
2R 4R 10R

1枠1番 2枠2番 3枠3番

ブルーパラダイス 調教師　椎名廣明（船橋） エイシンスリーエス 調教師　伊藤滋規（船橋） エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

牝3歳 馬主　嶋田賢 牝4歳 馬主　杉浦和也 牡4歳 馬主　吉田勝己

鹿毛 生年月日　2015年4月24日 黒鹿毛 生年月日　2014年3月11日 栗毛 生年月日　2014年4月22日

父　ロードカナロア 生産牧場　岡田牧場 父　シンボリクリスエス 生産牧場　本巣敦 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　レディクローリス（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 母　ヒューストンガール（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　浦河町 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

地方収得賞金　675,000円 地方収得賞金　1,563,000円 地方収得賞金　8,932,000円

北海道：2017/08/02～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/08/17～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 兵庫：2017/01/03～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/10/11～　10戦1勝（2着3回、3着2回）

アバロン 調教師　佐藤賢二（船橋） 高知：2017/02/21～　4戦0勝（2着0回、3着2回）

牡3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 北海道：2017/04/25～　15戦1勝（2着1回、3着1回） 11R

鹿毛 生年月日　2015年5月3日 南関東：2017/12/05～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番

父　ショウナンカンプ 生産牧場　赤石久夫 タケショウメーカー 調教師　山本学（船橋）

母　アンドロメダ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 6R 牝5歳 馬主　（有）ナイト商事

地方収得賞金　565,000円 8枠12番 鹿毛 生年月日　2013年4月24日

北海道：2017/09/14～　4戦1勝（2着1回、3着1回） マックスシャトル 調教師　矢内博（船橋） 父　エンパイアメーカー 生産牧場　富菜牧場

5枠5番 牝4歳 馬主　田村誠 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

タケノビジン 調教師　鈴木義久（川崎） 黒鹿毛 生年月日　2014年4月12日 地方収得賞金　20,952,000円

牝3歳 馬主　安喰武雄 父　ヴァーミリアン 生産牧場　桑嶋峰雄 北海道：2015/05/05～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2015年3月27日 母　ベルモントアダマス（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 南関東：2015/11/09～　24戦3勝（2着7回、3着3回）

父　メイショウボーラー 生産牧場　日西牧場 地方収得賞金　2,352,000円 ◆2016　桜花賞［浦和］　3着

母　キシュウアゲイン（父　フジキセキ） 産地　日高町 北海道：2016/05/04～　9戦2勝（2着2回、3着1回） 6枠8番

地方収得賞金　661,000円 南関東：2016/12/06～　9戦0勝（2着0回、3着2回） クラカルメン 調教師　矢野義幸（船橋） 

北海道：2017/05/24～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/07/06～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 牝9歳 馬主　倉見利弘

南関東：2017/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/08～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 栃栗毛 生年月日　2009年5月1日

6枠6番 父　スターキングマン 生産牧場　倉見牧場

ルナフェスタ 調教師　山浦武（船橋） 7R 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

牝3歳 馬主　沖田方子 8枠12番 地方収得賞金　38,312,000円

鹿毛 生年月日　2015年3月22日 リュウノスピード 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2011/07/05～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　沖田牧場 牡6歳 馬主　蓑島竜一 南関東：2012/03/19～　94戦7勝（2着11回、3着7回）

母　ルナルナ（父　アフリート） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2012年5月28日 ◆'15シーサイドカップ［大井］　2着

地方収得賞金　745,000円 父　サイレントディール 生産牧場　カタオカフアーム ◆'14クリスタルナイトカップ［大井］　3着

北海道：2017/06/14～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 母　エジンバラシチー（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 7枠9番

南関東：2017/12/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,639,000円 フライングショット 調教師　出川克己（船橋）

7枠7番 北海道：2014/07/09～　10戦1勝（2着3回、3着1回） 牡4歳 馬主　吉田照哉

ドラゴンクイン 調教師　新井清重（船橋） 南関東：2014/12/03～　34戦4勝（2着2回、3着4回） 栗毛 生年月日　2014年3月26日

牝3歳 馬主　伊藤將 父　タートルボウル 生産牧場　社台ファーム

芦毛 生年月日　2015年4月30日 8R 母　フライングバルーン（父　デュランダル） 産地　千歳市

父　シルバーチャーム 生産牧場　田村靖典 8枠12番 地方収得賞金　10,325,000円

母　サクラマシェリ（父　キングカメハメハ） 産地　日高町 マッサンゴールド 調教師　山田信大（船橋） 北海道：2016/05/31～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　555,000円 牡5歳 馬主　大久保和夫 南関東：2016/12/14～　6戦3勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/07/06～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2013年4月21日 ◆2016　サッポロクラシックC[門別]　1着

南関東：2018/01/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スターリングローズ 生産牧場　宝寄山忠則 ◆2016　イノセントカップ[門別]　3着

8枠9番 母　ツルノゴゼン（父　アグネスゴールド） 産地　日高町

コモンセンス 調教師　林隆之（川崎） 地方収得賞金　6,990,000円 12R

牝3歳 馬主　伊達泰明 北海道：2015/06/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 8枠11番

黒鹿毛 生年月日　2015年5月31日 岩手：2016/04/09～　8戦3勝（2着3回、3着0回） ドンゲイボルグ 調教師　齊藤敏（船橋） 

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 南関東：2016/11/08～　12戦4勝（2着4回、3着0回） 牡5歳 馬主　（株）ドン

母　イゾルデ（父　トニービン） 産地　日高町 芦毛 生年月日　2013年4月29日

地方収得賞金　722,000円 9R 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

北海道：2017/06/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠2番 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

金沢：2017/10/03～　4戦1勝（2着1回、3着0回） カントリーサイン 調教師　林正人（船橋） 地方収得賞金　9,559,000円

南関東：2017/12/12～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　山口裕介 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2013年4月9日 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

3R 父　ティンバーカントリー 生産牧場　新冠伊藤牧場 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

1枠1番 母　イタリアンドレス（父　トニービン） 産地　新冠町 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

マジョリティー 調教師　飯田幸雄（川崎） 地方収得賞金　6,859,000円 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　大黒富美子 北海道：2015/05/06～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/09/03～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年5月26日 岩手：2015/08/24～　17戦3勝（2着1回、3着1回）

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　オリオンファーム 南関東：2017/05/02～　9戦3勝（2着0回、3着2回）

母　フローラルパレス（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 ◆2016　岩手日報杯スプリングC［水沢］　2着

地方収得賞金　878,000円 6枠7番

北海道：2017/06/15～　5戦0勝（2着1回、3着1回） ジェットシティ 調教師　山下貴之（船橋）

岩手：2017/09/16～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 牝6歳 馬主　（有）サンデーレーシング

南関東：2018/01/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2012年3月3日

7枠8番 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

カズミドリーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 母　シアトルスペシャル（父　Ｎｕｒｅｙｅｖ） 産地　安平町

牝3歳 馬主　藤沼利夫 地方収得賞金　11,480,000円

栗毛 生年月日　2015年5月31日 北海道：2014/05/28～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 南関東：2015/01/13～　21戦2勝（2着4回、3着3回）

母　シーキングドーラ（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ）産地　浦河町 ◆2014　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

地方収得賞金　967,000円

北海道：2017/07/13～　4戦1勝（2着0回、3着1回） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2018/01/04～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 2R　④ププ　⑥レディオドライブ　⑧セイントイーグル

　　　⑨オートーリーブ　⑩エイシンヘケト　⑫ホワイトスパロウ

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 3R　⑦チャッチャパッパ

2R　⑦ユリカゴ 4R　⑦ブレイクスルー

3R　①プラチナクイン　④エムオーボーラー 7R　⑦キョショウ

4R　②ベーカークイン　③アニマンド　④オーラリー　⑦スーダングラス 8R　②サカベンツヨシ　⑥レコパンヴァーミリ　⑧アベニンバード

5R　①スーパーラッド　③オペレッタスキー　⑥クールベ　⑦レッドプルーフ 9R　①アンジュオスリール　⑪リュウノデンゲキ

7R　⑦バジガクスペラーレ　⑧アルディシア 11R　②リボース　③ショコラパフェ　④スリルトサスペンス

8R　④サメノコキック　⑥コッチネッラ 　　　　⑧ミスティックリズム

9R　②タラレバ　⑥レモンホープ

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
船橋4R　③ケイジーファルコン

1/18（木） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
２着

前走
２着

前走
３着

ホッカイドウ競馬デビューの
競走馬たちを応援してね♪


