
1R 4R 7R

1枠1番 6枠7番 6枠10番

オーセンティック 調教師　宮下貴明（船橋） リュウノヒカル 調教師　齊藤敏（船橋） ビービーエレバン 調教師　出川克己（船橋）

牝4歳 馬主　酒井孝敏 牝4歳 馬主　蓑島竜一 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

鹿毛 生年月日　2012年5月18日 青鹿毛 生年月日　2012年3月28日 鹿毛 生年月日　2012年3月26日

父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三 父　ソングオブウインド 生産牧場　大林ファーム 父　ルールオブロー 生産牧場　高橋啓

母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 母　ヒカルヨコスカ（父　ブライアンズタイム） 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　811,000円　 地方収得賞金　1,206,000円 地方収得賞金　4,844,000円

北海道：2014/07/10〜　2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：2014/06/25〜　6戦1勝（2着0回、3着1回）

笠松：2014/08/28〜　32戦1勝（2着3回、3着1回） 兵庫：2014/11/26〜　7戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/01/14〜　13戦2勝（2着1回、3着0回）

　　うち他地区参戦：12戦0勝（2着1回、3着0回） 岩手：2015/04/04〜　7戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2015/07/20〜　10戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/10/06〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 8R

5枠5番 1枠1番

スマートショール 調教師　宮下貴明（船橋） 5R ドンローズ 調教師　佐藤厚弘（船橋）

牝4歳 馬主　酒井孝敏 2枠2番 牝4歳 馬主　（株）ドン

芦毛 生年月日　2012年3月26日 リンノメサイア 調教師　佐々木功（船橋） 鹿毛 生年月日　2012年4月30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 牝4歳 馬主　光安了 父　プリサイスエンド 生産牧場　ラツキー牧場

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 鹿毛 生年月日　2012年3月22日 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　762,000円 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　バンブー牧場 地方収得賞金　2,175,000円

北海道：2014/06/11〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 母　クリスタルバンブー（父　クロフネ） 産地　浦河町 北海道：2014/06/04〜　5戦2勝（2着1回、3着1回）

佐賀：2014/09/28〜　11戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　3,447,000円 南関東：2015/12/10〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

高知：2015/07/19〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/04/23〜　9戦4勝（2着3回、3着2回） ◆2014リリーカップ（H3）3着

南関東：2015/09/10〜　7戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/10〜　4戦2勝（2着1回、3着0回）

7枠9番 5枠6番 9R

クリノチュウレンポ 調教師　佐々木功（船橋） パッピンス 調教師　伊藤滋規（船橋） 2枠2番

牝4歳 馬主　栗本八江 牝4歳 馬主　杉浦和也 キキ 調教師　山本学（船橋）

栗毛 生年月日　2012年5月2日 青鹿毛 生年月日　2012年4月4日 牝3歳 馬主　手嶋康雄

父　アグネスデジタル 生産牧場　友田牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　長谷川一男 鹿毛 生年月日　2013年4月29日

母　ミスズアロイ（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 母　キシュウプリンセス（父　ウォーニング） 産地　日高町 父　ロージズインメイ 生産牧場　佐竹学

地方収得賞金　1,100,000円 地方収得賞金　3,778,000円 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

北海道：2014/08/21〜　5戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2014/07/23〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,044,000円

兵庫：2014/11/27〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 金沢：2014/09/09〜　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/05/06〜　9戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/01/21〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/02/12〜　14戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/11/11〜　6戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/04/22〜　14戦0勝（2着4回、3着3回） 7枠9番 8枠12番

南関東：2015/11/12〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） ハヤブサヒカリ 調教師　齊藤敏（船橋） シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋）

牡4歳 馬主　市川智 牡3歳 馬主　吉田照哉

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

2枠2番 父　ファルブラヴ 生産牧場　有限会社ケイズ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

ハイアビリティー 調教師　佐々木功（船橋） 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 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市

牝4歳 馬主　中島稔 地方収得賞金　3,677,000円 地方収得賞金　2,760,000円

鹿毛 生年月日　2012年3月5日 北海道：2014/07/09〜　4戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/06/02〜　9戦2勝（2着1回、3着2回）

父　キングヘイロー 生産牧場　石田牧場 兵庫：2014/09/24〜　5戦1勝（2着0回、3着1回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

母　ロッチダンス（父　ワツスルタツチ） 産地　新冠町 南関東：2015/01/16〜　24戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/01/18〜　1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　648,000円 8枠11番 ◆2015知床賞3着

北海道：2014/05/28〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） ルックスグー 調教師　山本学（船橋） 

兵庫：2014/07/25〜　24戦1勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場 10R

南関東：2015/07/20〜　11戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2012年4月21日 8枠10番

4枠4番 父　メイショウサムソン 生産牧場　グランド牧場 チェリーサターン 調教師　長谷川忍（浦和） 

ポッドマロン 調教師　八木正喜（川崎） 母　メイキングザヘヴン（父　Ｂｕｄｄｈａ） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　宍戸廣司

牝4歳 馬主　小川眞査雄 地方収得賞金　3,648,000円 栗毛 生年月日　2010年4月11日

栗毛 生年月日　2012年2月23日 北海道：2014/05/22〜　7戦1勝（2着2回、3着1回） 父　スキャン 生産牧場　北俣牧夫

父　ネオユニヴァース 生産牧場　有限会社石川牧場 名古屋：2014/12/18〜　10戦2勝（2着4回、3着2回） 母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町

母　ローレルマロン（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 　　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　8,298,000円 中央収得賞金　3,540,000円

地方収得賞金　1,060,500円 南関東：2015/11/12〜　3戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2012/05/17〜　6戦2勝（2着2回、3着0回）

北海道：2014/06/12〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2015スプリングカップ3着　◆2015新緑賞2着　◆2015駿蹄賞3着 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2014/12/23〜　13戦1勝（2着1回、3着2回） JRA：2012/10/13〜　12戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/01/25〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6R 南関東：2013/12/13〜　45戦1勝（2着4回、3着6回）

7枠8番 6枠8番

ディングル 調教師　鈴木義久（川崎） エクストリングラン 調教師　出川克己（船橋） 11R

牝4歳 馬主　小林勝 牡4歳 馬主　吉田照哉 4枠4番

鹿毛 生年月日　2012年3月8日 鹿毛 生年月日　2012年3月7日 クラカルメン 調教師　矢野義幸（船橋） 

父　ディープスカイ 生産牧場　本桐牧場 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 牝7歳 馬主　倉見利弘

母　フォーチュン（父　Ｎｉｇｈｔ　Ｓｈｉｆｔ） 産地　新ひだか町 母　エイブルインレース（父　フジキセキ） 産地　北海道千歳市 栃栗毛 生年月日　2009年5月1日

地方収得賞金　1,051,000円 地方収得賞金　3,589,000円 父　スターキングマン 生産牧場　倉見牧場

北海道：2014/06/19〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/02〜　5戦1勝（2着0回、3着2回） 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

名古屋：2015/04/24〜　7戦3勝（2着1回、3着2回） 　　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　34,360,000円

南関東：2015/11/17〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/10/05〜　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2011/07/05〜　6戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠12番 南関東：2012/03/19〜　59戦7勝（2着11回、3着6回）

3R リニアエキスプレス 調教師　岡林光浩（船橋） ◆2014 '14クリスタルナイトカップ3着

1枠1番 牝4歳 馬主　（株）パイロットナミキヒデユキ ◆2015 '15シーサイドカップ2着

サブリナラッシュ 調教師　齊藤敏（船橋） 鹿毛 生年月日　2012年3月30日

牝7歳 馬主　蓑島竜一 父　ディープスカイ 生産牧場　藤川フアーム 12R

黒鹿毛 生年月日　2009年3月31日 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 3枠3番

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 地方収得賞金　3,704,000円 ワットロンクン 調教師　山下貴之（船橋）

母　エイダイサブリナ（父　アドマイヤコジーン） 産地　日高町 北海道：2014/06/26〜　9戦0勝（2着4回、3着1回） 牡5歳 馬主　大久保和夫

地方収得賞金　7,513,000円 名古屋：2015/01/15〜　10戦2勝（2着2回、3着2回） 芦毛 生年月日　2011年5月28日

北海道：2011/07/19〜　6戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2015/09/10〜　7戦1勝（2着2回、3着2回） 父　クロフネ 生産牧場　厚賀古川牧場

兵庫：2011/12/12〜　5戦1勝（2着0回、3着1回） 母　コパノベンザイテン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

　　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　13,106,000円

岩手：2012/04/09〜　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/11/13〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2012/09/24〜　47戦0勝（2着4回、3着3回） 岩手：2013/12/08〜　2戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/01/21〜　6戦3勝（2着0回、3着1回）

岩手：2014/12/01〜　11戦5勝（2着1回、3着2回）

◆2014桐花賞3着　◆2015栗駒賞2着　◆2015白嶺賞1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！ ◆2016 トウケイニセイ記念3着

1R　①サジカゲン、③グレイトシャイン、⑤エスプリ、⑥ロンリーウーマン、⑧バジガクパルフェ 5枠8番

2R　⑥フロイント、⑦ミスターロールス、⑧アイファーアトラス ダイリングローバル 調教師　佐々木功（船橋）

3R　①ホワイトタイガー、⑦シリウス 牡6歳 馬主　佐々木總雄

4R　③ノーリードエアー 黒鹿毛 生年月日　2010年4月30日

6R　③オオイデアオウヨ 父　ホワイトマズル 生産牧場　白老大須賀牧場

7R　①ワタシヲミテネ、③アプリーレ、⑥シャイニーネーム、⑦ゴールドパーク 母　ミラクルワンダー（父　フジキセキ） 産地　白老町

8R　⑥ナーゴナーゴユーリ 地方収得賞金　16,549,000円

9R　④ビーマイラブリング 北海道：2012/07/11〜　5戦0勝（2着0回、3着1回）

10R　①ゴールドウェザー、②ケイティマーヤ、⑧エムティアポロン、⑩スーパーラッド 佐賀：2012/11/23〜　10戦5勝（2着2回、3着1回）

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2013/08/07〜　23戦4勝（2着4回、3着2回）

◆2013九州ダービー栄城賞1着　◆2013築紫野賞1着

2/16（火）船橋  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

頑張れ！ホッカイドウ競馬出身馬！
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1 着

前走
1 着

再転入後
初出走

前走
1 着


