1/3(日) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
2R
6枠6番

10R 第57回報知オールスターC〔SⅢ〕
6枠10番

11R
6枠8番

バトンドマレショー

調教師 池田孝（川崎）

タービランス

調教師 水野貴史（浦和）

レインハート

調教師 加藤誠一（川崎）

牡3歳

馬主 太田雅貴

牡8歳

馬主 泉俊二

牡7歳

馬主 橋本義次

芦毛

生年月日 2018年4月4日

黒鹿毛

生年月日 2013年4月11日

鹿毛

生年月日 2014年5月16日

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

父 パイロ

生産牧場 大川牧場

父 サムライハート

生産牧場 川向高橋育成牧場

母 ルリジューズ（父 ブライアンズタイム）

産地 日高町

母 チャームエンジェル（父 Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ）

産地 厚真町

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 575,000円

地方収得賞金 162,500,000円

地方収得賞金 15,949,000円

北海道：2020/06/18～ 9戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/07/09～ 6戦4勝（2着0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：2020/12/14～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R
6枠7番

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/01/07～ 4戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/05/04～ 28戦4勝（2着4回、3着0回）

北海道：2017/11/09～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）

7枠9番

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ビービーライジング

中央収得賞金 4,000,000円（付加賞金 28,000円）

ドンゲイボルグ

調教師 村田順一（川崎）

調教師 山崎尋美（川崎）

南関東：2018/03/13～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）

牡8歳

馬主 酒井孝敏

馬主 （有）坂東牧場

北海道：2018/10/03～ 3戦2勝（2着1回、3着0回）

芦毛

生年月日 2013年4月29日

生年月日 2017年3月24日

南関東：2019/01/03～ 4戦1勝（2着2回、3着1回）

父 スウェプトオーヴァーボード

生産牧場 富田恭司

父 ビービーガルダン

生産牧場 坂東牧場

北海道：2019/11/07～ 1戦0勝（2着1回、3着0回）

母 スカアハ（父 アサティス）

産地 様似町

母 タガタメ（父 ディアブロ）

産地 平取町

南関東：2020/01/03～ 7戦2勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金 22,896,000円

地方収得賞金 911,000円

◆2020 埼玉新聞栄冠賞［浦和］ 1着

北海道：2015/06/18～ 3戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2020/06/09～ 4戦1勝（2着2回、3着1回）

◆2016 羽田盃［大井］ 1着

南関東：2020/11/10～ 2戦0勝（2着1回、3着0回）

◆2015 サンライズC［門別］ 1着

牡4歳

前走
２着

鹿毛

◆2016 京浜盃［大井］ 1着

◆2020 大井記念［大井］ 2着

6R
3枠3番

◆2019 報知グランプリC［船橋］ 1着

佐賀：2016/04/09～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）
◆2020 報知グランプリC［船橋］ 2着

◆2019・20 報知オールスターC［川崎］ 2着
◆2018・19 ブリリアントC［大井］ 2着

カメッテル

調教師 山崎裕也（川崎）

◆2019 大井記念［大井］ 3着

牝5歳

馬主 本杉亀一

8枠14番

栗毛

生年月日 2016年2月4日

ヤマノファイト

父 タートルボウル

生産牧場 社台ファーム

牡6歳

母 ヴェイグストーリー（父 ゴールドアリュール）

産地 千歳市

鹿毛

南関東：2015/10/06～ 7戦0勝（2着0回、3着2回）

◆2018 道営記念［門別］ 2着

◆2016 ニューイヤーC［浦和］ 2着

◆2016 東京ダービー［大井］ 3着

南関東：2016/09/26～ 15戦2勝（2着2回、3着1回）
兵庫：2017/07/26～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2017/09/03～ 12戦0勝（2着2回、3着1回）
北海道：2018/06/06～ 8戦1勝（2着0回、3着3回）
南関東：2018/12/27～ 32戦2勝（2着6回、3着3回）

再転入後
初出走

前走
３着

調教師 矢野義幸（船橋）

8枠12番

馬主 山口明彦

スターギア

生年月日 2015年3月1日

牝6歳

調教師 内田勝義（川崎）
前走
１着

馬主 （有）グランド牧場

地方収得賞金 4,810,000円

父 エスポワールシチー

生産牧場 山口明彦

栗毛

北海道：2018/06/21～ 5戦1勝（2着0回、3着0回）

母 ケイアイリード（父 フォーティナイナー）

産地 平取町

父 サウスヴィグラス

生産牧場 グランド牧場

南関東：2018/11/28～ 24戦0勝（2着3回、3着2回）

地方収得賞金 118,950,000円

母 ナナツボシ（父 Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｈａｌｏ）

産地 新ひだか町

北海道：2017/04/18～ 9戦4勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 15,506,000円

7R
6枠7番

うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2015年4月27日

北海道：2017/05/10～ 7戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2018/01/10～ 17戦6勝（2着1回、3着1回）

岩手：2017/10/30～ 19戦3勝（2着4回、3着2回）

ラディーグ

調教師 山崎裕也（川崎）

北海道：2020/08/11～ 5戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/09/04～ 16戦1勝（2着4回、3着0回）

牝4歳

馬主 吉田晴哉

◆2019 報知オールスターC［川崎］ 1着

◆2018 あやめ賞［水沢］ 1着

芦毛

生年月日 2017年1月19日

◆2018 京浜盃［大井］ 1着

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

◆2017 サンライズC［門別］ 1着

◆2018 羽田盃［大井］ 1着

◆2018 ニューイヤーC［浦和］ 1着
◆2017 イノセントC［門別］ 1着

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

◆2018 埼玉新聞栄冠賞［浦和］ 2着

地方収得賞金 2,425,000円

◆2020 道営記念［門別］ 3着

北海道：2019/07/17～ 5戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2017 栄冠賞［門別］ 3着

◆2020 報知グランプリC［船橋］ 3着

ルナシーナ

調教師 田邊陽一（川崎）

牝4歳

馬主 （有）トニーステーブル

黒鹿毛

生年月日 2017年3月25日

父 スマートファルコン

生産牧場 グランド牧場

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

地方収得賞金 2,734,000円
北海道：2019/06/12～ 7戦1勝（2着0回、3着2回）
兵庫：2019/12/19～ 6戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2018 金杯［水沢］ 2着

◆2017 寒菊賞［水沢］ 2着

12R
2枠2番

グランギフト

調教師 山崎尋美（川崎）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

牡4歳

馬主 川原輝雄

1R ③ファンアンドトーチ ⑥ボルドーオペラ ⑧ヴァラデロ
2R ②ラストルージュ ③タカラジマ ⑥グレートロマン
⑧コマフォーゼ ⑪ヘーメル
3R ⑥ミスマチルダ
4R ②フリーゴーイング ⑥モズラフランス
5R ⑩レッドプルーフ
7R ⑨アースエヴェリーナ
9R ⑥ルミナスアロー

鹿毛

生年月日 2017年3月27日

父 ヴィットリオドーロ

生産牧場 静内山田牧場

母 グレイスキッス（父 エアエミネム）

産地 新ひだか町

南関東：2019/12/20～ 12戦0勝（2着0回、3着1回）

8枠12番

◆2018 留守杯日高賞［水沢］ 2着

南関東：2020/08/10～ 6戦1勝（2着0回、3着0回）

9R
8枠12番

地方収得賞金 5,375,000円
北海道：2019/08/28～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）
南関東：2019/12/19～ 8戦3勝（2着0回、3着0回）

8枠14番

パラダイムチェンジ

調教師 今井輝和（川崎）

牡4歳

馬主 （株）ノルマンディーサラブレッドレーシング

鹿毛

生年月日 2017年1月26日

父 タイムパラドックス

生産牧場 岡田スタツド

母 ヴイプラド（父 Ｅｌ Ｐｒａｄｏ）

産地 新ひだか町

ジェットストリーム

調教師 山崎尋美（川崎）

地方収得賞金 6,343,000円

牝5歳

馬主 谷岡真喜

北海道：2019/05/15～ 7戦1勝（2着1回、3着2回）

鹿毛

生年月日 2016年4月25日

南関東：2019/12/19～ 12戦2勝（2着0回、3着3回）

父 サウスヴィグラス

生産牧場 谷岡スタット

◆2020 ブルーバードC［船橋］ 3着

母 サクラスウィープ（父 グラスワンダー）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 8,269,000円
北海道：2018/05/22～ 7戦1勝（2着1回、3着0回）
南関東：2019/01/29～ 16戦3勝（2着3回、3着5回）

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手
園田2R ①ヒロノオー
6R ③ナリタウルフ
12R ⑩ウォーターラーテル

川崎10Ｒは報知オールスターカップ！
2021年の南関東地方競馬で最初の重賞です。
1着馬に「第70回川崎記念」「第66回ダイオライト記念」
への優先出走権が与えられます♪

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手
川崎1R
3R
5R
6R
8R
10R
11R

⑤ヴァハグン
⑫ジェイケイステラ
①ババルダージュ
⑧トゥンバドーラ
⑭アクートラッシュ
⑥ロードシャリオ
③ルーレットスピナー

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
●本日の騎乗予定 石川 倭騎手
佐賀1R
2R
3R
4R
5R
6R
8R
9R

③クラウンリシャール
⑤デイタイム
③タイムアクシス
⑧ブラックギア
③グリトニル
⑥キャラ
③サウスカントリー
④ハクユウフライヤー
※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、本日園田・佐賀競馬の場外発売はございません。ご了承ください。

川崎4R
6R
7R
9R
10R
11R
12R

③リンドウ
③カメッテル
⑤ハッピークラッカー
⑦スケールアップ
⑭ヤマノファイト
⑧レインハート
⑬ベルサーリオ

