2/18(土)～19(日) ＪＲＡ ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
・２月１８日（土）

・２月１９日（日）

東京9R フリージア賞

東京3R

京都9R つばき賞

ブラックプール

調教師 根本康広(美浦)

ギンチャン

調教師 星野忍(美浦)

アンティクイーン

牝3歳

馬主 村山忠弘

牝3歳

馬主 阿部榮乃進

牝3歳

黒鹿毛

生年月日 2014年3月8日

鹿毛

生年月日 2014年5月30日

栗毛

父 パイロ

生産牧場 株式会社カネツ牧場

父 パイロ

生産牧場 阿部栄乃進

父 アンライバルド

生産牧場 野表篤夫

母 クイーンブルー（父 アドマイヤベガ）

産地 日高町

母 ギンマクノヨウセイ（父 グラスワンダー）

産地 厚真町

母 リーヴザマーク（父 Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ）

産地 新ひだか町

総賞金 2,400,000円（内付加賞 0円）

収得賞金 800,000円

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 1,500,000円

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金（平地） 1,900,000円

北海道：2016/05/25～ 8戦1勝（2着0回、3着1回）
うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/07/20～ 6戦1勝（2着0回、3着0回）
うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

JRA：2016/11/06～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

東京10R 金蹄ステークス

調教師 笹野博司（笠松）

笠松
所属

前走
１着

馬主 西村知也
生年月日 2014年4月26日

北海道：2016/05/12～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）
笠松：2017/01/10～ 2戦2勝（2着0回、3着0回）

JRA：2017/01/22～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

東京9R ヒヤシンスステークス

アートオブダムール

調教師 佐藤正雄(栗東)

牝3歳

馬主 岡田隆寛

鹿毛

生年月日 2014年5月2日

サハラファイター

調教師 山内研二(栗東)

コパノミザール

調教師 堀千亜樹(大井)

父 ヒルノダムール

生産牧場 岡田牧場

牡4歳

馬主 本間茂

牡3歳

馬主 小林祐介

母 ダイタクヴォーグ（父 パントレセレブル）

産地 新ひだか町

生年月日 2013年3月22日

鹿毛

生年月日 2014年3月15日

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 2,000,000円

父 ロージズインメイ

生産牧場 へいはた牧場

父 マツリダゴッホ

生産牧場 西村和夫

北海道：2016/06/30～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

母 ビクトリーレディ（父 ネオユニヴァース）

産地 新ひだか町

母 サムタイムレーター（父 エンドスウィープ） 産地 新ひだか町

前走
１着

鹿毛

大井
所属

総賞金 0円（内付加賞 0円）

北海道：2015/08/05～ 7戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2016/05/11～ 8戦2勝（2着1回、3着2回）

ハリアー

南関東：2016/10/13～ 5戦2勝（2着1回、3着0回）

牝3歳

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
JRA：2016/03/19～ 8戦2勝（2着1回、3着3回）

東京12R

収得賞金（平地） 5,300,000円

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

総賞金 38,670,000円（内付加賞 750,000円） 収得賞金 13,000,000円

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

JRA：2016/10/30～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛

調教師 湯前良人(笠松)

笠松
所属

前走
２着

馬主 （有）ホースケア
生年月日 2014年3月25日

父 トーセンホマレボシ

生産牧場 新生ファーム

東京11R 第34回フェブラリーステークス〔ＧⅠ〕

母 クリスマスローズ（父 アグネスデジタル）

産地 日高町
収得賞金 1,100,000円

キングクリチャン

調教師 高市圭二(美浦)

ニシケンモノノフ

調教師 庄野靖志(栗東)

総賞金 0円（内付加賞 0円）

牡8歳

馬主 栗本博晴

牡6歳

馬主 西森鶴

北海道：2016/05/11～ 5戦2勝（2着1回、3着0回）

栗毛

生年月日 2009年4月22日

栗毛

生年月日 2011年3月11日

笠松：2016/09/09～ 13戦0勝（2着2回、3着0回）

父 ボーンキング

生産牧場 小林孝幸

父 メイショウボーラー

生産牧場 八木常郎

うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

母 カムロギダイリン（父 アンバーシヤダイ）

産地 むかわ町

母 グリーンヒルコマチ（父 アフリート）

産地 新冠町

うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着0回）

総賞金 15,170,000円（内付加賞 170,000円） 収得賞金 5,300,000円

総賞金 168,034,000円（内付加賞 2,134,000円） 収得賞金 75,850,000円

北海道：2011/06/23～ 8戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2014/07/04～ 5戦3勝（2着1回、3着0回）

JRA：2011/11/12～ 17戦0勝（2着2回、3着0回）
南関東：2012/09/05～ 24戦2勝（2着1回、3着2回）
JRA：2015/04/19～ 31戦0勝（2着0回、3着1回）

ハッチャンハッピー

調教師 寺島良(栗東)

牝4歳

馬主 野嶋祥二

うち地方競馬参戦：3戦0勝（2着1回、3着1回）

鹿毛

生年月日 2013年5月24日

父 ゴールドヘイロー

生産牧場 澤井義一

◆2013 兵庫ジュニアグランプリ［園田］ 1着

母 アールデコ（父 タイキシャトル）

産地 様似町

◆2016 カペラＳ［中山］ 2着

総賞金 3,100,000円（内付加賞 0円）

収得賞金 5,500,000円

◆2016 兵庫ゴールドT［園田］ 1着

京都6R

チョウキャプテン
牝3歳

兵庫
所属

調教師 田中道夫(兵庫)

◆2013 イノセントC［門別］ 1着

◆2016 黒船賞［高知］ 2着

馬主 丸山隆雄

前走
３着

北海道：2015/07/15～ 6戦1勝（2着2回、3着0回）

生年月日 2014年5月8日

東京12R 大島特別

父 キャプテントゥーレ

生産牧場 草薙利昭

チェリーサマー

調教師 小西一男(美浦)

母 チョウハッスル（父 ラストタイクーン）

産地 浦河町

牡5歳

馬主 櫻井悦朗

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 3,100,000円

鹿毛

芦毛

京都10R 春日特別

JRA：2013/11/03～ 26戦7勝（2着5回、3着1回）

うち他地区参戦：1戦0勝

南関東：2015/12/08～ 7戦3勝（2着1回、3着0回）

前走
２着

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
JRA：2016/08/14～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2012年4月30日

父 チェリークラウン

兵庫：2016/11/01～ 6戦2勝（2着0回、3着2回）

母 チェリーノコイビト（父 スクワートルスクワート） 産地 浦河町

ダイアモンドノーム

調教師 中野栄治(美浦)

◆2017 園田クイーンセレクション［園田］ 3着

総賞金 34,570,000円（内付加賞金 0円）

牝4歳

馬主 友水達也

北海道：2014/06/11～ 7戦3勝（2着1回、3着1回）

栗毛

生年月日 2013年4月8日

JRA：2015/03/14～ 18戦2勝（2着2回、3着3回）

父 ディープスカイ

生産牧場 木村牧場

◆2014 サッポロクラシックカップ［門別］ 2着

母 サウスサプライズ（父 サウスヴィグラス）

産地 日高町
収得賞金 6,900,000円

小倉9R

生産牧場 イーストファーム

小倉12R 紫川特別

北海道：2016/07/07～ 7戦0勝（2着1回、3着0回）

収得賞金 8,850,000円

カクシアジ

調教師 大江原哲(美浦)

牝6歳

馬主 栗本博晴

総賞金 9,140,000円（内付加賞 0円）

鹿毛

生年月日 2011年4月17日

北海道：2015/08/18～ 3戦2勝（2着0回、3着0回）

父 スウェプトオーヴァーボード

生産牧場 下河辺牧場

JRA：2015/12/19～ 12戦1勝（2着0回、3着0回）

母 ビフォーダーク（父 キングカメハメハ）

産地 日高町

総賞金 0円（内付加賞 0円）

収得賞金 4,050,000円

北海道：2013/07/02～ 9戦5勝（2着1回、3着1回）
うち他地区参戦：3戦3勝（2着0回、3着0回）
JRA：2014/01/12～ 26戦0勝（2着0回、3着0回）
うち地方競馬参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）
◆2013 園田プリンセスカップ［園田］ 1着

◆2013 プリンセス特別［笠松］ 1着

◆2013 プリンセスカップ［水沢］ 1着
◆2013 リリーカップ［門別］ 3着
※Aiba札幌中央では各開催場メインレースのみの発売となります。

ニシケンモノノフがＧⅠ挑戦！
応援よろしくお願いします♪

ハイマウンテン

調教師 目野哲也(栗東)

牝7歳

馬主 北前孔一郎

鹿毛

生年月日 2010年4月2日

父 アルデバラン２

生産牧場 豊郷牧場

母 ラブポエット（父 Ｄａｙｌａｍｉ）

産地 日高町

総賞金 40,618,000円（内付加賞 878,000円） 収得賞金（平地） 8,250,000円
北海道：2012/08/22～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）
JRA：2012/10/21～ 34戦2勝（2着2回、3着5回）

