
1R 7R 9R

6枠7番 6枠8番 8枠12番

アマリアローズ 調教師　牛房榮吉（浦和） シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） セイコチャン 調教師　米谷康秀（船橋）

牝7歳 馬主　荻田常人 セン4歳 馬主　吉田照哉 牝4歳 馬主　岡田隆寛

芦毛 生年月日　2012年3月25日 鹿毛 生年月日　2015年4月1日 栗毛 生年月日　2015年4月6日

父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム 父　シニスターミニスター 生産牧場　市川牧場

母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 母　キョウエイアロマ（父　キングカメハメハ） 産地　むかわ町

地方収得賞金　2,822,000円 地方収得賞金　3,485,000円 地方収得賞金　4,304,000円

北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/06/08～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/30～　9戦0勝（2着0回、3着3回） 兵庫：2017/12/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 8枠11番 南関東：2018/08/31～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/10/29～　69戦1勝（2着0回、3着2回） アナザードア 調教師　佐藤裕太（船橋） 

8枠12番 牝5歳 馬主　（有）サンデーレーシング 10R

スモールワールド 調教師　佐々木功（船橋） 鹿毛 生年月日　2014年1月20日 8枠9番

牡6歳 馬主　村岡曉憲 父　ヴァーミリアン 生産牧場　ノーザンファーム ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 

鹿毛 生年月日　2013年4月21日 母　シークレットルーム（父　タイキシャトル） 産地　安平町 牝4歳 馬主　（有）木村牧場

父　ブラックタイド 生産牧場　野表篤夫 地方収得賞金　5,395,000円 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

母　リーヴザマーク（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 北海道：2016/06/09～　7戦2勝（2着1回、3着2回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場

地方収得賞金　2,807,000円 兵庫：2016/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

北海道：2015/06/10～　12戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/10/24～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　10,835,000円

笠松：2015/10/30～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

愛知：2016/01/03～　19戦2勝（2着3回、3着5回） 8R 南関東：2017/10/26～　18戦3勝（2着3回、3着2回）

南関東：2016/09/30～　51戦0勝（2着1回、3着3回） 1枠1番

デロニクスレギア 調教師　田島寿一（川崎） 11R

2R 牡7歳 馬主　廣瀬由一 5枠7番

5枠6番 鹿毛 生年月日 2012年4月9日 フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

ショウモクリリー 調教師　山浦武（船橋） 父 フサイチホウオー 生産牧場　高村伸一 牡5歳 馬主　山口明彦

牝4歳 馬主　原久美子 母 ロサガリカ（父 フレンチデピュティ） 産地　様似町 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

黒鹿毛 生年月日　2015年4月13日 地方収得賞金　10,630,000円 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

父　シンボリクリスエス 生産牧場　村田牧場 北海道：2014/07/24～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

母　クロワラモー（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 金沢：2014/10/21～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　10,190,000円

地方収得賞金　736,000円 南関東：2014/12/10～　30戦5勝（2着3回、3着1回） 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

北海道：2017/05/10～　22戦2勝（2着0回、3着0回） 高知：2017/02/26～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

南関東：2018/11/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/07～　11戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

岩手：2017/11/11～　28戦6勝（2着3回、3着1回） 南関東：2017/12/21～　19戦3勝（2着1回、3着1回）

3R 南関東：2019/01/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠10番 7枠9番 12R

コアレスダンサー 調教師　山中尊徳（船橋） レディーオブロー 調教師　矢内博（船橋） 3枠3番

牝4歳 馬主　小林昌志 牝8歳 馬主　佐藤勝士 パノラマ 調教師　新井清重（船橋） 

鹿毛 生年月日　2015年4月26日 黒鹿毛 生年月日　2011年5月10日 牡5歳 馬主　伊藤壽孝

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　雅牧場 父　ルールオブロー 生産牧場　タガミファーム 鹿毛 生年月日　2014年4月18日

母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 母　ターフサルート（父　Ｌｏｒｄ　Ａｔ　Ｗａｒ） 産地　新ひだか町 父　アドマイヤムーン 生産牧場　松浦牧場

地方収得賞金　675,000円 地方収得賞金　14,670,000円 母　ティエッチグリーン（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

北海道：2018/05/09～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/07/24～　5戦2勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　6,753,000円

南関東：2018/12/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/12/05～　56戦6勝（2着8回、3着11回） 北海道：2017/04/18～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

7枠10番 笠松：2017/06/30～　13戦3勝（2着4回、3着2回）

4R シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋） 南関東：2018/01/16～　15戦4勝（2着1回、3着4回）

2枠2番 牡6歳 馬主　吉田照哉 6枠10番

サクセッサー 調教師　佐藤賢二（船橋） 栗毛 生年月日　2013年5月3日 ロゼッタハート 調教師　森始（船橋）

牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 牝5歳 馬主　梁川正

鹿毛 生年月日　2016年1月30日 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市 鹿毛 生年月日　2014年2月21日

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　9,505,000円 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場

母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 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　4,300,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　6,090,000円

北海道：2018/06/28～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/01/18～　23戦4勝（2着2回、3着4回） 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

4枠4番 ◆2015　知床賞［盛岡］　3着 JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

ボルドーシエル 調教師　水野貴史（浦和） 南関東：2017/05/01～　35戦1勝（2着3回、3着2回）

牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 8枠14番

黒鹿毛 生年月日　2016年3月8日 1R　③オーゴンアレッタ　⑦ビジネスチャンス ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 

父　タイキシャトル 生産牧場　柏木一則 2R　⑤アベニンマルカート　 牡5歳 馬主　山口明彦

母　マイネソシオ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 4R　②アウトザブルー 鹿毛 生年月日　2014年2月11日

地方収得賞金　2,674,000円 5R　⑨レッドエルム　⑪トリップオブラブ 父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦

北海道：2018/05/10～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 6R　①セユウスマート　③エイシンベラドンナ 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町

岩手：2018/09/17～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 7R　①フルムーンショウリ　⑤ボクイケメン　⑥カンタベリーハート 地方収得賞金　6,035,000円

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 　　　⑨コホウノウグイス 北海道：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2018/12/25～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 9R　⑦フリーゴーイング 南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

◆2018　ラブミーチャン記念［笠松］　3着 11R　④ラヴィ 北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回）

4枠5番 南関東：2019/01/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

ハヤマデイズ 調教師　酒井一則（浦和） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
牡3歳 馬主　仲尾正人 3R　⑩ラバーソール

鹿毛 生年月日　2016年5月7日 4R　⑩バクシンスカイ

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　ノースガーデン 5R　⑨クリーンチャンス

母　グラナディラ（父　ファスリエフ） 産地　日高町 7R　①ダンシングヘイロー　②チェリールックス　③エラミカ

地方収得賞金　2,375,000円 　　　⑦ナイトオブソード　⑧クロヒメ　⑩ボヌールアヴ

北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 8R　①ハシノオージャ　②ベルリーフ　⑨ラブリーギャル

南関東：2018/12/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　⑩ゴリョウサン

5枠7番 9R　③マケマケ　⑧キョショウ

グリードパルフェ 調教師　山田信大（船橋） 10R　①コーズウェイ

牡3歳 馬主　菊地昌廣 11R　⑥ハタノキセキ

芦毛 生年月日　2016年4月3日 12R　①ソーディスイズラヴ　⑥キール

父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場

母　エムオーフィーバー（父　メジロマックイーン） 産地　浦河町 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
地方収得賞金　2,800,000円 船橋2R　③ミナミウラワ

北海道：2018/08/09～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　3R　⑩コアレスダンサー

南関東：2018/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　4R　⑤ハヤマデイズ

◆2018　サッポロクラシックC［門別］　3着 　　　5R　⑨ウインプラージュ

6枠8番 　　　8R　⑨レディーオブロー

サキコトレーヴォ 調教師　酒井一則（浦和） 　　10R　④サンコロナ

牝3歳 馬主　平賀眞吾 　　12R　⑫ニシノライト

青鹿毛 生年月日　2016年4月13日 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
父　ダノンシャンティ 生産牧場　栄進牧場 船橋2R　⑦ゲハイムヴァッフェ

母　エーシンアガペー（父　ロージズインメイ） 産地　浦河町 　　　3R　③メイショウロッソ

地方収得賞金　1,500,000円 　　　5R　⑤フィーア

北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　7R　⑧シュヴァルダムール

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番

サージュ 調教師　齊藤敏（船橋） 

牡3歳 馬主　市川智

鹿毛 生年月日　2016年4月30日

父　サクラプレジデント 生産牧場　山田牧場

母　サクラブルース（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　3,525,000円 中央収得賞金　1,600,000円

北海道：2018/06/14～　3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）

南関東：2018/10/22～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

8枠13番

スナンビン 調教師　山田信大（船橋） 

牡3歳 馬主　大久保和夫

芦毛 生年月日　2016年2月12日

父　ベルシャザール 生産牧場　諏訪牧場

母　スノーフラワー（父　クロフネ） 産地　青森県

地方収得賞金　2,150,000円

北海道：2018/07/05～　5戦3勝（2着0回、3着0回）

1/15（火） 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
１着

転入後
初出走

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

前走
３着

前走
２着

１月及び２月に開催する
船橋競馬における騎手の防寒対策について

船橋競馬では今年度１月及び２月はナイ
ター開催を行います。
この時期は厳冬期であるため、騎手の健康

管理面を考慮し、すべての競走（２月のJRA
交流競走は除く）において、アンダーシャツ
分として馬の負担重量を０．５㎏加増します。

（船橋競馬ホームページより引用・抜粋）

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪

前走
２着


