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4枠4番 8枠10番 2枠2番

アジュディキセキ 調教師　久保勇（川崎） クラマサジョーカー 調教師　矢野義幸（船橋） アウターバンクス 調教師　高月賢一（川崎） 

牝5歳 馬主　大野春男 牝6歳 馬主　倉見政敏 牡6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

鹿毛 生年月日　2011年5月20日 栗毛 生年月日　2010年3月28日 青毛 生年月日　2010年4月17日

父　アジュディミツオー 生産牧場　富川田中牧場 父　グリーンアプローズ 生産牧場　倉見牧場 父　ロージズインメイ 生産牧場　ノーザンファーム

母　サーボキセキ（父　フジキセキ） 産地　日高町 母　クラファストレディ（父　シングルロマン） 産地　日高町 母　クリスタルコースト（父　サンデーサイレンス） 産地　北海道勇払郡安平町

地方収得賞金　1,897,000円 地方収得賞金　9.971,000円 地方収得賞金　10,232,000円

北海道：2013/05/30～　13戦0勝（2着0回、3着4回） 北海道：2012/08/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2012/07/18～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2013/12/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2013/01/09～　50戦6勝（2着2回、3着7回） 南関東：2012/11/14～　20戦2勝（2着3回、3着0回）

北海道：2014/05/06～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 名古屋：2015/03/03～　10戦2勝（2着5回、3着2回）

南関東：2014/09/08～　22戦0勝（2着3回、3着1回） 6R 南関東：2016/01/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠10番 5枠5番 ◆2012　ブリーダーズゴールドジュニアカップ［門別］　2着

クワイトファイン 調教師　稲益貴弘（船橋） キタノファイター 調教師　佐々木功（船橋） ◆2012　イノセントカップ［門別］　3着

牡6歳 馬主　端将一郎 牡5歳 馬主　中島稔 6枠8番

鹿毛 生年月日　2010年4月19日 黒鹿毛 生年月日　2011年4月5日 フクノレクサス 調教師　石井勝男（船橋）

父　トウカイテイオー 生産牧場　前川義則 父　ストーミングホーム 生産牧場　森永聡 牡6歳 馬主　福本次雄

母　オーロラテルコ（父　ミスターシービー） 産地　日高町 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2010年5月25日

地方収得賞金　2,661,000円 地方収得賞金　1,591,000円 父　ゴールドアリュール 生産牧場　北光牧場

北海道：2012/05/04～　16戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 母ラストアウィン（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町

福山：2012/12/01～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2013/09/25～　49戦6勝（2着6回、3着6回） 地方収得賞金　10,229,000円

名古屋：2013/04/05～　15戦1勝（2着4回、3着3回） 南関東：2015/12/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2012/08/16～　3戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2013/11/21～　30戦1勝（2着1回、3着3回） 7枠8番 南関東：2013/01/09～　42戦4勝（2着5回、3着7回）

シアーブリス 調教師　椎名廣明（船橋）

3R 牡8歳 馬主　（株）レックス 9R

2枠2番 黒鹿毛 生年月日　2008年3月27日 6枠6番

ポップコーンドール 調教師　宮下貴明（船橋） 父　イーグルカフェ 生産牧場　高橋啓 ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 

牝7歳 馬主　山路孝 母　マイグローリー（父　オジジアン） 産地　平取町 牝5歳 馬主　安味宣光

鹿毛 生年月日　2009年2月15日 地方収得賞金　15,140,000円 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日

父　トワイニング 生産牧場　白井牧場 北海道：2010/09/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場

母　ポップコーンプリンセス（父Ｏｌｄ　Ｔｒｉｅｓｔｅ） 産地　日高町 岩手：2010/11/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町

地方収得賞金　4,544,000円 兵庫：2011/02/11～　14戦2勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　7,262,000円

北海道：2011/06/15～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2011/09/22～　65戦8勝（2着8回、3着14回） 北海道：2013/05/30～　11戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2011/11/15～　81戦1勝（2着2回、3着5回） 南関東：2013/12/04～　33戦1勝（2着7回、3着7回）

7R

4R 1枠1番 10R

1枠1番 グランドヘヴン 調教師　山本学（船橋） 5枠5番

ハピネスヒーロー 調教師　長谷川忍（浦和） 牡4歳 馬主　泉俊二 イグアスノニジ 調教師　石井勝男（船橋）

牡3歳 馬主　新井弘幸 鹿毛 生年月日　2012年4月29日 牝5歳 馬主　福本次雄

栗毛 生年月日　2013年4月2日 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 栗毛 生年月日　2011年3月31日

父　アサクサキングス 生産牧場　新井弘幸 母　ニューヘヴン（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 父　リンカーン 生産牧場　長田操

母　スズキャンドル（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 地方収得賞金　4,098,000円 母　トシザフリート（父　アフリート） 産地　様似町

地方収得賞金　1,900,000円 北海道：2014/05/15～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　8,313,000円

北海道：2015/05/20～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/10/01～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/06/26～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/10/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/12/17～　25戦2勝（2着3回、3着3回）

南関東：2016/02/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/07～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠6番 4枠4番 11R

エラスムス 調教師　張田京（船橋） ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋） 3枠4番

牡3歳 馬主　吉田照哉 牝4歳 馬主　佐藤陽一 ドミヌス 調教師　出川克己（船橋）

青鹿毛 生年月日　2013年3月4日 鹿毛 生年月日　2012年4月21日 牡5歳 馬主　（有）サンデーレーシング

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド 鹿毛 生年月日　2011年2月21日

母　マストシーストップ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町 父　アドマイヤドン 生産牧場　坂東牧場

地方収得賞金　1,999,000円 地方収得賞金　4,617,000円 母　サイレンスギフト（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町

北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　14,422,000円

南関東：2015/12/09～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/01/14～　15戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2013/07/23～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

6枠7番 7枠8番 南関東：2014/01/07～　22戦4勝（2着9回、3着3回）

パーフェクトデイ 調教師　川島正一（船橋） ワイルドソウル 調教師　岡林光浩（船橋） 8枠13番

牡3歳 生年月日　2013年3月2日 牡5歳 馬主　（有）社台レースホース エルヘイロー 調教師　冨田敏男（浦和）

栗毛 生産牧場　追分ファーム 栗毛 生年月日　2011年5月6日 牡8歳 馬主　冨田藤男

父　ステイゴールド 馬主　吉田正志 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 黒鹿毛 生年月日　2008年3月14日

母　プライムナンバー（父　ジェイドロバリー） 産地　安平町 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 父　ブラックタキシード 生産牧場　高橋耀代

地方収得賞金　2,355,000円 地方収得賞金　7,651,000円 母　ロマンオペラ（父　グランドオペラ） 産地　日高町

北海道：2015/07/09～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2013/05/15～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　4,110,000円 中央収得賞金　41,560,000円

南関東：2016/01/18～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2010/07/29～　5戦3勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 南関東：2014/03/17～　16戦3勝（2着3回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

キノドン 調教師　佐藤賢二（船橋） ◆2013　知床賞［盛岡］　2着 JRA：2010/12/19～　32戦2勝（2着1回、3着7回）

牡3歳 馬主　組）寿組合 南関東：2014/10/29～　23戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2013年4月5日 ◆2010　サンライズカップ［門別］　1着

父　ソングオブウインド 生産牧場　カタオカステーブル

母　ユアカラー（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,213,000円

北海道：2015/07/16～　8戦1勝（2着3回、3着2回）

南関東：2015/12/09～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠12番

タカラハント 調教師　齊藤敏（船橋） 

牡3歳 馬主　村山義男

栗毛 生年月日　2013年5月13日

父　カネヒキリ 生産牧場　大栄牧場

母　インディアンファイル（父　Ａ．Ｐ．　Ｉｎｄｙ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,565,000円

北海道：2015/09/01～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/01/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

２/１５(月) 船橋 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

ホッカイドウ競馬出身の
競走馬たちを
応援してね！


