12/18(金) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
3R
7枠8番

5R
1枠1番

ニヨドスマイル

11R
4枠4番

調教師 岩本洋（川崎）

ミハルプリンセス

調教師 箕輪武（浦和）

ドンゲイボルグ

調教師 村田順一（川崎）

馬主 西森鶴

牝3歳

馬主 （有）カネショウ

牡7歳

馬主 酒井孝敏

生年月日 2018年3月29日

芦毛

生年月日 2017年5月15日

芦毛

生年月日 2013年4月29日

父 ヘニーヒューズ

生産牧場 宝寄山拓樹

父 ロードアルティマ

生産牧場 田中裕之

父 スウェプトオーヴァーボード

生産牧場 富田恭司

母 ビッグスマイル（父 タニノギムレット）

産地 日高町

母 ジェネスタキオン（父 アグネスタキオン）

産地 新ひだか町

母 スカアハ（父 アサティス）

産地 様似町

牡2歳

転入後
初出走

黒鹿毛

前走
２着

地方収得賞金 2,380,000円

地方収得賞金 2,035,000円

地方収得賞金 22,896,000円

北海道：2020/05/21～ 11戦2勝（2着2回、3着3回）

北海道：2019/05/15～ 7戦0勝（2着4回、3着2回）

北海道：2015/06/18～ 3戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠9番

南関東：2019/11/05～ 14戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/10/06～ 7戦0勝（2着0回、3着2回）
佐賀：2016/04/09～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

ビービービルダー

調教師 武井和実（川崎）

4枠4番

牡2歳

馬主 （有）坂東牧場

アミン

鹿毛

生年月日 2018年4月30日

牝3歳

父 ワンダーアキュート

生産牧場 坂東牧場

栗毛

母 タガタメ（父 ディアブロ）

産地 平取町

調教師 冨田敏男（浦和）

南関東：2016/09/26～ 15戦2勝（2着2回、3着1回）

馬主 冨田藤男

兵庫：2017/07/26～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2017年3月13日

南関東：2017/09/03～ 12戦0勝（2着2回、3着1回）

父 ストロングリターン

生産牧場 船越牧場

北海道：2018/06/06～ 8戦1勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金 2,680,000円

母 マリーブーケトス（父 グラスワンダー）

産地 日高町

南関東：2018/12/27～ 31戦2勝（2着6回、3着3回）

北海道：2020/08/06～ 5戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 2,000,000円

7枠7番

南関東：2020/11/09～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/08/22～ 3戦1勝（2着0回、3着1回）

パーソナルマキ

調教師 平山真希（浦和）

南関東：2019/11/05～ 21戦0勝（2着0回、3着2回）

牡7歳

馬主 杉浦和也

栗毛

生年月日 2013年3月29日

父 パーソナルラッシュ

生産牧場 槇本牧場

母 マキハタスペシャル（父 Ｍａｒｓｃａｙ）

産地 日高町
中央収得賞金 1,800,000円

4R
7枠9番

前走
３着

スティールピクシー

調教師 八木正喜（川崎）

7R
5枠7番

牝3歳

馬主 杉浦和也

アキコノユメヲ

調教師 久保勇（川崎）

地方収得賞金 22,126,000円

芦毛

生年月日 2017年5月16日

牝3歳

馬主 小山達史

北海道：2015/08/04～ 9戦3勝（2着4回、3着2回）

父 タニノギムレット

生産牧場 森政巳

栗毛

生年月日 2017年5月31日

母 キリーンガール（父 Ｃｏｚｚｅｎｅ）

産地 新ひだか町

父 オーシャンブルー

生産牧場 西村和夫

JRA：2016/03/05～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 2,039,000円

母 プリティロマンサー（父 ダンスインザダーク）

産地 新ひだか町

北海道：2016/07/13～ 9戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/06/20～ 11戦0勝（2着3回、3着3回）

地方収得賞金 1,495,000円

南関東：2016/11/27～ 8戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/12/19～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2019/06/05～ 5戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2017/04/19～ 12戦2勝（2着3回、3着2回）

北海道：2020/04/22～ 14戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2019/10/03～ 18戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2017/12/01～ 16戦2勝（2着2回、3着0回）

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

高知：2019/02/10～ 23戦1勝（2着3回、3着7回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
2R ①ブリランティーナ ②ツダグローリー ③キューテット
⑤サイレントシズカ ⑥ファイナルネイア ⑧アシハライ
3R ②ピンチガチャンス ④イクゼファイターズ ⑤アカクサクハナ
4R ⑦オーミテンペスト
5R ⑧アーツレイジング
6R ⑤リックマトリックス ⑧ホワイトガンベルト
7R ②ライトリー ③ビービーブレイデン
8R ⑦レッツシンク
9R ⑦ナラ
10R ①モリデンルンバ

10R
3枠4番

南関東：2020/01/15～ 6戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠9番

アラレチャン

調教師 宇野木博徳（浦和）

レインハート

調教師 加藤誠一（川崎）

牝5歳

馬主 太田匡哉

牡6歳

馬主 橋本義次

鹿毛

生年月日 2015年4月5日

鹿毛

生年月日 2014年5月16日

父 アドマイヤマックス

生産牧場 坂元芳春

父 サムライハート

生産牧場 川向高橋育成牧場

母 アイリッシュミスト（父 アフリート）

産地 新冠町

母 モルフェプリンセス（父 モルフェデスペクタ）

産地 平取町

地方収得賞金 3,092,000円

地方収得賞金 15,949,000円

北海道：2017/06/07～ 4戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2016/05/18～ 8戦1勝（2着2回、3着3回）

南関東：2017/12/12～ 43戦0勝（2着1回、3着5回）

中央収得賞金 4,000,000円（付加賞金 28,000円）

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）
南関東：2018/05/04～ 27戦4勝（2着4回、3着0回）

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手
●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R
2R
4R
5R

⑥リコーヴィニャーレ
②ナットビーワン
①トイソー ⑦ヒロノオー ⑧アイレスタイム
⑧エイシンシッソウ ⑨ミヤビゴールド ⑩ガミラスグレシャス
⑪ブルックブルックス
6R ②リリメリア
8R ③ローズメジャー ⑦サハラファイター
9R ⑤ジーンジニー ⑫ヴィクトリアグラス
10R ⑨クベーラ
11R ⑥イッチョウ ⑧イケノオテンチャン

川崎2R
3R
4R
8R
9R
11R
12R

①シントーオマツ
⑨ビービービルダー
⑤ジェイケイステラ
③ドテライヤツ
⑤マルパソ
⑥ビマジョ
②ブレイブブロッサム

12R
5枠7番

サーフシェイパー

調教師 出川克己（船橋）

牡4歳

馬主 吉田照哉

芦毛

生年月日 2016年2月23日

父 アサクサキングス

生産牧場 社台ファーム

母 ビーチフラッグ（父 Ｂｏｕｎｄａｒｙ）

産地 千歳市

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手

地方収得賞金 7,305,000円

川崎6R ③サンダルース
8R ⑫ヒラボククイーン
11R ⑨レインハート

北海道：2018/05/02～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）
南関東：2018/12/11～ 24戦1勝（2着4回、3着5回）

7枠11番

クラマサゴールド

調教師 矢野義幸（船橋）

●本日の騎乗予定 馬渕 繁治騎手

牡4歳

馬主 倉見政敏

笠松1R ⑥アイアンロード
5R ④ケイアイマスクラ
8R ⑥ルクリリ

芦毛

生年月日 2016年3月30日

父 ストロングリターン

生産牧場 倉見牧場

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

地方収得賞金 5,649,000円

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手

北海道：2018/05/23～ 17戦2勝（2着3回、3着2回）

園田5R
8R
9R
12R

南関東：2019/08/31～ 21戦2勝（2着3回、3着3回）

⑤テンマプリザワール
⑧メルヴェイユシチー
⑪ノーフェイク
②キョウトブッサ

