
1R 5R 8R

5枠5番 2枠2番 3枠3番

グランエンペラー 調教師　山中尊徳（船橋） エクストリングラン 調教師　出川克己（船橋） ミスエンピリカル 調教師　小澤宏次（浦和）

セン7歳 馬主　田中照美 牡4歳 馬主　吉田照哉 牝4歳 馬主　高岸節雄

鹿毛 生年月日　2009年4月5日 鹿毛 生年月日　2012年3月7日 黒鹿毛 生年月日　2012年4月22日

父　タヤスツヨシ 生産牧場　有限会社中田牧場 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 父　プリサイスエンド 生産牧場　高岸順一

母　ストロングスズラン（父　ミルジヨージ） 産地　平取町 母　エイブルインレース（父　フジキセキ） 産地　北海道千歳市 母　エンピリカル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　浦河町

地方収得賞金　5,790,000円 地方収得賞金　3,469,000円 地方収得賞金　3,226,000円

北海道：2011/04/29～　9戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/07/02～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/05/06～　16戦6勝（2着5回、3着3回）

南関東：2012/01/19～　26戦3勝（2着2回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/04～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠10番 南関東：2015/10/05～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 6枠7番

クワイトファイン 調教師　稲益貴弘（船橋） 7枠9番 トモノチャイルド 調教師　川村守男（浦和）

牡6歳 馬主　端将一郎 リニアエキスプレス 調教師　岡林光浩（船橋） 牝4歳 馬主　（株）大高建設

鹿毛 生年月日　2010年4月19日 牝4歳 馬主　（株）パイロットナミキヒデユキ 黒鹿毛 生年月日　2012年4月29日

父　トウカイテイオー 生産牧場　前川義則 鹿毛 生年月日　2012年3月30日 父　モルフェデスペクタ 生産牧場　大高朝幸

母　オーロラテルコ（父　ミスターシービー） 産地　日高町 父　ディープスカイ 生産牧場　藤川フアーム 母　ホロトラストシーン（父　ゼンノメイジン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,661,000円 母　スターリーワールド（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,443,000円

北海道：2012/05/04～　16戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,604,000円 北海道：2014/05/29～　11戦1勝（2着1回、3着4回）

福山：2012/12/01～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/26～　9戦0勝（2着4回、3着1回） 南関東：2015/01/08～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

名古屋：2013/04/05～　15戦1勝（2着4回、3着3回） 名古屋：2015/01/15～　10戦2勝（2着2回、3着2回） 北海道：2015/09/08～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2013/11/21～　28戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2015/09/10～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2015/10/26～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

2R 6R 9R

7枠9番 1枠1番 7枠7番

ポップコーンドール 調教師　宮下貴明（船橋） リュウノハヤテ 調教師　齊藤敏（船橋） ノーノーイエース 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝7歳 馬主　山路孝 牡5歳 馬主　蓑島竜一 牝3歳 馬主　山際辰夫

鹿毛 生年月日　2009年2月15日 鹿毛 生年月日　2011年5月30日 青鹿毛 生年月日　2013年4月3日

父　トワイニング 生産牧場　白井牧場 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大塚牧場 父　アジュディミツオー 生産牧場　竹島幸治

母　ポップコーンプリンセス（父Ｏｌｄ　Ｔｒｉｅｓｔｅ） 産地　日高町 母　イノリ（父　クリミナルタイプ） 産地　新ひだか町 母　ヤマノバイオレット（父　フジキセキ） 産地　日高町

地方収得賞金　4,544,000円 地方収得賞金　6,311,000円 地方収得賞金　3,045,000円

北海道：2011/06/15～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/06/05～　15戦1勝（2着0回、3着4回） 北海道：2015/04/23～　12戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2011/11/15～　78戦1勝（2着2回、3着5回） 岩手：2013/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/12/08～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2014/02/13～　31戦1勝（2着6回、3着3回） 8枠10番

3R 3枠3番 キキ 調教師　山本学（船橋）

2枠2番 ルックスグー 調教師　山本学（船橋） 牝3歳 馬主　手嶋康雄

アマクサボーイ 調教師　佐々木功（船橋） 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場 鹿毛 生年月日　2013年4月29日

牡7歳 馬主　中島稔 芦毛 生年月日　2012年4月21日 父　ロージズインメイ 生産牧場　佐竹学

青毛 生年月日　2009年4月11日 父　メイショウサムソン 生産牧場　グランド牧場 母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　新ひだか町

父　アッミラーレ 生産牧場　坂本晴美 母　メイキングザヘヴン（父　Ｂｕｄｄｈａ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,044,000円

母　ミナミノモンロー（父　タマモクロス） 産地　浦河町 地方収得賞金　3,468,000円 北海道：2015/05/06～　9戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　9,447,000円 北海道：2014/05/22～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/11/11～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2011/05/12～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 名古屋：2014/12/18～　10戦2勝（2着4回、3着2回）

佐賀：2011/10/16～　7戦2勝（2着2回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R

南関東：2012/07/12～　64戦3勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/11/12～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 8枠10番

◆2011　九州ジュニアチャンピオン[佐賀]　3着 ◆2015　新緑賞［笠松］　2着 エミーズプライド 調教師　川島正一（船橋） 

5枠6番 ◆2015　駿蹄賞［名古屋］　3着　◆2015　スプリングカップ［名古屋］　3着 牝4歳 馬主　吉田照哉

エムオーマジック 調教師　齊藤敏（船橋） 7枠10番 鹿毛 生年月日　2012年1月23日

牡4歳 馬主　大浅貢 ヴァリアーレ 調教師　小澤宏次（浦和） 父　キングカメハメハ 生産牧場　社台ファーム

青鹿毛 生年月日　2012年4月8日 牝4歳 馬主　上田信路 母　エミーズスマイル（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

父　エムオーウイナー 生産牧場　貞広賢治 栗毛 生年月日　2012年3月28日 地方収得賞金　6,652,000円

母　エムオーアンジェラ（父　マイネルラヴ） 産地　むかわ町 父　アドマイヤジャパン 生産牧場　原田新治 北海道：2014/06/03～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,500,000円 母　ゾフィー（父　スキャン） 産地　平取町 南関東：2015/02/12～　9戦5勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/05/14～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,492,000円

JRA：2014/12/27～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/12～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 11R　チバテレ盃

南関東：2014/11/17～　17戦1勝（2着1回、3着2回） 1枠1番

4R パーティメーカー 調教師　小久保智（浦和） 

1枠1番 7R 牡4歳 馬主　山口裕介

プレミールキャット 調教師　新井清重（船橋） 7枠10番 栗毛 生年月日　2012年4月14日

牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 フクノレクサス 調教師　石井勝男（船橋） 父　パイロ 生産牧場　昭和牧場

鹿毛 生年月日　2010年5月2日 牡6歳 馬主　福本次雄 母　スプリングパレット（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

父　アサクサデンエン 生産牧場　小倉光博 鹿毛 生年月日　2010年5月25日 地方収得賞金　30,568,000円 中央収得賞金　2,300,000円

母　シークレットローズ（父　レジエンドテイオー） 産地　新ひだか町 父　ゴールドアリュール 生産牧場　北光牧場 北海道：2014/05/28～　6戦2勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金　7,960,000円 母ラストアウィン（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2012/07/26～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　10,229,000円 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2012/11/14～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2012/08/16～　3戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2014/11/09～　15戦1勝（2着1回、3着4回）

笠松：2013/05/15～　12戦2勝（2着1回、3着6回） 南関東：2013/01/09～　41戦4勝（2着5回、3着7回） 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2013/09/25～　36戦1勝（2着5回、3着2回） 8枠11番 ◆2014　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

シアーブリス 調教師　椎名廣明（船橋） ◆2015　東京ダービー［大井］　2着

本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡8歳 馬主　（株）レックス ◆2015　黒潮盃［大井］　3着

1R　①ヒカリヘ　②トーイキララ　④スカイトマホーク ⑤サンダカン 黒鹿毛 生年月日　2008年3月27日

父　イーグルカフェ 生産牧場　高橋啓

母　マイグローリー（父　オジジアン） 産地　平取町

地方収得賞金　15,140,000円

北海道：2010/09/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

5R　②フロイント 岩手：2010/11/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

6R　⑤イグナイト　⑨ナイスパートナー 兵庫：2011/02/11～　14戦2勝（2着2回、3着1回）

9R　②ナーゴナーゴハツエ 南関東：2011/09/22～　63戦8勝（2着8回、3着14回）

1/19（火）船橋 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

　　⑥ワンダフルキッス　⑦ジンクーアン　⑨ツキノヒカリ

2R　⑤ドレミ　⑥リョウテニハナ　⑧フェリチータ

3R　①マイファンファーレ　⑧スズランクリーク

4R　③アイファーアトラス　⑤ミスターロールス　⑥フジノキンメダル

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

前走
３着

前走
３着

服部茂史騎手は
２Ｒ ①ヤワタブランド
12Ｒ ⑪セイユニコーン
２頭に騎乗予定です♪


