
1R 5R 9R

2枠2番 5枠5番 1枠1番

サンドビューティ 調教師　山崎尋美（川崎） ラピッドフロウ 調教師　今井輝和（川崎） ジーニーボニータ 調教師　小林真治（浦和）

牝6歳 馬主　谷岡真喜 牝5歳 馬主　門別敏朗 牡4歳 馬主　山口雄司

鹿毛 生年月日　2017.04.09生 鹿毛 生年月日　2018.03.01生 鹿毛 生年月日　2019.05.05生

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 父　ベルシャザール 生産牧場　門別敏朗 父　イスラボニータ 生産牧場　タイヘイ牧場

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 母　エーシンラピッド（父　クロフネ） 産地　日高町 母　ミメティコ（父　Ｍｏｎｓｕｎ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　6,598,000円 地方収得賞金　3,778,000円 地方収得賞金　2,206,000円

北海道：2019/08/15～　13戦4勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/08/04～　16戦2勝（2着2回、3着2回）

南関東：2021/01/14～　19戦4勝（2着3回、3着2回） 兵庫：2020/12/10～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/11/24～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/04/14～　10戦1勝（2着3回、3着2回）

2R 南関東：2021/11/12～　18戦0勝（2着1回、3着4回） 10R

4枠4番 2枠2番

グレル 調教師　岩本洋（川崎） 6R ウイスキータイム 調教師　根本康広（JRA）

牝5歳 馬主　大久保和夫 1枠1番 牝4歳 馬主　（株）サザンホールディング

栗毛 生年月日　2018.03.26生 オーロファースト 調教師　山田質（川崎） 鹿毛 生年月日　2019.03.27生

父　ノボジャック 生産牧場　西野春樹 牝5歳 馬主　四宮圭 父　エスポワールシチー 生産牧場　門別敏朗

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 栗毛 生年月日　2018.04.13生 母　バトルアンコール（父　フジキセキ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,975,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊洋牧場 地方収得賞金　3,956,000円 中央収得賞金　0円

北海道：2020/08/19～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ショウサンユリシス（父　プリサイスエンド） 産地　日高町 北海道：2021/06/03～　12戦3勝（2着2回、3着2回）

南関東：2020/12/15～　18戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,322,000円 JRA：2022/12/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠6番 北海道：2020/08/12～　5戦0勝（2着0回、3着3回）

エスケイローレンス 調教師　冨田敏男（浦和） 東海：2020/12/10～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 11R　多摩川（たまがわ）オープン

牝4歳 馬主　冨田藤男 南関東：2021/08/30～　12戦3勝（2着1回、3着1回） 3枠3番

栗毛 生年月日　2019.03.18生 8枠11番 ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） 

父　コパノリッキー 生産牧場　嶋田牧場 シャイニングツキミ 調教師　佐々木仁（川崎） 牡7歳 馬主　上田江吏子

母　レディナデシコ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　伊藤享 鹿毛 生年月日　2016.05.20生

地方収得賞金　1,895,000円 青鹿毛 生年月日　2019.04.25生 父　パイロ 生産牧場　原口牧場

北海道：2021/06/02～　20戦1勝（2着3回、3着5回） 父　オウケンブルースリ 生産牧場　静内杉下牧場 母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町

南関東：2022/11/08～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ムーンスケイプ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　52,255,000円

地方収得賞金　2,065,000円 北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回）

3R 北海道：2021/07/01～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2019/02/11～　35戦10勝（2着5回、3着2回）

3枠4番 南関東：2022/01/31～　10戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2022　スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　1着

グロリアヴェルデ 調教師　甲田悟史（川崎） ◆2021・22　スパーキングプラチナチャレンジ［川崎］　2着

牡3歳 馬主　坂田栄一 7R ◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

鹿毛 生年月日　2020.01.19生 7枠11番 ◆'21 トワイライトC［浦和］　3着

父　ゴールドアクター 生産牧場　静内フアーム スカーレットレイル 調教師　内田勝義（川崎） 5枠7番

母　ラックアサイン（父　ハービンジャー） 産地　新ひだか町 牝3歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング ファルコンビーク 調教師　内田勝義（川崎）

地方収得賞金　2,340,000円 栗毛 生年月日　2020.04.25生 牡6歳 馬主　吉田勝己

北海道：2022/05/31～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 父　アジアエクスプレス 生産牧場　岡田スタツド 栗毛 生年月日　2017.03.31生

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　キネオソレイユ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 父　スマートファルコン 生産牧場　坂東牧場

南関東：2022/12/12～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,310,000円 母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町

4枠6番 北海道：2022/06/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　65,665,000円

ラヴァリエール 調教師　八木正喜（川崎） 南関東：2022/12/15～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　村田繁實 南関東：2020/02/05～　23戦9勝（2着4回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2020.03.06生 8R ◆2022　川崎マイラーズ[川崎]　1着

父　アジアエクスプレス 生産牧場　村田牧場 1枠1番 ◆2021・22　スパーキングマイラーズチャレンジ[川崎]　1着

母　フルオブスターズ（父　エンパイアメーカー） 産地　新冠町 エラボレート 調教師　林隆之（川崎） ◆2021　フリオーソレジェンドC[船橋]　1着

地方収得賞金　2,157,000円 牡6歳 馬主　伊達泰明 ◆2021　川崎マイラーズ[川崎]　3着

北海道：2022/06/02～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2017.04.21生

南関東：2022/12/15～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場 12R

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 5枠5番

4R 地方収得賞金　14,930,000円 シェリーアモール 調教師　佐々木仁（川崎） 

6枠7番 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回） 牝7歳 馬主　吉橋英隆

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 南関東：2019/12/11～　38戦3勝（2着7回、3着5回） 栗毛 生年月日　2016.04.13生

牝8歳 馬主　大野洋子 父　グラスワンダー 生産牧場　長田ファーム

青鹿毛 生年月日　2015.04.27生 母　ケイズビーナス（父　タイキシャトル） 産地　日高町

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 地方収得賞金　11,028,000円

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 北海道：2018/05/22～　8戦2勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　11,592,000円 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 南関東：2019/01/31～　10戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/12/19～　64戦7勝（2着4回、3着9回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 北海道：2020/08/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

オーサムワールド 調教師　村田順一（川崎） 岩手：2020/11/22～　11戦2勝（2着4回、3着3回）

牡4歳 馬主　（有）大野商事 南関東：2022/02/04～　8戦0勝（2着1回、3着3回）

黒鹿毛 生年月日　2019.04.09生 ◆2018　プリンセスC［水沢］　1着

父　トゥザワールド 生産牧場　カタオカステーブル ◆2018　フローラルC［門別］　3着

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 8枠12番

地方収得賞金　1,697,000円 スノープリンセス 調教師　山崎裕也（川崎） 

北海道：2022/04/27～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 牝6歳 馬主　谷岡真喜

南関東：2022/11/07～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2017.04.13生

7枠9番 父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット

リンノファンタジー 調教師　田邊陽一（川崎） 母　サクラメガフレア（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町

牝5歳 馬主　川上和彦 地方収得賞金　9,050,000円

栗毛 生年月日　2018.04.26生 北海道：2020/04/16～　12戦3勝（2着4回、3着2回）

父　プリサイスエンド 生産牧場 澤井義一 南関東：2021/03/18～　11戦6勝（2着4回、3着0回）

母　アールデコ（父　タイキシャトル） 産地　様似町

地方収得賞金　3,305,000円 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2020/05/27～　5戦0勝（2着2回、3着1回） 2R　④スターインステルス

兵庫：2020/12/22～　12戦2勝（2着0回、3着0回） 3R　①ウルティマン

南関東：2021/08/26～　11戦1勝（2着1回、3着0回） 8R　①ピンクヒップガール

9R　⑩エイシンペトラ

10R　⑧カナヒタル

11R第52回白鷺賞　②ナラ　⑧エイシンダンシャク　⑩グリードパルフェ

2/2(木) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

前走
２着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


