
3R 6R 10R

3枠3番 4枠4番 1枠1番

イヤサカ 調教師　山中尊徳（船橋） フォルチェーロ 調教師　久保秀男（川崎） スターギア 調教師　内田勝義（川崎）

牝3歳 馬主　岡田将一 牝4歳 馬主　八嶋長久 牝6歳 馬主　（有）グランド牧場

芦毛 生年月日　2018年5月14日 栗毛 生年月日　2017年3月2日 栗毛 生年月日　2015年4月27日

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　岡田スタツド 父　ディープブリランテ 生産牧場　日西牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

母　スマーティコジーン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 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 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,595,000円 地方収得賞金　773,000円 地方収得賞金　18,586,000円

北海道：2020/07/23～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2020/04/16～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2021/01/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2020/11/09～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 岩手：2017/10/30～　19戦3勝（2着4回、3着2回）

6枠9番 5枠6番 南関東：2019/09/04～　18戦1勝（2着6回、3着0回）　

ミステリーパワー 調教師　村田順一（川崎） ビューティ 調教師　山田正実（川崎） ◆2018　あやめ賞［水沢］　1着

牡3歳 馬主　吉武章 牡8歳 馬主　冨田藤男 ◆2018　留守杯日高賞［水沢］　2着　　◆2018　金杯［水沢］　2着

鹿毛 生年月日　2018年3月25日 鹿毛 生年月日　2013年3月14日 ◆2017　寒菊賞［水沢］　2着

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　浅川牧場 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 3枠4番

母　パラドーロ（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 ドンゲイボルグ 調教師　村田順一（川崎） 

地方収得賞金　2,515,000円 地方収得賞金　9,601,000円 牡8歳 馬主　酒井孝敏

北海道：2020/04/15～　14戦1勝（2着2回、3着4回） 北海道：2015/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2013年4月29日

南関東：2020/12/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3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

6枠10番 兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋） 東海：2016/04/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　23,166,000円

牡3歳 馬主　酒井孝敏 南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2018年2月24日 北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 南関東：2017/09/07～　50戦1勝（2着5回、3着5回） 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　2,470,000円 ◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 6枠8番 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/10/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回） シスコキッド 調教師　田邊陽一（川崎） 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回）

牝4歳 馬主　廣松重信 南関東：2018/12/27～　36戦2勝（2着6回、3着3回）

4R 鹿毛 生年月日　2017年4月5日 4枠6番

7枠9番 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 

ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 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 牡7歳 馬主　（株）レックス

牝6歳 馬主　冨田藤男 地方収得賞金　1,104,000円 栗毛 生年月日　2014年5月4日

青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 北海道：2019/06/26～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 佐賀：2019/12/15～　11戦0勝（2着1回、3着3回） 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町

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 南関東：2020/11/09～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　21,501,000円

地方収得賞金　4,067,000円 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 7R 東海：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 1枠1番 南関東：2017/07/26～　35戦9勝（2着4回、3着2回）

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） アークザゴールド 調教師　田邊陽一（川崎）

南関東：2018/11/26～　40戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　（有）トニーステーブル 11R

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 2枠2番

5R 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

4枠4番 母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

アラレチャン 調教師　宇野木博徳（浦和） 地方収得賞金　5,645,000円 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

牝6歳 馬主　太田匡哉 北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

鹿毛 生年月日　2015年4月5日 南関東：2018/11/15～　20戦2勝（2着1回、3着1回） 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　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 北海道：2020/04/23～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　21,415,000円

母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 南関東：2020/08/10～　3戦0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　3,332,000円 南関東：2018/12/20～　19戦4勝（2着3回、3着3回）

北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 9R ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着

南関東：2017/12/12～　49戦0勝（2着1回、3着5回） 5枠5番 5枠5番

8枠10番 フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） マコトハインケル 調教師　加藤誠一（川崎）

シンキングタイム 調教師　内田勝義（川崎） 牡7歳 馬主　山口明彦 牡6歳 馬主　山口正行

牝6歳 馬主　佐藤雄司 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 芦毛 生年月日　2015年3月29日

青鹿毛 生年月日　2015年4月14日 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦 父　マコトスパルビエロ 生産牧場　出口繁夫

父　ヴァーミリアン 生産牧場　浜口牧場 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町 母　マコトジョワイユー（父　フジキセキ） 産地　様似町

母　ヤマサカントリー（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 地方収得賞金　15,119,000円 地方収得賞金　25,525,000円

地方収得賞金　3,868,000円 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回） 北海道：2017/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/07/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回） 岩手：2017/09/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回） JRA：2018/02/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/21～　59戦3勝（2着4回、3着3回） 岩手：2018/06/10～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

南関東：2018/03/02～　23戦0勝（2着0回、3着2回） 8枠10番 東海：2019/02/13～　13戦2勝（2着6回、3着2回）

◆2017　園田プリンセスカップ［園田］　2着 パラダイムチェンジ 調教師　今井輝和（川崎） 南関東：2019/11/01～　12戦6勝（2着2回、3着0回）

牡4歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング ◆2018　オパールC［盛岡］　2着

鹿毛 生年月日　2017年1月26日 8枠9番

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド ワグナーコーヴ 調教師　岡林光浩（船橋）

母　ヴイプラド（父　Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ） 産地　新ひだか町 セン6歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　6,943,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年5月1日

北海道：2019/05/15～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 父　マンハッタンカフェ 生産牧場　社台ファーム

南関東：2019/12/19～　14戦2勝（2着1回、3着3回） 母　レイクサイドカップ（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　千歳市

◆2020　ブルーバードC［船橋］　3着 地方収得賞金　35,275,000円

北海道：2017/06/21～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/12/30～　18戦5勝（2着3回、3着2回）

◆2018　'18雲取賞［大井］　1着

◆2018　京浜盃［大井］　2着

12R

3枠4番

セントサレディー 調教師　武井和実（川崎） 

牝5歳 馬主　杉浦和也

黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日

父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場

母　エイシンルンルン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　5,076,000円

北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

東海：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/02/14～　37戦0勝（2着2回、3着3回）

◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着

3/1(月) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
２着

●今週のダートグレード競走

3/4(木) 川崎競馬場

第67回エンプレス杯
4歳以上オープン牝馬・JpnⅡ ダート2,100ｍ

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♪


