
1R 3R 9R

1枠1番 2枠2番 8枠11番

ニットウナナ 調教師　林隆之（川崎） アークデージー 調教師　平田正一（川崎） ボウトロイ 調教師　岩本洋（川崎）

牝7歳 馬主　藤井謙 牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） 牡4歳 馬主　西森鶴

黒鹿毛 生年月日　2015年5月21日 鹿毛 生年月日　2019年6月7日 栗毛 生年月日　2018年3月22日

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　日東牧場 父　シビルウォー 生産牧場　野島牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　ヴェルサイユファーム株式会社

母　ニットウコメット（父　ミホノブルボン） 産地　浦河町 母　ピンクデージー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 母　ゴールドポイント（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

地方収得賞金　7,146,000円 地方収得賞金　2,545,000円 地方収得賞金　7,700,000円

北海道：2018/06/12～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/06/17～　7戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/06/18～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/11/22～　20戦5勝（2着4回、3着5回） 岩手：2021/11/30～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/12/14～　15戦1勝（2着3回、3着1回）

3枠3番 南関東：2022/01/31～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

ハートフルロマン 調教師　今井輝和（川崎） 10R

牝5歳 馬主　戸崎善之 5R 4枠5番

鹿毛 生年月日　2017年4月21日 4枠4番 オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

父　ショウナンカンプ 生産牧場　稲葉牧場 ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） 牡8歳 馬主　（有）グランド牧場

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 牝7歳 馬主　門別敏朗 芦毛 生年月日　2014年3月16日

地方収得賞金　1,012,000円 栗毛 生年月日　2015年5月14日 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

北海道：2019/07/04～　13戦1勝（2着1回、3着2回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

南関東：2020/09/15～　11戦0勝（2着0回、3着0回） 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 地方収得賞金　28,765,000円

5枠5番 地方収得賞金　6,528,000円 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

ドルドルエイト  調教師　八木仁（川崎） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

牡7歳 馬主　小橋亮太 南関東：2018/01/26～　62戦1勝（2着2回、3着3回） 南関東：2018/04/04～　21戦5勝（2着3回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 6枠8番 ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 ウルリヒト 調教師　山崎尋美（川崎） ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　山下学 ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

地方収得賞金　6,730,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月9日 8枠14番

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 

南関東：2018/11/26～　36戦5勝（2着4回、3着2回） 母　ローズオットー（父　ダンスインザダーク） 産地　千歳市 牡6歳 馬主　（同）クイック・ホールディングス

5枠6番 地方収得賞金　4,551,000円 栗毛 生年月日　2016年3月11日

シルバーグラス 調教師　田邊陽一（川崎） 北海道：2018/08/15～　16戦2勝（2着1回、3着4回） 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場

牝5歳 馬主　（株）ＴＥＳＯＲＯ 南関東：2019/11/17～　23戦2勝（2着2回、3着4回） 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

鹿毛 生年月日　2017年3月19日 地方収得賞金　17,998,000円

父　トゥザワールド 生産牧場　村上雅規 6R 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

母　マルターズガール（父　Ｂｏｓｔｏｎ　Ｈａｒｂｏｒ） 産地　新冠町 7枠9番 南関東：2018/12/17～　55戦3勝（2着5回、3着3回）

地方収得賞金　1,235,000円 モリデンリハク 調教師　坂本昇（船橋）

北海道：2019/06/26～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　森田芳男 11R　椿（つばき）賞（クラウンカップＴＲ）〔準重賞〕

岩手：2019/12/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年5月8日 7枠9番

金沢：2020/07/26～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 父　トゥザワールド 生産牧場　森田芳男 ワイジーチャンプ 調教師　坂本昇（船橋）

南関東：2020/11/10～　12戦0勝（2着0回、3着2回） 母　リハクタンス（父　フレンチグローリー） 産地　新冠町 牡3歳 馬主　柳下直輝

7枠10番 地方収得賞金　2,835,000円 黒鹿毛 生年月日　2019年3月25日

リンノパルピート 調教師　山田質（川崎） 北海道：2020/06/18～　10戦1勝（2着4回、3着0回） 父　トーセンジョーダン 生産牧場　長浜忠

牡4歳 馬主　小川智史 南関東：2021/07/18～　7戦0勝（2着1回、3着2回） 母　ハープスプレンダー（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町

栗毛 生年月日　2018年4月12日 地方収得賞金　2,364,000円

父　アドマイヤムーン 生産牧場　加野牧場 7R 北海道：2021/04/29～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町 4枠4番 南関東：2022/02/17～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　741,000円 ブレイクダンス 調教師　石井勝男（船橋） 8枠11番

北海道：2021/04/15～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 牝4歳 馬主　森田一俊 キャッスルロック 調教師　高月賢一（川崎）

南関東：2021/09/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018年3月25日 牡3歳 馬主　山口裕介

父　トーセンジョーダン 生産牧場　真壁信一 芦毛 生年月日　2019年2月28日

2R 母　サンレイスズカ（父　サンデーサイレンス） 産地　むかわ町 父　ザファクター 生産牧場　土田和男

7枠10番 地方収得賞金　2,565,000円 母　グラシエトウショウ（父　クロフネ） 産地　新ひだか町

リュウノカリー 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2020/04/23～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,915,000円

牝3歳 馬主　蓑島竜一 南関東：2020/11/17～　20戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/07/22～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2019年6月26日 南関東：2021/10/13～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　南部功 8R

母　オンワードラトゥル（父　ストローズクリーク） 産地　浦河町 4枠4番 12R

地方収得賞金　940,000円 スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋） 7枠12番

北海道：2021/07/07～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　酒井孝敏 ピンチガチャンス 調教師　久保勇（川崎）

岩手：2021/10/03～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年2月24日 牝4歳 馬主　大黒富美子

南関東：2022/02/18～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 鹿毛 生年月日　2018年4月19日

8枠11番 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 父　アロマカフェ 生産牧場　浜口牧場

ビービーアリオン 調教師　山崎尋美（川崎） 地方収得賞金　6,285,000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

牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,996,000円

鹿毛 生年月日　2019年5月14日 南関東：2020/10/26～　21戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/05/06～　7戦0勝（2着0回、3着0回）

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　坂東牧場 6枠9番 東海：2020/09/24～　9戦0勝（2着1回、3着2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 フォルベルール 調教師　久保秀男（川崎） 岩手：2021/03/13～　11戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　975,000円 牡4歳 馬主　八嶋長久 南関東：2021/08/31～　7戦1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） 黒鹿毛 生年月日　2018年5月6日

南関東：2021/12/13～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ベルシャザール 生産牧場　グランド牧場

母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

●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　4,090,000円

1R　⑪ゴールドランチ 北海道：2020/05/14～　12戦0勝（2着4回、3着1回）

2R　①リコートルーパー 南関東：2020/11/09～　18戦0勝（2着3回、3着2回）

4R　④ダンシングターフ

5R　⑦ルージュクィーン ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
7R　⑩アイエススター 2R　⑤チェリージャーマン　⑧エイシンニアルコス

8R　④タカラジマ 4R　⑦イリア

9R　③ミオサヴァイブ　⑪パワースカイ 5R　⑧メイクアラッシュ　⑫ミニスター

10R　①ミーナ　③ココヒメ　⑥メイクスマイル 6R　②アアラヴァ　

11R第20回若草賞　①ヒメコマチ　⑤ヤマイチリリー　⑥マメビックガール 7R　⑨ノブリーデイ

　　　⑦アンティキティラ　⑧アマクミナイデヨ　⑩ラッキーミーティア 9R　③スカイパーフェクト　⑤グッドオールド　⑧ジュンヨウ

12R　①アークダイヤ　⑥ドリームスイーブル 　　　⑪ハーラブリー　⑫ハッチャキコク

10R　⑫マルメロ

11R　②キール　⑦イッチョウ　⑨バンローズキングス

12R　⑤ダイメイリボン

3/1(火) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


