
2R 7R 10R

5枠5番 3枠3番 1枠1番

サンドビューティ 調教師　山下貴之（船橋） ビービービルダー 調教師　武井和実（川崎） バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

牝4歳 馬主　谷岡真喜 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

鹿毛 生年月日　2017年4月9日 鹿毛 生年月日　2018年4月30日 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 父　ワンダーアキュート 生産牧場　坂東牧場 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　サクラコンドル（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町 母　セクシーシューズ（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,518,000円 地方収得賞金　3,770,000円 地方収得賞金　58,395,000円

北海道：2019/08/15～　13戦4勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/08/06～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

南関東：2021/01/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/09～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 南関東：2017/01/18～　32戦3勝（2着1回、3着4回）

3R レディブラウン 調教師　原三男（川崎） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

5枠6番 牝3歳 馬主　藤元厚雄 ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

グローリアスカント 調教師　高月賢一（川崎） 青鹿毛 生年月日　2018年5月11日 ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

牝7歳 馬主　日下部勝徳 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

栗毛 生年月日　2014年5月3日 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県 ◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

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　8,560,000円 ◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

母　ジュエリスト（父　ダイワメジャー） 産地　新冠町 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2020　'20武蔵国オープン［浦和］　3着

地方収得賞金　10,080,000円 南関東：2020/12/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2018　'18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

北海道：2016/07/07～　7戦2勝（2着3回、3着0回） ◆2020　リリーC［門別］　2着 5枠5番

南関東：2016/12/16～　22戦6勝（2着0回、3着1回） 5枠6番 カワナ 調教師　鈴木義久（川崎）

モズアンビリバボー 調教師　鈴木義久（川崎） 牡7歳 馬主　岡元匠

4R 牡3歳 馬主　松本光弘 鹿毛 生年月日　2014年3月25日

2枠2番 栗毛 生年月日　2018年2月17日 父　サニングデール 生産牧場　山田牧場

ウルリヒト 調教師　山崎尋美（川崎） 父　グランプリボス 生産牧場　谷川牧場 母　クードゥフードル（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町

牡5歳 馬主　山下学 母　モズラコルタ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町 地方収得賞金　23,773,000円

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 地方収得賞金　4,035,000円 北海道：2016/05/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回）

父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム 北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 東海：2016/09/01～　13戦3勝（2着3回、3着1回）

母　ローズオットー（父　ダンスインザダーク） 産地　千歳市 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/08/01～　36戦5勝（2着6回、3着9回）

地方収得賞金　3,031,000円 南関東：2021/01/01～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 7枠7番

北海道：2018/08/15～　16戦2勝（2着1回、3着4回） 6枠9番 キングキャヴィア 調教師　山田信大（船橋）

南関東：2019/11/17～　12戦1勝（2着2回、3着1回） ニヨドスマイル 調教師　岩本洋（川崎） 牡4歳 馬主　組）寿組合

6枠7番 牡3歳 馬主　西森鶴 鹿毛 生年月日　2017年4月20日

アキコノユメヲ 調教師　久保勇（川崎） 黒鹿毛 生年月日　2018年3月29日 父　クロフネ 生産牧場　カタオカステーブル

牝4歳 馬主　小山達史 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　宝寄山拓樹 母　ゴールドキャヴィア（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町

栗毛 生年月日　2017年5月31日 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　15,375,000円

父　オーシャンブルー 生産牧場　西村和夫 地方収得賞金　4,880,000円 北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

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 北海道：2020/05/21～　11戦2勝（2着2回、3着3回） 南関東：2019/12/11～　12戦3勝（2着1回、3着5回）

地方収得賞金　1,495,000円 南関東：2020/12/18～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2020　優駿スプリント［大井］　3着

北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2019/10/03～　20戦0勝（2着0回、3着1回） 8R 11R

2枠2番 2枠2番

5R ビリージーン 調教師　田邊陽一（川崎） アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

8枠12番 牝4歳 馬主　酒井孝敏 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

スティールピクシー 調教師　八木正喜（川崎） 栗毛 生年月日　2017年4月30日 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

牝4歳 馬主　杉浦和也 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

芦毛 生年月日　2017年5月16日 母　ハニーバニー（父　メイショウボーラー） 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

父　タニノギムレット 生産牧場　森政巳 地方収得賞金　4,055,000円 地方収得賞金　20,965,000円

母　キリーンガール（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 北海道：2019/06/13～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　2,039,000円 南関東：2019/12/20～　16戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2018/12/20～　18戦4勝（2着3回、3着3回）

北海道：2019/06/20～　11戦0勝（2着3回、3着3回） 5枠6番 ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着

南関東：2019/12/19～　5戦0勝（2着0回、3着1回） トライゾン 調教師　鈴木義久（川崎） 6枠6番

北海道：2020/04/22～　14戦2勝（2着3回、3着1回） 牡4歳 馬主　（有）山春牧場 ブレークオンスルー 調教師　内田勝義（川崎） 

南関東：2020/12/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年3月6日 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

父　ジャングルポケット 生産牧場　高橋農場 栗毛 生年月日　2014年4月10日

6R 母　メサイア（父　エンドスウィープ） 産地　伊達市 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

5枠5番 地方収得賞金　6,031,000円 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

オーゴンフェアリー 調教師　久保勇（川崎） 北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　20,348,000円 中央収得賞金　7,200,000円

牝4歳 馬主　大野洋子 南関東：2020/01/01～　16戦3勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2017年5月30日 8枠11番 JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　中地義次 クモキリ 調教師　甲田悟史（川崎） 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

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 牝4歳 馬主　平賀眞吾 南関東：2018/01/31～　24戦3勝（2着5回、3着3回）

地方収得賞金　1,791,000円 鹿毛 生年月日　2017年4月12日

北海道：2019/06/26～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明 12R

岩手：2020/01/07～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 5枠7番

北海道：2020/05/20～　11戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　4,370,000円 ミロヴィーナス 調教師　出川克己（船橋）

南関東：2020/11/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　佐々木徹

南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年3月30日

●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：2020/07/30～　3戦3勝（2着0回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　シンユウフアーム

1R　④キヒン　⑤プリンセスキャット 南関東：2020/12/16～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 母　セイカパンジー（父　ダンシングブレーヴ） 産地　新冠町

2R　⑥クーネオ　⑩クイーンエルザ 地方収得賞金　2,018,000円

3R　⑨ボンヤリ 9R 北海道：2020/06/10～　5戦3勝（2着2回、3着0回）

4R　⑥エムオーブラック 7枠11番 南関東：2021/01/13～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

7R　②ミスマチルダ　④モズラフランス サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

9R　⑫アークダイヤ 牡5歳 馬主　吉田照哉

10R　⑧パーフェクトデイ　⑩ルミナスアロー 芦毛 生年月日　2016年2月23日

12R　⑥タイニーマイス 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 地方収得賞金　7,805,000円

川崎1R　⑧ロードリック 北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

　　　2R　⑩ゴールドハーレー 南関東：2018/12/11～　26戦1勝（2着4回、3着6回）

　　　3R　⑩ブルベアマイル

　　　7R　⑪フィスラー

　　　9R　⑤エイシンボールディ

　　10R　④スティンライクビー

　　12R　⑩リンドウ
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服部茂史騎手は期間限定騎乗最終日！

最後まで大きなご声援をお願いします♪


