
1R 6R 10R

2枠2番 2枠2番 3枠4番

スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） マックスシャトル 調教師　矢内博（船橋） パワーピッチング 調教師　秋吉和美（大井） 

牝7歳 馬主　細川大輔 牝5歳 馬主　田村誠 牡8歳 馬主　東原英治

青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 黒鹿毛 生年月日　2014年4月12日 鹿毛 生年月日　2011年5月22日

父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 父　ヴァーミリアン 生産牧場　桑嶋峰雄 父　クロフネ 生産牧場　西山牧場

母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 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 母　セイウンクレナイ（父　タイキシャトル） 産地　日高町

地方収得賞金　7,492,000円 地方収得賞金　5,187,000円 地方収得賞金　14,834,000円

北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/05/04～　9戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/06/13～　7戦2勝（2着0回、3着1回）

笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2016/12/06～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2013/12/30～　67戦5勝（2着7回、3着3回）

南関東：2015/09/10～　46戦4勝（2着6回、3着7回） 北海道：2017/07/06～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠5番

8枠11番 南関東：2017/12/08～　16戦2勝（2着1回、3着1回） ベルセルク 調教師　坂本昇（船橋）

コアレスダンサー 調教師　山中尊徳（船橋） 7枠10番 牡4歳 馬主　原久美子

牝4歳 馬主　小林昌志 フェデリース 調教師　米谷康秀（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2015年4月26日

鹿毛 生年月日　2015年4月26日 牝4歳 馬主　伊達泰明 父　マンハッタンカフェ 生産牧場　イスズ牧場

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　雅牧場 鹿毛 生年月日　2015年3月1日 母　サンデープレゼント（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町

母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 地方収得賞金　4,936,000円

地方収得賞金　996,000円 母　シュベリーン（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 北海道：2017/06/29～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2018/05/09～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　3,219,000円 佐賀：2017/10/21～　16戦5勝（2着5回、3着2回）

南関東：2018/12/13～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/05/24～　11戦1勝（2着4回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/02/23～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/01/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

2R 北海道：2018/08/23～　5戦0勝（2着1回、3着1回） ◆2018　飛燕賞［佐賀］　1着

7枠9番 南関東：2018/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着2回） ◆2018　佐賀皐月賞［佐賀］　2着　　◆2018　背振山賞［佐賀］　2着

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） ◆2018　筑紫野賞［佐賀］　2着

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 7R ◆2018　ロータスクラウン賞［佐賀］　3着　　◆2018　九州ダービー栄城賞［佐賀］　3着

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 2枠2番 7枠11番

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 ビービージェンマ 調教師　稲益貴弘（船橋） ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 牝8歳 馬主　安味宣光

地方収得賞金　4,310,000円 鹿毛 生年月日　2016年2月18日 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　3,180,000円 地方収得賞金　15,730,000円

南関東：2017/01/31～　38戦1勝（2着4回、3着5回） 北海道：2018/07/19～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2013/05/30～　11戦2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） 南関東：2013/12/04～　81戦1勝（2着16回、3着17回）

3R 南関東：2018/12/11～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

1枠1番 8枠13番 11R

マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） ヤマノプレミアム 調教師　矢野義幸（船橋） 1枠1番

牝3歳 馬主　沖田方子 牡3歳 馬主　山口明彦 グルームアイランド 調教師　渡邉和雄（大井） 

栗毛 生年月日　2016年3月20日 鹿毛 生年月日　2016年3月19日 牡8歳 馬主　前田敏文

父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 鹿毛 生年月日　2011年5月4日

母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町 母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　原光彦

地方収得賞金　1,260,000円 地方収得賞金　2,725,000円 母　サクラフィースト（父　サクラチヨノオー） 産地　新ひだか町

北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着3回、3着3回） 地方収得賞金　56,477,000円

南関東：2018/11/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/04/29～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 8枠14番 南関東：2014/12/04～　10戦9勝（2着0回、3着0回）

アブソルートカラー 調教師　福永敏（大井） リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） 金沢：2015/11/15～　21戦10勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牡3歳 馬主　蓑島竜一 　うち他地区参戦：6戦2勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2016年5月5日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日 南関東：2018/02/21～　10戦0勝（2着0回、3着2回）

父　フレンチデピュティ 生産牧場　貞広賢治 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　野坂牧場 ◆2016　報知オールスターC［川崎］　1着　　◆2017　北國王冠［金沢］　1着

母　アブソルートライン（父　ダンスインザダーク） 産地　むかわ町 母　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町 ◆2017　イヌワシ賞［金沢］　1着　　◆2016　オグリキャップ記念［笠松］　1着

地方収得賞金　1,500,000円 地方収得賞金　1,874,000円 ◆2016　金沢スプリングC［金沢］　1着　　◆2015　中日杯［金沢］　1着

北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2016　北國王冠［金沢］　2着

南関東：2018/02/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2016　百万石賞［金沢］　3着　　◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　3着

3枠3番 南関東：2019/01/17～　2戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2018　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

ヘイセイノキセキ 調教師　山浦武（船橋） 

牝3歳 馬主　沖田方子 8R 12R

鹿毛 生年月日　2016年2月10日 8枠11番 7枠11番

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　沖田牧場 シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋） フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

母　イエスアイキャン（父　スマートボーイ） 産地　日高町 牡6歳 馬主　吉田照哉 牡5歳 馬主　山口明彦

地方収得賞金　985,000円 栗毛 生年月日　2013年5月3日 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

北海道：2018/07/18～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

南関東：2018/11/05～　3戦0勝（2着0回、3着1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 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

4枠4番 地方収得賞金　9,505,000円 地方収得賞金　10,190,000円

ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

牡3歳 馬主　坪井隼人 　うち他地区参戦：1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）

青毛 生年月日　2016年5月4日 南関東：2016/01/18～　24戦4勝（2着2回、3着4回） 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 ◆2015　知床賞［盛岡］　3着 南関東：2017/12/21～　21戦3勝（2着1回、3着1回）

母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町

地方収得賞金　1,590,000円 9R ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 4枠4番 2R　①ラフィネゴールド　②ビッグシラオキ　⑦モリデンヘイロー

南関東：2018/12/29～　2戦0勝（2着1回、3着0回） カリスマパンサー 調教師　橋本和馬（大井） 3R　⑤マキシマムカイザー　

6枠6番 牝5歳 馬主　村田裕子 4R　⑤クライフターン

ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 栗毛 生年月日　2014年3月24日 6R　⑨タッチワールド

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 父　カリズマティック 生産牧場　沖田牧場 7R　⑦グローリング

鹿毛 生年月日　2016年4月7日 母　エスケープリリー（父　ライブリーワン） 産地　日高町 9R　⑨メイソ

父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場 地方収得賞金　6,575,000円 10R　②グルース

母　ピュアシンフォニー（父　ストラヴィンスキー） 産地　むかわ町 北海道：2016/06/23～　6戦0勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,500,000円 南関東：2016/10/25～　25戦2勝（2着2回、3着5回） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 5枠6番 1R　②ローザルーナ　⑥フジノローズ

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） 3R　③トリップオブラブ

南関東：2018/12/11～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 牝6歳 馬主　橋本富夫 4R　②アクアスクリーン　④マッテマシタ

9枠9番 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 6R　⑤パキラパワー

ライズブロッサム 調教師　川島正一（船橋） 父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 7R　⑥ワンダフルキングス

牝3歳 馬主　大久保和夫 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 8R　⑧センザンルビー

鹿毛 生年月日　2016年4月12日 地方収得賞金　10,598,000円

父　ゴールドアリュール 生産牧場　厚賀古川牧場 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

母　チェリーブロッサム（父　シルバーチャーム） 産地　日高町 南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,500,000円 北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/08/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/01/10～　44戦3勝（2着3回、3着3回）

7枠9番

4R コパノアーデン 調教師　川島正一（船橋）

2枠2番 牝5歳 馬主　小林祥晃

エメラルド 調教師　高野毅（大井） 鹿毛 生年月日　2014年4月18日

牝4歳 馬主　大野裕 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　増尾牧場

栗毛 生年月日　2015年5月23日 母　ショップインミラノ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 地方収得賞金　6,752,500円

母　ウェルカムキャット（父　タバスコキャット） 産地　新ひだか町 北海道：2016/04/28～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,157,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 兵庫：2016/10/20～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） JRA：2017/03/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/16～　10戦2勝（2着4回、3着2回）

6枠7番 8枠11番

リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） ペキノワ 調教師　佐藤裕太（船橋） 

牝6歳 馬主　土橋正雄 牝4歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング

黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日 鹿毛 生年月日　2015年4月17日

父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム 父　カネヒキリ 生産牧場　岡田スタツド

母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 母　アンローランサン（父　フサイチコンコルド） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　6,796,000円 地方収得賞金　4,925,000円

北海道：2015/08/20～　6戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2017/08/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/01/18～　21戦4勝（2着4回、3着0回） 南関東：2018/03/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回）

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

5R
1枠1番

アナザードア 調教師　佐藤裕太（船橋） 

牝5歳 馬主　（有）サンデーレーシング

鹿毛 生年月日　2014年1月20日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　ノーザンファーム

母　シークレットルーム（父　タイキシャトル） 産地　安平町

地方収得賞金　5,395,000円

北海道：2016/06/09～　7戦2勝（2着1回、3着2回）

兵庫：2016/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/10/24～　12戦1勝（2着1回、3着2回）

2/19(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
３着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

前走
３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♪


