1/2(土) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
7枠9番

5R
3枠3番

9R
4枠6番

ウィンターワルツ

調教師 村田六郎（川崎）

クラバルバトス

調教師 矢野義幸（船橋）

クラマサゴールド

調教師 矢野義幸（船橋）

牝3歳

馬主 吉武章

牝3歳

馬主 （株）サンエアー

牡5歳

馬主 倉見政敏

鹿毛

生年月日 2018年4月17日

芦毛

生年月日 2018年4月22日

芦毛

生年月日 2016年3月30日

父 グランプリボス

生産牧場 吉田牧場

父 セイントアレックス

生産牧場 倉見牧場

父 ストロングリターン

生産牧場 倉見牧場

母 ワカサイティング（父 アグネスワールド）

産地 安平町

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

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

転入後
初出走

地方収得賞金 767,000円

地方収得賞金 2,770,000円

地方収得賞金 5,849,000円

北海道：2020/06/03～ 11戦0勝（2着3回、3着0回）

北海道：2020/05/06～ 11戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/05/23～ 17戦2勝（2着3回、3着2回）

南関東：2020/12/15～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠7番

南関東：2019/08/31～ 22戦2勝（2着3回、3着3回）

8枠10番

ビービービルダー

調教師 武井和実（川崎）

7枠11番

コルデイロ

調教師 原三男（川崎）

牡3歳

馬主 （有）坂東牧場

トキノマチス

牝3歳

馬主 藤元厚雄

鹿毛

生年月日 2018年4月30日

牡4歳

黒鹿毛

生年月日 2018年5月1日

父 ワンダーアキュート

生産牧場 坂東牧場

栗毛

父 ラブリーデイ

生産牧場 風ノ丘ファーム

母 タガタメ（父 ディアブロ）

産地 平取町

父 キングヘイロー

生産牧場 田渕牧場

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 2,930,000円

母 リマレックス（父 アグネスタキオン）

産地 新冠町

地方収得賞金 820,000円

北海道：2020/08/06～ 5戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 3,072,000円

北海道：2020/06/10～ 10戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/11/09～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/13～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/12/15～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠11番

岩手：2019/09/02～ 5戦1勝（2着2回、3着1回）

エムオーアタック
2R
8枠10番

牡3歳

調教師 高月賢一（川崎）
前走
１着

調教師 八木正喜（川崎）
前走
２着

馬主 田中準市
生年月日 2017年3月16日

南関東：2020/05/12～ 10戦0勝（2着1回、3着0回）

馬主 大浅貢

グレル

調教師 岩本洋（川崎）

父 モンテロッソ

生産牧場 門別牧場

10R
2枠2番

牝3歳

馬主 大久保和夫

母 エムオープリズム（父 バトルプラン）

産地 日高町

チャイヤプーン

調教師 辻野豊（大井）

栗毛

生年月日 2018年3月26日

地方収得賞金 2,950,000円

牡6歳

馬主 大久保和夫

父 ノボジャック

生産牧場 西野春樹

北海道：2020/07/08～ 7戦1勝（2着0回、3着3回）

鹿毛

生年月日 2015年5月20日

南関東：2020/12/15～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

父 フェデラリスト

生産牧場 原フアーム

母 サイレントエクセル（父 ウイングアロー）

産地 新ひだか町

鹿毛

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

生年月日 2018年5月31日

地方収得賞金 1,165,000円
北海道：2020/08/19～ 3戦1勝（2着1回、3着1回）
南関東：2020/12/15～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

6R
6枠8番

地方収得賞金 60,800,000円
北海道：2017/08/23～ 3戦2勝（2着0回、3着0回）

クモキリ
3R
5枠6番

牝4歳

前走
１着

鹿毛

フロンターレ

調教師 甲田悟史（川崎）

岩手：2017/10/29～ 6戦5勝（2着0回、3着1回）

馬主 平賀眞吾

南関東：2018/07/24～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2017年4月12日

岩手：2018/10/21～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）

調教師 今井輝和（川崎）

父 ヴァンセンヌ

生産牧場 海馬沢明

南関東：2019/04/04～ 4戦0勝（2着1回、3着0回）

馬主 八嶋長久

母 グッドコマチ（父 アグネスタキオン）

産地 新冠町

東海：2020/01/24～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2016年3月21日

地方収得賞金 3,990,000円

南関東：2020/12/09～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

父 ロジユニヴァース

生産牧場 小泉牧場

北海道：2019/08/28～ 4戦1勝（2着1回、3着0回）

◆2018 ダービーグランプリ［水沢］ 1着

母 ブランドシャトル（父 Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ）

産地 新冠町

南関東：2019/12/23～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2018 戸塚記念［川崎］ 1着

地方収得賞金 3,267,000円

北海道：2020/07/30～ 3戦3勝（2着0回、3着0回）

◆2018 岩手ダービーダイヤモンドC［盛岡］ 1着

北海道：2019/04/18～ 14戦1勝（2着1回、3着3回）

南関東：2020/12/16～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2018 金杯［水沢］ 1着

南関東：2019/11/17～ 13戦2勝（2着1回、3着0回）

7枠10番

◆2020 東海クラウン［笠松］ 1着

8枠11番

タイセイシャイニー

セン5歳

前走
２着

鹿毛

◆2018 やまびこ賞［盛岡］ 1着

◆2017 寒菊賞［水沢］ 1着

調教師 内田勝義（川崎）

◆2018 不来方賞［盛岡］ 2着

馬主 田中成奉

◆2017 知床賞［盛岡］ 3着

生年月日 2017年4月11日

3枠3番

オールマイライフ

調教師 田邊陽一（川崎）

牡4歳

牝7歳

馬主 廣松重信

栗毛

青毛

生年月日 2014年3月25日

父 ロージズインメイ

生産牧場 岡田猛

グリードパルフェ

調教師 佐藤博紀（川崎）

父 ネオユニヴァース

生産牧場 赤石牧場

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

牡5歳

馬主 菊地昌廣

母 ドリームヴィーナス（父 ジェイドロバリー）

産地 平取町

地方収得賞金 3,410,000円

芦毛

生年月日 2016年4月3日

地方収得賞金 8,073,000円

北海道：2020/04/16～ 5戦2勝（2着2回、3着0回）

父 トビーズコーナー

生産牧場 大道牧場

北海道：2016/05/19～ 11戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/11/12～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）

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

前走
２着

南関東：2016/12/30～ 45戦4勝（2着1回、3着3回）

地方収得賞金 42,000,000円

8R
5枠5番

4R
3枠3番

北海道：2018/08/09～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）
南関東：2018/12/11～ 23戦2勝（2着6回、3着2回）

ピュアセレニティー

ミステリーパワー

調教師 岡林光浩（船橋）

◆2019 黒潮盃［大井］ 2着

馬主 （有）ユートピア牧場

◆2019 戸塚記念［川崎］ 3着

生年月日 2016年4月7日

7枠7番

◆2019 東京湾C［船橋］ 2着

調教師 村田順一（川崎）

牝5歳

馬主 吉武章

鹿毛

生年月日 2018年3月25日

父 ブラックタイド

生産牧場 新井牧場

クラトリガー

調教師 矢野義幸（船橋）

父 ローレルゲレイロ

生産牧場 浅川牧場

母 ピュアシンフォニー（父 ストラヴィンスキー）

産地 むかわ町

牡7歳

馬主 倉見利弘

母 パラドーロ（父 ステイゴールド）

産地 新冠町

地方収得賞金 7,565,000円

芦毛

生年月日 2014年5月4日

北海道：2018/05/17～ 7戦1勝（2着1回、3着0回）

父 アッミラーレ

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

牡3歳

前走
２着

鹿毛

地方収得賞金 2,110,000円
北海道：2020/04/15～ 14戦1勝（2着2回、3着4回）

前走
１着

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2018 サッポロクラシックC［門別］ 3着

南関東：2020/12/15～ 1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/12/11～ 19戦4勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金 39,500,000円

7枠7番

6枠7番

北海道：2016/05/04～ 14戦2勝（2着4回、3着2回）

ボウトロイ

調教師 岩本洋（川崎）

トライゾン

調教師 鈴木義久（川崎）

南関東：2016/12/06～ 56戦4勝（2着6回、3着5回）

馬主 西森鶴

牡4歳

馬主 （有）山春牧場

◆2017 '17スターバーストカップ［大井］ 1着

生年月日 2018年3月22日

鹿毛

生年月日 2017年3月6日

◆2017 東京湾C［船橋］ 2着

父 ストロングリターン

生産牧場 ヴェルサイユファーム株式会社

父 ジャングルポケット

生産牧場 高橋農場

◆2018 '18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］ 3着

母 ゴールドポイント（父 サンデーサイレンス）

産地 日高町

母 メサイア（父 エンドスウィープ）

産地 伊達市

牡3歳
栗毛

前走
２着

◆2017 ブルーバードC［船橋］ 2着

地方収得賞金 2,560,000円

地方収得賞金 6,031,000円

北海道：2020/06/18～ 8戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2019/08/14～ 7戦1勝（2着0回、3着3回）

11R
3枠3番

南関東：2020/12/14～ 1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/01/01～ 14戦3勝（2着1回、3着1回）

ニヨドハンター

調教師 岩本洋（川崎）

8枠9番

6枠8番

牡5歳

馬主 （同）クイック・ホールディングス

エムオーナイナー

調教師 高月賢一（川崎）

ビリージーン

調教師 田邊陽一（川崎）

栗毛

生年月日 2016年3月11日

馬主 大浅貢

牝4歳

馬主 酒井孝敏

父 メイショウボーラー

生産牧場 ヒカル牧場

生年月日 2018年5月10日

栗毛

生年月日 2017年4月30日

母 プロハンター（父 シーキングザダイヤ）

産地 新冠町

父 アドマイヤムーン

生産牧場 桑原牧場

父 スズカコーズウェイ

生産牧場 グランド牧場

地方収得賞金 13,373,000円

母 ガルネリ（父 ゼンノロブロイ）

産地 むかわ町

母 ハニーバニー（父 メイショウボーラー）

産地 新ひだか町

北海道：2018/08/30～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

牡3歳
栗毛

前走
１着

地方収得賞金 2,350,000円

地方収得賞金 4,055,000円

南関東：2018/12/17～ 31戦2勝（2着5回、3着2回）

北海道：2020/06/03～ 9戦0勝（2着3回、3着3回）

北海道：2019/06/13～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠7番

南関東：2020/12/14～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/20～ 15戦1勝（2着2回、3着0回）

パーソナルマキ

調教師 平山真希（浦和）

牡8歳

馬主 杉浦和也

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手

栗毛

生年月日 2013年3月29日

1R ②オーロファースト ⑧トライアンフオース
5R ①リコートルーパー ⑤シャンパンパーティ ⑨ドーベルフラッシュ
6R ④ラビゴット
8R ①スーパーラッド
11R ⑩ハーリーバーリー ⑪ジェネラルエリア

川崎4R
5R
6R
7R
8R
9R
11R
12R

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

地方収得賞金 22,126,000円

中央収得賞金 1,800,000円

ホッカイドウ競馬デビューの
競走馬たちを応援してね♪

④シカゴ
⑦ビービービルダー
⑧クモキリ
⑥シャイニングアトム
①ロジセンス
③ノリオサン
⑪ホワイトパス
⑤ブライトオーシャン

北海道：2015/08/04～ 9戦3勝（2着4回、3着2回）
うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）
JRA：2016/03/05～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）
北海道：2016/07/13～ 9戦1勝（2着1回、3着0回）
南関東：2016/11/27～ 8戦1勝（2着0回、3着1回）

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手

北海道：2017/04/19～ 12戦2勝（2着3回、3着2回）

川崎2R
5R
7R
9R

南関東：2017/12/01～ 16戦2勝（2着2回、3着0回）

⑪アスカヒーロー
④レーヴエモーション
⑪サイベリアン
⑨サウンディングベル

高知：2019/02/10～ 23戦1勝（2着3回、3着7回）
南関東：2020/01/15～ 8戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠11番

ホワイトパス

調教師 伊藤滋規（船橋）

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手

牡5歳

馬主 杉浦和也

園田6R ③スマートコマンダー
8R ⑨メイショウヘシキリ
10R ⑨レヴァンテライオン

芦毛

生年月日 2016年3月26日

父 ダンカーク

生産牧場 サンローゼン

母 ミキノウインク（父 ワイルドラッシュ）

産地 新冠町

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、本日は園田競馬の場外発売はありません。ご了承ください。

地方収得賞金 16,565,000円
北海道：2018/08/09～ 6戦1勝（2着2回、3着1回）
南関東：2019/07/16～ 21戦6勝（2着2回、3着0回）

