
1R 6R 10R

4枠4番 4枠6番 1枠1番

ビービーアクティブ 調教師　鈴木義久（川崎） アキコノユメヲ 調教師　久保勇（川崎） アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

牡3歳 馬主　安喰武雄 牝4歳 馬主　小山達史 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

鹿毛 生年月日　2018年4月21日 栗毛 生年月日　2017年5月31日 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

父　スピルバーグ 生産牧場　坂東牧場 父　オーシャンブルー 生産牧場　西村和夫 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

母　レッドボナンザ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 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 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

地方収得賞金　3,200,000円 地方収得賞金　1,495,000円 地方収得賞金　20,215,000円

北海道：2020/05/05～　9戦2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：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2020/12/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/10/03～　19戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/20～　17戦4勝（2着3回、3着2回）

5枠5番 ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着

モズアンビリバボー 調教師　鈴木義久（川崎） 7R

牡3歳 馬主　松本光弘 3枠3番 11R

栗毛 生年月日　2018年2月17日 ヒガシブレーヴ 調教師　久保勇（川崎） 3枠3番

父　グランプリボス 生産牧場　谷川牧場 牡4歳 馬主　金野博幸 ハッピーアロー 調教師　新井健児（川崎）

母　モズラコルタ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2017年4月7日 牝5歳 馬主　人見塁

地方収得賞金　3,035,000円 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日

北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,759,000円 母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町

7枠10番 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　6,585,000円

シュガーダディ 調教師　内田勝義（川崎） 南関東：2019/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回）

牡3歳 馬主　（有）グランド牧場 岩手：2020/03/20～　17戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/01/23～　33戦2勝（2着2回、3着0回）

芦毛 生年月日　2018年2月12日 南関東：2020/12/16～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 5枠5番

父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 テゾーロミオ 調教師　甲田悟史（川崎）

母　ワカオカミ（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町 8R 牝4歳 馬主　坂田栄一

地方収得賞金　3,590,000円 3枠3番 黒鹿毛 生年月日　2017年4月14日

北海道：2020/06/18～　7戦2勝（2着0回、3着2回） カワナ 調教師　鈴木義久（川崎） 父　ローズキングダム 生産牧場　賀張三浦牧場

南関東：2020/12/17～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　岡元匠 母　エストレーラ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2014年3月25日 地方収得賞金　4,240,000円

2R 父　サニングデール 生産牧場　山田牧場 北海道：2019/05/22～　8戦2勝（2着1回、3着0回）

3枠3番 母　クードゥフードル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 南関東：2019/12/17～　16戦1勝（2着0回、3着1回）

フォルベルール 調教師　久保秀男（川崎） 地方収得賞金　23,173,000円

牡3歳 馬主　八嶋長久 北海道：2016/05/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 12R

黒鹿毛 生年月日　2018年5月6日 東海：2016/09/01～　13戦3勝（2着3回、3着1回） 3枠4番

父　ベルシャザール 生産牧場　グランド牧場 南関東：2017/08/01～　35戦5勝（2着6回、3着8回） アティテュード 調教師　山中尊徳（船橋）

母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 8枠8番 牝6歳 馬主　伊達泰明

地方収得賞金　1,410,000円 ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日

北海道：2020/05/14～　12戦0勝（2着4回、3着1回） 牝5歳 馬主　（有）新生ファーム 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場

南関東：2020/11/09～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年1月31日 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町

父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　10,058,000円

3R 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

6枠8番 地方収得賞金　11,912,500円 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

ゴールドロジャー 調教師　田邊陽一（川崎） 北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　廣松真次 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/11/09～　32戦3勝（2着5回、3着3回）

黒鹿毛 生年月日　2017年5月1日 南関東；2018/12/31～　19戦3勝（2着2回、3着0回） 8枠13番

父　ダノンシャンティ 生産牧場　飛野牧場 ◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着 ヨミ 調教師　佐藤博紀（川崎）

母　ゴールドプライシズライジング（父　Ｔｏｕｃｈ　Ｇｏｌｄ） 産地　新ひだか町 ◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着 牝6歳 馬主　太田雅貴

地方収得賞金　506,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年2月7日

北海道：2019/06/19～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 9R 父　バトルプラン 生産牧場　本桐牧場

佐賀：2020/03/29～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 2枠2番 母　ニシノフェイム（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町

南関東：2020/10/12～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ラッキーメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 地方収得賞金　10,778,000円

牝5歳 馬主　山口明彦 北海道：2017/08/30～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

5R 栗毛 生年月日　2016年2月8日 岩手：2017/12/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠9番 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 南関東：2018/02/01～　13戦0勝（2着5回、3着2回）

ビューティ 調教師　山田正実（川崎） 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 東海：2019/01/30～　29戦4勝（2着7回、3着6回）

牡8歳 馬主　冨田藤男 地方収得賞金　4,650,000円 北海道：2020/05/06～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年3月14日 北海道：2018/06/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 東海：2020/10/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 南関東：2019/01/09～　32戦1勝（2着3回、3着3回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 7枠10番

地方収得賞金　9,601,000円 タックドゥ 調教師　出川克己（船橋） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2015/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　首藤徳 1R　④オリオンネージュ

金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） 栗毛 生年月日　2017年3月15日 4R　⑦ヒロシゲシルバー　⑧ハタノシュバルツ

兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　シンユウフアーム 5R　⑤バルドエース　⑧ベガクイン

笠松：2016/04/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ビクトリーレディー（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 6R　③ローンスター

南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,910,000円 7R　④ミオサヴァイブ

北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/08/01～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 8R　②ヤコウレッシャ

南関東：2017/09/07～　47戦1勝（2着5回、3着5回） 南関東：2020/01/10～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 9R　①ファッベラ　④ニューレイライン

◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 8枠11番 10R　②クインザクイン　④サザンオールスター

◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 バルーンドロップ 調教師　出川克己（船橋） 11R第23回新春ペガサスC　②ベニスビーチ　③オーゴンノキズナ

8枠13番 牡4歳 馬主　吉田照哉 　　　⑨モズザベスト　⑩ドリームキャット

ドルドルエイト 調教師　高月賢一（川崎） 栗毛 生年月日　2017年4月11日 12R　③ユーセイスラッガー

牡6歳 馬主　人見塁 父　ローエングリン 生産牧場　社台ファーム

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 母　フライングバルーン（父　デュランダル） 産地　千歳市

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 地方収得賞金　4,350,000円

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 北海道：2019/06/05～　9戦2勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金　3,910,000円 南関東：2020/06/16～　3戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回）

南関東：2018/11/26～　22戦3勝（2着3回、3着0回） ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
川崎1R　⑫シンキングスカイ

　　　3R　⑧ゴールドロジャー

　　　6R　⑭ミヤビキング

　　12R　③ブレイブブロッサム

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
川崎1R　①フィスラー

　　　8R　⑧ブレイクフリー

　　　9R　⑩タックドゥ

　　12R　⑦スウォードキング

1/1(金祝) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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３着
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前走
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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。

謹 賀 新 年
本年もホッカイドウ競馬へのご声援をよろしくお願いいたします。

令和三年 元旦


