
1R 3R 9R

1枠1番 6枠6番 3枠3番

サンダーゼウス 調教師　高月賢一（川崎） ブエラプーラ 調教師　高月賢一（川崎） ラピッドフロウ 調教師　今井輝和（川崎）

牡2歳 馬主　谷岡真喜 牝2歳 馬主　（株）ＹＧＧホースクラブ 牝3歳 馬主　門別敏朗

鹿毛 生年月日　2019年4月17日 青鹿毛 生年月日　2019年3月3日 鹿毛 生年月日　2018年3月1日

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　サンバマウンテンファーム 父　ベルシャザール 生産牧場　門別敏朗

母　サクラヴァニータ（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 母　ブエラ（父　メイショウサムソン） 産地　日高町 母　エーシンラピッド（父　クロフネ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,102,000円 地方収得賞金　4,540,000円 地方収得賞金　1,863,000円

北海道：2021/07/22～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2021/04/14～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

2枠2番 南関東：2021/11/12～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2020/12/10～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

エムオーポケット 調教師　高月賢一（川崎） 北海道：2021/04/14～　10戦1勝（2着3回、3着2回）

牡2歳 馬主　大浅貢 4R 南関東：2021/11/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2019年3月27日 7枠10番

父　トーセンジョーダン 生産牧場　門別牧場 ハートフルロマン 調教師　今井輝和（川崎） 10R

母　エムオープラチナ（父　ヨハネスブルグ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　戸崎善之 4枠4番

地方収得賞金　1,015,000円 鹿毛 生年月日　2017年4月21日 チークス 調教師　林隆之（川崎） 

北海道：2021/05/25～　12戦0勝（2着4回、3着1回） 父　ショウナンカンプ 生産牧場　稲葉牧場 牝6歳 馬主　佐久間拓士

5枠5番 母　サンマルミッシェル（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2015年5月27日

ノースショアガール 調教師　内田勝義（川崎） 地方収得賞金　932,000円 父　カネヒキリ 生産牧場　村上欽哉

牝2歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 北海道：2019/07/04～　13戦1勝（2着1回、3着2回） 母　ロキロキ（父　プレミアムサンダー） 産地　新冠町

鹿毛 生年月日　2019年4月25日 南関東：2020/09/15～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　16,582,000円

父　ショウナンカンプ 生産牧場　岡田スタツド 北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

母　サマーロコガール（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 5R 東海：2018/03/15～　5戦4勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　720,000円 1枠1番 南関東：2018/12/19～　17戦8勝（2着1回、3着1回）

北海道：2021/06/02～　6戦0勝（2着0回、3着2回） ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） 

南関東：2021/11/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝6歳 馬主　門別敏朗 11R　スパーキングオールスターチャレンジ〔準重賞〕

栗毛 生年月日　2015年5月14日 3枠3番

2R 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） 

1枠1番 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 牡5歳 馬主　上田江吏子

フィティアンガ 調教師　林隆之（川崎） 地方収得賞金　6,200,000円 鹿毛 生年月日　2016年5月20日

セン2歳 馬主　伊達泰明 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 父　パイロ 生産牧場　原口牧場

芦毛 生年月日　2019年2月18日 南関東：2018/01/26～　57戦1勝（2着2回、3着3回） 母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町

父　ラニ 生産牧場　サンシャイン牧場 8枠12番 地方収得賞金　31,105,000円

母　ショーピース（父　スクリーンヒーロー） 産地　日高町 シルバーグラス 調教師　田邊陽一（川崎） 北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,728,000円 牝4歳 馬主　（株）ＴＥＳＯＲＯ 南関東：2019/02/11～　24戦7勝（2着3回、3着1回）

北海道：2021/04/29～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年3月19日 ◆2021　スパーキングプラチナチャレンジ［川崎］　2着

南関東：2021/10/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　トゥザワールド 生産牧場　村上雅規 ◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

5枠5番 母　マルターズガール（父　Ｂｏｓｔｏｎ　Ｈａｒｂｏｒ） 産地　新冠町 ◆'21トワイライトC［浦和］　3着

ポップツッキー 調教師　山崎裕也（川崎） 地方収得賞金　1,115,000円 7枠9番

牡2歳 馬主　橘井広幸 北海道：2019/06/26～　7戦0勝（2着0回、3着1回） クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

芦毛 生年月日　2019年4月14日 岩手：2019/12/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 牡8歳 馬主　伊藤將

父　ラニ 生産牧場　川島正広 金沢：2020/07/26～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

母　テーマソング（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 南関東：2020/11/10～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

地方収得賞金　1,560,000円 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

北海道：2021/05/13～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 6R 地方収得賞金　46,665,000円

南関東：2021/09/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

6枠7番 フォルチェーロ 調教師　久保秀男（川崎） 南関東：2015/12/28～　88戦7勝（2着10回、3着3回）

ヤマイチリリー 調教師　佐藤博紀（川崎） 牝4歳 馬主　八嶋長久 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　坂本肇 栗毛 生年月日　2017年3月2日

青鹿毛 生年月日　2019年3月25日 父　ディープブリランテ 生産牧場　日西牧場 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
父　シルバーステート 生産牧場　笹川大晃牧場 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 3R　④プロージット　⑤コスモサンシャイン

母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 地方収得賞金　2,869,000円 4R　①ステラーポルックス　⑥ラキリン

地方収得賞金　1,625,000円 北海道：2020/04/16～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 6R　②モア

北海道：2021/04/22～　12戦2勝（2着2回、3着1回） 南関東：2020/11/09～　12戦2勝（2着0回、3着1回） 7R　⑥ファンスマイル

8枠10番 6枠7番 8R　②サンドアキュート　⑤ランブラー　⑧ローザルーナ

ハウファアイルゴー 調教師　山崎裕也（川崎） シャウト 調教師　山崎裕也（川崎） 9R　①キョウワグロリア　③シャドーボール

牝2歳 馬主　古谷剛彦 牝3歳 馬主　近藤秀典 10R　⑥ビービーブレイデン

栗毛 生年月日　2019年3月3日 鹿毛 生年月日　2018年4月12日 11R　⑥ナラ　⑦ハナウタマジリ

父　トーセンジョーダン 生産牧場　岡田スタツド 父　マクフィ 生産牧場　松田牧場

母　スピリテッドエアー（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ） 産地　新ひだか町 母　ラルティスタ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 ●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手
地方収得賞金　1,375,000円 地方収得賞金　3,707,000円 笠松1R　①タンホイザー

北海道：2021/07/14～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2020/06/18～　5戦0勝（2着2回、3着1回） 　　　3R　⑥リックシエリ

東海：2021/05/21～　5戦3勝（2着1回、3着1回） 　　　5R　③アイカリトマナカ

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2021/10/13～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 　　　6R　③クリノカッチャン

1R　④ノースヒビキ　⑥ボーダーライン　⑧ユメヲノセテ ◆2021　けやき杯［名古屋］　3着 　　　7R　⑤レーヌ

2R　②タグヤ 　　　9R　⑧ゲンパチボロネーゼ

4R　②トリコロール　④ミラクルキャロット　⑩ソーサレス 7R 　　11R　③ゴルトグルーベ

5R　③マブアロンジェ　⑥シュペルブ 7枠10番 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
6R　⑤スイートティアラ アウタースペース 調教師　八木仁（川崎） 笠松1R　⑦ワイエスリープ

8R　⑥ファイナルネイア 牡3歳 馬主　小橋亮太 　　　3R　②ゲパルド

10R　③スナンビン 黒鹿毛 生年月日　2018年3月5日 　　　9R　③シャドーボール

11R　②ストロングフーヴス　⑨エアースピーダー 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム

母　ハタノシュヴァリエ（父　ディープスカイ） 産地　日高町

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 地方収得賞金　4,935,000円

園田11R　⑧アンバウンディド 北海道：2020/05/20～　9戦0勝（2着1回、3着1回）

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 東海：2020/10/22～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

園田5R　①ニシノカリウド 兵庫：2021/02/24～　7戦2勝（2着0回、3着1回）

　　　6R　⑨マイネルシャテール 南関東：2021/07/28～　8戦0勝（2着0回、3着1回）

　　　8R　⑤ネヴァーエンド

　　11R　⑩クリノガオガオ

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、園田競馬の場外発売はございません。

12/14(火) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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