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3枠3番 5枠6番 4枠5番

エムオーポケット 調教師　高月賢一（川崎） シャウト 調教師　山崎裕也（川崎） ラッキードリーム 調教師　池田孝（川崎）

牡3歳 馬主　大浅貢 牝4歳 馬主　近藤秀典 牡4歳 馬主　永谷友一郎

鹿毛 生年月日　2019年3月27日 鹿毛 生年月日　2018年4月12日 鹿毛 生年月日　2018年5月9日

父　トーセンジョーダン 生産牧場　門別牧場 父　マクフィ 生産牧場　松田牧場 父　シニスターミニスター 生産牧場　谷岡牧場

母　エムオープラチナ（父　ヨハネスブルグ） 産地　日高町 母　ラルティスタ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 母　サクラスリール（父　ファンタスティックライト） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,015,000円 地方収得賞金　4,107,000円 地方収得賞金　60,200,000円

北海道：2021/05/25～　12戦0勝（2着4回、3着1回） 北海道：2020/06/18～　5戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/05/26～　11戦7勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 東海：2021/05/21～　5戦3勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 南関東：2021/10/13～　3戦1勝（2着2回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ビービーアリオン 調教師　山崎尋美（川崎） ◆2021　けやき杯［名古屋］　3着 ◆2021　王冠賞［門別］　1着　　◆2021　北海優駿［門別］　1着

牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 6枠8番 ◆2021　北斗盃［門別］　1着　　◆2020　JBC2歳優駿［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2019年5月14日 ジャイマオウリボン 調教師　伊藤滋規（船橋） ◆2020　サッポロクラシックC［門別］ 1着

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　坂東牧場 牝4歳 馬主　田中大 4枠6番

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 鹿毛 生年月日　2018年4月24日 フレッチャビアンカ 調教師　川島正一（船橋）

地方収得賞金　975,000円 父　ローエングリン 生産牧場　近藤牧場 牡5歳 馬主　大久保和夫

北海道：2021/06/16～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 母　メイショウグレイス（父　グラスワンダー） 産地　浦河町 芦毛 生年月日　2017年3月30日

南関東：2021/12/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,630,000円 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　シンボリ牧場

8枠9番 北海道：2020/05/21～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 母　スイートスズラン（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町

フリーホースパーク 調教師　久保秀男（川崎） 南関東：2020/10/26～　15戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　77,205,000円

牡3歳 馬主　福岡純一 北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

栗毛 生年月日　2019年4月5日 8R 南関東：2020/01/09～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

父　バンブーエール 生産牧場　浅川牧場 6枠8番 岩手：2020/03/20～　8戦5勝（2着2回、3着1回）

母　パラドーロ（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 アウタースペース 調教師　八木仁（川崎） 南関東：2021/03/16～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　765,000円 牡4歳 馬主　小橋亮太 ◆2021　東京記念［大井］　1着　　◆2020　ダービーグランプリ［盛岡］　1着

北海道：2021/06/03～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2018年3月5日 ◆2020　不来方賞［盛岡］　1着　　◆2020　東北優駿［盛岡］　1着

南関東：2021/12/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム ◆2020　スプリングC［水沢］　1着　　◆2020　奥州弥生賞［水沢］　1着

母　ハタノシュヴァリエ（父　ディープスカイ） 産地　日高町 ◆2020　北上川大賞典［水沢］　2着　　◆2020　ダイヤモンドC［水沢］　2着

3R 地方収得賞金　5,055,000円 ◆2020　桐花賞［水沢］　3着

5枠5番 北海道：2020/05/20～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 5枠7番

タイセイエミネント 調教師　内田勝義（川崎） 東海：2020/10/22～　7戦1勝（2着2回、3着2回） トランセンデンス 調教師　小久保智（浦和）

牡3歳 馬主　田中成奉 兵庫：2021/02/24～　7戦2勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　徳原英修

鹿毛 生年月日　2019年3月12日 南関東：2021/07/28～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018年2月25日

父　ディスクリートキャット 生産牧場　田端牧場 父　トランセンド 生産牧場　藤本ファーム

母　ミガット（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 10R 母　タントタント（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

地方収得賞金　2,000,000円 2枠2番 地方収得賞金　77,930,000円

北海道：2021/08/04～　4戦1勝（2着0回、3着0回） ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 北海道：2020/06/10～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡6歳 馬主　（同）クイック・ホールディングス 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年3月11日 南関東：2021/01/07～　8戦2勝（2着2回、3着0回）

8枠8番 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場 ◆2021　羽田盃［大井］　1着　　◆2021　ニューイヤーC［浦和］　1着

フィティアンガ 調教師　林隆之（川崎） 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 ◆2021　戸塚記念［川崎］　2着　　◆2021　雲取賞［大井］　2着

セン3歳 馬主　伊達泰明 地方収得賞金　17,738,000円 ◆2020　JBC2歳優駿［門別］　2着　　◆2020　サッポロクラシックC［門別］　2着

芦毛 生年月日　2019年2月18日 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

父　ラニ 生産牧場　サンシャイン牧場 南関東：2018/12/17～　51戦3勝（2着5回、3着3回）

母　ショーピース（父　スクリーンヒーロー） 産地　日高町 8枠12番 12R

地方収得賞金　2,488,000円 ニヨドスマイル 調教師　岩本洋（川崎） 4枠6番

北海道：2021/04/29～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 牡4歳 馬主　西森鶴 シンキングタイム 調教師　内田勝義（川崎） 

南関東：2021/10/14～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018年3月29日 牝7歳 馬主　佐藤雄司

8枠9番 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　宝寄山拓樹 青鹿毛 生年月日　2015年4月14日

アテナ 調教師　高月賢一（川崎） 母　ビッグスマイル（父　タニノギムレット） 産地　日高町 父　ヴァーミリアン 生産牧場　浜口牧場

牝3歳 馬主　福原聡 地方収得賞金　11,820,000円 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

鹿毛 生年月日　2019年3月15日 北海道：2020/05/21～　11戦2勝（2着2回、3着3回） 地方収得賞金　6,788,000円

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 南関東：2020/12/18～　15戦2勝（2着1回、3着3回） 北海道：2017/07/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

母　エレクティオン（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町 ◆2021　椿賞［川崎］　2着 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,415,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2021/05/27～　10戦1勝（2着1回、3着1回） ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 南関東：2018/03/02～　31戦3勝（2着1回、3着3回）

南関東：2021/12/13～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 園田1R　③クァンタムリープ ◆2017　園田プリンセスカップ［園田］　2着

　　　3R　⑨ジュリエットラブ 7枠11番

5R 　　　5R　③ブライダルクイーン ラピッドフロウ 調教師　今井輝和（川崎）

5枠5番 　　　6R　③マンタナ 牝4歳 馬主　門別敏朗

ミステリーパワー 調教師　村田順一（川崎） 　　　8R　⑪プレミアムレイ 鹿毛 生年月日　2018年3月1日

牡4歳 馬主　吉武章 　　　9R　②ブラックアピス 父　ベルシャザール 生産牧場　門別敏朗

鹿毛 生年月日　2018年3月25日 　　12R　⑨メイショウヤワラギ 母　エーシンラピッド（父　クロフネ） 産地　日高町

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　浅川牧場 ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 地方収得賞金　1,863,000円

母　パラドーロ（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 園田5R　⑦シェナオセロ 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　2,915,000円 　　10R　⑦ステイグリーン 兵庫：2020/12/10～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2020/04/15～　14戦1勝（2着2回、3着4回） 北海道：2021/04/14～　10戦1勝（2着3回、3着2回）

南関東：2020/12/15～　18戦0勝（2着1回、3着0回） ●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手 南関東：2021/11/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

佐賀3R　②クロステイア

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　5R　③パドマーワト

1R　②チェリースイス　⑨コマルナディケイド 　　　6R　③リオアビセオ

2R　①ハッピーアロー 　　　7R　⑦ファインキャプテン

4R　⑦クレンアストロ 　　　8R　⑧セキトバノゴトク

6R　⑨ソイギネー 　　10R　④スペシャルボス

7R　⑦エイシンミチバシリ 　　11R　⑨イケノオテンチャン

8R　④フレアリングスター　⑦リックプンバ ※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、園田・佐賀競馬の場外発売はございません。

9R　②エルポデール　⑩ルミナスアロー

10R第47回金杯　⑤カクテルライト　⑥クロールキック

1/3(月) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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◎期間限定騎乗について

松井 伸也騎手
■騎乗予定期間：

2022/01/03～02/13

■所属予定先：

渡辺 博文厩舎（佐賀）

応援よろしくお願いします！


