
2R 4R 10R
3枠3番 4枠4番 8枠14番
クレアチュール 調教師　山下貴之（船橋） セレブレ 調教師　山浦武（船橋） ハニームーン 調教師　山浦武（船橋）

牝3歳 馬主　吉田正志 牝7歳 馬主　矢沼浩二 牡4歳 馬主　沖田方子

黒鹿毛 生年月日　2013年4月22日 鹿毛 生年月日　2009年3月24日 鹿毛 生年月日　2012年3月4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　ファルブラヴ 生産牧場　タガミファーム 父　メイショウサムソン 生産牧場　沖田牧場

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　ミシガンガール（父　Ｈｏｎｏｕｒ　ａｎｄ　Ｇｌｏｒｙ） 産地　新ひだか町 母　ブライズメイト（父　エイシンサンディ） 産地　日高町

地方収得賞金　525,000円 地方収得賞金　9,952,000円 地方収得賞金　8,862,000円

北海道：2015/07/15〜　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2011/05/05〜　8戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/05/15〜　11戦1勝（2着4回、3着1回）

南関東：2016/01/20〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2011/11/14〜　82戦1勝（2着4回、3着6回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 南関東：2015/01/29〜　12戦2勝（2着3回、3着0回）

キリト 調教師　岡林光浩（船橋） 7R ◆2014サンライズカップ（H2）2着

牡3歳 馬主　庄野宏志 3枠3番
鹿毛 生年月日　2013年3月30日 キャプテンヒーロー 調教師　渡邊貴光（船橋） 11R
父　スターリングローズ 生産牧場　山田政宏 牡5歳 馬主　（株）ジェイアール 6枠8番
母　イサミユニヴァース（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2011年5月22日 ファルコンクロウ 調教師　岡田一男（浦和）

地方収得賞金　610,000円 父　キャプテンスティーヴ 生産牧場　諏訪牧場 牡7歳 馬主　上野耕一

北海道：2015/08/05〜　5戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ハセノヒロイン（父　セクレト） 産地　青森県上北郡七戸町 鹿毛 生年月日　2009年4月10日

7枠7番 地方収得賞金　5,541,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド

ビービーロンギング 調教師　稲益貴弘（船橋） 北海道：2013/08/15〜　15戦3勝（2着5回、3着2回） 母　キョウエイビリーブ（父　トニービン） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 南関東：2014/12/17〜　19戦1勝（2着6回、3着3回） 地方収得賞金　36,241,000円

黒鹿毛 生年月日　2013年5月10日 5枠5番 北海道：2011/05/12〜　19戦2勝（2着0回、3着2回）

父　ビービーガルダン 生産牧場　土井仁 モエレピンクダイヤ 調教師　齊藤敏（船橋） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　エイユーアグネス（父　ダンスインザダーク） 産地　様似町 牝7歳 馬主　中村和夫 南関東：2012/11/05〜　42戦8勝（2着6回、3着7回）

地方収得賞金　620,000円 鹿毛 生産牧場　中村和夫 ◆2015勝島王冠2着

北海道：2015/06/02〜　4戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ゴールドヘイロー 生年月日　2009年4月29日 7枠10番
南関東：2016/01/21〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　イブキピンクレディ（父　ノーザンテースト） 産地　新ひだか町 スターローズ 調教師　山本学（船橋） 

地方収得賞金　13,027,000円 牝4歳 馬主　泉俊二

3R 北海道：2011/05/18〜　5戦1勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年4月7日

6枠6番 南関東：2012/05/02〜　47戦6勝（2着9回、3着9回） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

アマクサボーイ 調教師　佐々木功（船橋） 7枠9番 母　ローズカーニバル（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新ひだか町

牡7歳 馬主　中島稔 エメラルウルトラ 調教師　佐々木清明（船橋） 地方収得賞金　24,755,000円

青毛 生年月日　2009年4月11日 牡4歳 馬主　高橋勉 北海道：2014/04/23〜　9戦3勝（2着1回、3着1回）

父　アッミラーレ 生産牧場　坂本晴美 鹿毛 生年月日　2012年3月2日 南関東：2014/12/15〜　9戦3勝（2着1回、3着0回）

母　ミナミノモンロー（父　タマモクロス） 産地　浦河町 父　アルデバラン２ 生産牧場　出羽牧場 ◆2015ユングフラウ賞1着

地方収得賞金　9,551,000円 母　セトウチシャイン（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町 ◆2015東京プリンセス賞2着

北海道：2011/05/12〜　9戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　2,803,000円

佐賀：2011/10/16〜　7戦2勝（2着2回、3着2回） 北海道：2014/07/09〜　7戦1勝（2着1回、3着2回） 12R
南関東：2012/07/12〜　66戦3勝（2着0回、3着2回） JRA：2015/01/04〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 1枠1番
◆2011九州ジュニアチャンピオン3着 南関東：2015/03/25〜　11戦0勝（2着1回、3着3回） スイスヨーデル 調教師　椎名廣明（船橋）

6枠7番 8枠11番 牝4歳 馬主　櫻井盛夫

スタチュー 調教師　新井清重（船橋） バトルルーラー 調教師　林正人（船橋） 鹿毛 生年月日　2012年3月29日

牡4歳 馬主　田村誠 牡4歳 馬主　土田重実 父　サムライハート 生産牧場　有限会社石川牧場

青鹿毛 生年月日　2012年5月2日 鹿毛 生産牧場　土田農場 母　ベベコリエンド（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町

父　スタチューオブリバティ 生産牧場　本桐牧場 父　バトルプラン 生年月日　2012年5月15日 地方収得賞金　5,947,000円

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 母　オレンジカラー（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町 北海道：2014/07/16〜　2戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,232,000円 地方収得賞金　2,947,000円 南関東：2014/10/30〜　19戦3勝（2着0回、3着3回）

北海道：2014/06/11〜　24戦1勝（2着3回、3着7回） 北海道：2014/05/28〜　16戦3勝（2着2回、3着2回） 6枠8番
南関東：2015/11/12〜　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/12/09〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） ブレイクスルー 調教師　佐々木清明（船橋）

7枠9番 牝9歳 馬主　佐々木總雄

イチジツセンリ 調教師　矢野義幸（船橋） 8R 鹿毛 生年月日　2007年3月18日

牡4歳 馬主　濱野順之助 1枠1番 父　イーグルカフェ 生産牧場　沖田牧場

栗毛 生年月日　2012年5月7日 オーバークロック 調教師　佐藤裕太（船橋） 母　ベストルンルン（父　キャロルハウス） 産地　日高町

父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 セン5歳 馬主　吉田照哉 地方収得賞金　18,403,000円

母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2011年2月14日 北海道：2009/06/02〜　11戦2勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,560,000円 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム 南関東：2010/01/15〜　85戦5勝（2着9回、3着15回）

北海道：2014/06/19〜　6戦2勝（2着2回、3着0回） 母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　千歳市 7枠9番
南関東：2014/10/30〜　3戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,924,000円 エミーズプライド 調教師　川島正一（船橋） 

北海道：2013/05/08〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　吉田照哉

南関東：2013/12/02〜　14戦3勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年1月23日

7枠10番 父　キングカメハメハ 生産牧場　社台ファーム

エメラルヒマワリ 調教師　石井勝男（船橋） 母　エミーズスマイル（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

牝4歳 馬主　高橋勉 地方収得賞金　6,652,000円

青鹿毛 生年月日　2012年3月17日 北海道：2014/06/03〜　5戦1勝（2着1回、3着0回）

父　マイネルラヴ 生産牧場　スガタ牧場 南関東：2015/02/12〜　10戦5勝（2着0回、3着0回）

母　セトウチフラワー（父　Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ） 産地　平取町

地方収得賞金　2,800,000円 本日は名古屋競馬・園田競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！
北海道：2014/04/23〜　13戦2勝（2着3回、3着2回） 【名古屋競馬】
JRA：2015/01/10〜　8戦0勝（2着0回、3着0回） 1R　⑤スモールワールド
南関東：2016/01/21〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 2R　②アイシャドウ、③シルバークィーン、④ルッセカッテル、⑤マイサクラ、
8枠11番       ⑥ドンウォーリア、⑦ラストエンブレム、⑧ベターオフ
トランプタワー 調教師　佐藤博紀（川崎） 3R　④スカイトマホーク、⑤インターベルト、⑨イリュジオン
牡4歳 馬主　野島泰 6R　①グランクック
鹿毛 生年月日　2012年4月11日 7R　⑥ニコマル、⑧イシュタルサーガ
父　アッミラーレ 生産牧場　野島牧場 9R　⑩フェードロワ
母　エアゾディアコ（父　ボストンハーバー） 産地　日高町 11R　①ピンクノサイロ、③ケントリュウコウ、④ワンダフルタイム
地方収得賞金　2,761,000円 【園田競馬】
北海道：2014/07/02〜　6戦0勝（2着0回、3着2回） 10R　①サプライズソング
兵庫：2014/11/12〜　8戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2015/05/05〜　9戦1勝（2着3回、3着1回）

南関東：2015/10/20〜　5戦0勝（2着4回、3着1回）

2/18（木）船橋  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

応援よろしく！
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