
1R 3R 7R

3枠3番 2枠2番 7枠8番

チャームカフェ 調教師　山田信大（船橋） ギガンテス 調教師　矢内博（船橋） クライフターン 調教師　渡邊薫（船橋） 

牝3歳 馬主　木谷ツヤ 牡4歳 馬主　森山泰子 牝3歳 馬主　後藤泰彦

青鹿毛 生年月日　2013年3月7日 鹿毛 生年月日　2012年4月28日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月1日

父　ハイアーゲーム 生産牧場　船越牧場 父　サクラプレジデント 生産牧場　木田祐博 父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場

母　ジョウノラブリー（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 母　サクラフォルトゥナ（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　ルージュバンブー（父　マリエンバード） 産地　浦河町

地方収得賞金　970,000円 地方収得賞金　1,064,000円 地方収得賞金　4,140,000円

北海道：2015/05/13～　10戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/07/03～　18戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2015/06/02～　11戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2016/01/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/10/07～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/12/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 8枠9番

ハイマウンテンラブ 調教師　柿本政男（船橋） 4R リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝3歳 馬主　星野壽市 4枠4番 牝3歳 馬主　土橋正雄

芦毛 生年月日　2013年4月13日 スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　豊郷牧場 牝4歳 馬主　細川大輔 父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム

母　ラブポエット（父　Ｄａｙｌａｍｉ） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,005,000円 父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 地方収得賞金　945,000円

北海道：2015/09/02～　5戦3勝（2着0回、3着1回） 母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 北海道：2015/08/20～　6戦1勝（2着2回、3着3回）

8枠9番 地方収得賞金　1,313,000円 南関東：2016/01/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋） 北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　安味宣光 笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 8R

鹿毛 生年月日　2013年3月28日 南関東：2015/09/10～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 1枠1番

父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光 リュウノハヤテ 調教師　齊藤敏（船橋）

母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町 5R 牡5歳 馬主　蓑島竜一

地方収得賞金　1,095,000円 6枠8番 鹿毛 生年月日　2011年5月30日

北海道：2015/05/13～　13戦2勝（2着1回、3着1回） プレミールキャット 調教師　新井清重（船橋） 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大塚牧場

南関東：2015/12/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 母　イノリ（父　クリミナルタイプ） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2010年5月2日 地方収得賞金　6,311,000円

2R 父　アサクサデンエン 生産牧場　小倉光博 北海道：2013/06/05～　15戦1勝（2着0回、3着4回）

1枠1番 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 岩手：2013/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

チェリーピーター 調教師　冨田敏男（浦和） 地方収得賞金　7,960,000円 南関東：2014/02/13～　32戦1勝（2着6回、3着3回）

牡3歳 馬主　冨田藤男 北海道：2012/07/26～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 8枠11番

栗毛 生年月日　2013年4月22日 南関東：2012/11/14～　12戦1勝（2着1回、3着1回） グローリーキング 調教師　新井清重（船橋） 

父　チェリークラウン 生産牧場　北俣牧夫 笠松：2013/05/15～　12戦2勝（2着1回、3着6回） 牡4歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 南関東：2013/09/25～　38戦1勝（2着5回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2012年2月27日

地方収得賞金　1,361,000円 父　フサイチコンコルド 生産牧場　坂本健一

北海道：2015/07/08～　12戦1勝（2着1回、3着3回） 6R 母　シャープブロー（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

南関東：2015/12/02～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 6枠7番 地方収得賞金　3,198,000円

5枠5番 ミニミニスター 調教師　山本学（船橋） 北海道：2014/08/19～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

ニシケンチニタ 調教師　内野健二（浦和） 牝4歳 馬主　手嶋康雄 金沢：2014/11/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　西森鶴 鹿毛 生年月日　2012年3月24日 南関東：2014/12/02～　10戦0勝（2着3回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2013年5月22日 父　シニスターミニスター 生産牧場　佐竹学 佐賀：2015/04/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　エンパイアメーカー 生産牧場　オリエント牧場 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 南関東：2915/06/08～　4戦0勝（2着0回、3着1回）

母　クレメンティア（父　フジキセキ） 産地　新冠町 地方収得賞金　3,033,000円

地方収得賞金　1,221,000円 北海道：2914/05/06～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 10R

北海道：2015/09/02～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/10/01～　15戦1勝（2着2回、3着2回） 7枠8番

南関東：2015/12/22～　3戦0勝（2着0回、3着2回） ジェルネイル 調教師　林正人（船橋）

7枠7番 7R 牝4歳 馬主　（有）太盛

マナミン 調教師　林正人（船橋） 4枠4番 栗毛 生年月日　2012年4月12日

牝3歳 馬主　山口裕介 エクレールノワール 調教師　稲益貴弘（船橋） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ユートピア牧場

黒鹿毛 生年月日　2013年3月13日 牝3歳 馬主　細川大輔 母　ブルークリクィン（父　アフリート） 産地　登別市

父　ヴァーミリアン 生産牧場　三村卓也 黒鹿毛 生年月日　2013年4月18日 地方収得賞金　5,000,000円

母　シビリアンゴッデス（父　ラムタラ） 産地　新冠町 父　スウィフトカレント 生産牧場　大川牧場 北海道：2014/05/06～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 1,420,000円 母　ブランフィル（父　アフリート） 産地　厚真町 南関東：2015/08/05～　6戦3勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/11～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　1,772,000円 8枠10番

南関東：2015/09/03～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/06/24～　6戦1勝（2着0回、3着0回） レディーオブロー 調教師　矢野義幸（船橋） 

8枠9番 南関東：2015/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 牝5歳 馬主　佐藤勝士

スギノアクトレス 調教師　渡邊貴光（船橋） 5枠5番 黒鹿毛 生年月日　2011年5月10日

牝3歳 馬主　杉山忠国 フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） 父　ルールオブロー 生産牧場　タガミファーム

青鹿毛 生年月日　2013年4月1日 牝3歳 馬主　橋本富夫 母　ターフサルート（父　Ｌｏｒｄ　Ａｔ　Ｗａｒ） 産地　新ひだか町

父　タニノギムレット 生産牧場　明治牧場 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 地方収得賞金　8,244,000円

母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町 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 北海道：2013/07/24～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　1,160,000円 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 南関東：2013/12/05～　21戦4勝（2着4回、3着3回）

北海道：2015/10/14～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,868,000円

南関東：2016/01/21～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 12R

南関東：2015/12/10～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠10番

●名古屋・園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 6枠6番 ジェットシティ 調教師　川島正一（船橋）

名古屋1R　③ハラペコ　⑤サンダカン　⑥オードパルファム サイファー 調教師　玉井昇（船橋） 牝4歳 馬主　（有）サンデーレーシング

  　　　　⑦ディーエスアレーナ　⑧ニャチャン 牡3歳 馬主　須貝廣次 黒鹿毛 生年月日　2012年3月3日

　　　2R　①エムオーブランデー　④ジンクーアン　⑦ツキノヒカリ 鹿毛 生年月日　2013年3月12日 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

　　　4R　②ソラニサクハナ　⑤レモンホープ 父　ブラックタイド 生産牧場　野表篤夫 母　シアトルスペシャル（父　Ｎｕｒｅｙｅｖ） 産地　安平町

　　　5R　⑥フジノキンメダル 母　マチカネミネルヴァ（父　マチカネキンノホシ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　8,385,000円

　　　6R　③タラレバ 地方収得賞金 1,800,000円 北海道：2014/05/28～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

　　　7R　⑤エガオデコタエテ　⑥ゴールドトレジャー　⑦スカイウォリアー 北海道：2915/06/02～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/01/13～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

　園田9R　⑦エベレストオー　⑪チェリーベアハート 南関東：2015/12/10～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2014　ブリーダーズゴールドジュニアカップ［門別］　2着

◆次段へ続く

２/１７(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
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前走
３着

前走
１着

前走
２着

前走
３着
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３着
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２着


