］ 3着

父 ブラックタキシード

生産牧場 西野春樹

◆2020 '20武蔵国オープン［浦和］ 3着

母 ディアダンサー（父 ディアブロ）

産地 日高町

◆2018 '18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］ 3着

5R
8枠11番

ドルドルエイト
牡5歳

前走
１着

鹿毛

うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2017/01/18～ 31戦3勝（2着1回、3着4回）
うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）
◆2016 栄冠賞［門別］ 1着

地方収得賞金 6,022,000円

8枠14番

調教師 高月賢一（川崎）

北海道：2017/07/26～ 27戦3勝（2着4回、3着1回）

グリードパルフェ

調教師 佐藤博紀（川崎）

馬主 人見塁

南関東：2018/12/19～ 28戦3勝（2着1回、3着6回）

牡4歳

馬主 菊地昌廣

芦毛

生年月日 2016年4月3日

父 トビーズコーナー

生産牧場 大道牧場

母 エムオーフィーバー（父 メジロマックイーン）

産地 浦河町

生年月日 2015年4月7日

父 サムライハート

生産牧場 中橋正

母 ノーブルペニー（父 Ｂａｈｒｉ）

産地 新ひだか町

8R
1枠1番

地方収得賞金 3,814,000円

ビリージーン

調教師 田邊陽一（川崎）

地方収得賞金 42,000,000円

北海道：2018/04/24～ 10戦1勝（2着2回、3着4回）

牝3歳

馬主 酒井孝敏

北海道：2018/08/09～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/26～ 21戦3勝（2着3回、3着0回）

栗毛

生年月日 2017年4月30日

南関東：2018/12/11～ 22戦2勝（2着6回、3着2回）

父 スズカコーズウェイ

生産牧場 グランド牧場

◆2019 黒潮盃［大井］ 2着

●本日の騎乗予定 馬渕 繁治騎手

母 ハニーバニー（父 メイショウボーラー）

産地 新ひだか町

◆2019 戸塚記念［川崎］ 3着

笠松5R ⑤プルメリアワン

地方収得賞金 4,055,000円
北海道：2019/06/13～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手
園田4R
5R
6R
10R

②ニシノモエ
⑨ナリタウルフ
②メイショウヘシキリ
⑧カミーノ

南関東：2019/12/20～ 15戦1勝（2着2回、3着0回）

牝2歳

転入後
初出走

◆2018 サッポロクラシックC［門別］ 3着

12R
4枠5番

スピーディーゴッド

調教師 矢野義幸（船橋）

牡4歳

馬主 （株）Ｎｉｃｋｓ

鹿毛

生年月日 2016年3月11日

調教師 原三男（川崎）

父 シニスターミニスター

生産牧場 静内山田牧場

馬主 藤元厚雄

母 マトゥリアルカ（父 クリプティックラスカル）

産地 新ひだか町

生年月日 2018年5月11日

地方収得賞金 3,999,000円

9R 川崎ジュニアオープン【地方交流】
3枠3番

レディブラウン

◆2019 東京湾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！

青鹿毛

1R ③ボルドーマリー ⑤チュンチュンマル
2R ②ミックスベリー ③マナカナデ ⑤ラストルージュ
⑥ミラクルベルン
4R ②ポアンカレ ⑥エスプリゾーン
6R ②フランキー ⑥キセキタイム
8R ⑥オクシー
9R ①カツゲキダイリン ②ハナウタマジリ ③ステラーポルックス
⑥プランナイン ⑦ロゼリアン
10R ②アウタースペース ③ニジイロ ④シャノンアーサー
⑤クイーンズハニー ⑦リゾルート

父 フリオーソ

生産牧場 風ノ丘ファーム

北海道：2018/05/23～ 7戦0勝（2着1回、3着0回）

母 レモンリーフ（父 リンドシェーバー）

産地 青森県

岩手：2018/10/15～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
2R
3R
4R
7R
8R

⑧カモーンツバサ
②ウインディシティー
⑧ラバーソール
①エイシンヒビキ ④チェリージャーマン ⑧ペルチャン
③ボーイッシュガール

地方収得賞金 4,060,000円

南関東：2019/01/01～ 26戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2020/06/11～ 7戦1勝（2着2回、3着0回）
◆2020 リリーC［門別］ 2着

勝馬投票券の払戻期限について
地方競馬では、2019年12月29日(日)から2020年2月26日(水)までに発売した
勝馬投票券の払戻有効期限を２０２１年１月２日(土)といたします。
対象の勝馬投票券の払戻がお済みでないお客様におかれましては、お早めに払戻をお
願いいたします。

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手
川崎3R ①ババルダージュ
11R ③レッドゲルニカ
12R ⑬ブイジャスティス

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
川崎3R ⑧ヒデノヴェローチェ

