
1R 6R 9R

4枠4番 7枠9番 4枠4番

ヒメカグラ 調教師　久保秀男（川崎） イサチルエース 調教師　栗林信文（川崎） スティールノーヴァ 調教師　佐々木仁（川崎）

牝3歳 馬主　（有）龍光 牡8歳 馬主　小坂功 牝4歳 馬主　菅野守雄

芦毛 生年月日　2020.04.08生 鹿毛 生年月日　2015.06.06生 青鹿毛 生年月日　2019.03.02生

父　ラニ 生産牧場　長浜忠 父　ハードスパン 生産牧場　原口牧場 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　高橋修

母　ステラシスネ（父　ルールオブロー） 産地　新冠町 母　マキノジョリエ（父　カリズマティック） 産地　新ひだか町 母　ラインキャメロン（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,885,000円 地方収得賞金　9,438,000円 地方収得賞金　7,094,000円

北海道：2022/05/26～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/07/11～　22戦7勝（2着5回、3着4回） 北海道：2021/05/19～　13戦3勝（2着2回、3着1回）

南関東：2022/12/13～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 佐賀：2020/12/12～　15戦5勝（2着4回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

5枠5番 南関東：2022/01/07～　11戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/12/15～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

クイーンラブソング 調教師　田島寿一（川崎） ◆2022　園田プリンセスC［園田］　2着

牝3歳 馬主　米田剛文 7R 6枠7番

黒鹿毛 生年月日　2020.05.04生 3枠3番 アングラン 調教師　林隆之（川崎）

父　ゴールドアクター 生産牧場　木田牧場 サザンフルーヴ 調教師　河津裕昭（川崎） 牝5歳 馬主　伊達泰明

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 牝3歳 馬主　村山忠弘 鹿毛 生年月日　2018.02.01生

地方収得賞金　3,070,000円 栗毛 生年月日　2020.04.07生 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

北海道：2022/05/31～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　レーヴミストラル 生産牧場　元茂牧場 母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

南関東：2022/10/10～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アルデグロリア（父　アルデバラン２） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　15,120,000円

6枠7番 地方収得賞金　2,260,000円 北海道：2020/05/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

インプローヴィング 調教師　佐々木仁（川崎） 北海道：2022/06/16～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/11/03～　28戦4勝（2着3回、3着1回）

牝3歳 馬主　（株）ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 南関東：2022/12/13～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 8枠11番

鹿毛 生年月日　2020.04.13生 5枠5番 ルイジアンナ 調教師　佐々木仁（川崎）

父　コパノリッキー 生産牧場　グランド牧場 ピックミー 調教師　高月賢一（川崎） 牝5歳 馬主　吉岡寛行

母　フィーリンググー（父　セイントアレックス） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　前田良平 栗毛 生年月日　2018.04.10生

地方収得賞金　2,907,000円 鹿毛 生年月日　2020.04.07生 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場

北海道：2022/05/19～　11戦2勝（2着2回、3着2回） 父　メイショウサムソン 生産牧場　グラストレーニングセンター 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

南関東：2022/12/13～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ドリームチャイルド（父　ネイティヴハート） 産地　浦河町 地方収得賞金　15,290,000円

地方収得賞金　3,663,000円 北海道：2020/05/05～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

2R 北海道：2022/05/04～　12戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2021/01/26～　17戦4勝（2着2回、3着1回）

7枠9番 南関東：2022/12/13～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

メリッソ 調教師　八木正喜（川崎） 10R

牝4歳 馬主　北原大史 8R 7枠12番

鹿毛 生年月日　2019.04.03生 6枠10番 レディブラウン 調教師　佐藤博紀（川崎）

父　シビルウォー 生産牧場　長浜秀昭 ミミコチャン 調教師　小林真治（浦和） 牝5歳 馬主　藤元厚雄

母　オペラアイ（父　オペラハウス） 産地　新冠町 牝4歳 馬主　真下辰夫 青鹿毛 生年月日　2018.05.11生

地方収得賞金　1,247,000円 黒鹿毛 生年月日　2019.05.19生 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム

北海道：2021/08/04～　18戦0勝（2着5回、3着4回） 父　アジアエクスプレス 生産牧場　田渕牧場 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県

南関東：2022/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ハングインゼア（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 地方収得賞金　16,165,000円

地方収得賞金　2,524,000円 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

3R 北海道：2021/07/01～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/12/17～　28戦1勝（2着1回、3着2回）

3枠3番 兵庫：2022/04/05～　4戦1勝（2着0回、3着2回） ◆2020　リリーC［門別］　2着

ボルドーアラン 調教師　八木仁（川崎） 南関東：2022/06/28～　3戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2021　桜花賞［浦和］　3着

牡5歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 兵庫：2022/09/14～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2018.05.22生 南関東：2022/12/22～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 11R　第72回川崎記念〔JpnⅠ〕

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　シグラップファーム 7枠11番 8枠9番

母　マイネローレライ（父　ロージズインメイ） 産地　日高町 エイシンヌチマシヌ 調教師　山越光（浦和） フォルベルール 調教師　久保秀男（川崎）

地方収得賞金　2,156,000円 牝4歳 馬主　岩渕瑞生 牡5歳 馬主　八嶋長久

北海道：2020/05/28～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019.01.28生 黒鹿毛 生年月日　2018.05.06生

金沢：2020/11/10～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　栄進牧場 父　ベルシャザール 生産牧場　グランド牧場

東海：2021/01/04～　8戦0勝（2着3回、3着1回） 母　エーシンスパイシー（父　クロフネ） 産地　浦河町 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

北海道：2021/04/28～　4戦0勝（2着4回、3着0回） 地方収得賞金　2,654,000円 地方収得賞金　25,480,000円

南関東：2021/07/02～　14戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/07/15～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/05/14～　12戦0勝（2着4回、3着1回）

兵庫：2021/12/16～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/09～　33戦5勝（2着5回、3着4回）

4R 金沢：2022/05/01～　5戦0勝（2着1回、3着2回） ◆2022　スパーキングオールスターチャレンジ［川崎］　1着

3枠3番 岩手：2022/07/11～　9戦2勝（2着0回、3着1回）

パワーサクレツ 調教師　横山保（浦和） 南関東：2022/12/23～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 12R

セン4歳 馬主　長塩豊 8枠14番 8枠12番

栗毛 生年月日　2019.05.01生 ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋） ドルドルエイト 調教師　八木仁（川崎） 

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　モリナガファーム 牡5歳 馬主　木村薫 牡8歳 馬主　小橋亮太

母　キョウエイカプリス（父　ゴールドアリュール） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2018.04.22生 鹿毛 生年月日　2015.04.07生

地方収得賞金　1,040,000円 父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場 父　サムライハート 生産牧場　中橋正

北海道：2022/05/13～　12戦1勝（2着2回、3着0回） 母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町 母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町

南関東：2022/11/22～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,500,000円 地方収得賞金　9,614,000円

北海道：2020/07/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回）

5R 南関東：2020/12/01～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/11/26～　54戦7勝（2着5回、3着3回）

6枠8番 北海道：2021/04/15～　15戦1勝（2着4回、3着4回）

エイシンスタートル 調教師　藤原智行（浦和） 南関東：2021/12/01～　9戦0勝（2着2回、3着1回）

牡4歳 馬主　中尾勝 北海道：2022/07/14～　9戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2019.03.10生 南関東：2022/11/28～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

父　エーシントップ 生産牧場　栄進牧場

母　エイシンヘーベ（父　エイシンワシントン） 産地　浦河町 ●姫路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　2,995,000円 2R　⑨ハッピーハナコサン

北海道：2021/06/03～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 3R　①フューチャーアイ　③リゾルート

岩手：2021/09/07～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 6R　⑤ピュアステート　⑦エムオーコマチ　⑩ヴィヒキルース

兵庫：2022/02/16～　7戦0勝（2着2回、3着2回） 7R　②ノルトクリーガー　④モンシャトール　⑩ローザーブルー

南関東：2022/08/09～　7戦0勝（2着0回、3着3回） 8R　①アイアンストーン　⑥カヴァコ　⑧キャリーアドリーム

　　 ⑨エイシンジェット

11R　②エイシンヌプリ

12R　①オノマトペ

2/1(水) 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
１着

今日は今年最初のJpnⅠ・川崎記念♪


