
1R 4R 7R

8枠9番 4枠4番 5枠5番

サイファー 調教師　玉井昇（船橋） クライフターン 調教師　渡邊薫（船橋） アラベスクシーズ 調教師　冨田敏男（浦和）

牡2歳 馬主　須貝廣次 牝2歳 馬主　野嶋祥二 牡9歳 馬主　若井友和

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月1日 鹿毛 生年月日　2006年4月8日

父　ブラックタイド 生産牧場　野表篤夫 父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場 父　カコイーシーズ 生産牧場　安達洋生

母　マチカネミネルヴァ（父　マチカネキンノホシ） 産地　新ひだか町 母　ルージュバンブー（父　マリエンバード） 産地　浦河町 母　アリエルスキー（父　マルゼンスキー） 産地　新冠町

地方収得賞金　500,000円 地方収得賞金　1,640,000円 地方収得賞金　18,751,000円

北海道：2015/06/02〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/02〜　11戦2勝（2着3回、3着1回） 北海道：2008/06/18〜　7戦3勝（2着2回、3着1回）

5枠5番 うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

2R タケショウメーカー 調教師　山本学（船橋） 南関東：2009/11/30〜　11戦0勝（2着1回、3着2回）

8枠10番 牝2歳 馬主　（有）ナイト商事 北海道：2010/11/04〜　22戦2勝（2着3回、3着2回）

クリノチュウレンポ 調教師　佐々木功（船橋） 鹿毛 生年月日　2013年4月24日 南関東：2012/12/26〜　64戦1勝（2着2回、3着4回）

牝3歳 馬主　栗本八江 父　エンパイアメーカー 生産牧場　富菜牧場 ◆2009南部駒賞3着

栗毛 生年月日　2012年5月2日 母　タケショウレジーナ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 ◆2009北斗盃（H2）2着

父　アグネスデジタル 生産牧場　友田牧場 地方収得賞金　2,367,000円 ◆2009北海優駿（H1）1着

母　ミスズアロイ（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 北海道：2015/05/05〜　7戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　980,000円 南関東：2015/11/09〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 8R

北海道：2014/08/21〜　5戦1勝（2着2回、3着0回） 6枠7番 1枠1番

兵庫：2014/11/27〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） タキノアクトレス 調教師　栗林信文（川崎）

南関東：2015/01/21〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝2歳 馬主　橋本富夫 牝6歳 馬主　平野郁朗

北海道：2015/04/22〜　14戦0勝（2着4回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 鹿毛 生年月日　2009年4月17日

南関東：2015/11/12〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 父　ケイムホーム 生産牧場　競優牧場

母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 母　ケイビイスパイダー（父　リンドシェーバー） 産地　新冠町

3R 地方収得賞金　1,400,000円 地方収得賞金　12,976,000円

4枠4番 北海道：2015/06/25〜　7戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2011/08/17〜　4戦0勝（2着4回、3着0回）

ハイアビリティー 調教師　佐々木功（船橋） 8枠11番 南関東：2011/12/12〜　46戦6勝（2着8回、3着3回）

牝3歳 馬主　中島稔 ロナウドチョップ 調教師　佐々木功（船橋） 2枠2番

鹿毛 生年月日　2012年3月5日 牝2歳 馬主　光安了 ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋）

父　キングヘイロー 生産牧場　石田牧場 栗毛 生年月日　2013年3月6日 牝4歳 馬主　安味宣光

母　ロッチダンス（父　ワツスルタツチ） 産地　新冠町 父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日

地方収得賞金　648,000円 母　チリビリビン（父　ブロッコ） 産地　浦河町 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場

北海道：2014/05/28〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,890,000円 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町

兵庫：2014/07/25〜　24戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/04/29〜　5戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　6,668,000円

南関東：2015/07/20〜　8戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/09/30〜　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/30〜　11戦2勝（2着0回、3着0回）

7枠7番 南関東：2013/12/04〜　29戦1勝（2着6回、3着7回）

スマートショール 調教師　宮下貴明（船橋） 5R 3枠3番

牝3歳 馬主　酒井孝敏 6枠7番 スイスヨーデル 調教師　椎名廣明（船橋）

芦毛 生年月日　2012年3月26日 リンゴカン 調教師　阿井正雄（船橋） 牝3歳 馬主　櫻井盛夫

父　コンデュイット 生産牧場　スマートプロジェクトインコーポレイテッド 牡3歳 馬主　門別敏朗 鹿毛 生年月日　2012年3月29日

母　スマートドレス（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2012年3月25日 父　サムライハート 生産牧場　有限会社石川牧場

地方収得賞金　762,000円 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　増本牧場 母　ベベコリエンド（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町

北海道：2014/06/11〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 母　グリーンサンライズ（父　サツカーボーイ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　5,611,000円

佐賀：2014/09/28〜　11戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　2,180,000円 北海道：2014/07/16〜　2戦1勝（2着0回、3着1回）

高知：2015/07/19〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/08/19〜　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/10/30〜　16戦3勝（2着0回、3着2回）

南関東：2015/09/10〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/11/17〜　18戦0勝（2着1回、3着6回 6枠6番

8枠8番 7枠9番 イグアスノニジ 調教師　石井勝男（船橋）

オーセンティック 調教師　宮下貴明（船橋） リュウノリボン 調教師　齊藤敏（船橋） 牝4歳 馬主　福本次雄

牝3歳 馬主　酒井孝敏 牝3歳 馬主　蓑島竜一 栗毛 生年月日　2011年3月31日

鹿毛 生年月日　2012年5月18日 鹿毛 生年月日　2012年5月14日 父　リンカーン 生産牧場　長田操

父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三 父　サムライハート 生産牧場　カタオカフアーム 母　トシザフリート（父　アフリート） 産地　様似町 　　　　

母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 母　イーエルブロッサム（父　ラストタイクーン） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　7,773,000円

地方収得賞金　711,000円　 地方収得賞金　2,183,000円 北海道：2013/06/26〜　9戦2勝（2着1回、3着2回）

北海道：2014/07/10〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/11〜　11戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2013/12/17〜　21戦2勝（2着3回、3着2回）

笠松：2014/08/28〜　32戦1勝（2着3回、3着1回） 岩手：2014/11/08〜　4戦1勝（2着0回、3着1回） 8枠11番

　　うち他地区参戦：12戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/01/13〜　10戦0勝（2着2回、3着1回） エミーズプライド 調教師　川島正一（船橋）

南関東：2015/07/20〜　8戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠10番 牝3歳 馬主　吉田照哉

セレブレ 調教師　山浦武（船橋） 鹿毛 生年月日　2012年1月23日

牝6歳 馬主　矢沼浩二 父　キングカメハメハ 生産牧場　社台ファーム

本日は園田競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ 鹿毛 生年月日　2009年3月24日 母　エミーズスマイル（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

10R　⑧ナナヨンハーバー 父ファルブラヴ 生産牧場　タガミファーム 地方収得賞金　5,452,000円

母　ミシガンガール（父　Ｈｏｎｏｕｒ　ａｎｄ　Ｇｌｏｒｙ） 産地　新ひだか町 北海道：2014/06/03〜　5戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　9,668,000円 南関東：2015/02/12〜　8戦4勝（2着0回、3着0回）

北海道：2011/05/05〜　8戦3勝（2着0回、3着0回）

南関東：2011/11/14〜　77戦1勝（2着4回、3着5回） 9R

5枠5番

6R バミューダ 調教師　堀江仁（大井）

8枠8番 牝5歳 馬主　加藤誠

トリプルクロッシュ 調教師　齊藤敏（船橋） 青鹿毛 生年月日　2010年3月3日

牝3歳 馬主　杉浦和也 父　スクワートルスクワート 生産牧場　富川田中牧場

鹿毛 生年月日　2012年5月5日 母　トライベッカ（父　ホワイトマズル） 産地　日高町

父　ファスリエフ 生産牧場　下河辺牧場 地方収得賞金　10,813,000円

母　スイートベイジル（父　トニービン） 産地　日高町 北海道：2012/07/04〜　10戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　2,385,000円 南関東：2012/12/29〜　55戦2勝（2着8回、3着4回）

北海道：2014/07/23〜　7戦2勝（2着0回、3着2回） 8枠12番

南関東：2014/12/15〜　5戦0勝（2着1回、3着1回） サプライズソング 調教師　矢野義幸（船橋）

岩手：2015/04/04〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　目黒忠法

北海道：2015/04/29〜　14戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年3月3日

8枠9番 父　ソングオブウインド 生産牧場　目黒牧場

ドンローズ 調教師　佐藤厚弘（船橋） 母　シンメイジョアー（父　カリスタグローリ） 産地　日高町

牝3歳 馬主　（株）ドン 地方収得賞金　5,612,000円

鹿毛 生年月日　2012年4月30日 北海道：2014/08/07〜　5戦2勝（2着0回、3着0回）

父　プリサイスエンド 生産牧場　ラツキー牧場 南関東：2015/03/03〜　8戦1勝（2着0回、3着2回）

母　シルキーアゲイン（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,175,000円 11R

北海道：2014/06/04〜　5戦2勝（2着1回、3着1回） 7枠10番

◆2014リリーカップ（H3）3着 モリデンボス 調教師　鈴木啓之（大井）

牡4歳 馬主　森田芳男

鹿毛 生年月日　2011年5月4日

服部茂史騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！ 父　アメリカンボス 生産牧場　森田芳男

9R　②アンボワーズ 母　リハクタンス（父　フレンチグローリー） 産地　新冠町

11R　①ポロロッカ 地方収得賞金　10,435,000円

北海道：2013/06/04〜　5戦2勝（2着1回、3着0回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/02/07〜　9戦2勝（2着0回、3着0回）

12/10（木）船橋  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

服部茂史騎手

ホッカイドウ競馬からデビューした
馬たちを応援してください！
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