
1R 6R 9R

6枠6番 2枠2番 1枠1番

ヤマイチリリー 調教師　佐藤博紀（川崎） リュウノスターダム 調教師　齊藤敏（船橋） アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

牝3歳 馬主　坂本肇 牡8歳 馬主　蓑島竜一 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

青鹿毛 生年月日　2019年3月25日 鹿毛 生年月日　2014年5月18日 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

父　シルバーステート 生産牧場　笹川大晃牧場 父　ファスリエフ 生産牧場　村上牧場 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 母　ドリームスタート（父　Ｄｉｅｓｉｓ） 産地　新冠町 母　アイシークレット（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　3,525,000円 地方収得賞金　7,705,000円 地方収得賞金　26,615,000円

北海道：2021/04/22～　12戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/05/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2021/12/14～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2016/08/28～　16戦1勝（2着3回、3着2回） 南関東：2018/12/20～　26戦5勝（2着3回、3着3回）

7枠9番 南関東：2017/08/07～　46戦3勝（2着6回、3着4回） ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着

ナチュラルボーン 調教師　内田勝義（川崎） 3枠3番 3枠3番

牡3歳 馬主　吉田照哉 クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

栗毛 生年月日　2019年2月20日 牝9歳 馬主　倉見利弘 牡9歳 馬主　杉浦和也

父　ディスクリートキャット 生産牧場　社台ファーム 栗毛 生年月日　2013年4月30日 栗毛 生年月日　2013年3月29日

母　プリマレジェンド（父　ヴィクトワールピサ） 産地　千歳市 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

地方収得賞金　4,760,000円 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

北海道：2021/04/29～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　8,944,000円 地方収得賞金　33,291,000円 中央収得賞金　1,800,000円

南関東：2021/11/08～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

3R 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 南関東：2016/12/19～　72戦3勝（2着8回、3着3回） 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

サンダーゼウス 調教師　高月賢一（川崎） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　谷岡真喜 7R 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2019年4月17日 2枠2番 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

母　サクラヴァニータ（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 牝7歳 馬主　門別敏朗 南関東：2020/01/15～　38戦1勝（2着1回、3着7回）

地方収得賞金　1,577,000円 栗毛 生年月日　2015年5月14日 7枠7番

北海道：2021/07/22～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

南関東：2021/12/14～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 牡8歳 馬主　倉見利弘

地方収得賞金　6,320,000円 芦毛 生年月日　2014年5月4日

4R 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

3枠3番 南関東：2018/01/26～　58戦1勝（2着2回、3着3回） 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

レッカーベルン 調教師　新井清重（船橋） 8枠11番 地方収得賞金　41,050,000円

牝8歳 馬主　樋口貴士 ドルドルエイト 調教師　高月賢一（川崎） 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2014年2月19日 牡7歳 馬主　人見塁 南関東：2016/12/06～　73戦4勝（2着6回、3着5回）

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　高昭牧場 鹿毛 生年月日　2015年4月7日 ◆'17スターバーストC［大井］　1着

母　マスターチアフル（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町 父　サムライハート 生産牧場　中橋正 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

地方収得賞金　8,679,000円 母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 ◆2019　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

北海道：2016/05/12～　12戦2勝（2着1回、3着5回） 地方収得賞金　6,530,000円 ◆'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

岩手：2016/11/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 8枠8番

南関東：2017/01/26～　56戦1勝（2着5回、3着7回） 南関東：2018/11/26～　34戦5勝（2着4回、3着1回） ワグナーコーヴ 調教師　岡林光浩（船橋）

7枠10番 セン7歳 馬主　吉田照哉

ヤマジュンヒバナ 調教師　宇野木博徳（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月1日

牝5歳 馬主　山下洵一郎 父　マンハッタンカフェ 生産牧場　社台ファーム

鹿毛 生年月日　2017年4月19日 母　レイクサイドカップ（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　千歳市

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　アラキフアーム 地方収得賞金　36,875,000円

母　アラマサローズ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 北海道：2017/06/21～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,125,000円 南関東：2017/12/30～　25戦5勝（2着4回、3着2回）

北海道：2019/05/02～　9戦0勝（2着2回、3着1回） ◆'20武蔵国オープン［浦和］　1着　　◆'18雲取賞［大井］　1着

南関東：2019/11/13～　17戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2018　京浜盃［大井］　2着

8枠12番

サンドビューティ 調教師　山崎尋美（川崎） 11R

牝5歳 馬主　谷岡真喜 3枠4番

鹿毛 生年月日　2017年4月9日 ネクサスエッジ 調教師　小澤宏次（浦和）

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 牝5歳 馬主　水谷昌晃

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 栗毛 生年月日　2017年4月21日

地方収得賞金　3,638,000円 父　メイショウボーラー 生産牧場　オークツリーファーム

北海道：2019/08/15～　13戦4勝（2着0回、3着1回） 母　ベルモンタージュ（父　アフリート） 産地　平取町

南関東：2021/01/14～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　7,790,000円

北海道：2019/07/18～　7戦1勝（2着3回、3着0回）

5R 南関東：2020/02/20～　7戦1勝（2着1回、3着3回）

3枠3番 金沢：2020/07/28～　18戦2勝（2着4回、3着5回）

スマイルジーニアス 調教師　鹿沼良和（浦和） 岩手：2021/09/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

セン7歳 馬主　今中俊平 南関東：2021/12/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年2月10日 ◆2021　金沢クイーン賞［金沢］　2着

父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム ◆2021　報知新聞社杯スーパースプリント賞［金沢］　2着　　◆2020　恋路賞［金沢］　2着

母　スカーレットポピー（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 ◆2020　加賀友禅賞［金沢］　3着　　◆2020　霜月スプリント［金沢］　3着

地方収得賞金　4,535,000円

北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 12R

南関東：2017/11/02～　68戦2勝（2着2回、3着3回） 8枠12番

リンノファンタジー 調教師　川島豊（浦和）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牝4歳 馬主　川上和彦

2R　③ギムオブスターズ　④ファンアンドトーチ 栗毛 生年月日　2018年4月26日

3R　②カサリリー　⑦ボルドーマリー 父　プリサイスエンド 生産牧場 澤井義一

4R　③セサミン 母　アールデコ（父　タイキシャトル） 産地　様似町

6R　⑤ゴールドランチ　⑥ブローディア 地方収得賞金　2,325,000円

9R　①ミオサヴァイブ 北海道：2020/05/27～　5戦0勝（2着2回、3着1回）

11R　①モズザベスト 兵庫：2020/12/22～　12戦2勝（2着0回、3着10）

南関東：2021/08/26～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

1/1(土祝) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
２着

前走
３着

前走
２着

前走
１着

明けましておめでとうございます。

昨年中は実に多くのご支援を賜り、

誠にありがとうございました。
今年もホッカイドウ競馬ならびに

ホッカイドウ競馬の人馬へのご声援を

よろしくお願い申し上げます。

令和四年 元旦

前走
３着


