
1R 7R 9R

3枠3番 2枠2番 1枠1番

ルイジアンナ 調教師　佐々木仁（川崎） ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（船橋） アークザゴールド 調教師　田邊陽一（川崎）

牝3歳 馬主　（有）グランド牧場 牡5歳 馬主　杉浦和也 牡5歳 馬主　（有）トニーステーブル

栗毛 生年月日　2018年4月10日 芦毛 生年月日　2016年3月26日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日

父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,000,000円 地方収得賞金　16,565,000円 地方収得賞金　5,645,000円

北海道：2020/05/05～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回）

南関東：2019/07/16～　23戦6勝（2着2回、3着0回） 南関東：2018/11/15～　28戦2勝（2着1回、3着1回）

2R 4枠4番

4枠4番 ホワイトヘッド 調教師　川島正一（船橋） 10R

ゴールドロジャー 調教師　田邊陽一（川崎） 牡5歳 馬主　吉田勝己 4枠4番

牡4歳 馬主　廣松真次 芦毛 生年月日　2016年3月26日 タイセイシャイニー 調教師　内田勝義（川崎）

黒鹿毛 生年月日　2017年5月1日 父　ダンカーク 生産牧場　坂東牧場 牡4歳 馬主　田中成奉

父　ダノンシャンティ 生産牧場　飛野牧場 母　ワナビーザベスト（父　ステイゴールド） 産地　平取町 栗毛 生年月日　2017年4月11日

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 地方収得賞金　23,330,000円 父　ロージズインメイ 生産牧場　岡田猛

地方収得賞金　506,000円 北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 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

北海道：2019/06/19～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/03/20～　17戦1勝（2着4回、3着2回） 地方収得賞金　4,410,000円

佐賀：2020/03/29～　11戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2019　黒潮盃［大井］　3着　　◆2019　京浜盃［大井］　3着 北海道：2020/04/16～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2020/10/12～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/12～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

8R

3R 6枠8番 11R

1枠1番 シュガーダディ 調教師　内田勝義（川崎） 6枠9番

ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 牡3歳 馬主　（有）グランド牧場 レインハート 調教師　加藤誠一（川崎） 

牝6歳 馬主　冨田藤男 芦毛 生年月日　2018年2月12日 牡7歳 馬主　橋本義次

青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2014年5月16日

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 母　ワカオカミ（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町 父　サムライハート 生産牧場　川向高橋育成牧場

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 地方収得賞金　3,840,000円 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　4,067,000円 北海道：2020/06/18～　7戦2勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　15,949,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　28,000円）

北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2020/12/17～　2戦1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：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 7枠9番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） ビービーアクティブ 調教師　鈴木義久（川崎） 南関東：2018/05/04～　29戦4勝（2着4回、3着0回）

南関東：2018/11/26～　39戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　安喰武雄 7枠11番

7枠9番 鹿毛 生年月日　2018年4月21日 スターギア 調教師　内田勝義（川崎）

ビューティ 調教師　山田正実（川崎） 父　スピルバーグ 生産牧場　坂東牧場 牝6歳 馬主　（有）グランド牧場

牡8歳 馬主　冨田藤男 母　レッドボナンザ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 栗毛 生年月日　2015年4月27日

鹿毛 生年月日　2013年3月14日 地方収得賞金　3,200,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 北海道：2020/05/05～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 南関東：2020/12/15～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　16,586,000円

地方収得賞金　9,601,000円 8枠11番 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着3回、3着1回）

北海道：2015/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ボウトロイ 調教師　岩本洋（川崎） 岩手：2017/10/30～　19戦3勝（2着4回、3着2回）

金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） 牡3歳 馬主　西森鶴 南関東：2019/09/04～　17戦1勝（2着5回、3着0回）　

兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 栗毛 生年月日　2018年3月22日 ◆2018　あやめ賞［水沢］　1着

笠松：2016/04/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 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 ◆2018　留守杯日高賞［水沢］　2着　　◆2018　金杯［水沢］　2着

南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ゴールドポイント（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 ◆2017　寒菊賞［水沢］　2着

北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,660,000円

南関東：2017/09/07～　48戦1勝（2着5回、3着5回） 北海道：2020/06/18～　8戦2勝（2着1回、3着1回） ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 南関東：2020/12/14～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 川崎8R　⑫コスモクーシェリ

◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 　　12R　⑫スウォードキング

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
6R 3R　②ローンスター　⑪ベガクイン

1枠1番 5R　⑤ドーベルフラッシュ　⑥ラビゴット　⑨リコートルーパー　⑩シャンパンパーティ

グローリアスレゴン 調教師　高月賢一（川崎） 7R　⑤クインザクイン　⑥サザンオールスター

牝4歳 馬主　日下部勝徳 10R　①トライアンフオース　⑤ヘーメル

栗毛 生年月日　2017年3月7日 11R第8回梅桜賞　①モズザベスト　⑤オーゴンノキズナ

父　スパロービート 生産牧場　ノースガーデン 　　　⑥アイエススター　⑦ルナエマーブル　⑧オーロファースト

母　クラッシュオンユー（父　クロフネ） 産地　日高町 　　　⑫ティーズダンキー

地方収得賞金　4,425,000円 12R　③ユーセイスラッガー

北海道：2019/07/04～　5戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/11/21～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
2枠2番 1R　③サクラベスト

ヨミ 調教師　佐藤博紀（川崎） 2R　①トイソー　⑦ヴィルセキュリティ　⑧ブルックブルックス

牝6歳 馬主　太田雅貴 　　　⑩レコパンダンカーク

黒鹿毛 生年月日　2015年2月7日 3R　②クラトキン　⑨ラバーソール

父　バトルプラン 生産牧場　本桐牧場 4R　③エアーシャンクス　⑤ナインスエンジェル　⑥トキノケリー

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 7R　③スティールマドンナ　④エイシンピストン　⑪エイシンビーミング

地方収得賞金　10,778,000円 8R　⑩ローズメジャー

北海道：2017/08/30～　4戦0勝（2着1回、3着2回） 9R　①アルマドール　②ローザーブルー　③エムザックベルガー

岩手：2017/12/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　⑥マジカルフェイス　⑫フジノラビット

南関東：2018/02/01～　13戦0勝（2着5回、3着2回） 10R　④レッドシャリオン

東海：2019/01/30～　29戦4勝（2着7回、3着6回） 11R　⑦イケノオテンチャン

北海道：2020/05/06～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 12R　⑨ヘイセイノキセキ

東海：2020/10/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
南関東：2021/01/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 姫路1R　⑤ウインガナッシュ

6枠6番 　　　2R　⑧ブルックブルックス

テゾーロミオ 調教師　甲田悟史（川崎） 　　　5R　⑥メイショウヘシキリ

牝4歳 馬主　坂田栄一 　　10R　④レッドシャリオン

黒鹿毛 生年月日　2017年4月14日

父　ローズキングダム 生産牧場　賀張三浦牧場 ●本日の騎乗予定　石川 倭騎手
母　エストレーラ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 佐賀2R　③サクラジマテソーロ

地方収得賞金　4,384,000円 　　　3R　⑥レジュノア

北海道：2019/05/22～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 　　　4R　⑩パッションフラワー

南関東：2019/12/17～　17戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　7R　⑧イロエンピツ

8枠8番 　　　8R　⑧ムーニーヴァレー

ハッピーアロー 調教師　新井健児（川崎） 　　　9R　①シングンオリヴィア

牝5歳 馬主　人見塁 　　10R　②オーチンハラショウ

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 　　11R　④ツウカイステラ

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 ※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、本日佐賀競馬の場外発売はございません。

母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町

地方収得賞金　6,765,000円

北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回）

南関東：2019/01/23～　34戦2勝（2着2回、3着0回）

1/26(火) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

○今週のダートグレード競走

●1/27(水)川崎11Ｒ第70回川崎記念〔JpnⅠ〕

（4歳以上オープン ダート2,100ｍ）

●1/31(日)東京11Ｒ 第35回根岸ステークス〔GⅢ〕

（4歳以上オープン ダート1,400ｍ）

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


