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1枠1番 4枠4番 3枠3番

フェイクプログラム 調教師　田邊陽一（川崎） ショウキ 調教師　甲田悟史（川崎） アイウォール 調教師　水野貴史（浦和）

牝3歳 馬主　酒井孝敏 牡4歳 馬主　（株）フクキタル 牡3歳 馬主　吉木伸彦

青鹿毛 生年月日　2019.04.05生 栗毛 生年月日　2018.01.17生 黒鹿毛 生年月日　2019.03.21生

父　リヤンドファミユ 生産牧場　岡野牧場 父　フリオーソ 生産牧場　パカパカファーム 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場

母　ブラックジョーク（父　ブラックホーク） 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　ブルーバレット（父　Ｆｉｒｓｔ　Ｄｅｆｅｎｃｅ） 産地　日高町

地方収得賞金　867,000円 地方収得賞金　4,215,000円 地方収得賞金　17,391,000円

北海道：2022/04/14～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2020/05/20～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/05/13～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2022/11/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/09～　23戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2022/02/21～　9戦4勝（2着0回、3着0回）

5枠8番

3R 7R パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

4枠4番 2枠2番 牡9歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

グロリアヴェルデ 調教師　甲田悟史（川崎） ヒガシブレーヴ 調教師　河津裕昭（川崎） 栗毛 生年月日　2013.03.29生

牡2歳 馬主　坂田栄一 牡5歳 馬主　柴田茂樹 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

鹿毛 生年月日　2020.01.19生 鹿毛 生年月日　2017.04.07生 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

父　ゴールドアクター 生産牧場　静内フアーム 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 地方収得賞金　37,591,000円 中央収得賞金　1,800,000円

母　ラックアサイン（父　ハービンジャー） 産地　新ひだか町 母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

地方収得賞金　2,340,000円 地方収得賞金　10,029,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2022/05/31～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠6番 岩手：2020/03/20～　17戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

エオリエンヌ 調教師　内田勝義（川崎） 南関東：2020/12/16～　27戦3勝（2着5回、3着4回） 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

牝2歳 馬主　（有）キャロットファーム 3枠3番 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2020.04.15生 ボルドーヴェルチュ 調教師　武井和実（川崎） 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

父　トゥザワールド 生産牧場　ノーザンファーム 牝5歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 南関東：2020/01/15～　66戦1勝（2着1回、3着10回）

母　ライクザウインド（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　安平町 黒鹿毛 生年月日　2017.03.31生 6枠9番

地方収得賞金　2,216,000円 父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 

北海道：2022/07/14～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 牡6歳 馬主　吉田照哉

南関東：2022/11/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,163,000円 黒鹿毛 生年月日　2016.03.27生

6枠8番 北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

アンニンドウフ 調教師　佐藤博紀（川崎） 東海：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市

牡2歳 馬主　程田真司 南関東：2019/11/21～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　26,835,000円

芦毛 生年月日　2020.03.20生 北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

父　ラニ 生産牧場　スイートフアーム 岩手：2020/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/11/08～　26戦8勝（2着5回、3着2回）

母　ジョア（父　カジノドライヴ） 産地　様似町 南関東：2021/01/07～　29戦2勝（2着4回、3着0回） 7枠12番

地方収得賞金　2,377,000円 ◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着 リコーシンザン 調教師　久保秀男（川崎）

北海道：2022/06/22～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 6枠7番 牡4歳 馬主　土橋正雄

南関東：2022/10/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） ノビーノヒカリ 調教師　川島豊（浦和） 栗毛 生年月日　2018.05.13生

6枠9番 牝4歳 馬主　田口絢子 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

クイーンラブソング 調教師　田島寿一（川崎） 栗毛 生年月日　2018.02.21生 母　リコーシルエット（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

牝2歳 馬主　米田剛文 父　シニスターミニスター 生産牧場　服部牧場 地方収得賞金　19,785,000円

黒鹿毛 生年月日　2020.05.04生 母　プレイフォーノビー（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 北海道：2020/06/18～　9戦2勝（2着4回、3着0回）

父　ゴールドアクター 生産牧場　木田牧場 地方収得賞金　5,540,000円 南関東：2021/02/11～　11戦3勝（2着2回、3着2回）

母　キタサンラブソング（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 北海道：2020/07/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2022　スパーキングプラチナチャレンジ［川崎］ 1着

地方収得賞金　2,475,000円 南関東：2020/11/17～　23戦2勝（2着2回、3着0回） ◆2021　椿賞［川崎］　3着

北海道：2022/05/31～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/10/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 9R 12R

1枠1番 1枠1番

4R ヴェニーレ 調教師　山田信大（船橋） アドミラブルエース 調教師　繁田健一（浦和）

7枠10番 牡4歳 馬主　大久保和夫 牡3歳 馬主　齊藤雅志

リンノファンタジー 調教師　田邊陽一（川崎） 鹿毛 生年月日　2018.04.27生 黒鹿毛 生年月日　2019.05.10生

牝4歳 馬主　川上和彦 父　メイショウボーラー 生産牧場　厚賀古川牧場 父　ワールドエース 生産牧場　静内酒井牧場

栗毛 生年月日　2018.04.26生 母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町 母　メイケイペガムーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

父　プリサイスエンド 生産牧場 澤井義一 地方収得賞金　4,290,000円 地方収得賞金　4,530,000円

母　アールデコ（父　タイキシャトル） 産地　様似町 北海道：2020/09/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/07/01～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　2,505,000円 岩手：2021/03/27～　7戦5勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/11/25～　6戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2020/05/27～　5戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2021/12/29～　8戦0勝（2着3回、3着1回） 6枠10番

兵庫：2020/12/22～　12戦2勝（2着0回、3着0回） ソウヤミサキ 調教師　岡田一男（浦和）

南関東：2021/08/26～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 10R 牝4歳 馬主　上野耕一

3枠3番 栗毛 生年月日　2018.04.14生

5R サブルドール 調教師　山下貴之（船橋） 父　フリオーソ 生産牧場　寺井文秀

6枠7番 牝4歳 馬主　（有）キャロットファーム 母　マックスビート（父　マイネルセレクト） 産地　えりも町

シャイニングルキア 調教師　佐々木仁（川崎） 栗毛 生年月日　2018.04.04生 地方収得賞金　5,467,000円

牝4歳 馬主　伊藤享 父　カジノドライヴ 生産牧場　坂東牧場 北海道：2020/05/26～　22戦4勝（2着4回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2018.03.10生 母　ビスクドール（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町 南関東：2021/11/23～　18戦0勝（2着2回、3着2回）

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　12,685,000円

母　ルージェリティ（父　Ｄｕｂａｗｉ） 産地　新ひだか町 北海道：2020/06/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　4,518,000円 南関東：2020/11/19～　15戦0勝（2着2回、3着1回）

北海道：2021/07/22～　7戦4勝（2着2回、3着0回） ◆2020　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

南関東：2022/02/03～　6戦2勝（2着2回、3着1回） ◆2020　フローラルC［門別］　3着

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
5R　⑥バンドオンザラン　⑧ナローパス

6R　⑥セントサレディー　⑪トチノキング

7R　⑤ハッピーアロー　⑦ボルドープラージュ

8R　⑩ボウトロイ

9R　⑦ビゾンテノブファロ　⑪ヤマジュンサルサ

10R　⑨オールザベスト

11R　②フェザーノユメ

12/12(月) 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
１着

前走
３着

前走
２着

前走
２着

前走
３着

●今週のダートグレード競走

12/14(水) 川崎11Ｒ

第73回全日本２歳優駿
JpnⅠ・２歳オープン ダート1,600ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


