
2R 3R 7R
1枠1番 1枠1番 1枠1番
パーフェクトデイ 調教師　川島正一（船橋） タカラハント 調教師　齊藤敏（船橋） ハヤブサヒカリ 調教師　齊藤敏（船橋）

牡3歳 馬主　吉田正志 牡3歳 馬主　村山義男 牡4歳 馬主　市川智

栗毛 生年月日　2013年3月2日 栗毛 生年月日　2013年5月13日 鹿毛 生年月日　2012年4月26日

父　ステイゴールド 生産牧場　追分ファーム 父　カネヒキリ 生産牧場　大栄牧場 父　ファルブラヴ 生産牧場　有限会社ケイズ

母　プライムナンバー（父　ジェイドロバリー） 産地　安平町 母　インディアンファイル（父　Ａ．Ｐ．Ｉｎｄｙ） 産地　新冠町 母　ダンスインザムーン（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

地方収得賞金　1,055,000円 地方収得賞金　1,565,000円 地方収得賞金　3,677,000円

北海道：2015/07/09〜　6戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/09/01〜　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/09〜　4戦0勝（2着1回、3着1回）

2枠2番 5枠6番 兵庫：2014/09/24〜　5戦1勝（2着0回、3着1回）

スーパープルーム 調教師　岡林光浩（船橋） シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋） 南関東：2015/01/16〜　22戦1勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　組）寿組合 牡3歳 馬主　吉田照哉 3枠3番
鹿毛 生年月日　2013年4月4日 栗毛 生年月日　2013年5月3日 パッピンス 調教師　伊藤滋規（船橋）

父　ネオユニヴァース 生産牧場　村上欽哉 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 牝4歳 馬主　杉浦和也

母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市 青鹿毛 生年月日　2012年4月4日

地方収得賞金　1,216,000円 地方収得賞金　1,460,000円 父　メイショウボーラー 生産牧場　長谷川一男

北海道：2015/04/22〜　7戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/02〜　9戦2勝（2着1回、3着2回） 母　キシュウプリンセス（父　ウォーニング） 産地　日高町

南関東：2015/11/09〜　2戦0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1回） 地方収得賞金　3,778,000円

3枠3番 ◆2015知床賞3着 北海道：2014/07/23〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） 6枠7番 金沢：2014/09/09〜　5戦1勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　土橋正雄 サイファー 調教師　玉井昇（船橋） 南関東：2015/02/12〜　12戦2勝（2着1回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日 牡3歳 馬主　須貝廣次 5枠5番
父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム 鹿毛 生年月日　2013年3月12日 ワイルドソウル 調教師　岡林光浩（船橋）

母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 父　ブラックタイド 生産牧場　野表篤夫 牡5歳 馬主　（有）社台レースホース

地方収得賞金　945,000円 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 栗毛 生年月日　2011年5月6日

北海道：2015/08/20〜　6戦1勝（2着2回、3着3回） 地方収得賞金　1,800,000円 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム

5枠5番 北海道：2015/06/02〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ユアライフスタイル（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

インフィニティ 調教師　山浦武（船橋） 南関東：2015/12/10〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,551,000円

牝3歳 馬主　沖田方子 8枠12番 北海道：2013/05/15〜　8戦1勝（2着2回、3着1回）

栗毛 生年月日　2013年4月27日 トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

父　カジノドライヴ 生産牧場　小屋畑和久 牝3歳 馬主　上野耕一 南関東：2014/03/17〜　15戦3勝（2着3回、3着3回）

母　オペラハナミ（父　オペラハウス） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日 ◆2013知床賞2着

地方収得賞金　945,000円 父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二 5枠6番
北海道：2015/05/14〜　7戦1勝（2着1回、3着0回） 母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町 グランドヘヴン 調教師　山本学（船橋）

南関東：2015/12/09〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　1,802,000円 牡4歳 馬主　泉俊二

7枠7番 北海道：2015/06/17〜　9戦2勝（2着2回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2012年4月29日

マナミン 調教師　林正人（船橋） 南関東：2015/11/30〜　3戦0勝（2着1回、3着0回） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

牝3歳 馬主　山口裕介 母　ニューヘヴン（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2013年3月13日 4R 地方収得賞金　3,978,000円

父　ヴァーミリアン 生産牧場　三村卓也 1枠1番 北海道：2014/05/15〜　6戦1勝（2着0回、3着2回）

母　シビリアンゴッデス（父　ラムタラ） 産地　新冠町 ミオパインハルカ 調教師　宮下靖旨（船橋） 南関東：2014/10/01〜　9戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,420,000円 牝7歳 馬主　小溝利市 北海道：2015/10/22〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/11〜　4戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2009年2月18日 南関東：2015/12/07〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/09/03〜　2戦0勝（2着1回、3着1回） 父　ファスリエフ 生産牧場　ハシモトフアーム

7枠8番 母　サダムサウンドアイ（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 9R
チャームカフェ 調教師　山田信大（船橋） 地方収得賞金　2,907,000円 8枠11番
牝3歳 馬主　木谷ツヤ 北海道：2011/07/05〜　7戦1勝（2着3回、3着2回） イグアスノニジ 調教師　石井勝男（船橋）

青鹿毛 生年月日　2013年3月7日 南関東：2011/12/01〜　68戦0勝（2着1回、3着1回） 牝5歳 馬主　福本次雄

父　ハイアーゲーム 生産牧場　船越牧場 5枠5番 栗毛 生年月日　2011年3月31日

母　ジョウノラブリー（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 エムオーカーリング 調教師　柘榴浩樹（浦和） 父　リンカーン 生産牧場　長田操

地方収得賞金　840,000円 牝6歳 馬主　安藝洋 母　トシザフリート（父　アフリート） 産地　様似町

北海道：2015/05/13〜　10戦2勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2010年4月13日 地方収得賞金　8,313,000円

8枠9番 父　ローエングリン 生産牧場　門別牧場 北海道：2013/06/26〜　9戦2勝（2着1回、3着2回）

ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋） 母　エムオーハート（父　チーフベアハート） 産地　日高町 南関東：2013/12/17〜　24戦2勝（2着3回、3着3回）

牡3歳 馬主　安味宣光 地方収得賞金　2,812,000円

鹿毛 生年月日　2013年3月28日 北海道：2012/08/01〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） 10R
父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光 名古屋：2012/12/06〜　17戦4勝（2着1回、3着1回） 5枠5番
母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町 南関東：2013/09/12〜　51戦1勝（2着0回、3着3回） フレッシュメイト 調教師　稲葉道行（浦和）

地方収得賞金　1,095,000円 牡8歳 馬主　大黒富美子

北海道：2015/05/13〜　13戦2勝（2着1回、3着1回） 6R 青鹿毛 生年月日　2008年4月29日

南関東：2015/12/09〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 1枠1番 父　ブラックホーク 生産牧場　池田牧場

8枠10番 ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 母　ロドリゴエミリ（父　ロドリゴデトリアーノ） 産地　新ひだか町

グリーンマイン 調教師　柿本政男（船橋） 牝5歳 馬主　安味宣光 地方収得賞金　24,148,000円

牝3歳 馬主　峰哲馬 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日 北海道：2010/09/09〜　6戦1勝（2着1回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2013年3月23日 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場 南関東：2011/01/24〜　61戦9勝（2着10回、3着11回）

父　ソングオブウインド 生産牧場　ヤマイチ牧場 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町 7枠8番
母　アジアンタム（父　フジキセキ） 産地　むかわ町 地方収得賞金　6,932,000円 パンパカパーティ 調教師　小久保智（浦和）

地方収得賞金　826,000円 北海道：2013/05/30〜　11戦2勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　山口裕介

北海道：2015/05/05〜　16戦0勝（2着5回、3着4回） 南関東：2013/12/04〜　31戦1勝（2着6回、3着7回） 鹿毛 生年月日 2011年3月23日

南関東：2015/12/09〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番 父　サイレントディール 生産牧場 畔高牧場

アメリカンサンダー 調教師　稲葉道行（浦和） 母　ウォータートスカ（父　オペラハウス） 産地　浦河町

牡6歳 馬主　佐藤照彦 地方収得賞金　17,150,000円

鹿毛 生年月日　2010年4月22日 北海道：2013/05/03〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）

父　アメリカンボス 生産牧場　山野牧場 南関東：2013/11/19〜　16戦2勝（2着1回、3着2回）

母　キタサンキャンドル（父　Ｔｈｕｎｄｅｒ　Ｇｕｌｃｈ） 産地　新ひだか町 ◆2013栄冠賞（H2）2着

地方収得賞金　10,002,000円 ◆2014ニューイヤーカップ2着

北海道：2012/05/16〜　11戦3勝（2着1回、3着1回） ◆2014東京湾カップ3着

　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠10番
南関東：2013/02/04〜　12戦1勝（2着0回、3着1回） ダイリングローバル 調教師　佐々木功（船橋）

北海道：2014/04/29〜　12戦0勝（2着2回、3着4回） 牡6歳 馬主　佐々木總雄

南関東：2014/11/19〜　19戦1勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2010年4月30日

6枠7番 父　ホワイトマズル 生産牧場　白老大須賀牧場

ビービーキャンディ 調教師　小澤宏次（浦和） 母　ミラクルワンダー（父　フジキセキ） 産地　白老町

牝5歳 馬主　竹本弘 地方収得賞金　16,549,000円

栗毛 生年月日　2011年3月3日 北海道：2012/07/11〜　5戦0勝（2着0回、3着1回）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　坂東牧場 佐賀：2012/11/23〜　10戦5勝（2着2回、3着1回）

母　タップエース（父　ホワイトマズル） 産地　平取町 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　7,005,000円 南関東：2013/08/07〜　22戦4勝（2着4回、3着2回）

北海道：2013/07/30〜　4戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2013九州ダービー栄城賞1着

南関東：2013/12/19〜　26戦2勝（2着4回、3着6回） ◆2013築紫野賞1着

◆2013リリーカップ（H3）2着

11R
5枠5番

服部茂史騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！ ヴァンキッシャー 調教師　小久保智（浦和）

3R　⑥シュネルバレイ 牝4歳 馬主　岡本幸正

6R　⑦ビービーキャンディ 青鹿毛 生年月日　2012年1月13日

7R　⑤ワイルドソウル 父　シンボリクリスエス 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　パラダイスイズヒア（父　サクラバクシンオー） 産地　白老町

地方収得賞金　5,001,000円

北海道：2014/05/29〜　10戦1勝（2着1回、3着4回）

南関東：2014/12/10〜　10戦3勝（2着0回、3着1回）

1/18（月）船橋  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

服部茂史騎手

頑張れ！

ホッカイドウ競馬出身馬！
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