
1R 4R 8R

2枠2番 1枠1番 7枠10番

ストーンフラワー 調教師　山本学（船橋） レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） トリプルアロー 調教師　水野貴史（浦和） 

牝3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牡3歳 馬主　ライフエンタープライズ（株） 牡5歳 馬主　泉俊二

栗毛 生年月日　2015年1月28日 鹿毛 生年月日　2015年4月9日 栗毛 生年月日　2013年5月23日

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場 父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場

母　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 母　マザーロード（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

地方収得賞金　762,000円 地方収得賞金　2,915,000円 地方収得賞金　5,502,000円

北海道：2017/05/24～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回）

金沢：2017/12/12～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/09/25～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/02/03～　29戦2勝（2着3回、3着0回）

5枠5番 3枠4番 8枠12番

リュウノマックス 調教師　齊藤敏（船橋） ヒガシウィザード 調教師　佐藤賢二（船橋） レディーオブロー 調教師　矢野義幸（船橋） 

牡3歳 馬主　蓑島竜一 牡3歳 馬主　梁川正普 牝7歳 馬主　佐藤勝士

青鹿毛 生年月日　2015年4月22日 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日 黒鹿毛 生年月日　2011年5月10日

父　アドマイヤマックス 生産牧場　小野瀬竜馬 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場 父　ルールオブロー 生産牧場　タガミファーム

母　チーマ（父　ミルジヨージ） 産地　清水町 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 母　ターフサルート（父　Ｌｏｒｄ　Ａｔ　Ｗａｒ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　975,000円 地方収得賞金　3,195,000円 地方収得賞金　12,945,000円

北海道：2017/05/18～　10戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/07/24～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

岩手：2017/10/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2013/12/05～　49戦5勝（2着8回、3着9回）

6枠6番 ◆2017　知床賞［盛岡］　2着

ミニョンヌ 調教師　山田信大（船橋） ◆2017　南部駒賞［水沢］　3着 9R
牝3歳 馬主　山田力夫 4枠5番 2枠2番

栗毛 生年月日　2015年4月24日 マッドドッグ 調教師　佐藤裕太（船橋） クインザクイン 調教師　新井清重（船橋） 

父　ローエングリン 生産牧場　へいはた牧場 牡3歳 馬主　（株）ドン 牝4歳 馬主　伊藤將

母　マスターウィンド（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2015年5月16日 鹿毛 生産牧場　つつみ牧場

地方収得賞金　956,000円 父　パイロ 生産牧場　米田牧場 父　ファスリエフ 生年月日　2014年4月18日

北海道：2017/06/08～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 母　スマイリングルーラ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 母　レスティヴコマンダ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町

南関東：2017/12/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,850,000円 地方収得賞金　6,465,000円

北海道：2017/06/08～　5戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/0830～　6戦1勝（2着3回、3着1回）

2R 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/12/30～　18戦1勝（2着5回、3着1回）

6枠7番 ◆2017　鎌倉記念［川崎］　2着　　◆2017　南部駒賞［水沢］　2着 7枠7番

スカイヒル 調教師　宮下靖旨（船橋） 4枠6番 ロゼッタハート 調教師　矢野義幸（船橋）

牝5歳 馬主　平井頼行 タケショウパイロ 調教師　山本学（船橋） 牝4歳 馬主　梁川正

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 牡3歳 馬主　（有）ナイト商事 鹿毛 生年月日　2014年2月21日

父　ディープスカイ 生産牧場　阿部栄乃進 黒鹿毛 生年月日　2015年5月29日 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場

母　アタランテ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　厚真町 父　パイロ 生産牧場　富菜牧場 母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町

地方収得賞金　2,910,000円 母　タケショウレジーナ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 地方収得賞金　4,715,000円

北海道：2015/05/27～　11戦2勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　3,900,000円 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/12/21～　35戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/06/01～　7戦1勝（2着0回、3着0回） JRA：2016/12/18～　3戦0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） 南関東：2017/05/01～　14戦1勝（2着2回、3着1回）

3R 南関東：2017/12/07～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 8枠8番

1枠1番 5枠7番 ミルグラシアス 調教師　内田勝義（川崎） 

ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） ダモンデ 調教師　稲益貴弘（船橋） 牡4歳 馬主　吉田照哉

牝8歳 馬主　木村重和 牡3歳 馬主　尾崎智大 芦毛 生年月日　2014年5月14日

栗毛 生年月日　2010年2月9日 栗毛 生年月日　2015年3月27日 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

父　ファンタスティックライト 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム 父　プリサイスエンド 生産牧場　上山牧場 母　ハッピープレゼント（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 母　フクシア（父　ゴールドアリュール） 産地　浦河町 地方収得賞金　5,390,000円

地方収得賞金　9,066,000円 地方収得賞金　7,035,000円 北海道：2016/05/25～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2012/05/24～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/04/18～　8戦3勝（2着2回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2012/12/18～　87戦5勝（2着4回、3着5回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/02/27～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

7枠10番 ◆2017　南部駒賞［水沢］　1着 ◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

ラヴィンユー 調教師　村田順一（川崎） 5枠8番
牝4歳 馬主　酒井孝敏 ミスターバッハ 調教師　矢野義幸（船橋） 10R
鹿毛 生年月日　2014年5月21日 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 7枠8番

父　ワークフォース 生産牧場　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2015年4月4日 シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋）

母　プリモスター（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場 牡5歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　1,334,000円 母　クリーペル（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2013年5月3日

北海道：2016/07/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,600,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

岩手：2016/10/09～　23戦2勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/05/11～　10戦2勝（2着1回、3着4回） 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市

南関東：2017/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,540,000円

8枠11番 ◆2017　イノセントカップ［門別］　2着 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） ◆2017　サッポロクラシックカップ［門別］　3着 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

牝5歳 馬主　（株）馬事学院 6枠10番 南関東：2016/01/18～　13戦3勝（2着1回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2013年3月31日 ソイカウボーイ 調教師　岡林光浩（船橋） ◆2015　知床賞［盛岡］　3着

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 牡3歳 馬主　日吉伸人

母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2015年4月17日 11R　第62回船橋記念〔ＳⅢ〕
地方収得賞金　2,665,000円 父　トビーズコーナー 生産牧場　伏木田牧場 6枠6番
北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町 サマーダイアリー 調教師　佐宗応和（大井） 

金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　9,140,000円 牝4歳 馬主　渡部賢治

南関東：2016/11/11～　23戦0勝（2着3回、3着2回） 北海道：2017/07/12～　6戦3勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2014年3月28日

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ケイムホーム 生産牧場　金石牧場

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ミヤビアルカディア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町

1R　①オーゴンアレッタ　④コホウノウグイス　⑥サムキー　⑧カンタベリーハート ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　1着 地方収得賞金　14,530,000円

2R　①クラリテディーオ　③ゴールドパートナー　④ライトセイラ　⑤グレイン ◆2017　兵庫ジュニアグランプリ［園田］　3着 北海道：2016/05/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　⑧サンミゲル　⑩テイルピース 8枠14番 南関東：2016/09/22～　12戦3勝（2着2回、3着3回）

3R　②シハツレッシャ　⑤クマリ サザンヴィグラス 調教師　河津裕昭（川崎） 8枠10番

5R　④インヘリットライン 牡3歳 馬主　村山忠弘 モダンウーマン 調教師　佐々木仁（川崎） 

7R　③ワンダフルキッス 鹿毛 生年月日　2015年5月16日 牝5歳 馬主　（有）グランド牧場

9R　⑨カツゲキマドンナ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　株式会社カネツ牧場 栗毛 生年月日　2013年4月7日

10R　①ケントリュウコウ　 母　スプライトダンス（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　13,350,000円 母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2017/05/23～　7戦3勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　87,600,000円

3R　⑥マーキーシャトル　⑨ヒラケゴマ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/05/27～　7戦4勝（2着3回、3着0回）

4R　③ホウヨウカルチャー　⑤ファンアンビシャス ◆2017　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　1着　　◆2017　栄冠賞［門別］　1着 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

5R　⑦アイファーグリーン　⑧フレアリングデット ◆2017　北海道2歳優駿［門別］　3着　　◆2017　サンライズカップ［門別］　3着 南関東：2015/12/31～　8戦4勝（2着0回、3着2回）

7R　⑥フォーユアラヴ ◆2015　フルールカップ［門別］　1着　　◆2015　リリーカップ［門別］　1着

10R　①レコパンハロウィー　③エムティストロフィ 5R ◆2015　ローレル賞［川崎］　1着　　◆2015　東京2歳優駿牝馬［大井］　1着

11R　①ハタノキセキ 7枠10番 ◆'17ウインタースプリント［大井］　1着　　◆2016　ユングフラウ賞［浦和］　1着

12R　⑦マケマケ エブリモーニング 調教師　飯田幸雄（川崎） ◆2015　栄冠賞［門別］　2着　　◆2015　エーデルワイス賞［門別］　2着

牝4歳 馬主　大黒富美子 ◆2016　東京シンデレラマイル[大井]　3着

栗毛 生年月日　2014年3月7日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 12R
母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 4枠4番
地方収得賞金　2,570,000円 クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋）

北海道：2016/04/20～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 牡6歳 馬主　倉見利弘

岩手：2016/10/01～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 芦毛 生年月日　2012年4月26日

南関東：2017/01/01～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場

岩手：2017/07/08～　12戦1勝（2着0回、3着3回） 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

南関東：2018/01/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　20,002,000円

北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

6R 南関東：2014/12/04～　39戦2勝（2着11回、3着4回）

5枠6番 5枠6番

ラミングアタック 調教師　齊藤敏（船橋） ドライヴシャフト 調教師　新井清重（船橋）

牝4歳 馬主　中村祐子 セン6歳 馬主　吉田照哉

栗毛 生年月日　2014年2月5日 栗毛 生年月日　2012年5月11日

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　ケイアイファーム 父　トワイニング 生産牧場　社台ファーム

母　レディピアレス（父　Ｐｏｉｎｔ　Ｇｉｖｅｎ） 産地　新ひだか町 母　ノブレスオブリッジ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

地方収得賞金　2,690,000円 地方収得賞金　24,726,000円

北海道：2016/07/07～　8戦2勝（2着3回、3着3回） 北海道：2014/07/31～　4戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2016/12/31～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/09/26～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2015/02/27～　22戦2勝（2着2回、3着3回）

南関東：2017/12/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2015　東京湾C［船橋］　1着

◆2016　ブロッサムC［門別］　2着 ◆2015　戸塚記念［川崎］　3着

6枠7番 6枠8番

リュウノハヤテ 調教師　齊藤敏（船橋） スーパープルーム 調教師　岡林光浩（船橋）

牡7歳 馬主　蓑島竜一 牝5歳 馬主　組）寿組合

鹿毛 生年月日　2011年5月30日 鹿毛 生年月日　2013年4月4日

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大塚牧場 父　ネオユニヴァース 生産牧場　村上欽哉

母　イノリ（父　クリミナルタイプ） 産地　新ひだか町 母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町

地方収得賞金　12,129,000円 地方収得賞金　16,072,000円

北海道：2013/06/05～　15戦1勝（2着0回、3着4回） 北海道：2015/04/22～　7戦2勝（2着0回、3着0回）

岩手：2013/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/11/09～　32戦4勝（2着6回、3着4回）

南関東：2014/02/13～　55戦4勝（2着7回、3着3回）

◆2013　寒菊賞［水沢］　3着

8枠11番

ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 

牝7歳 馬主　安味宣光

青鹿毛 生年月日　2011年4月29日

父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場

母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町

地方収得賞金　12,350,000円

北海道：2013/05/30～　11戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2013/12/04～　63戦1勝（2着12回、3着15回）

1/17（水） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
３着

前走
３着

転入後
初出走

前走
２着

前走
１着

前走
２着

前走
３着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

ダモンデ

ソイカウボーイ

サザンヴィグラス

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走


