
2R 6R 9R

3枠3番 5枠6番 3枠3番

ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） サプライズドルチェ 調教師　平田正一（川崎）

牝6歳 馬主　門別敏朗 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 牝4歳 馬主　吉岡廣樹

栗毛 生年月日　2015年5月14日 鹿毛 生年月日　2017年4月7日 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日

父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　大典牧場

母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　5,144,000円 地方収得賞金　2,475,000円 地方収得賞金　4,555,000円

北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/05/22～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/01/26～　43戦1勝（2着1回、3着1回） 岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/19～　13戦2勝（2着0回、3着1回）

5枠5番 南関東：2020/01/30～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 8枠12番

ニットウナナ 調教師　林隆之（川崎） ビリージーン 調教師　田邊陽一（川崎）

牝6歳 馬主　藤井謙 7R 牝4歳 馬主　酒井孝敏

黒鹿毛 生年月日　2015年5月21日 1枠1番 栗毛 生年月日　2017年4月30日

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　日東牧場 ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　ニットウコメット（父　ミホノブルボン） 産地　浦河町 牝5歳 馬主　（有）新生ファーム 母　ハニーバニー（父　メイショウボーラー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　4,386,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年1月31日 地方収得賞金　4,055,000円

北海道：2018/06/12～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム 北海道：2019/06/13～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/22～　13戦2勝（2着4回、3着4回） 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 南関東：2019/12/20～　18戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　11,912,500円

3R 北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 11R　椿（つばき）賞（クラウンカップTR）

2枠2番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回） 4枠4番

ドルドルエイト 調教師　高月賢一（川崎） 南関東；2018/12/31～　22戦3勝（2着2回、3着0回） フォルベルール 調教師　久保秀男（川崎）

牡6歳 馬主　人見塁 ◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着 牡3歳 馬主　八嶋長久

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 ◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着 黒鹿毛 生年月日　2018年5月6日

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 3枠3番 父　ベルシャザール 生産牧場　グランド牧場

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 カゼノウタ 調教師　宇野木博徳（浦和） 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　4,810,000円 牝6歳 馬主　柏木一則 地方収得賞金　2,755,000円

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 鹿毛 生年月日　2015年5月9日 北海道：2020/05/14～　12戦0勝（2着4回、3着1回）

南関東：2018/11/26～　24戦4勝（2着3回、3着0回） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　柏木一則 南関東：2020/11/09～　3戦0勝（2着2回、3着1回）

母　マイネヴィント（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 5枠6番

4R 地方収得賞金　13,342,000円 ノートウォージー 調教師　藤田輝信（大井）

4枠4番 北海道：2017/06/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　吉田照哉

ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋） 岩手：2018/04/16～　11戦3勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2018年4月22日

牡5歳 馬主　西村專次 南関東：2019/03/25～　23戦6勝（2着2回、3着3回） 父　ノヴェリスト 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

栗毛 生年月日　2016年3月25日 4枠4番 母　ノブレスオブリッジ（父　サンデーサイレンス） 産地　白老町

父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 地方収得賞金　7,385,000円

母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町 牝5歳 馬主　千田裕美 北海道：2020/05/28～　6戦3勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,076,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月7日 南関東：2020/11/20～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム 6枠9番

南関東：2020/01/27～　19戦1勝（2着2回、3着3回） 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町 リコーシンザン 調教師　久保秀男（川崎）

地方収得賞金　12,475,000円 牡3歳 馬主　土橋正雄

5R 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2018年5月13日

5枠5番 南関東：2018/10/23～　31戦1勝（2着4回、3着6回） 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） ◆2019　'19桃花賞［大井］　3着 母　リコーシルエット（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

牡4歳 馬主　蓑島竜一 7枠7番 地方収得賞金　5,340,000円

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 北海道：2020/06/18～　9戦2勝（2着4回、3着0回）

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 牝6歳 馬主　（有）木村牧場 南関東：2021/02/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 8枠13番

地方収得賞金　2,400,000円 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場 ニヨドスマイル 調教師　岩本洋（川崎）

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 牡3歳 馬主　西森鶴

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　14,606,000円 黒鹿毛 生年月日　2018年3月29日

南関東：2019/12/11～　14戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　宝寄山拓樹

7枠10番 南関東：2017/10/26～　53戦3勝（2着5回、3着3回） 母　ビッグスマイル（父　タニノギムレット） 産地　日高町

アミン 調教師　冨田敏男（浦和） 地方収得賞金　5,255,000円

牝4歳 馬主　冨田藤男 8R 北海道：2020/05/21～　11戦2勝（2着2回、3着3回）

栗毛 生年月日　2017年3月13日 4枠5番 南関東：2020/12/18～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 エムオーアタック 調教師　高月賢一（川崎）

母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 牡3歳 馬主　大浅貢

地方収得賞金　2,700,000円 鹿毛 生年月日　2018年5月31日

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 父　モンテロッソ 生産牧場　門別牧場

南関東：2019/11/05～　26戦0勝（2着0回、3着4回） 母　エムオープリズム（父　バトルプラン） 産地　日高町

地方収得賞金　4,075,000円

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2020/07/08～　7戦1勝（2着0回、3着3回）

1R　⑨チェリーフオール　⑩パピン 南関東：2020/12/15～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

2R　⑦サカベンタロー 6枠9番

3R　⑩イリア ジャイマオウリボン 調教師　伊藤滋規（船橋）

4R　⑥ブラックトリガー　⑩クラトキン 牝3歳 馬主　田中大

6R　②ドリームリン　④スターインステルス　⑤アアラヴァ 鹿毛 生年月日　2018年4月24日

7R　⑦ラピッドフロウ　⑪ミニスター　⑫エイシンピストン 父　ローエングリン 生産牧場　近藤牧場

8R　③チョロ　④エムティモナ　⑥フレイムフォース 母　メイショウグレイス（父　グラスワンダー） 産地　浦河町

　　　⑧チェリージャーマン 地方収得賞金　3,955,000円

9R　③マルメロ　⑧トラノパワー　⑪エイシントカチ 北海道：2020/05/21～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

11R　⑥サージュ 南関東：2020/10/26～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

3/3(水) 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

前走
３着

前走
１着

応援よろしくお願いします♪


