
1R 7R 11R　第72回全日本2歳優駿〔JpnⅠ〕

8枠11番 6枠9番 2枠2番

グリンヴァ 調教師　山田質（川崎） ヤマノプレミアム 調教師　藤原智行（浦和） プライルード 調教師　藤田輝信（大井）

牝3歳 馬主　（有）槇本牧場 牡5歳 馬主　山口明彦 牡2歳 馬主　（有）キャロットファーム

鹿毛 生年月日　2018年2月22日 鹿毛 生年月日　2016年3月19日 青鹿毛 生年月日　2019年4月12日

父　ローエングリン 生産牧場　槇本牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 父　ラブリーデイ 生産牧場　ノーザンファーム

母　ガルノーヴァ（父　スタチューオブリバティ） 産地　日高町 母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町 母　アンソロジー（父　サクラバクシンオー） 産地　安平町

地方収得賞金　1,241,000円 地方収得賞金　9,567,000円 地方収得賞金　11,460,000円

北海道：2020/07/02～　18戦2勝（2着1回、3着3回） 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：2021/05/20～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2019/01/16～　15戦2勝（2着0回、3着3回） 南関東：2021/11/25～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

3R 北海道：2020/04/22～　25戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

8枠11番 ◆2021　イノセントC［門別］　2着　　◆2021　栄冠賞［門別］　2着

ニットウナナ 調教師　林隆之（川崎） 9R ◆2021　兵庫ジュニアグランプリ［園田］　3着

牝6歳 馬主　藤井謙 4枠4番 3枠3番

黒鹿毛 生年月日　2015年5月21日 アングラン 調教師　林隆之（川崎） ナッジ 調教師　田中正二（北海道）

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　日東牧場 牝3歳 馬主　伊達泰明 牡2歳 馬主　和田博美

母　ニットウコメット（父　ミホノブルボン） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2018年2月1日 鹿毛 生年月日　2019年3月21日

地方収得賞金　7,066,000円 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　フェノーメノ 生産牧場　信田牧場

北海道：2018/06/12～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 母　エーシンジョイフル（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町

南関東：2018/11/22～　19戦5勝（2着4回、3着5回） 地方収得賞金　10,815,000円 地方収得賞金　17,660,000円

北海道：2020/05/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/13～　9戦4勝（2着2回、3着1回）

4R 南関東：2020/11/03～　13戦3勝（2着3回、3着0回） ◆2021　サンライズC［門別］　1着

1枠1番 5枠5番 ◆2021　JBC2歳優駿［門別］　2着

ドルドルエイト 調教師　高月賢一（川崎） クモキリ 調教師　甲田悟史（川崎） 5枠7番

牡6歳 馬主　人見塁 牝4歳 馬主　平賀眞吾 バウチェイサー 調教師　新子雅司（兵庫）

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 鹿毛 生年月日　2017年4月12日 牡2歳 馬主　渡部賢治

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明 栗毛 生年月日　2019年3月10日

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 父　エスポワールシチー 生産牧場　坪田晃宜

地方収得賞金　6,410,000円 地方収得賞金　10,635,000円 母　エンジェルズソング（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　7,857,000円

南関東：2018/11/26～　33戦5勝（2着4回、3着1回） 南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/04/29～　7戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 北海道：2020/07/30～　3戦3勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2021/10/20～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

シンキングタイム 調教師　内田勝義（川崎） 南関東：2020/12/16～　12戦3勝（2着4回、3着1回） 7枠11番

牝6歳 馬主　佐藤雄司 シルトプレ 調教師　櫻井拓章（北海道）

青鹿毛 生年月日　2015年4月14日 10R 牡2歳 馬主　原久美子

父　ヴァーミリアン 生産牧場　浜口牧場 5枠8番 栗毛 生年月日　2019年4月29日

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 グローリアスライブ 調教師　高月賢一（川崎） 父　ワールドエース 生産牧場　藤原牧場

地方収得賞金　6,788,000円 牝5歳 馬主　日下部勝徳 母　エアディケム（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町

北海道：2017/07/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年4月20日 地方収得賞金　18,847,000円

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　有限会社大作ステーブル 北海道：2021/07/01～　5戦4勝（2着0回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ルーマードダイヤ（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/03/02～　30戦3勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　11,855,000円 ◆2021　鎌倉記念［川崎］　1着

◆2017　園田プリンセスカップ［園田］　2着 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 8枠14番

8枠12番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） モリデンブラック 調教師　桧森邦夫（北海道）

アキコノユメヲ 調教師　久保勇（川崎） 南関東：2019/01/01～　19戦2勝（2着3回、3着4回） 牡2歳 馬主　森田芳男

牝4歳 馬主　（株）リアライズ 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2019年2月28日

栗毛 生年月日　2017年5月31日 ◆2019　留守杯日高賞［水沢］　1着 父　トゥザワールド 生産牧場　トモファーム

父　オーシャンブルー 生産牧場　西村和夫 ◆2019　ハヤテスプリント［盛岡］　2着 母　ヒラリータイザン（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

母　プリティロマンサー（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 6枠10番 地方収得賞金　7,455,000円

地方収得賞金　2,952,000円 ビービービルダー 調教師　武井和実（川崎） 北海道：2021/04/21～　7戦2勝（2着0回、3着2回）

北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/10/03～　29戦1勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2018年4月30日 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ワンダーアキュート 生産牧場　坂東牧場 ◆2021　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

5R 母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町 ◆2021　南部駒賞［盛岡］　3着

1枠1番 地方収得賞金　7,590,000円

ボウトロイ 調教師　岩本洋（川崎） 北海道：2020/08/06～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 12R

牡3歳 馬主　西森鶴 南関東：2020/11/09～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 5枠7番

栗毛 生年月日　2018年3月22日 北海道：2021/08/25～　4戦0勝（2着1回、3着1回） ショウキ 調教師　甲田悟史（川崎）

父　ストロングリターン 生産牧場　ヴェルサイユファーム株式会社 南関東：2021/11/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　（株）フクキタル

母　ゴールドポイント（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 8枠14番 栗毛 生年月日　2018年1月17日

地方収得賞金　6,980,000円 ビービーリバイブ 調教師　張田京（船橋） 父　フリオーソ 生産牧場　パカパカファーム

北海道：2020/06/18～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町

南関東：2020/12/14～　10戦1勝（2着3回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年5月10日 地方収得賞金　3,300,000円

4枠4番 父　カジノドライヴ 生産牧場　賀張三浦牧場 北海道：2020/05/20～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

エムオーアタック 調教師　高月賢一（川崎） 母　ビービーオドラント（父　ステイゴールド） 産地　日高町 南関東：2020/11/09～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　大浅貢 地方収得賞金　7,805,000円

鹿毛 生年月日　2018年5月31日 北海道：2020/08/12～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

父　モンテロッソ 生産牧場　門別牧場 南関東：2020/11/30～　15戦1勝（2着3回、3着0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　5,825,000円 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
北海道：2020/07/08～　7戦1勝（2着0回、3着3回） 川崎11R　⑭モリデンブラック

南関東：2020/12/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 1R　⑤プリティア

1R　⑥ミックスベリー 2R　④ソラモトベルハズ

4R　①モリデンマグマ　⑨ズイーガー 6R　⑤スーパーウインド　⑧ムーンライトキッス

5R　③トーアマリアンヌ 7R　④レコパンサムライ

6R　①ヒートアップ　⑨モーニングサクラ 8R　①エイシンクレモナ　②エイシンヌウシペツ　④キングレジェンド

8R　⑨アンデサイト 　　　⑤マックスレジェンド　⑥ヴィタフェリーチェ

9R　②モーニングフジ　⑧モスコミュール 10R　⑨エイノスケ

10R　④ガーネットノーム 11R　②イッチョウ　④エイシンヒビキ

12R　③ボーイッシュガール　⑩イヴリーヌ　

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手
笠松1R　⑥ミックスベリー ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
　　　2R　③ゼンダンラット 園田3R　⑧クリノキコウシ

　　　5R　⑨コスモマイディア 　　　6R　⑩キョウトブッサ

　　　6R　⑥チュウワファースト 　　　8R　⑤マックスレジェンド

　　　7R　⑧ヤマニンシレーナ 　　10R　⑩ウインエスキース

　　　9R　⑥アドミラルティ ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
　　10R　⑤カクリョウ 園田3R　⑤ペイシャスムーズ

　　11R　①ジャポニズム 　　　6R　⑤スーパーウインド

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 　　　8R　①エイシンクレモナ

笠松5R　⑤ニューヨークキャプ 　　12R　⑥メイショウマグワシ

　　　6R　②ベッロコルサ

　　　7R　④ハーディン

12/15(水) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬
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前走
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ホッカイドウ競馬

所 属

川崎１１Ｒ・全日本２歳優駿に

ホッカイドウ競馬から３頭が出走！

応援よろしくお願いします♪


