
1R 5R 10R

6枠7番 2枠2番 5枠5番

アテナ 調教師　高月賢一（川崎） ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋） プリマステラ 調教師　佐藤博紀（川崎）

牝2歳 馬主　福原聡 牡5歳 馬主　西村專次 牝3歳 馬主　原久美子

鹿毛 生年月日　2019年3月15日 栗毛 生年月日　2016年3月25日 鹿毛 生年月日　2018年4月1日

父　アジアエクスプレス 生産牧場　有限会社大作ステーブル 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 父　フリオーソ 生産牧場　ファーミングヤナキタ

母　エレクティオン（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町 母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町 母　トゥモローカフェ（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町

地方収得賞金　815,000円 地方収得賞金　6,198,000円 地方収得賞金　9,054,000円

北海道：2021/05/27～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2020/06/11～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

7枠8番 南関東：2020/01/27～　33戦2勝（2着6回、3着3回） 佐賀：2020/08/30～　25戦5勝（2着6回、3着4回）

フリーホースパーク 調教師　久保秀男（川崎） 6枠6番 ◆2020　カペラ賞［佐賀］　1着

牡2歳 馬主　福岡純一 プレミアムプリモ 調教師　平山真希（浦和） ◆2021　佐賀皐月賞［佐賀］　2着　　◆2021　花吹雪賞［佐賀］　2着

栗毛 生年月日　2019年4月5日 牝4歳 馬主　杉浦和也 ◆2021　佐賀ユースC［佐賀］　3着

父　バンブーエール 生産牧場　浅川牧場 栗毛 生年月日　2017年5月15日 7枠8番

母　パラドーロ（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 ニヨドスマイル 調教師　岩本洋（川崎）

地方収得賞金　605,000円 母　プリモスペシャル（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　西森鶴

北海道：2021/06/03～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,655,000円 黒鹿毛 生年月日　2018年3月29日

7枠9番 北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　宝寄山拓樹

ビービーアリオン 調教師　山崎尋美（川崎） 南関東：2019/12/24～　17戦2勝（2着2回、3着1回） 母　ビッグスマイル（父　タニノギムレット） 産地　日高町

牝2歳 馬主　（有）坂東牧場 地方収得賞金　9,420,000円

鹿毛 生年月日　2019年5月14日 6R 北海道：2020/05/21～　11戦2勝（2着2回、3着3回）

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　坂東牧場 7枠10番 南関東：2020/12/18～　14戦1勝（2着1回、3着3回）

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 ジャイマオウリボン 調教師　伊藤滋規（船橋） ◆2021　椿賞［川崎］　2着

地方収得賞金　735,000円 牝3歳 馬主　田中大

北海道：2021/06/16～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018年4月24日 11R

父　ローエングリン 生産牧場　近藤牧場 7枠10番

2R 母　メイショウグレイス（父　グラスワンダー） 産地　浦河町 レディブラウン 調教師　原三男（川崎）

3枠3番 地方収得賞金　4,630,000円 牝3歳 馬主　藤元厚雄

ブレイブゼウス 調教師　山田質（川崎） 北海道：2020/05/21～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 青鹿毛 生年月日　2018年5月11日

牡2歳 馬主　下川欣一 南関東：2020/10/26～　14戦1勝（2着0回、3着2回） 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム

黒鹿毛 生年月日　2019年3月2日 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 7R 地方収得賞金　15,185,000円

母　サクラベッシー（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 2枠2番 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　2,475,000円 ジェットストリーム 調教師　山崎尋美（川崎） 南関東：2020/12/17～　13戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着2回、3着1回） 牝5歳 馬主　谷岡真喜 ◆2020　リリーC［門別］　2着

南関東：2021/11/10～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年4月25日 7枠11番

8枠11番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡スタット パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

タイセイエミネント 調教師　内田勝義（川崎） 母　サクラスウィープ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町 牡8歳 馬主　杉浦和也

牡2歳 馬主　田中成奉 地方収得賞金　8,929,000円 栗毛 生年月日　2013年3月29日

鹿毛 生年月日　2019年3月12日 北海道：2018/05/22～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

父　ディスクリートキャット 生産牧場　田端牧場 南関東：2019/01/29～　27戦3勝（2着3回、3着6回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

母　ミガット（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 6枠6番 地方収得賞金　32,691,000円 中央収得賞金　1,800,000円

地方収得賞金　2,000,000円 マナモクプニ 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

北海道：2021/08/04～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　佐藤弘樹 　うちJRA参戦：1戦0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） 芦毛 生年月日　2017年4月2日 JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

3R 母　ホワイトホーネット（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　新冠町 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 地方収得賞金　7,463,000円 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

サンドビューティ 調教師　山崎尋美（川崎） 北海道：2019/05/22～　13戦3勝（2着5回、3着2回） 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

牝4歳 馬主　谷岡真喜 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

鹿毛 生年月日　2017年4月9日 南関東：2020/12/01～　6戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/01/15～　36戦1勝（2着1回、3着7回）

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 北海道：2021/05/26～　9戦1勝（2着3回、3着1回）

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 南関東：2021/12/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　2,838,000円 ◆2019　フルールC［門別］　3着 2R　⑦ネイチャーズサン　⑨ハッピーアロー

北海道：2019/08/15～　13戦4勝（2着0回、3着1回） 8枠10番 3R　①スマイルパートナー　④テットアヴァンセ　⑥ミネヴィーノ

南関東：2021/01/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） ボルドーヴェルチュ 調教師　武井和美（川崎） 　　　⑨ライラックベルン　⑩カマポコショクニン

6枠7番 牝4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 7R　⑨スターオブホープ

ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 8R　②ピーチリキュール

牝6歳 馬主　冨田藤男 父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 9R　⑦ホワイトパス　⑩ファッベラ

青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 10R　⑨アップバング　⑩ダンストンレガーメ

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 地方収得賞金　5,303,000円

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 北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　4,067,000円 笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2019/11/21～　9戦0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） 北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 岩手：2020/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/26～　52戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/01/07～　15戦0勝（2着3回、3着0回）

◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着

4R 8枠11番

1枠1番 アーガイルピンク 調教師　稲益貴弘（船橋）

グレル 調教師　岩本洋（川崎） 牝3歳 馬主　谷岡康成

牝3歳 馬主　大久保和夫 栗毛 生年月日　2018年3月25日

栗毛 生年月日　2018年3月26日 父　ストロングリターン 生産牧場　谷岡牧場

父　ノボジャック 生産牧場　西野春樹 母　ミスウインストン（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町

母　ダイメイジュエリー（父　キャプテンスティーヴ） 産地　日高町 地方収得賞金　5,830,000円

地方収得賞金　3,215,000円 北海道：2020/07/23～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2020/08/19～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2020/11/20～　8戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2020/12/15～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

12/13(月) 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

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

前走
１着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


