
2R 7R 10R

4枠4番 6枠7番 4枠4番

シルバーグラス 調教師　田邊陽一（川崎） エムティモナ 調教師　古澤悟（川崎） モリデンスター 調教師　山越光（浦和）

牝5歳 馬主　（株）ＴＥＳＯＲＯ 牝4歳 馬主　（株）門別牧場 牡5歳 馬主　森田芳男

鹿毛 生年月日　2017年3月19日 栗毛 生年月日　2018年4月25日 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

父　トゥザワールド 生産牧場　村上雅規 父　トビーズコーナー 生産牧場　対馬正 父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男

母　マルターズガール（父　Ｂｏｓｔｏｎ　Ｈａｒｂｏｒ） 産地　新冠町 母　サリール（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,115,000円 地方収得賞金　3,833,000円 地方収得賞金　13,075,000円

北海道：2019/06/26～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/05～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

岩手：2019/12/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 金沢：2020/10/11～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　23戦3勝（2着1回、3着0回）

金沢：2020/07/26～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 兵庫：2021/01/06～　13戦2勝（2着2回、3着2回） 5枠5番

南関東：2020/11/10～　10戦0勝（2着0回、3着2回） ブレークオンスルー 調教師　冨田敏男（浦和） 

8枠9番 8R 牡8歳 馬主　冨田藤男

ハートフルロマン 調教師　今井輝和（川崎） 5枠7番 栗毛 生年月日　2014年4月10日

牝5歳 馬主　戸崎善之 ヤマノプレミアム 調教師　藤原智行（浦和） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

鹿毛 生年月日　2017年4月21日 牡6歳 馬主　山口明彦 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

父　ショウナンカンプ 生産牧場　稲葉牧場 鹿毛 生年月日　2016年3月19日 地方収得賞金　24,688,000円 中央収得賞金　7,200,000円

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 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　932,000円 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 JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/07/04～　13戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　9,567,000円 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/09/15～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着3回、3着3回） 南関東：2018/01/31～　38戦3勝（2着5回、3着6回）

南関東：2019/01/16～　15戦2勝（2着0回、3着3回） 7枠7番

3R 北海道：2020/04/22～　25戦1勝（2着0回、3着0回） アングラン 調教師　林隆之（川崎）

2枠2番 南関東：2021/12/15～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　伊達泰明

キューチャン 調教師　内田勝義（川崎） 5枠8番 鹿毛 生年月日　2018年2月1日

牝3歳 馬主　高畑大輔 スーパーローズ 調教師　野口孝（浦和） 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

芦毛 生年月日　2019年3月10日 牝5歳 馬主　岡田義雄 母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

父　ダブルスター 生産牧場　中橋清 鹿毛 生年月日　2017年5月18日 地方収得賞金　11,175,000円

母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町 父　スマートファルコン 生産牧場　友田牧場 北海道：2020/05/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,035,000円 母　クロノグラフ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 南関東：2020/11/03～　14戦3勝（2着3回、3着0回）

北海道：2021/04/14～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　6,917,000円

南関東：2021/12/16～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/30～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 11R　大師（だいし）オープン

6枠7番 兵庫：2019/12/11～　8戦1勝（2着4回、3着1回） 1枠1番

スタイルユアセルフ 調教師　山崎裕也（川崎） 南関東：2020/09/25～　16戦1勝（2着0回、3着1回） バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

牝3歳 馬主　清水剛 7枠12番 牡8歳 馬主　小松芳子

黒鹿毛 生年月日　2019年3月14日 マナカフナ 調教師　牛房榮吉（浦和） 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

父　ベルシャザール 生産牧場　神垣道弘 牝4歳 馬主　吉田勝利 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　エバレット（父　ヴァーミリアン） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2018年5月8日 母　セクシーシューズ（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,000,000円 父　リオンディーズ 生産牧場　ユートピア牧場 地方収得賞金　58,395,000円

北海道：2021/06/23～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

8枠11番 地方収得賞金　3,584,000円 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ブエラプーラ 調教師　高月賢一（川崎） 北海道：2020/06/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/01/18～　39戦3勝（2着1回、3着4回）

牝3歳 馬主　（株）ＹＧＧホースクラブ 東海：2020/09/24～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2019年3月3日 岩手：2021/04/18～　8戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

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 東海：2021/09/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

母　ブエラ（父　メイショウサムソン） 産地　日高町 南関東：2021/10/21～　4戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

地方収得賞金　4,540,000円 ◆2020　秋風ジュニア［笠松］　2着 ◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

北海道：2021/04/14～　8戦2勝（2着1回、3着1回） ◆2020　ジュニアクラウン［笠松］　3着 ◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

南関東：2021/11/12～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ◆'20武蔵国オープン［浦和］　3着　　◆'18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

9R 4枠5番

4R 7枠7番 ファルコンビーク 調教師　内田勝義（川崎）

7枠8番 パラダイムチェンジ 調教師　山越光（浦和） 牡5歳 馬主　吉田勝己

エミーブレイズ 調教師　高月賢一（川崎） 牡5歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 栗毛 生年月日　2017年3月31日

牝3歳 馬主　今井優 鹿毛 生年月日　2017年1月26日 父　スマートファルコン 生産牧場　坂東牧場

鹿毛 生年月日　2019年2月22日 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド 母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町

父　パイロ 生産牧場　荒谷輝和 母　ヴイプラド（父　Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　36,465,000円

母　イガノポポー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　9,558,000円 北海道：2019/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　2,905,000円 北海道：2019/05/15～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2020/02/05～　15戦6勝（2着3回、3着2回）

北海道：2021/06/23～　8戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2019/12/19～　21戦3勝（2着2回、3着3回） ◆2021　フリオーソレジェンドC[船橋]　1着

南関東：2021/12/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2020　ブルーバードC［船橋］　3着 ◆2021　スパーキングマイラーズチャレンジ[川崎]　1着

◆2021　川崎マイラーズ[川崎]　3着

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　①セイヴィアズグリン　③ティアーズインロゼ　⑥パラダイスベルン 12R

2R　②レーヌサージュ　⑥ジオパークルーナ 5枠7番

3R　①ナイフレスト　②パンツァー　④エムオーリボン エック 調教師　水野貴史（浦和） 

　　　⑤アイスラリマー　⑦ワノンミヤビ　⑧フォルエルドラド 牡5歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

4R　⑤サマーサクセション　⑦ライジングサン 鹿毛 生年月日　2017年4月28日

5R　①ネイチャーズサン 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場

7R　⑩ハンセイキ 母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

10R　⑨グローリアステレサ 地方収得賞金　6,355,000円

北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回）

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 南関東：2019/12/04～　40戦1勝（2着3回、3着5回）

園田2R　⑥ロードジャック 7枠12番

　　　5R　⑩タケマルベスト グレル 調教師　岩本洋（川崎）

　　　6R　③スーパーウインド 牝4歳 馬主　大久保和夫

　　10R　⑧ギルランディーナ 栗毛 生年月日　2018年3月26日

　　12R　⑫マンテーニャ 父　ノボジャック 生産牧場　西野春樹

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 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

園田6R　⑤フローラルドリーム 地方収得賞金　3,365,000円

　　　9R　⑪スツーカ 北海道：2020/08/19～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

　　10R　⑥ピコタン 南関東：2020/12/15～　9戦1勝（2着0回、3着0回）

※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。ご了承ください。 8枠14番

ショウキ 調教師　甲田悟史（川崎）

牡4歳 馬主　（株）フクキタル

栗毛 生年月日　2018年1月17日

父　フリオーソ 生産牧場　パカパカファーム

母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町

地方収得賞金　3,465,000円

北海道：2020/05/20～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2020/11/09～　10戦1勝（2着0回、3着1回）

1/2(日) 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

前走
１着

前走
２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♪


