
1R 5R 9R

1枠1番 3枠3番 3枠3番

ハイアビリティー 調教師　佐々木功（船橋） リュウノヒカル 調教師　齊藤敏（船橋） ストレートアップ 調教師　出川克己（船橋） 

牝4歳 馬主　中島稔 牝4歳 馬主　蓑島竜一 牡3歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2012年3月5日 青鹿毛 生年月日　2012年3月28日 鹿毛 生年月日　2013年1月25日

父　キングヘイロー 生産牧場　石田牧場 父　ソングオブウインド 生産牧場　大林ファーム 父　カジノドライヴ 生産牧場　社台ファーム

母　ロッチダンス（父　ワツスルタツチ） 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　ハッピームード（父　フジキセキ） 産地　千歳市

地方収得賞金　648,000円 地方収得賞金　1,206,000円 地方収得賞金　7,200,000円

北海道：2014/05/28～　3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：2015/06/16～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

兵庫：2014/07/25～　24戦1勝（2着0回、3着1回） 兵庫：2014/11/26～　7戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2015　ブリーダーズゴールドジュニアカップ［門別］　1着

南関東：2015/07/20～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2015/04/04～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 3枠4番

3枠3番 南関東：2015/10/06～　6戦0勝（2着0回、3着0回） ノーノーイエース 調教師　矢野義幸（船橋） 

スマートショール 調教師　宮下貴明（船橋） 牝3歳 馬主　山際辰夫

牝4歳 馬主　酒井孝敏 6R 青鹿毛 生年月日　2013年4月3日

芦毛 生年月日　2012年3月26日 4枠4番 父　アジュディミツオー 生産牧場　竹島幸治

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 オーバークロック 調教師　佐藤裕太（船橋） 母　ヤマノバイオレット（父　フジキセキ） 産地　日高町

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 セン5歳 馬主　吉田照哉 地方収得賞金　5,645,000円

地方収得賞金　762,000円 栗毛 生年月日　2011年2月14日 北海道：2015/04/23～　12戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2014/06/11～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム 南関東：2015/12/08～　4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） 母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　千歳市 4枠6番

高知：2015/07/19～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,224,000円 パーフェクトデイ 調教師　川島正一（船橋）

南関東：2015/09/10～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/08～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 生年月日　2013年3月2日

南関東：2013/12/02～　15戦3勝（2着3回、3着0回） 栗毛 生産牧場　追分ファーム

3R 5枠5番 父　ステイゴールド 馬主　吉田正志

6枠7番 キタノファイター 調教師　佐々木功（船橋） 母　プライムナンバー（父　ジェイドロバリー） 産地　安平町

ニシケンチニタ 調教師　内野健二（浦和） 牡5歳 馬主　中島稔 地方収得賞金　3,655,000円

牝3歳 馬主　西森鶴 黒鹿毛 生年月日　2011年4月5日 北海道：2015/07/09～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2013年5月22日 父　ストーミングホーム 生産牧場　森永聡 南関東：2016/01/18～　2戦2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　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 5枠7番

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　1,591,000円 キールアイス 調教師　薮口一麻（浦和）

地方収得賞金　1,221,000円 北海道：2013/05/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 牝3歳 馬主　（有）太盛

北海道：2015/09/02～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 笠松：2013/09/25～　49戦6勝（2着6回、3着6回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日

南関東：2015/12/22～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/12/07～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サイレントディール 生産牧場　中央牧場

6枠8番 8枠10番 母　シンセイコンコルド（父　フサイチコンコルド） 産地　新冠町

インフィニティ 調教師　山浦武（船橋） グローリーキング 調教師　新井清重（船橋） 地方収得賞金　3,055,000円

牝3歳 馬主　沖田方子 牡4歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 北海道：2015/08/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2013年4月27日 鹿毛 生年月日　2012年2月27日 南関東：2015/12/02～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

父　カジノドライヴ 生産牧場　小屋畑和久 父　フサイチコンコルド 生産牧場　坂本健一 6枠9番

母　オペラハナミ（父　オペラハウス） 産地　日高町 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 ウワサノモンジロウ 調教師　岡田一男（浦和）

地方収得賞金　1,317,000円 地方収得賞金　3,198,000円 牡3歳 馬主　上野耕一

北海道：2015/05/14～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/08/19～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 青毛 生年月日　2013年5月11日

南関東：2015/12/09～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 金沢：2014/11/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　樋渡志尚

7枠10番 南関東：2014/12/02～　10戦0勝（2着3回、3着0回） 母　カリン（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

スマイリーキュート 調教師　長谷川忍（浦和） 佐賀：2015/04/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,068,000円

牝3歳 馬主　（有）本桐牧場 南関東：2915/06/08～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/05/14～　13戦2勝（2着3回、3着2回）

青毛 生年月日　2013年1月18日 南関東：2015/12/18～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

父　ソングオブウインド 生産牧場　本桐牧場 7R

母　スプレッドスマイル（父　Ｂｉａｎｃｏｎｉ） 産地　新ひだか町 2枠2番 10R

地方収得賞金　1,120,000円 ミニミニスター 調教師　山本学（船橋） 1枠1番

北海道：2015/09/01～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 牝4歳 馬主　手嶋康雄 レディーオブロー 調教師　矢野義幸（船橋） 

南関東：2016/02/04～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年3月24日 牝5歳 馬主　佐藤勝士

8枠12番 父　シニスターミニスター 生産牧場　佐竹学 黒鹿毛 生年月日　2011年5月10日

チャームカフェ 調教師　山田信大（船橋） 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 父　ルールオブロー 生産牧場　タガミファーム

牝3歳 馬主　木谷ツヤ 地方収得賞金　3,033,000円 母　ターフサルート（父　Ｌｏｒｄ　Ａｔ　Ｗａｒ） 産地　新ひだか町

青鹿毛 生年月日　2013年3月7日 北海道：2914/05/06～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　8,244,000円

父　ハイアーゲーム 生産牧場　船越牧場 南関東：2014/10/01～　16戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2013/07/24～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

母　ジョウノラブリー（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 5枠5番 南関東：2013/12/05～　22戦4勝（2着4回、3着4回）

地方収得賞金　1,186,000円 バトルルーラー 調教師　林正人（船橋）

北海道：2015/05/13～　10戦2勝（2着1回、3着0回） 牡4歳 馬主　土田重実 12R

南関東：2016/01/18～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生産牧場　土田農場 1枠1番

父　バトルプラン 生年月日　2012年5月15日 イグアスノニジ 調教師　石井勝男（船橋）

4R 母　オレンジカラー（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町 牝5歳 馬主　福本次雄

1枠1番 地方収得賞金　3,127,000円 栗毛 生年月日　2011年3月31日

クリノチュウレンポ 調教師　佐々木功（船橋） 北海道：2014/05/28～　16戦3勝（2着2回、3着2回） 父　リンカーン 生産牧場　長田操

牝4歳 馬主　栗本八江 南関東：2015/12/09～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 母　トシザフリート（父　アフリート） 産地　様似町

栗毛 生年月日　2012年5月2日 7枠9番 地方収得賞金　8,313,000円

父　アグネスデジタル 生産牧場　友田牧場 モエレピンクダイヤ 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2013/06/26～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

母　ミスズアロイ（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 牝7歳 馬主　中村和夫 南関東：2013/12/17～　27戦2勝（2着3回、3着3回）

地方収得賞金　1,100,000円 鹿毛 生産牧場　中村和夫 4枠4番

北海道：2014/08/21～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 父　ゴールドヘイロー 生年月日　2009年4月29日 スイスヨーデル 調教師　椎名廣明（船橋） 

兵庫：2014/11/27～　2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 牝4歳 馬主　櫻井盛夫

南関東：2015/01/21～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　13,327,000円 鹿毛 生年月日　2012年3月29日

北海道：2015/04/22～　14戦0勝（2着4回、3着3回） 北海道：2011/05/18～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 父　サムライハート 生産牧場　有限会社石川牧場

南関東：2015/11/12～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2012/05/02～　48戦6勝（2着10回、3着9回） 母　ベベコリエンド（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町

4枠4番 地方収得賞金　6,307,000円

オーセンティック 調教師　宮下貴明（船橋） 8R 北海道：2014/07/16～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

牝4歳 馬主　酒井孝敏 6枠6番 南関東：2014/10/30～　20戦3勝（2着1回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2012年5月18日 エクストリングラン 調教師　出川克己（船橋） 5枠5番

父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三 牡4歳 馬主　吉田照哉 ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 

母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2012年3月7日 牝5歳 馬主　安味宣光

地方収得賞金　811,000円 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日

北海道：2014/07/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　エイブルインレース（父　フジキセキ） 産地　北海道千歳市 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場

笠松：2014/08/28～　32戦1勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　4,589,000円 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町

南関東：2015/07/20～　11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） 地方収得賞金　7,262,000円

5枠6番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/30～　11戦2勝（2着0回、3着0回）

アマリアローズ 調教師　小澤宏次（浦和） 南関東：2015/10/05～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/12/04～　34戦1勝（2着7回、3着7回）

牝4歳 馬主　迎徹 7枠7番 8枠10番

芦毛 生年月日　2012年3月25日 フクノレクサス 調教師　石井勝男（船橋） ブレイクスルー 調教師　佐々木清明（船橋）

父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 牡6歳 馬主　福本次雄 牝9歳 馬主　佐々木總雄

母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2010年5月25日 鹿毛 生年月日　2007年3月18日

地方収得賞金　898,000円 父　ゴールドアリュール 生産牧場　北光牧場 父　イーグルカフェ 生産牧場　沖田牧場

北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 母ラストアウィン（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 母　ベストルンルン（父　キャロルハウス） 産地　日高町

名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　10,229,000円 地方収得賞金　18,403,000円

北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2012/08/16～　3戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2009/06/02～　11戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/10/29～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2013/01/09～　43戦4勝（2着5回、3着7回） 南関東：2010/01/15～　87戦5勝（2着9回、3着15回）

8枠11番

サブリナラッシュ 調教師　齊藤敏（船橋） ●本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
牝7歳 馬主　蓑島竜一 1R　②サクラエ　③エムザックダイヤ　④ゼルエル　⑥シルバークィーン

黒鹿毛 生年月日　2009年3月31日 　　　⑦マッピング

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 2R　⑤インターベルト　⑦ベターオフ　⑧バカラスクイーズ　⑨リックヒナチャン

母　エイダイサブリナ（父　アドマイヤコジーン） 産地　日高町 3R　①ハラペコ　⑦リュウワンカーリー

地方収得賞金　7,593,000円 5R　①オグリトックン　③エイダイカーン　⑧ヴィヴァスヴァット

北海道：2011/07/19～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 6R　⑥リュウワンラララ　⑧オグリソング

兵庫：2011/12/12～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 8R　⑦フェードロワ

岩手：2012/04/09～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 9R　③エイシンスバルボシ

南関東：2012/09/24～　48戦0勝（2着4回、3着3回） 10R　⑦スターギャル

３/８（火） 船橋 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援してね♪


