
1R 8R 11R

6枠8番 2枠2番 2枠2番

ハウファアイルゴー 調教師　山崎裕也（川崎） アップバング 調教師　久保勇（川崎） バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

牝3歳 馬主　古谷剛彦 牡7歳 馬主　大黒富美子 牡8歳 馬主　小松芳子

栗毛 生年月日　2019年3月3日 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

父　トーセンジョーダン 生産牧場　岡田スタツド 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ノーザンファーム 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　スピリテッドエアー（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ） 産地　新ひだか町 母　クラシックカール（父　ジャングルポケット） 産地　安平町 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　1,775,000円 地方収得賞金　8,235,000円 地方収得賞金　58,395,000円

北海道：2021/07/14～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/08/30～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

南関東：2021/12/14～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 兵庫：2017/11/01～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠12番 岩手：2018/04/03～　13戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/01/18～　43戦3勝（2着1回、3着4回）

シャイニングツキミ 調教師　佐々木仁（川崎） 東海：2018/10/30～　22戦1勝（2着3回、3着3回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　伊藤享 岩手：2019/09/02～　51戦7勝（2着6回、3着10回） ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

青鹿毛 生年月日　2019年4月25日 南関東：2022/01/07～　3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

父　オウケンブルースリ 生産牧場　静内杉下牧場 3枠3番 ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

母　ムーンスケイプ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 シニスターシックス 調教師　山田質（川崎） ◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

地方収得賞金　665,000円 牝4歳 馬主　伊藤恵介 ◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

北海道：2021/07/01～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2018年2月25日 ◆'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：2022/01/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　岡田牧場 3枠3番

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 ゴーマイウェイ 調教師　佐々木功（船橋） 

2R 地方収得賞金　2,185,000円 牡6歳 馬主　酒井孝敏

8枠11番 北海道：2020/08/05～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 青毛 生年月日　2016年3月19日

ロイクラトン 調教師　村田六郎（川崎） 岩手：2020/11/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

セン5歳 馬主　長浜和也 南関東：2021/01/18～　13戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2017年5月30日 地方収得賞金　38,480,000円

父　ジャングルポケット 生産牧場　レースホース牧場 9R 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

母　ハタノプラウド（父　エリシオ） 産地　新ひだか町 4枠4番 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,048,000円 ヒガシブレーヴ 調教師　河津裕昭（川崎） 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2020/05/27～　7戦2勝（2着1回、3着1回） 牡5歳 馬主　柴田茂樹 南関東：2019/10/02～　34戦3勝（2着13回、3着2回）

南関東：2020/11/09～　15戦1勝（2着1回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2017年4月7日 ◆2021　フリオーソレジェンドC［船橋］　2着

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 8枠11番

5R 母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

3枠3番 地方収得賞金　7,209,000円 牡9歳 馬主　杉浦和也

ノースショアガール 調教師　内田勝義（川崎） 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 栗毛 生年月日　2013年3月29日

牝3歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 南関東：2019/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

鹿毛 生年月日　2019年4月25日 岩手：2020/03/20～　17戦0勝（2着2回、3着0回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

父　ショウナンカンプ 生産牧場　岡田スタツド 南関東：2020/12/16～　18戦2勝（2着4回、3着2回） 地方収得賞金　33,741,000円 中央収得賞金　1,800,000円

母　サマーロコガール（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

地方収得賞金　2,320,000円 10R 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/06/02～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 1枠1番 JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/11/11～　4戦1勝（2着0回、3着0回） レディブラウン 調教師　原三男（川崎） 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠6番 牝4歳 馬主　藤元厚雄 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

サザンローズ 調教師　河津裕昭（川崎） 青鹿毛 生年月日　2018年5月11日 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

牝3歳 馬主　村山忠弘 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2019年3月22日 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

父　スピルバーグ 生産牧場　坂牧場 地方収得賞金　15,185,000円 南関東：2020/01/15～　43戦1勝（2着1回、3着8回）

母　ローズゴールド（父　サウスヴィグラス） 生産地　日高町 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　2,345,000円 南関東：2020/12/17～　16戦1勝（2着1回、3着2回） 12R

北海道：2021/06/23～　5戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2020　リリーC［門別］　2着 5枠7番

南関東：2022/01/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2021　桜花賞［浦和］　3着 ラピッドフロウ 調教師　今井輝和（川崎）

7枠9番 3枠3番 牝4歳 馬主　門別敏朗

ベルタント 調教師　小久保智（浦和） アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 鹿毛 生年月日　2018年3月1日

牡3歳 馬主　徳原英修 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場 父　ベルシャザール 生産牧場　門別敏朗

青毛 生年月日　2019年3月12日 鹿毛 生年月日　2016年5月14日 母　エーシンラピッド（父　クロフネ） 産地　日高町

父　ベルシャザール 生産牧場　藤本ファーム 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　2,198,000円

母　タントタント（父　シニスターミニスター） 産地　日高町 母　アイシークレット（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　2,835,000円 地方収得賞金　26,915,000円 兵庫：2020/12/10～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/07/15～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/04/14～　10戦1勝（2着3回、3着2回）

南関東：2021/12/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/20～　28戦5勝（2着3回、3着3回） 南関東：2021/11/12～　4戦0勝（2着0回、3着1回）

◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　3着 6枠10番

7R 4枠5番 イサチルエース 調教師　栗林信文（川崎）

6枠10番 ニヨドスマイル 調教師　岩本洋（川崎） 牡7歳 馬主　小坂功

ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋） 牡4歳 馬主　西森鶴 鹿毛 生年月日　2015年6月6日

牡6歳 馬主　西村專次 黒鹿毛 生年月日　2018年3月29日 父　ハードスパン 生産牧場　原口牧場

栗毛 生年月日　2016年3月25日 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　宝寄山拓樹 母　マキノジョリエ（父　カリズマティック） 産地　新ひだか町

父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 母　ビッグスマイル（父　タニノギムレット） 産地　日高町 地方収得賞金　8,138,000円

母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町 地方収得賞金　14,970,000円 北海道：2018/07/11～　22戦7勝（2着5回、3着4回）

地方収得賞金　6,547,000円 北海道：2020/05/21～　11戦2勝（2着2回、3着3回） 佐賀：2020/12/12～　15戦5勝（2着4回、3着2回）

北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2020/12/18～　17戦3勝（2着1回、3着3回） 南関東：2022/01/07～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/01/27～　35戦2勝（2着6回、3着4回） ◆2021　椿賞［川崎］　2着

6枠9番

●佐賀競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ワグナーコーヴ 調教師　岡林光浩（船橋）

1R　②エムオーブラック　⑤シャンパンパーティ　⑥ネイチャーズサン セン7歳 馬主　吉田照哉

2R　④パドマーワト　⑤ダイヤビューダー　 黒鹿毛 生年月日　2015年5月1日

4R　②ジェネシスクイン　⑦クミパンチ 父　マンハッタンカフェ 生産牧場　社台ファーム

6R　①ヨーソロー　⑧テキサスホールデム 母　レイクサイドカップ（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　千歳市

11R　③リーガルチェック 地方収得賞金　38,825,000円

12R　⑥ヒートアップ　⑪レッツゴーレツコ 北海道：2017/06/21～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/12/30～　27戦5勝（2着5回、3着3回）

◆'20武蔵国オープン［浦和］　1着　　◆'18雲取賞［大井］　1着

◆2018　京浜盃［大井］　2着

3/4(金) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
１着

前走
３着

前走
３着

応援よろしくね♪


