
1R 4R 7R

6枠8番 1枠1番 3枠4番

ハウファアイルゴー 調教師　山崎裕也（川崎） フォルチェーロ 調教師　久保秀男（川崎） サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

牝3歳 馬主　古谷剛彦 牝5歳 馬主　八嶋長久 牡6歳 馬主　吉田照哉

栗毛 生年月日　2019年3月3日 栗毛 生年月日　2017年3月2日 芦毛 生年月日　2016年2月23日

父　トーセンジョーダン 生産牧場　岡田スタツド 父　ディープブリランテ 生産牧場　日西牧場 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

母　スピリテッドエアー（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ） 産地　新ひだか町 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 母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市

地方収得賞金　1,375,000円 地方収得賞金　2,869,000円 地方収得賞金　9,470,000円

北海道：2021/07/14～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2020/04/16～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/09～　14戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/11～　39戦1勝（2着4回、3着8回）

7枠9番 2枠2番 4枠5番

シャイニングツキミ 調教師　佐々木仁（川崎） エイシンキーゼル 調教師　宇野木博徳（浦和） エムティモナ 調教師　古澤悟（川崎）

牝3歳 馬主　伊藤享 牡4歳 馬主　山本将司 牝4歳 馬主　（株）門別牧場

青鹿毛 生年月日　2019年4月25日 鹿毛 生年月日　2018年3月26日 栗毛 生年月日　2018年4月25日

父　オウケンブルースリ 生産牧場　静内杉下牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　栄進牧場 父　トビーズコーナー 生産牧場　対馬正

母　ムーンスケイプ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 母　エイシンイソップ（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 母　サリール（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

地方収得賞金　665,000円 地方収得賞金　1,171,000円 地方収得賞金　3,833,000円

北海道：2021/07/01～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/11/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/05～　6戦1勝（2着1回、3着2回）

8枠12番 高知：2020/12/05～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 金沢：2020/10/11～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

アークデージー 調教師　平田正一（川崎） 佐賀：2021/02/25～　4戦0勝（2着1回、3着2回） 兵庫：2021/01/06～　13戦2勝（2着2回、3着2回）

牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） 北海道：2021/04/28～　11戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2022/01/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2019年6月7日 5枠6番

父　シビルウォー 生産牧場　野島牧場 ルフトバローン 調教師　薮口一麻（浦和） 8R

母　ピンクデージー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　吉田勝利 5枠5番

地方収得賞金　945,000円 黒鹿毛 生年月日　2018年4月29日 スーパーローズ 調教師　野口孝（浦和）

北海道：2021/06/17～　7戦0勝（2着1回、3着2回） 父　ストロングリターン 生産牧場　新生ファーム 牝5歳 馬主　岡田義雄

岩手：2021/11/30～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　サジッタ（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2017年5月18日

地方収得賞金　1,559,000円 父　スマートファルコン 生産牧場　友田牧場

2R 北海道：2020/05/14～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　クロノグラフ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町

4枠4番 岩手：2020/09/12～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,142,000円

アルゴル 調教師　箕輪武（浦和） 兵庫：2021/04/21～　5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）

牡3歳 馬主　（株）ＳＫＴ 佐賀：2021/08/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 兵庫：2019/12/11～　8戦1勝（2着4回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2019年3月16日 東海：2021/10/21～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/09/25～　18戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　中橋清 南関東：2021/01/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　スプリームスー（父　Ｓｐｉｎｎｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ） 産地　新ひだか町 6枠7番 10R

地方収得賞金　990,000円 ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 3枠4番

北海道：2021/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 牝7歳 馬主　大野洋子 トーケンマコット 調教師　山本学（船橋）

南関東：2022/01/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 牝5歳 馬主　トーケンサービス（株）

8枠12番 父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 黒鹿毛 生年月日　2017年2月13日

ビービーアリオン 調教師　山崎尋美（川崎） 母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 父　マジンプロスパー 生産牧場　ハシモトフアーム

牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 地方収得賞金　9,882,000円 母　コヴェンティナ（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町

鹿毛 生年月日　2019年5月14日 北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　11,335,000円

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　坂東牧場 南関東：2018/12/19～　47戦6勝（2着3回、3着7回） 北海道：2019/04/24～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

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 6枠8番 南関東：2019/09/24～　27戦1勝（2着3回、3着6回）

地方収得賞金　975,000円 トロピカリズモ 調教師　古澤悟（川崎） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/06/16～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　佐久間拓士 4枠5番

南関東：2021/12/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018年3月26日 ルチルクォーツ 調教師　水野貴史（浦和）

父　プリサイスエンド 生産牧場　本間牧場 牝4歳 馬主　齋藤秀文

3R 母　ガッテンハピネス（父　チチカステナンゴ） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2018年3月14日

5枠5番 地方収得賞金　1,710,000円 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　下河辺牧場

フリーホースパーク 調教師　久保秀男（川崎） 北海道：2020/04/29～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ウェルカミング（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町

牡3歳 馬主　福岡純一 地方収得賞金　10,305,000円

栗毛 生年月日　2019年4月5日 6R 北海道：2020/07/16～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

父　バンブーエール 生産牧場　浅川牧場 6枠10番 南関東：2020/12/22～　12戦2勝（2着4回、3着2回）

母　パラドーロ（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 フィティアンガ 調教師　林隆之（川崎） 6枠9番

地方収得賞金　1,485,000円 セン3歳 馬主　伊達泰明 ビービービルダー 調教師　武井和実（川崎）

北海道：2021/06/03～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 芦毛 生年月日　2019年2月18日 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

南関東：2021/12/13～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ラニ 生産牧場　サンシャイン牧場 鹿毛 生年月日　2018年4月30日

母　ショーピース（父　スクリーンヒーロー） 産地　日高町 父　ワンダーアキュート 生産牧場　坂東牧場

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　3,328,000円 母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町

1R　②クルードラゴン　⑨メイクスマイル 北海道：2021/04/29～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　7,830,000円

3R　②ギムオブスターズ　⑦ファンアンドトーチ　⑧ボルドーマリー 南関東：2021/10/14～　4戦0勝（2着2回、3着0回） 北海道：2020/08/06～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

4R　⑥セサミン 8枠13番 南関東：2020/11/09～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

7R　④ネイチャーズサン エミーブレイズ 調教師　高月賢一（川崎） 北海道：2021/08/25～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

8R　⑦ブローディア 牝3歳 馬主　今井優 南関東：2021/11/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

9R　①マメビックガール　④ココヒメ　⑤セイシンクリア 鹿毛 生年月日　2019年2月22日

　　　⑧ノブクンブラック　⑨フークリシャール　⑩リンクスターツ 父　パイロ 生産牧場　荒谷輝和 11R

　　　⑪ミーナ 母　イガノポポー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 7枠11番

10R　④ドーベルフラッシュ　⑥ミトノオオイ　⑦ラディーグ 地方収得賞金　5,005,000円 ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 

　　　⑧エイシンハルニレ 北海道：2021/06/23～　8戦1勝（2着0回、3着3回） 牡6歳 馬主　（同）クイック・ホールディングス

南関東：2021/12/16～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年3月11日

父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

地方収得賞金　17,998,000円

北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/17～　53戦3勝（2着5回、3着3回）

12R

6枠10番

グレル 調教師　岩本洋（川崎）

牝4歳 馬主　大久保和夫

栗毛 生年月日　2018年3月26日

父　ノボジャック 生産牧場　西野春樹

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

地方収得賞金　3,365,000円

北海道：2020/08/19～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/12/15～　9戦1勝（2着0回、3着0回）

1/31(月) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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場外発売所におけるレース

映像等の提供の休止について
応援よろしくお願いします♪


