
2R 9R 11R　第73回全日本2歳優駿〔JpnⅠ〕

2枠2番 1枠1番 3枠3番

メリッソ 調教師　八木正喜（川崎） タイセイシャイニー 調教師　内田勝義（川崎） プルタオルネ 調教師　小国博行（北海道）

牝3歳 馬主　北原大史 牡5歳 馬主　田中成奉 牡2歳 馬主　佐藤良二

鹿毛 生年月日　2019.04.03生 栗毛 生年月日　2017.04.11生 鹿毛 生年月日　2020.05.25生

父　シビルウォー 生産牧場　長浜秀昭 父　ロージズインメイ 生産牧場　岡田猛 父　リアルインパクト 生産牧場　伊藤敏明

母　オペラアイ（父　オペラハウス） 産地　新冠町 母　シャイニングアイズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 母　サクラカンパネラ（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,127,000円 地方収得賞金　13,800,000円 地方収得賞金　15,662,000円

北海道：2021/08/04～　18戦0勝（2着5回、3着4回） 北海道：2020/04/16～　5戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2022/06/01～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

8枠11番 南関東：2020/11/12～　16戦6勝（2着3回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ミスターボーラー 調教師　八木仁（川崎） 7枠10番 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　小橋亮太 アングラン 調教師　林隆之（川崎） ◆2022　平和賞［船橋］　1着

鹿毛 生年月日　2019.04.16生 牝4歳 馬主　伊達泰明 4枠6番

父　メイショウボーラー 生産牧場　友田牧場 鹿毛 生年月日　2018.02.01生 リアルミー 調教師　田中淳司（北海道）

母　ペイシャフローレス（父　ヴィクトワールピサ） 産地　新ひだか町 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 牡2歳 馬主　渡部賢治

地方収得賞金　1,077,000円 母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2020.03.28生

北海道：2021/06/23～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　12,720,000円 父　トランセンド 生産牧場　レースホース牧場

東海：2021/12/02～　9戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/05/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　テラザパピヨン（父　トワイニング） 産地　新ひだか町

北海道：2022/04/20～　14戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2020/11/03～　26戦3勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　10,550,000円

南関東：2022/11/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠11番 北海道：2022/08/25～　3戦2勝（2着0回、3着1回）

ルイジアンナ 調教師　佐々木仁（川崎） ◆2022　JBC2歳優駿［門別］　3着

3R 牝4歳 馬主　吉岡寛行 5枠7番

1枠1番 栗毛 生年月日　2018.04.10生 ニシケンボブ 調教師　小国博行（北海道）

ドルドルエイト 調教師　八木仁（川崎） 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 牡2歳 馬主　西森鶴

牡7歳 馬主　小橋亮太 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2020.04.23生

鹿毛 生年月日　2015.04.07生 地方収得賞金　15,290,000円 父　アジアエクスプレス 生産牧場　ニシケンフアーム

父　サムライハート 生産牧場　中橋正 北海道：2020/05/05～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 母　バイカオウレン（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町

母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 南関東：2021/01/26～　15戦4勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　7,200,000円

地方収得賞金　9,494,000円 北海道：2022/04/28～　10戦4勝（2着3回、3着2回）

北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 10R 5枠8番

南関東：2018/11/26～　51戦7勝（2着5回、3着3回） 2枠2番 ネオシエル 調教師　真島元徳（佐賀）

6枠7番 ヤマイチリリー 調教師　佐藤博紀（川崎） 牡2歳 馬主　瓜生和彦

リンノパルピート 調教師　山田質（川崎） 牝3歳 馬主　森和久 鹿毛 生年月日　2020.04.17生

牡4歳 馬主　小川智史 青鹿毛 生年月日　2019.03.25生 父　ケイムホーム 生産牧場　吉野政敏

栗毛 生年月日　2018.04.12生 父　シルバーステート 生産牧場　笹川大晃牧場 母　サイタ（父　ネオユニヴァース） 産地　宮崎県

父　アドマイヤムーン 生産牧場　加野牧場 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 地方収得賞金　7,650,000円

母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　7,370,000円 北海道：2022/05/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　2,091,000円 北海道：2021/04/22～　12戦2勝（2着2回、3着1回） 佐賀：2022/08/27～　4戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/04/15～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2021/12/14～　9戦2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：2021/09/13～　11戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

7枠10番 3枠3番 ◆2022　カペラ賞［佐賀］　1着

ブラックワトル 調教師　栗林信文（川崎） キャッスルロック 調教師　高月賢一（川崎） ◆2022　南部駒賞［盛岡］　3着

セン5歳 馬主　平野郁朗 牡3歳 馬主　山口裕介 6枠9番

黒鹿毛 生年月日　2017.03.03生 芦毛 生年月日　2019.02.28生 オーマイグッネス 調教師　角川秀樹（北海道）

父　フェノーメノ 生産牧場　スガタ牧場 父　ザファクター 生産牧場　土田和男 牡2歳 馬主　沖田方子

母　ゴールデンワトル（父　スニッツェル） 産地　平取町 母　グラシエトウショウ（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2020.03.23生

地方収得賞金　4,305,000円 地方収得賞金　7,335,000円 父　マクフィ 生産牧場　沖田牧場

北海道：2019/05/16～　8戦0勝（2着4回、3着0回） 北海道：2021/07/22～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ブライズメイト（父　エイシンサンディ） 産地　日高町

南関東：2019/12/27～　28戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2021/10/13～　13戦3勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　14,985,000円

6枠6番 北海道：2022/05/04～　7戦2勝（2着3回、3着1回）

4R シュガーダディ 調教師　内田勝義（川崎） ◆2022　サンライズC［門別］　1着

8枠12番 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場 ◆2022　サッポロクラシックC［門別］　2着

アミン 調教師　冨田敏男（浦和） 芦毛 生年月日　2018.02.12生 ◆2022　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

牝5歳 馬主　冨田藤男 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 6枠10番

栗毛 生年月日　2017.03.13生 母　ワカオカミ（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町 スペシャルエックス 調教師　田中淳司（北海道）

父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 地方収得賞金　8,180,000円 牡2歳 馬主　定蛇邦宏

母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 北海道：2020/06/18～　7戦2勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2020.04.27生

地方収得賞金　4,192,000円 南関東：2020/12/17～　12戦2勝（2着2回、3着4回） 父　ダノンレジェンド 生産牧場　増尾牧場

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 7枠8番 母　ファーマクリーム（父　スニッツェル） 産地　日高町

南関東：2019/11/05～　65戦0勝（2着2回、3着7回） ワイプアウト 調教師　池田孝（川崎） 地方収得賞金　24,650,000円

牡4歳 馬主　平井裕 北海道：2022/06/22～　5戦3勝（2着2回、3着0回）

5R 青鹿毛 生年月日　2018.04.14生 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回）

5枠6番 父　マクフィ 生産牧場　静内山田牧場 ◆2022　イノセントC［門別］　1着

アウタースペース 調教師　八木仁（川崎） 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 ◆2022　兵庫ジュニアグランプリ［園田］　2着　　◆2022　鎌倉記念［川崎］　2着

牡4歳 馬主　小橋亮太 地方収得賞金　8,437,000円

黒鹿毛 生年月日　2018.03.05生 北海道：2021/05/04～　7戦3勝（2着2回、3着1回） 12R

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 南関東：2022/02/03～　8戦6勝（2着1回、3着0回） 4枠5番

母　ハタノシュヴァリエ（父　ディープスカイ） 産地　日高町 グレル 調教師　岩本洋（川崎）

地方収得賞金　6,535,000円 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牝4歳 馬主　大久保和夫

北海道：2020/05/20～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 1R　①リノプルミエール　③コンバットチャンス　④ホクセンマイヒメ 栗毛 生年月日　2018.03.26生

東海：2020/10/22～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 　　　⑤ラニコチャン　⑥ミュゼベリー 父　ノボジャック 生産牧場　西野春樹

兵庫：2021/02/24～　7戦2勝（2着0回、3着1回） 2R　③ポストモダン　⑧トーアマリアンヌ 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

南関東：2021/07/28～　25戦0勝（2着1回、3着4回） 3R　③モリデンマグマ　 地方収得賞金　3,615,000円

5R　②ブラストクラッシュ　④ヤマジュンゲノム　⑥ニャー 北海道：2020/08/19～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

●本日の騎乗予定　阿部 龍騎手 6R　②レッツシンク　④マメニーニャ　 南関東：2020/12/15～　16戦1勝（2着0回、3着0回）

川崎11R　⑨オーマイグッネス 7R　①プロージット　⑤ハナウタマジリ　⑧シルバーサークル

●本日の騎乗予定　石川 倭騎手 9R　①エンドオブウォー　④パクスロマーナ　⑤イグアスワーク

川崎11R　⑧ネオシエル 10R第9回ジュニアキング〔準重賞〕　①ナッチャン　④ヒロチャン

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 　　　⑧セイジグラット　⑩モズマンマミーヤ

川崎11R　⑥リアルミー

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手
●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 笠松3R　②ヤマニンスープル

1R　⑨スターインステルス 　　　4R　②フラッグインハート

4R　⑨ハーラブリー 　　　5R　⑥ニャー

5R　⑩ブルックブルックス 　　　7R　⑦ヒルノベルモンタ

6R　①ヴィルゲート 　　　9R　⑥ペイシャマカロン

7R　⑤ヤマノコナー ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
8R　⑤コルタード 笠松6R　③ベアクイーン

9R　⑥アウィウィリオ ●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手
12R　②アローイアロイ　⑨プラチナステージ 笠松1R　①リノプルミエール

　　　7R　③パトローナム

12/14(水) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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全日本2歳優駿に

ホッカイドウ競馬から6頭が出走！

石川倭騎手は⑧ネオシエルに騎乗します♪


