
1R 3R 8R
3枠3番 1枠1番 8枠8番
クレアチュール 調教師　山下貴之（船橋） イリマレイ 調教師　宇野木博徳（浦和） ビービーエレバン 調教師　出川克己（船橋）

牝3歳 馬主　吉田正志 牝5歳 馬主　新井裕雅 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

黒鹿毛 生年月日　2013年4月22日 鹿毛 生年月日　2011年4月21日 鹿毛 生年月日　2012年3月26日

父　スペシャルウィーク 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 父　タイキシャトル 生産牧場　川上牧場 父　ルールオブロー 生産牧場　高橋啓

母　ウイングオブラック（父　ブライアンズタイム） 産地　白老町 母　ラピーナラピド（父　ダンシングブレーヴ） 産地　新冠町 母　シャナイア（父　コマンダーインチーフ） 産地　平取町

地方収得賞金　525,000円 地方収得賞金　2,898,000円 地方収得賞金　4,734,000円

北海道：2015/07/15〜　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2013/06/26〜　5戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/25〜　6戦1勝（2着0回、3着1回）

4枠4番 南関東：2014/01/03〜　27戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/01/14〜　12戦2勝（2着1回、3着0回）

アルプスガイド 調教師　伊藤滋規（船橋） 5枠5番
牝3歳 馬主　杉浦和也 ハイアビリティー 調教師　佐々木功（船橋） 9R
黒鹿毛 生年月日　2013年3月16日 牝4歳 馬主　中島稔 3枠3番
父　サイレントディール 生産牧場　小野瀬竜馬 鹿毛 生年月日　2012年3月5日 ドンゲイボルグ 調教師　佐藤厚弘（船橋） 

母　ポエマリリカ（父　ノーザンテースト） 産地　清水町 父　キングヘイロー 生産牧場　石田牧場 牡3歳 馬主　（株）ドン

地方収得賞金　735,000円 母　ロッチダンス（父　ワツスルタツチ） 産地　新冠町 芦毛 生年月日　2013年4月29日

北海道：2015/04/29〜　15戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　648,000円 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

南関東：2015/12/09〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/05/28〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

6枠7番 兵庫：2014/07/25〜　24戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,590,000円

タカヤノホシ 調教師　阿井正雄（船橋） 南関東：2015/07/20〜　10戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/18〜　3戦1勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　ライフエンタープライズ（株） 7枠8番 南関東：2015/10/06〜　4戦0勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2013年2月26日 フクノドン 調教師　新井清重（船橋） 5枠5番
父　アポロキングダム 生産牧場　渡辺隆 牡5歳 馬主　相川てる モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 

母　アポロクイック（父　クロフネ） 産地　むかわ町 栗毛 生年月日　2011年2月5日 牡3歳 馬主　森田芳男

地方収得賞金　770,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　石川栄一 栗毛 生年月日　2013年4月25日

北海道：2015/06/25〜　11戦1勝（2着0回、3着2回） 母　マキノギンガ（父　トロットサンダー） 産地　新ひだか町 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男

地方収得賞金　2,541,000円 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

2R 北海道：2013/06/25〜　9戦0勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　2,592,000円

3枠3番 佐賀：2014/01/19〜　7戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/07/02〜　6戦1勝（2着0回、3着1回）

オーセンティック 調教師　宮下貴明（船橋） 南関東：2014/12/12〜　19戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/11/30〜　3戦0勝（2着1回、3着0回）

牝4歳 馬主　酒井孝敏 7枠9番
鹿毛 生年月日　2012年5月18日 4R ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和）

父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三 3枠3番 牡3歳 馬主　（有）太盛

母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 スタチュー 調教師　新井清重（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日

地方収得賞金　811,000円　 牡4歳 馬主　田村誠 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

北海道：2014/07/10〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2012年5月2日 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町

笠松：2014/08/28〜　32戦1勝（2着3回、3着1回） 父　スタチューオブリバティ 生産牧場　本桐牧場 地方収得賞金　3,197,000円

　　うち他地区参戦：12戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ショウナンアネーロ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 北海道：2015/08/05〜　6戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/07/20〜　9戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　992,000円 南関東：2015/11/30〜　3戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠5番 北海道：2014/06/11〜　24戦1勝（2着3回、3着7回） 8枠12番
スマートショール 調教師　宮下貴明（船橋） 南関東：2015/11/12〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） ヤマノカミ 調教師　佐藤賢二（船橋）

牝4歳 馬主　酒井孝敏 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

芦毛 生年月日　2012年3月26日 5R 鹿毛 生年月日　2013年2月13日

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 6枠7番 父　アッミラーレ 生産牧場　新生ファーム

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 ツガノサツキ 調教師　山越光（浦和） 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

地方収得賞金　762,000円 牝5歳 馬主　小澤偉男 地方収得賞金　5,393,000円

北海道：2014/06/11〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2011年4月19日 北海道：2015/04/22〜　7戦1勝（2着4回、3着2回）

佐賀：2014/09/28〜　11戦1勝（2着2回、3着0回） 父　クロフネ 生産牧場　中田英樹 金沢：2015/11/01〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）

高知：2015/07/19〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ハクツクィーン（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 ◆2015兼六園ジュニアカップ2着

南関東：2015/09/10〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,672,000円 ◆2015金沢ヤングチャンピオン1着

6枠8番 北海道：2013/08/07～　17戦1勝（2着0回、3着4回）

サブリナラッシュ 調教師　齊藤敏（船橋） 南関東：2014/10/09～　23戦1勝（2着3回、3着1回） 12R
牝7歳 馬主　蓑島竜一 8枠10番 4枠5番
黒鹿毛 生年月日　2009年3月31日 リュウノヒカル 調教師　齊藤敏（船橋） ドミヌス 調教師　出川克己（船橋）

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　サンバマウンテンファーム 牝4歳 馬主　蓑島竜一 牡5歳 馬主　（有）サンデーレーシング

母　エイダイサブリナ（父　アドマイヤコジーン） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2012年3月28日 鹿毛 生年月日　2011年2月21日

地方収得賞金　7,513,000円 父　ソングオブウインド 生産牧場　大林ファーム 父　アドマイヤドン 生産牧場　坂東牧場

北海道：2011/07/19〜　6戦1勝（2着0回、3着3回） 母　ヒカルヨコスカ（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 母　サイレンスギフト（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町

兵庫：2011/12/12〜　5戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　1,206,000円 地方収得賞金　14,962,000円

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/04〜　9戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2013/07/23〜　4戦2勝（2着0回、3着0回）

岩手：2012/04/09〜　5戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2014/11/26〜　7戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/01/07〜　21戦3勝（2着9回、3着3回）

南関東：2012/09/24〜　46戦0勝（2着4回、3着3回） 岩手：2015/04/04〜　7戦1勝（2着2回、3着0回） 8枠13番
8枠12番 南関東：2015/10/06〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） ダイリンウィーク 調教師　佐々木功（船橋）

クリノチュウレンポ 調教師　佐々木功（船橋） 牡7歳 馬主　廣松一義

牝4歳 馬主　栗本八江 6R 鹿毛 生年月日　2009年5月7日

栗毛 生年月日　2012年5月2日 3枠3番 父　スターリングローズ 生産牧場　樋渡信義

父　アグネスデジタル 生産牧場　友田牧場 ミニミニスター 調教師　山本学（船橋） 母　エレガンスローズ（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

母　ミスズアロイ（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　手嶋康雄 地方収得賞金　21,594,000円

地方収得賞金　1,100,000円 鹿毛 生年月日　2012年3月24日 北海道：2011/07/14〜　3戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2014/08/21〜　5戦1勝（2着2回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　佐竹学 佐賀：2011/10/16〜　11戦4勝（2着3回、3着1回）

兵庫：2014/11/27〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　オンワードスペル（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町 　　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/01/21〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,033,000円 南関東：2012/10/30〜　28戦6勝（2着5回、3着1回）

北海道：2015/04/22〜　14戦0勝（2着4回、3着3回） 北海道：2014/05/06〜　7戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2011九州ジュニアチャンピオン1着

南関東：2015/11/12〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/10/01〜　13戦1勝（2着2回、3着2回） ◆2012飛燕賞2着

7枠8番 ◆2012九州ダービー栄城賞2着

本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ クラマサジョーカー 調教師　矢野義幸（船橋）

2R　③マニエルトウショウ 牝6歳 馬主　倉見政敏

3R　⑥レモンホープ 栗毛 生年月日　2010年3月28日

4R　⑦チェリーブラウン 父　グリーンアプローズ 生産牧場　倉見牧場

母　クラファストレディ（父　シングルロマン） 産地　日高町

地方収得賞金　8.971,000円

北海道：2012/08/07〜　6戦1勝（2着1回、3着1回）

10R　⑤ピンクノサイロ 南関東：2013/01/09〜　48戦5勝（2着2回、3着7回）

8枠9番
本日の名古屋競馬「第18回新春ペガサスカップ」にもホッカイドウ競馬出身馬が出走します！ キタノファイター 調教師　佐々木功（船橋） 

9R　④リードクィーン、⑤ワタシヲミテネ、⑦ゴールドパーク、⑧アプリーレ 牡5歳 馬主　中島稔

黒鹿毛 生年月日　2011年4月5日

本日は高知競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ 父　ストーミングホーム 生産牧場　森永聡

3R　⑥オーバーザワールド、⑧ベニノホマレ 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

4R　①オレンジウォーク、⑥ルーブルラヴ、⑧カンタベリームーン 地方収得賞金　1,591,000円

5R　②キモンゴールド、⑦ピンクインハート、⑨ツリーポケット 北海道：2013/05/01〜　5戦0勝（2着0回、3着1回）

笠松：2013/09/25〜　49戦6勝（2着6回、3着6回）

ホッカイドウ競馬の水野翔騎手が「第30回全日本新人王争覇戦」（高知競馬場）に出場します！ 南関東：2015/12/07〜　3戦0勝（2着0回、3着0回）

3R　⑨ユノミレー
5R　②キモンゴールド

1/20（水）船橋  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

6R　②ナーゴナーゴユーリ、⑤エガオデコタエテ、⑨ゴールドトレジャー
7R　②オレンジノート、⑤サジカゲン、⑥エムティアポロン

5R　④スカイウォリアー、⑨セントウイナー

水野翔騎手

本日は水野翔騎手が全日本新人王争覇戦に

出場します！応援してください!!

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
2 着

前走
1 着

前走
3 着


