
1R 5R 8R

8枠11番 2枠2番 5枠6番

アマリアローズ 調教師　牛房榮吉（浦和） クリムパルフェ 調教師　新井清重（船橋） カティサンダ 調教師　須田和伸（大井） 

牝7歳 馬主　荻田常人 牝3歳 馬主　（有）上水牧場 牡6歳 馬主　古谷剛彦

芦毛 生年月日　2012年3月25日 鹿毛 生年月日　2016年5月6日 鹿毛 生年月日　2013年5月6日

父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　真壁信一 父　デュランダル 生産牧場　猿倉牧場

母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 母　クリミナルコード（父　Ｒｅｄ　Ｒａｎｓｏｍ） 産地　むかわ町 母　エアヴァレナ（父　エルコンドルパサー） 産地　様似町

地方収得賞金　2,822,000円 地方収得賞金　2,502,500円 地方収得賞金　8,305,000円

北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2015/06/03～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/02～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松：2015/09/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 4枠4番 南関東：2015/11/27～　6戦0勝（2着0回、3着2回）

南関東：2015/10/29～　71戦1勝（2着0回、3着2回） ビッグインパクト 調教師　米谷康秀（船橋） 北海道：2016/04/20～　13戦0勝（2着0回、3着2回）

牡3歳 馬主　廣松光成 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2R 黒鹿毛 生年月日　2016年6月7日 南関東：2016/12/06～　30戦2勝（2着3回、3着5回）

8枠11番 父　タニノギムレット 生産牧場　豊洋牧場 笠松：2018/04/03～　11戦2勝（2着1回、3着4回）

エキシビジョン 調教師　吉田正美（浦和） 母　スマイルダンサー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝7歳 馬主　冨田藤男 地方収得賞金　2,625,000円 岩手：2018/09/02～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2012年3月28日 北海道：2018/08/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

父　フサイチコンコルド 生産牧場　新生ファーム 南関東：2018/12/12～　4戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2015　ゴールドウィング賞［名古屋］　2着

母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 5枠5番

地方収得賞金　6,451,000円 スナンビン 調教師　山田信大（船橋） 9R

北海道：2014/04/23～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 牡3歳 馬主　大久保和夫 6枠9番

金沢：2014/10/21～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 芦毛 生年月日　2016年2月12日 セイコチャン 調教師　米谷康秀（船橋）

南関東：2015/01/01～　81戦2勝（2着7回、3着3回） 父　ベルシャザール 生産牧場　諏訪牧場 牝4歳 馬主　岡田隆寛

母　スノーフラワー（父　クロフネ） 産地　青森県 栗毛 生年月日　2015年4月6日

3R 地方収得賞金　2,500,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　市川牧場

2枠2番 北海道：2018/07/05～　5戦3勝（2着0回、3着0回） 母　キョウエイアロマ（父　キングカメハメハ） 産地　むかわ町

ショウモクリリー 調教師　山浦武（船橋） 南関東：2019/01/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,304,000円

牝4歳 馬主　原久美子 北海道：2017/06/08～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2015年4月13日 6R 兵庫：2017/12/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　村田牧場 2枠2番 南関東：2018/08/31～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

母　クロワラモー（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 ミスターソウルマン 調教師　高岩孝敏（大井） 

地方収得賞金　736,000円 牡5歳 馬主　杉浦和也 10R

北海道：2017/05/10～　22戦2勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年3月30日 7枠7番

南関東：2018/11/06～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 ハングリーハート 調教師　出川克己（船橋）

6枠8番 母　ダンスカーニバル（父　アフリート） 産地　新ひだか町 牡4歳 馬主　吉田照哉

ホープフロムノース 調教師　波多野健（船橋） 地方収得賞金　5,065,000円 栗毛 生年月日　2015年5月2日

牝4歳 馬主　（有）ターフ・スポート 北海道：2016/06/30～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 父　アッミラーレ 生産牧場　社台ファーム

鹿毛 生年月日　2015年4月11日 南関東：2016/12/28～　21戦1勝（2着4回、3着2回） 母　ハートサムデイ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 北海道：2018/04/24～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　8,270,000円

母　マイホープ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　浦河町 南関東：2018/12/30～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　926,000円 4枠4番 南関東：2017/10/24～　14戦3勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/05/17～　17戦2勝（2着0回、3着4回） リュウノマックス 調教師　齊藤敏（船橋） 

南関東：2018/11/06～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　蓑島竜一 11R

青鹿毛 生年月日　2015年4月22日 3枠3番

4R 父　アドマイヤマックス 生産牧場　小野瀬竜馬 レクラドリール 調教師　山中尊徳（船橋） 

2枠2番 母　チーマ（父　ミルジヨージ） 産地　清水町 牝5歳 馬主　伊達泰明

サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 地方収得賞金　3,660,000円 栗毛 生年月日　2014年5月10日

牡3歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 北海道：2017/05/18～　10戦0勝（2着1回、3着2回） 父　マヤノトップガン 生産牧場　サンシャイン牧場

栗毛 生年月日　2016年5月13日 岩手：2017/10/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 母　メイルリヒト（父　フジキセキ） 産地　日高町

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 南関東：2018/01/17～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　11,520,000円

母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 5枠5番 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　1,750,000円 デロニクスレギア 調教師　田島寿一（川崎） 南関東：2016/12/14～　33戦2勝（2着4回、3着2回）

北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　廣瀬由一 北海道：2018/10/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/10/10～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 鹿毛 生年月日 2012年4月9日 南関東：2018/12/14～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

4枠4番 父 フサイチホウオー 生産牧場　高村伸一 5枠6番

リュウノポップス 調教師　齊藤敏（船橋） 母 ロサガリカ（父 フレンチデピュティ） 産地　様似町 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

牡3歳 馬主　蓑島竜一 地方収得賞金　10,630,000円 牡5歳 馬主　高橋勉

黒鹿毛 生年月日　2016年5月9日 北海道：2014/07/24～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

父　タートルボウル 生産牧場　シンボリ牧場 金沢：2014/10/21～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

母　ムーンダンサー（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 南関東：2014/12/10～　30戦5勝（2着3回、3着1回） 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

地方収得賞金　1,904,000円 高知：2017/02/26～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　11,465,000円

北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着2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：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

岩手：2018/09/30～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 岩手：2017/11/11～　28戦6勝（2着3回、3着1回） 南関東：2017/01/11～　40戦3勝（2着5回、3着8回）

◆2018　寒菊賞［水沢］　3着 南関東：2019/01/01～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠8番

5枠5番 モリノラスボス 調教師　佐藤賢二（船橋）

ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 7R 牡4歳 馬主　森和久

牡3歳 馬主　吉田照哉 3枠3番 鹿毛 生年月日　2015年4月20日

黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日 シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 父　エスポワールシチー 生産牧場　笹川大晃牧場

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム セン4歳 馬主　吉田照哉 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町

母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市 鹿毛 生年月日　2015年4月1日 地方収得賞金　8,960,000円

地方収得賞金　2,005,000円 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム 北海道：2017/05/17～　8戦3勝（2着2回、3着0回）

北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/08～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　3,485,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠8番 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回） JRA：2018/02/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

イコライザー 調教師　小久保智（浦和） 南関東：2017/12/30～　10戦0勝（2着0回、3着3回） 南関東：2018/12/21～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 7枠10番 ◆2017　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

黒鹿毛 生年月日　2016年2月19日 ダブルタッチ 調教師　上杉昌宏（大井） 8枠12番

父　カネヒキリ 生産牧場　新生ファーム 牝4歳 馬主　大山和成 オーバークロック 調教師　佐藤裕太（船橋） 

母　シャンハイロック（父　ロックオブジブラルタル） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2015年3月8日 セン8歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　3,315,000円 父　ヴァーミリアン 生産牧場　バンブー牧場 栗毛 生年月日　2011年2月14日

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 母　チリビリビン（父　ブロッコ） 産地　浦河町 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,615,000円 母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　千歳市

南関東：2019/02/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　23,268,000円

◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 南関東：2017/11/27～　18戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2013/05/08～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠10番 南関東：2013/12/02～　38戦12勝（2着6回、3着1回）

セツゲツカ 調教師　張田京（船橋） 

牡3歳 馬主　（株）ＭＢＲ 12R

鹿毛 生年月日　2016年3月20日 4枠5番

父　カネヒキリ 生産牧場　田渕牧場 フィールザファイア 調教師　佐々木忠昭（大井） 

母　ハングインゼア（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 牝5歳 馬主　高橋真紀

地方収得賞金　2,160,000円 栗毛 生年月日　2014年3月19日

北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町

南関東：2018/10/23～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,881,000円

北海道：2016/07/19～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

●笠松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1回、3着0回）

1R　①ビーナスリング　④フォルコメンハイト 南関東：2016/12/16～　17戦1勝（2着1回、3着0回）

2R　⑥ヴァンテラス ◆2016　園田プリンセスC［園田］　2着

4R　①ショシン　⑦フォースアフリート 6枠9番

7R　⑥エイシンセドリック レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 

9R　③ハーリーバーリー 牡4歳 馬主　ライフエンタープライズ（株）

10R　③カツゲキマドンナ 鹿毛 生年月日　2015年4月9日

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場

母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,745,000円

北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回）

南関東：2017/09/25～　18戦1勝（2着0回、3着1回）

2/18(月) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
２着

前走
１着

前走
１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♪


