
1R 3R 6R

2枠2番 2枠2番 3枠3番

エムティヒビキ 調教師　山田質（川崎） リンノファンタジー 調教師　田邊陽一（川崎） シュガーダディ 調教師　内田勝義（川崎）

セン3歳 馬主　伊藤恵介 牝5歳 馬主　川上和彦 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

黒鹿毛 生年月日　2020.05.02生 栗毛 生年月日　2018.04.26生 芦毛 生年月日　2018.02.12生

父　レガーロ 生産牧場　市川フアーム 父　プリサイスエンド 生産牧場 澤井義一 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場

母　スパートル（父　ゼンノロブロイ） 産地　浦河町 母　アールデコ（父　タイキシャトル） 産地　様似町 母　ワカオカミ（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,600,000円 地方収得賞金　3,305,000円 地方収得賞金　8,540,000円

北海道：2022/07/13～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/27～　5戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/06/18～　7戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2022/09/19～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2020/12/22～　12戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/12/17～　14戦2勝（2着2回、3着4回）

3枠3番 南関東：2021/08/26～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 7枠8番

グロリアヴェルデ 調教師　甲田悟史（川崎） 6枠8番 リンドグレン 調教師　山下貴之（船橋）

牡3歳 馬主　坂田栄一 サンドビューティ 調教師　山崎尋美（川崎） 牝9歳 馬主　吉田勝己

鹿毛 生年月日　2020.01.19生 牝6歳 馬主　谷岡真喜 鹿毛 生年月日　2014.01.07生

父　ゴールドアクター 生産牧場　静内フアーム 鹿毛 生年月日　2017.04.09生 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　ラックアサイン（父　ハービンジャー） 産地　新ひだか町 父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町

地方収得賞金　2,340,000円 母　サクラコンドル（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　15,555,000円

北海道：2022/05/31～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,478,000円 北海道：2016/05/25～　4戦0勝（2着0回、3着3回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/08/15～　13戦4勝（2着0回、3着1回） 岩手：2016/10/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2022/12/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/01/14～　18戦4勝（2着3回、3着2回） 南関東：2017/07/25～　45戦7勝（2着12回、3着5回）

4枠4番 7枠9番

ヒメカグラ 調教師　久保秀男（川崎） メリッソ 調教師　八木正喜（川崎） 8R

牝3歳 馬主　（有）龍光 牝4歳 馬主　北原大史 2枠2番

芦毛 生年月日　2020.04.08生 鹿毛 生年月日　2019.04.03生 クライオブデライト 調教師　内田勝義（川崎）

父　ラニ 生産牧場　長浜忠 父　シビルウォー 生産牧場　長浜秀昭 牝4歳 馬主　吉田晴哉

母　ステラシスネ（父　ルールオブロー） 産地　新冠町 母　オペラアイ（父　オペラハウス） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2019.04.15生

地方収得賞金　2,885,000円 地方収得賞金　1,247,000円 父　パイロ 生産牧場　追分ファーム

北海道：2022/05/26～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/08/04～　18戦0勝（2着5回、3着4回） 母　クライリング（父　ハーツクライ） 産地　安平町

南関東：2022/12/13～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/12/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,400,000円

6枠6番 北海道：2021/07/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

アンニンドウフ 調教師　佐藤博紀（川崎） 4R 南関東：2021/09/16～　6戦0勝（2着2回、3着0回）

牡3歳 馬主　程田真司 3枠3番

芦毛 生年月日　2020.03.20生 サーフシェイパー 調教師　川島正一（船橋） 11R

父　ラニ 生産牧場　スイートフアーム 牡7歳 馬主　吉田照哉 1枠1番

母　ジョア（父　カジノドライヴ） 産地　様似町 芦毛 生年月日　2016.02.23生 リコーシンザン 調教師　久保秀男（川崎）

地方収得賞金　2,377,000円 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム 牡5歳 馬主　土橋正雄

北海道：2022/06/22～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市 栗毛 生年月日　2018.05.13生

南関東：2022/10/11～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　12,710,000円 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

7枠9番 北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 母　リコーシルエット（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

クイーンラブソング 調教師　田島寿一（川崎） 南関東：2018/12/11～　46戦2勝（2着5回、3着9回） 地方収得賞金　20,235,000円

牝3歳 馬主　米田剛文 6枠7番 北海道：2020/06/18～　9戦2勝（2着4回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2020.05.04生 ショウキ 調教師　甲田悟史（川崎） 南関東：2021/02/11～　12戦3勝（2着2回、3着2回）

父　ゴールドアクター 生産牧場　木田牧場 牡5歳 馬主　（株）フクキタル ◆2022　スパーキングプラチナチャレンジ［川崎］ 1着

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 栗毛 生年月日　2018.01.17生 ◆2021　椿賞［川崎］　3着

地方収得賞金　2,695,000円 父　フリオーソ 生産牧場　パカパカファーム 4枠4番

北海道：2022/05/31～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 アイウォール 調教師　水野貴史（浦和）

南関東：2022/10/10～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,615,000円 牡4歳 馬主　吉木伸彦

北海道：2020/05/20～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2019.03.21生

2R 南関東：2020/11/09～　24戦1勝（2着2回、3着1回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場

3枠3番 母　ブルーバレット（父　Ｆｉｒｓｔ　Ｄｅｆｅｎｃｅ） 産地　日高町

オーサムワールド 調教師　村田順一（川崎） 5R 地方収得賞金　18,141,000円

牡4歳 馬主　（有）大野商事 1枠1番 北海道：2021/05/13～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2019.04.09生 ノビーノヒカリ 調教師　川島豊（浦和） 南関東：2022/02/21～　10戦4勝（2着0回、3着1回）

父　トゥザワールド 生産牧場　カタオカステーブル 牝5歳 馬主　田口絢子 6枠6番

母　キタサングラシアス（父　キングヘイロー） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2018.02.21生 ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 

地方収得賞金　1,337,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　服部牧場 牡7歳 馬主　吉田照哉

北海道：2022/04/27～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 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 黒鹿毛 生年月日　2016.03.27生

南関東：2022/11/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,540,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

北海道：2020/07/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市

南関東：2020/11/17～　25戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　26,835,000円

7枠9番 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

リリーエクセロン 調教師　原三男（川崎） 南関東：2018/11/08～　27戦8勝（2着5回、3着2回）

牝4歳 馬主　藤元厚雄 7枠8番

鹿毛 生年月日　2019.04.21生 ニヨドスマイル 調教師　岩本洋（川崎）

父　バトルプラン 生産牧場　風ノ丘ファーム 牡5歳 馬主　西森鶴

母　タカラメロス（父　ヴァーミリアン） 産地　青森県 黒鹿毛 生年月日　2018.03.29生

地方収得賞金　3,059,000円 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　宝寄山拓樹

北海道：2021/07/15～　18戦4勝（2着2回、3着2回） 母　ビッグスマイル（父　タニノギムレット） 産地　日高町

南関東：2022/12/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　23,020,000円

北海道：2020/05/21～　11戦2勝（2着2回、3着3回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2020/12/18～　29戦4勝（2着1回、3着7回）

1R　②カツゲキツチノエネ　⑤エイシンウクラン ◆2021　椿賞［川崎］　2着

2R　⑥マクガフィン ◆2022　スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

4R　①ゼントユウイ

8R　⑫ピッカ ●本日の騎乗予定　阪野 学騎手
9R　③ヒメコマチ 名古屋1R　③アカズキンチャン

12R　③リンクスターツ　⑥ディンゴ　⑧バイクミレー 　　　2R　②トリプルアイ

　　　5R　②クンパワピー

　　　6R　⑩ナンノジョーダン

　　10R　⑦グランディス

1/1(日祝) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

謹 賀 新 年

旧年中はファンの皆さまより多大なるご支援を賜
り、厚く御礼申し上げます。
今年もホッカイドウ競馬の競走馬および人馬へ
大きなご声援をいただきますよう、何卒よろしく
お願い申し上げます。

令和五年 元旦
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