
1R 6R 9R

2枠2番 1枠1番 1枠1番

チュンチュンマル 調教師　伊藤滋規（船橋） ショウキ 調教師　甲田悟史（川崎） ミスターウラノフ 調教師　古澤悟（川崎）

牡4歳 馬主　内田玄祥 牡4歳 馬主　（株）フクキタル 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

鹿毛 生年月日　2018年4月4日 栗毛 生年月日　2018年1月17日 芦毛 生年月日　2018年4月15日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 父　フリオーソ 生産牧場　パカパカファーム 父　スクワートルスクワート 生産牧場　服部文明

母　ナタリー（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町 母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 母　プルメリアチャーム（父　キングカメハメハ） 産地　鹿児島県

地方収得賞金　1,398,000円 地方収得賞金　3,465,000円 地方収得賞金　6,230,000円

北海道：2020/04/15～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/20～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回）　

東海：2020/11/19～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/11/09～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/10/21～　20戦0勝（2着5回、3着1回）

南関東：2021/08/09～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 6枠9番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回）

3枠3番 フォルベルール 調教師　久保秀男（川崎） ◆2021　たんぽぽ賞［佐賀］　2着

ワイプアウト 調教師　池田孝（川崎） 牡4歳 馬主　八嶋長久 3枠3番

牡4歳 馬主　平井裕 黒鹿毛 生年月日　2018年5月6日 グローリアスライブ 調教師　高月賢一（川崎） 

青鹿毛 生年月日　2018年4月14日 父　ベルシャザール 生産牧場　グランド牧場 牝6歳 馬主　日下部勝徳

父　マクフィ 生産牧場　静内山田牧場 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2016年4月20日

母　スイングサンデー（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,095,000円 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　有限会社大作ステーブル

地方収得賞金　1,357,000円 北海道：2020/05/14～　12戦0勝（2着4回、3着1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

北海道：2021/05/04～　7戦3勝（2着2回、3着1回） 南関東：2020/11/09～　16戦0勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　12,355,000円

5枠5番 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

グリンヴァ 調教師　山田質（川崎） 7R 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　（有）槇本牧場 1枠1番 南関東：2019/01/01～　22戦2勝（2着3回、3着5回）

鹿毛 生年月日　2018年2月22日 チークス 調教師　林隆之（川崎） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ローエングリン 生産牧場　槇本牧場 牝7歳 馬主　佐久間拓士 ◆2019　留守杯日高賞［水沢］　1着

母　ガルノーヴァ（父　スタチューオブリバティ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2015年5月27日 ◆2019　ハヤテスプリント［盛岡］　2着

地方収得賞金　1,321,000円 父　カネヒキリ 生産牧場　村上欽哉 6枠7番

北海道：2020/07/02～　18戦2勝（2着1回、3着3回） 母　ロキロキ（父　プレミアムサンダー） 産地　新冠町 エムオーアタック 調教師　高月賢一（川崎）

南関東：2021/12/15～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　16,982,000円 牡4歳 馬主　大浅貢

7枠10番 北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年5月31日

シャイニングルキア 調教師　佐々木仁（川崎） 東海：2018/03/15～　5戦4勝（2着0回、3着0回） 父　モンテロッソ 生産牧場　門別牧場

牝4歳 馬主　伊藤享 南関東：2018/12/19～　18戦8勝（2着1回、3着1回） 母　エムオープリズム（父　バトルプラン） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2018年3月10日 7枠8番 地方収得賞金　6,125,000円

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 マナホクレレ 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2020/07/08～　7戦1勝（2着0回、3着3回）

母　ルージェリティ（父　Ｄｕｂａｗｉ） 産地　新ひだか町 牡5歳 馬主　佐藤弘樹 南関東：2020/12/15～　10戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,518,000円 栗毛 生年月日　2017年3月19日

北海道：2021/07/22～　7戦4勝（2着2回、3着0回） 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 10R

母　スカイプラネット（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 7枠8番

3R 地方収得賞金　9,395,000円 モズアンビリバボー 調教師　鈴木義久（川崎）

2枠2番 北海道：2019/05/09～　9戦3勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　松本光弘

サンサダンサー 調教師　齊藤敏（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年2月17日

牝5歳 馬主　伊藤裕一 東海：2019/11/22～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 父　グランプリボス 生産牧場　谷川牧場

栗毛 生年月日　2017年5月13日 北海道：2020/04/16～　18戦2勝（2着5回、3着3回） 母　モズラコルタ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町

父　ゴールドアリュール 生産牧場　木田牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　10,085,000円

母　エーシンオフクロ（父　エイシンワシントン） 産地　新ひだか町 南関東：2021/11/30～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　3,798,000円 ◆2020　ハヤテスプリント[盛岡]　3着 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/01/01～　11戦1勝（2着2回、3着2回）

岩手：2019/09/07～　36戦6勝（2着8回、3着1回） 8R

南関東：2022/01/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 11R　多摩川（たまがわ）オープン【地方交流】

6枠8番 スターオブケリー 調教師　繁田健一（浦和） 4枠6番

シニスターシックス 調教師　山田質（川崎） 牝3歳 馬主　水谷昌晃 ヤマショウブラック 調教師　安池成実（川崎） 

牝4歳 馬主　伊藤恵介 黒鹿毛 生年月日　2019年3月7日 牡6歳 馬主　山下勇

栗毛 生年月日　2018年2月25日 父　ポアゾンブラック 生産牧場　岡田牧場 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日

父　シニスターミニスター 生産牧場　岡田牧場 母　ウィステリアメジロ（父　メジロベイリー） 産地　新ひだか町 父　ルースリンド 生産牧場　大北牧場

母　タマモホットポット（父　キンシャサノキセキ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,325,000円 母　インマイラヴ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,035,000円 北海道：2021/05/05～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　34,025,000円

北海道：2020/08/05～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/01/17～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/23～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

岩手：2020/11/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 4枠6番 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/01/18～　11戦0勝（2着1回、3着0回） サザンローズ 調教師　河津裕昭（川崎） 岩手：2018/12/10～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　村山忠弘 南関東：2019/02/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

4R 鹿毛 生年月日　2019年3月22日 岩手：2019/09/16～　9戦3勝（2着1回、3着2回）

4枠4番 父　スピルバーグ 生産牧場　坂牧場 南関東：2020/08/20～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 母　ローズゴールド（父　サウスヴィグラス） 生産地　日高町 岩手：2021/03/15～　12戦1勝（2着2回、3着1回）

牡5歳 馬主　蓑島竜一 地方収得賞金　2,345,000円 ◆2019　桐花賞［水沢］　1着　　◆2019　イーハトーブマイル［盛岡］　1着

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 北海道：2021/06/23～　5戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2019　不来方賞［盛岡］　1着　　◆2018　知床賞［盛岡］　1着

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 南関東：2022/01/04～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2019　白嶺賞［水沢］　2着　　◆2018　寒菊賞［水沢］　2着

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 8枠13番 ◆2021　あすなろ賞［水沢］　3着　　◆2020　シアンモア記念［水沢］　3着

地方収得賞金　4,250,000円 アテナ 調教師　高月賢一（川崎） ◆2020　赤松杯［水沢］　3着

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 牝3歳 馬主　福原聡 6枠10番

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2019年3月15日 バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

南関東：2019/12/11～　25戦0勝（2着4回、3着3回） 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 牡8歳 馬主　小松芳子

母　エレクティオン（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

5R 地方収得賞金　2,415,000円 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

3枠3番 北海道：2021/05/27～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 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

アップバング 調教師　久保勇（川崎） 南関東：2021/12/13～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　58,395,000円

牡7歳 馬主　大黒富美子 8枠14番 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年5月21日 スタイルユアセルフ 調教師　山崎裕也（川崎） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ノーザンファーム 牝3歳 馬主　清水剛 南関東：2017/01/18～　41戦3勝（2着1回、3着4回）

母　クラシックカール（父　ジャングルポケット） 産地　安平町 黒鹿毛 生年月日　2019年3月14日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　8,235,000円 父　ベルシャザール 生産牧場　神垣道弘 ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

北海道：2017/08/30～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　エバレット（父　ヴァーミリアン） 産地　新ひだか町 ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

兵庫：2017/11/01～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　2,000,000円 ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

岩手：2018/04/03～　13戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/06/23～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

東海：2018/10/30～　22戦1勝（2着3回、3着3回） 南関東：2022/01/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

岩手：2019/09/02～　51戦7勝（2着6回、3着10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

南関東：2022/01/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
6枠9番 1R　③グッドチャンス　⑦エイシンルーキー

クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） 2R　②ヒナアラレ

牝5歳 馬主　倉見利弘 3R　⑩マブセイフリー

栗毛 生年月日　2017年3月15日 6R　⑦スティールピクシー

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 7R　⑦エイシンジラソーレ

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 8R　②ロゼリアン　③ビビッドオリーブ

地方収得賞金　4,549,000円 10R　②ドリームスイーブル　⑤ディンゴ

北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 11R　⑥ナツミフルーリー　⑩ティーズダンキー

南関東：2019/12/11～　33戦1勝（2着0回、3着1回）

7枠12番 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
イサチルエース 調教師　栗林信文（川崎） 1R　①レコパンダンカーク

牡7歳 馬主　小坂功 2R　⑤ドリームリン

鹿毛 生年月日　2015年6月6日 3R　⑦ムグンファ

父　ハードスパン 生産牧場　原口牧場 5R　④アルサメイア

母　マキノジョリエ（父　カリズマティック） 産地　新ひだか町 6R　③ハシノオージャ

地方収得賞金　7,988,000円 7R　⑦タートルブライアン

北海道：2018/07/11～　22戦7勝（2着5回、3着4回） 8R　⑥ミヤビゴールド

佐賀：2020/12/12～　15戦5勝（2着4回、3着2回） 10R　①エイノスケ

南関東：2022/01/07～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 11R第51回白鷺賞　⑨エイシンイナズマ

12R　②レコパンサムライ

2/3(木) 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
2着

転入後
初出走

前走
１着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

前走
３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♪


