1/4(月) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
3R
5枠6番

6R
2枠2番

10R
4枠4番

シスコキッド

調教師 田邊陽一（川崎）

ヒダカジェンヌ

調教師 田邊陽一（川崎）

ニヨドスマイル

牝4歳

馬主 廣松重信

牝5歳

馬主 アークフロンティア（株）

牡3歳

鹿毛

生年月日 2017年4月5日

栗毛

生年月日 2016年3月24日

黒鹿毛

父 スマートボーイ

生産牧場 グランド牧場

父 タイムパラドックス

生産牧場 新生ファーム

父 ヘニーヒューズ

生産牧場 宝寄山拓樹

母 イエローサブマリン（父 スズカフェニックス） 産地 新ひだか町

母 ミスヨナ（父 ティンバーカントリー）

産地 日高町

母 ビッグスマイル（父 タニノギムレット）

産地 日高町

地方収得賞金 1,104,000円

地方収得賞金 3,880,000円

地方収得賞金 4,880,000円

北海道：2019/06/26～ 7戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2018/06/13～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/05/21～ 11戦2勝（2着2回、3着3回）

佐賀：2019/12/15～ 11戦0勝（2着1回、3着3回）

南関東：2018/10/16～ 12戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/12/18～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/11/09～ 2戦0勝（2着1回、3着0回）

3枠3番

6枠6番

8枠12番

スターオブホープ

調教師 鈴木義久（川崎）

サウスワールド

調教師 岩本洋（川崎）
前走
１着

馬主 西森鶴
生年月日 2018年3月29日

調教師 小久保智（浦和）

ディアサンダー

調教師 久保勇（川崎）

牝4歳

馬主 塚本徳明

牡3歳

牝6歳

馬主 大野洋子

青毛

生年月日 2017年3月15日

栗毛

青鹿毛

生年月日 2015年4月27日

父 アドマイヤマックス

生産牧場 Ｕ・Ｍ・Ａ

父 サウスヴィグラス

生産牧場 有限会社大作ステーブル

父 ブラックタキシード

生産牧場 西野春樹

母 ウィッシングデュー（父 Ｄｅｖｉｌ Ｈｉｓ Ｄｕｅ）

産地 新ひだか町

母 パーカッショニスト（父 アグネスタキオン）

産地 新冠町

母 ディアダンサー（父 ディアブロ）

産地 日高町

地方収得賞金 974,000円

地方収得賞金 9,740,000円

地方収得賞金 6,022,000円

北海道：2019/08/01～ 7戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/08/12～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/07/26～ 27戦3勝（2着4回、3着1回）

岩手：2019/12/16～ 11戦1勝（2着3回、3着3回）

南関東：2020/09/21～ 4戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/12/19～ 29戦3勝（2着1回、3着6回）

南関東：2020/08/27～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2020 ゴールドジュニア［大井］ 3着

前走
２着

馬主 小田吉男
生年月日 2018年4月4日

6枠7番
4R
2枠2番

ラストプラム

調教師 今井輝和（川崎）

牝6歳

馬主 門別敏朗

11R
1枠1番

グローリアスカント

調教師 高月賢一（川崎）

栗毛

生年月日 2015年5月14日

ブレークオンスルー

牝7歳

馬主 日下部勝徳

父 プリサイスエンド

生産牧場 門別敏朗

牡7歳

栗毛

生年月日 2014年5月3日

母 プラムプティング（父 アフリート）

産地 日高町

栗毛

父 キングヘイロー

生産牧場 有限会社大作ステーブル

地方収得賞金 5,045,000円

父 サウスヴィグラス

生産牧場 グランド牧場

母 ジュエリスト（父 ダイワメジャー）

産地 新冠町

北海道：2017/06/15～ 9戦1勝（2着4回、3着2回）

母 プリエミネンス（父 アフリート）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 9,945,000円

南関東：2018/01/26～ 40戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 19,268,000円

中央収得賞金 7,200,000円

北海道：2016/07/07～ 7戦2勝（2着3回、3着0回）

7枠10番

北海道：2016/08/30～ 3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2016/12/16～ 21戦6勝（2着0回、3着1回）

フォルチェーロ

調教師 久保秀男（川崎）

JRA：2017/03/11～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳

馬主 八嶋長久

北海道：2017/09/26～ 4戦0勝（2着2回、3着1回）

栗毛

生年月日 2017年3月2日

南関東：2018/01/31～ 23戦3勝（2着4回、3着3回）

父 ディープブリランテ

生産牧場 日西牧場

5枠5番

調教師 村田六郎（川崎）

母 クリノバンダイサン（父 フレンチデピュティ）

産地 日高町

イコライザー

馬主 長浜和也

地方収得賞金 573,000円

牡5歳

生年月日 2017年5月30日

北海道：2020/04/16～ 7戦1勝（2着2回、3着1回）

黒鹿毛

父 ジャングルポケット

生産牧場 レースホース牧場

南関東：2020/11/09～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

父 カネヒキリ

生産牧場 新生ファーム

母 ハタノプラウド（父 エリシオ）

産地 新ひだか町

8枠11番

母 シャンハイロック（父 ロックオブジブラルタル）

産地 日高町

5R
5枠8番

ロイクラトン
セン4歳

前走
３着

鹿毛

調教師 内田勝義（川崎）
前走
１着

馬主 （有）グランド牧場
生年月日 2014年4月10日

調教師 矢野義幸（船橋）
前走
１着

馬主 （有）新生ファーム
生年月日 2016年2月19日

地方収得賞金 1,188,000円

ビービーアモーレ

調教師 山田正実（川崎）

地方収得賞金 14,940,000円

北海道：2020/05/27～ 7戦2勝（2着1回、3着1回）

牝6歳

馬主 冨田藤男

北海道：2018/05/09～ 8戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2020/11/09～ 2戦0勝（2着0回、3着1回）

青鹿毛

生年月日 2015年5月14日

父 ビービーガルダン

生産牧場 坂東牧場

南関東：2019/02/11～ 18戦5勝（2着4回、3着1回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

母 ビービーラッハーン（父 シンボリクリスエス）

産地 平取町

◆2018 ジュニアグランプリ［盛岡］ 3着

1R ③キヒン ⑤キチキチバンバン ⑦プリンセスキャット
⑧ゴールドサマニ ⑨クーネオ
2R ③ボルドーアラン ⑧クイーンエルザ ⑩アンデサイト
4R ②エムオーブラック
5R ⑦セユウスマート ⑪プラチナクイン
9R ⑩ネオセラフ
11R第24回名古屋記念 ④エイシンハルニレ ⑨ゴールドリング
⑪ニュータウンガール
12R ①アークダイヤ

地方収得賞金 4,067,000円

6枠8番

北海道：2017/08/16～ 6戦1勝（2着2回、3着2回）

ボンモマン

調教師 林隆之（川崎）

南関東：2017/12/07～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

牡4歳

馬主 伊達泰明

北海道：2018/05/03～ 4戦3勝（2着0回、3着0回）

鹿毛

生年月日 2017年4月29日

南関東：2018/11/26～ 38戦0勝（2着0回、3着0回）

父 アンパサンド

生産牧場 サンシャイン牧場

母 ビーボーン（父 テンビー）

産地 日高町

7R
4枠4番

地方収得賞金 11,170,000円
北海道：2019/07/11～ 6戦1勝（2着3回、3着0回）

オーゴンフェアリー
牝4歳

前走
１着

調教師 久保勇（川崎）

南関東：2019/11/18～ 12戦2勝（2着2回、3着2回）

馬主 大野洋子

◆2020 椿賞［川崎］ 3着

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手

鹿毛

川崎2R
3R
4R
8R
10R
12R

父 ローレルゲレイロ

生産牧場 中地義次

母 シルクシャープネス（父 ブライアンズタイム）

産地 新冠町

⑧プリティヴィー
⑥シスコキッド
⑤ゴールドハーレー
⑤ラストマンボ
①モンゲーハガネ
③カネトシマックス

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
川崎2R
4R
5R
7R
9R
11R

⑦レスポンデール
③ブルベアマイル
⑫エンリグロリア
①チェルヴィーノ
③トラストシンゲン
③シナノパワー

うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

生年月日 2017年5月30日

地方収得賞金 1,791,000円
北海道：2019/06/26～ 10戦0勝（2着0回、3着0回）
岩手：2020/01/07～ 3戦0勝（2着1回、3着1回）
北海道：2020/05/20～ 11戦1勝（2着1回、3着1回）
南関東：2020/11/11～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）

8R
2枠2番

スティールピクシー

調教師 八木正喜（川崎）

牝4歳

馬主 杉浦和也

芦毛

生年月日 2017年5月16日

父 タニノギムレット

生産牧場 森政巳

母 キリーンガール（父 Ｃｏｚｚｅｎｅ）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 2,039,000円
北海道：2019/06/20～ 11戦0勝（2着3回、3着3回）
南関東：2019/12/19～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）
北海道：2020/04/22～ 14戦2勝（2着3回、3着1回）
南関東：2020/12/18～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

ホッカイドウ競馬デビューの
競走馬たちを応援してね♪

