
4R 7R 10R

1枠1番 8枠12番 3枠3番

セレブレ 調教師　山浦武（船橋） グルービーメテオ 調教師　新井清重（船橋） クラバズーカー 調教師　佐藤厚弘（船橋）

牝7歳 馬主　矢沼浩二 牡7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牡4歳 馬主　倉見利弘

鹿毛 生年月日　2009年3月24日 栗毛 生年月日　2009年4月25日 鹿毛 生年月日　2012年4月15日

父　ファルブラヴ 生産牧場　タガミファーム 父　ジャングルポケット 生産牧場　辻牧場 父　スターキングマン 生産牧場　倉見牧場

母　ミシガンガール（父　Ｈｏｎｏｕｒ　ａｎｄ　Ｇｌｏｒｙ） 産地　新ひだか町 母　ボーディーススズカ（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町

地方収得賞金　9,848,000円 地方収得賞金　3,512,000円 地方収得賞金　18,309,000円

北海道：2011/05/05〜　8戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2012/08/29〜　6戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/06/17〜　9戦3勝（2着1回、3着2回）

南関東：2011/11/14〜　80戦1勝（2着4回、3着6回） JRA：2013/01/26〜　8戦0勝（2着0回、3着0回） 　　うち他地区遠征：1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 高知：2013/08/24〜　49戦15勝（2着4回、3着3回） 南関東：2015/02/05〜　11戦1勝（2着1回、3着1回）

イチジツセンリ 調教師　矢野義幸（船橋） 佐賀：2015/05/23〜　11戦7勝（2着0回、3着2回） ◆2014サンライズカップ（H2）3着

牡4歳 馬主　濱野順之助 ◆2014北海道2歳優駿（JpnⅢ）3着

栗毛 生年月日　2012年5月7日 8R 6枠6番
父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 2枠2番 スターローズ 調教師　山本学（船橋） 

母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町 ドンローズ 調教師　佐藤厚弘（船橋） 牝4歳 馬主　泉俊二

地方収得賞金　1,560,000円 牝4歳 馬主　（株）ドン 鹿毛 生年月日　2012年4月7日

北海道：2014/06/19〜　6戦2勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年4月30日 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

南関東：2014/10/30〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　ラツキー牧場 母　ローズカーニバル（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新ひだか町

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　24,755,000円

5R 地方収得賞金　2,175,000円 北海道：2014/04/23〜　9戦3勝（2着1回、3着1回）

4枠6番 北海道：2014/06/04〜　5戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/12/15〜　8戦3勝（2着1回、3着0回）

ミサトタイム 調教師　野口孝（浦和） 南関東：2015/12/10〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2015ユングフラウ賞1着

牝8歳 馬主　宇田昌隆 ◆2014リリーカップ（H3）3着 ◆2015東京プリンセス賞2着

栗毛 生年月日　2008年4月14日 8枠12番 7枠8番
父　タイムパラドックス 生産牧場　真歌伊藤牧場 リュウノリボン 調教師　齊藤敏（船橋） クラカルメン 調教師　矢野義幸（船橋） 

母　ミサトユニオン（父　デュラブ） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　蓑島竜一 牝7歳 馬主　倉見利弘

地方収得賞金　4,525,000円 鹿毛 生年月日　2012年5月14日 栃栗毛 生年月日　2009年5月1日

北海道：2010/06/10〜　64戦10勝（2着8回、3着10回） 父　サムライハート 生産牧場　カタオカフアーム 父　スターキングマン 生産牧場　倉見牧場

南関東：2015/02/20〜　15戦0勝（2着0回、3着1回） 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 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

地方収得賞金　2,183,000円 地方収得賞金　34,360,000円

6R 北海道：2014/06/11〜　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2011/07/05〜　6戦1勝（2着1回、3着1回）

2枠2番 岩手：2014/11/08〜　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2012/03/19〜　58戦7勝（2着11回、3着6回）

フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） 南関東：2015/01/13〜　11戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2014 '14クリスタルナイトカップ3着

牝3歳 馬主　橋本富夫 ◆2015 '15シーサイドカップ2着

鹿毛 生年月日　2013年6月4日 9R
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 1枠1番 11R
母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 ジェットシティ 調教師　川島正一（船橋） 7枠9番
地方収得賞金　1,700,000円 牝4歳 馬主　（有）サンデーレーシング ハッピーリーベ 調教師　矢野義幸（船橋）

北海道：2015/06/25〜　7戦2勝（2着3回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2012年3月3日 牝4歳 馬主　石瀬浩三

南関東：2015/12/10〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム 鹿毛 生年月日　2012年4月11日

3枠3番 母　シアトルスペシャル（父　Ｎｕｒｅｙｅｖ） 産地　安平町 父　マイネルラヴ 生産牧場　いとう牧場

エクレールノワール 調教師　稲益貴弘（船橋） 地方収得賞金　8,655,000円 母　ナムラトレジョリ（父　Ｄｅｓｅｒｔ　Ｋｉｎｇ） 産地　日高町

牝3歳 馬主　細川大輔 北海道：2014/05/28〜　5戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　6,890,000円

黒鹿毛 生年月日　2013年4月18日 南関東：2015/01/13〜　7戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/07/02〜　5戦1勝（2着1回、3着2回）

父　スウィフトカレント 生産牧場　大川牧場 ◆2014ブリーダーズゴールドジュニアカップ（H1）2着 南関東：2014/11/13〜　21戦4勝（2着1回、3着2回）

母　ブランフィル（父　アフリート） 産地　厚真町 8枠11番
地方収得賞金　1,520,000円 本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ ロクイチノカガヤキ 調教師 川島正一（船橋）

北海道：2015/06/24〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 1R　 ①アカイセンコウ、②バジガクミライ、④コッチネッラ、⑤イズム、 牝4歳 馬主 佐藤陽一

南関東：2015/12/08〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　⑥チェリーインター、⑦ルッセカッテル、⑧マイサクラ 鹿毛 生年月日　2012年4月21日

5枠5番 2R　 ②トーイドン、⑨ヴィクトリーハニー 父 キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド

ミュゼマリオネット 調教師　佐藤賢二（船橋） 5R　 ⑦グランクック 母 ロマンスヒゴー（父 Lammtarra） 産地　新ひたが町

牝3歳 馬主　（有）新生ファーム 6R　 ⑤ユリアリーチ 地方収得賞金 4,617,000円

栗毛 生年月日　2013年4月8日 8R 　⑦エンドゾーン、⑧ゲイルヘイロー 北海道:2014/06/26~ 11戦2勝（2着1回、3着3回）

父　ロージズインメイ 生産牧場　下河辺牧場 10R　⑤ワンダフルタイム 南関東:2015/01/14~ 13戦1勝（2着2回、3着0回）

母　ラッキーパートナー（父　Ｗｉｌｄ　Ａｇａｉｎ） 産地　日高町 11R　①ラヴラヴフェイス、⑥ガンバルデュラン、⑩ヒバリチャン 8枠12番
地方収得賞金　1,380,000円 バミューダ 調教師　堀江仁（大井）

北海道：2015/06/11〜　5戦1勝（2着2回、3着1回） 服部茂史騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！ 牝6歳 馬主　加藤誠

南関東：2015/12/08〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 2R　⑨ビービーグラシアス 青鹿毛 生年月日　2010年3月3日

8枠8番 5R　⑧ライブロック 父　スクワートルスクワート 生産牧場　富川田中牧場

タケショウメーカー 調教師　山本学（船橋） 7R　⑦ヤマノアラシ 母　トライベッカ（父　ホワイトマズル） 産地　日高町

牝3歳 馬主　（有）ナイト商事 地方収得賞金　11,947,000円

鹿毛 生年月日　2013年4月24日 北海道：2012/07/04〜　10戦1勝（2着1回、3着2回）

父　エンパイアメーカー 生産牧場　富菜牧場 南関東：2012/12/29〜　58戦2勝（2着9回、3着5回）

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

地方収得賞金　5,717,000円

北海道：2015/05/05〜　7戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/11/09〜　3戦2勝（2着1回、3着0回）

1/22（金）船橋  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

服部茂史騎手
本日が期間限定

騎乗最終日

応援してね！
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3 着


