
1R 9R 11R

2枠2番 3枠3番 1枠1番

シルバーグラス 調教師　田邊陽一（川崎） クモキリ 調教師　甲田悟史（川崎） バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

牝4歳 馬主　（株）ＴＥＳＯＲＯ 牝4歳 馬主　平賀眞吾 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

鹿毛 生年月日　2017年3月19日 鹿毛 生年月日　2017年4月12日 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

父　トゥザワールド 生産牧場　村上雅規 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　マルターズガール（父　Ｂｏｓｔｏｎ　Ｈａｒｂｏｒ） 産地　新冠町 母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 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　555,000円 地方収得賞金　4,670,000円 地方収得賞金　58,395,000円

北海道：2019/06/26～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

岩手：2019/12/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2020/07/26～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/07/30～　3戦3勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/01/18～　33戦3勝（2着1回、3着4回）

南関東：2020/11/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/12/16～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

4R 10R ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

2枠2番 2枠2番 ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

フロンターレ 調教師　今井輝和（川崎） ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） ◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

セン5歳 馬主　八嶋長久 牡5歳 馬主　（同）クイック・ホールディングス ◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

鹿毛 生年月日　2016年3月21日 栗毛 生年月日　2016年3月11日 ◆2020　'20武蔵国オープン［浦和］　3着

父　ロジユニヴァース 生産牧場　小泉牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場 ◆2018　'18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

母　ブランドシャトル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　新冠町 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 2枠2番

地方収得賞金　3,267,000円 地方収得賞金　16,343,000円 ゴーマイウェイ 調教師　佐々木功（船橋） 

北海道：2019/04/18～　14戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　酒井孝敏

南関東：2019/11/17～　15戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/12/17～　34戦3勝（2着5回、3着2回） 青毛 生年月日　2016年3月19日

4枠4番 3枠3番 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） コスモマーヴィ 調教師　河津裕昭（川崎） 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

牝6歳 馬主　大野洋子 牡5歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム 地方収得賞金　27,130,000円

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月14日 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 父　ロージズインメイ 生産牧場　山野牧場 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 母　ブルーファイブ（父　シンコウキング） 産地　新ひだか町 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　6,118,000円 地方収得賞金　14,999,000円 南関東：2019/10/02～　21戦2勝（2着11回、3着2回）

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 4枠4番

南関東：2018/12/19～　32戦3勝（2着1回、3着6回） 南関東：2018/11/28～　30戦3勝（2着2回、3着3回） ホワイトヘッド 調教師　川島正一（船橋）

7枠10番 7枠11番 牡5歳 馬主　吉田勝己

オールマイライフ 調教師　田邊陽一（川崎） イコライザー 調教師　矢野義幸（船橋） 芦毛 生年月日　2016年3月26日

牝7歳 馬主　廣松重信 牡5歳 馬主　（有）新生ファーム 父　ダンカーク 生産牧場　坂東牧場

青毛 生年月日　2014年3月25日 黒鹿毛 生年月日　2016年2月19日 母　ワナビーザベスト（父　ステイゴールド） 産地　平取町

父　ネオユニヴァース 生産牧場　赤石牧場 父　カネヒキリ 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　27,530,000円

母　ドリームヴィーナス（父　ジェイドロバリー） 産地　平取町 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 北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　8,073,000円 地方収得賞金　15,210,000円 南関東：2019/03/20～　19戦2勝（2着5回、3着2回）

北海道：2016/05/19～　11戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/05/09～　8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

南関東：2016/12/30～　48戦4勝（2着1回、3着3回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 5枠6番

南関東：2019/02/11～　20戦5勝（2着4回、3着1回） ピアノマン 調教師　林正人（船橋）

5R ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム

7枠7番 8枠13番 青鹿毛 生年月日　2017年2月14日

フォーギブネス 調教師　平山真希（浦和） ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） 父　ベルシャザール 生産牧場　新生ファーム

牡3歳 馬主　松本光弘 牡5歳 馬主　上田江吏子 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日 鹿毛 生年月日　2016年5月20日 地方収得賞金　21,780,000円

父　エイシンヒカリ 生産牧場　栄進牧場 父　パイロ 生産牧場　原口牧場 北海道：2019/05/22～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町 母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 南関東：2019/08/08～　11戦3勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　1,570,000円 地方収得賞金　17,985,000円 岩手：2020/06/07～　6戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2020/09/23～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2020　やまびこ賞［盛岡］　1着

南関東：2020/12/24～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/02/11～　17戦4勝（2着2回、3着0回） ◆2020　不来方賞［盛岡］　2着　　◆2020　東北優駿［盛岡］　2着

◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着 ◆2020　ダービーグランプリ［盛岡］　3着　　◆2020　北上川大賞典［水沢］　3着

6R 8枠14番 7枠10番

8枠11番 ボンモマン 調教師　林隆之（川崎） クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

デスブロー 調教師　矢野義幸（船橋） 牡4歳 馬主　伊達泰明 牡8歳 馬主　伊藤將

牝3歳 馬主　石瀬丈太郎 鹿毛 生年月日　2017年4月29日 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

芦毛 生年月日　2018年4月7日 父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

父　サウスヴィグラス 生産牧場　ムラカミファーム 母　ビーボーン（父　テンビー） 産地　日高町 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

母　ホワイトプラネット（父　クロフネ） 産地　新冠町 地方収得賞金　11,170,000円 地方収得賞金　44,190,000円

地方収得賞金　3,300,000円 北海道：2019/07/11～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2020/05/27～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/11/18～　15戦2勝（2着2回、3着2回） 南関東：2015/12/28～　72戦7勝（2着9回、3着2回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2020　椿賞［川崎］　2着 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/01/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠13番

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

7R 2R　①レコパンダンカーク　②トイソー　⑧ムグンファ 牡6歳 馬主　山口明彦

5枠6番 　　　⑩スギノデュナミス　 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

トキノマチス 調教師　八木正喜（川崎） 3R　⑤ソラモトベルハズ　⑧ブルックブルックス　⑪ガミラスグレシャス 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

牡4歳 馬主　田中準市 4R　⑨ネイチャークラウド 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

栗毛 生年月日　2017年3月16日 5R　②イスズスカーレット　④サハラファイター 地方収得賞金　38,035,000円

父　キングヘイロー 生産牧場　田渕牧場 6R　⑫ナッチャンカット 北海道：2017/05/24～　13戦3勝（2着3回、3着4回）

母　リマレックス（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 8R　⑥アナザードア　⑪ファルサ 南関東：2017/11/28～　10戦1勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金　3,072,000円 10R　⑫バンローズキングス 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/13～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 11R　⑨ハタノキセキ 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

岩手：2019/09/02～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 12R　②エムザックベルガー　⑤コンドルノユメ　⑦パッションピーチ 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2020/05/12～　12戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着1回、3着4回）

南関東：2019/12/17～　13戦2勝（2着1回、3着0回）

8R ◆2020　金盃［大井］　2着

2枠2番 ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

ヒガシブレーヴ 調教師　久保勇（川崎）

牡4歳 馬主　金野博幸 12R

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 1枠1番

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和）

母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 牡8歳 馬主　藤江勢津男

地方収得賞金　2,909,000円 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日

北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

南関東：2019/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町

岩手：2020/03/20～　17戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　15,046,000円

南関東：2020/12/16～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/11/30～　74戦4勝（2着3回、3着6回）

6枠9番

ハッピーアロー 調教師　新井健児（川崎）

牝5歳 馬主　人見塁

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明

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～　36戦2勝（2着2回、3着0回）

8枠14番

ヤマイチクラウン 調教師　池田孝（川崎）

牡4歳 馬主　坂本肇

黒鹿毛 生年月日　2017年2月18日

父　トゥザワールド 生産牧場　中田浩美

母　ダービーズポケット（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　4,430,000円

北海道：2019/05/16～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/11/14～　11戦1勝（2着0回、3着1回）

3/2(火) 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
３着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

前走
３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♪


