
1R 7R 10R

1枠1番 2枠2番 2枠2番

カールブライアン 調教師　林幻（船橋） グリードパルフェ 調教師　山田信大（船橋） エラスムス 調教師　張田京（船橋）

牡3歳 馬主　村上正幸 牡3歳 馬主　菊地昌廣 牡6歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2016年5月20日 芦毛 生年月日　2016年4月3日 青鹿毛 生年月日　2013年3月4日

父　ブラックタキシード 生産牧場　大矢牧場 父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

母　カラカル（父　グリーンアプローズ） 産地　日高町 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 母　マストシーストップ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

地方収得賞金　1,093,500円 地方収得賞金　2,800,000円 地方収得賞金　15,139,000円

北海道：2018/07/26～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/08/09～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/01/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/09～　28戦5勝（2着5回、3着5回）

7枠7番 ◆2018　サッポロクラシックC［門別］　3着 4枠6番

タイセイノワール 調教師　山田信大（船橋） 3枠3番 ユメノヒト 調教師　橋本和馬（大井）

牝3歳 馬主　田中成奉 マチュピチュ 調教師　張田京（船橋） 牝7歳 馬主　和田博美

青鹿毛 生年月日　2016年4月26日 牝3歳 馬主　泉一郎 栗毛 生年月日　2012年3月1日

父　アッミラーレ 生産牧場　柏木一則 鹿毛 生年月日　2016年5月21日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　カタオカステーブル

母　タイセイクインス（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場 母　ベルナデッタ（父　アフリート） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,160,000円 母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町 地方収得賞金　18,340,000円

北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,915,000円 北海道：2014/06/03～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/05～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/12/31～　44戦4勝（2着7回、3着3回）

3R 6枠8番 ◆2014　ブロッサムカップ［門別］　2着

8枠12番 ステッペンウルフ 調教師　佐藤賢二（船橋） ◆2014　園田プリンセスカップ［園田］　3着

アバロン 調教師　佐藤賢二（船橋） 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 6枠9番

牡4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 栗毛 生年月日　2016年2月28日 コスモウーノ 調教師　林幻（船橋）

鹿毛 生年月日　2015年5月3日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場 牝4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

父　ショウナンカンプ 生産牧場　赤石久夫 母　ディープキッス（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2015年4月6日

母　アンドロメダ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 地方収得賞金　8,350,000円 父　カネヒキリ 生産牧場　ビッグレッドファーム

地方収得賞金　1,665,000円 北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 母　コスモジャイロ（父　Ｍａｃｈｏ　Ｕｎｏ） 産地　新冠町

北海道：2017/09/14～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/12/20～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　9,285,000円

南関東：2018/12/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2018　栄冠賞[門別]　3着 北海道：2017/07/06～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

7枠9番 南関東：2018/02/13～　9戦0勝（2着2回、3着3回）

4R キャッスルキング 調教師　渋谷信博（船橋） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

2枠2番 牡3歳 馬主　城市公 ◆2018　ハヤテスプリント［盛岡］　3着

シービーエンブレム 調教師　林幻（船橋） 鹿毛 生年月日　2016年4月6日

牡3歳 馬主　村上正幸 父　リーチザクラウン 生産牧場　城市公 11R　第55回報知グランプリカップ〔SⅢ〕

青鹿毛 生年月日　2016年5月7日 母　キャッスルスピカ（父　タイキブリザード） 産地　新ひだか町 3枠3番

父　シビルウォー 生産牧場　小林孝幸 地方収得賞金　3,480,000円 タービランス 調教師　水野貴史（浦和） 

母　ワイズトウショウ（父　キングヘイロー） 産地　むかわ町 北海道：2018/05/17～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 牡6歳 馬主　泉俊二

地方収得賞金　575,000円 南関東：2018/12/12～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月11日

北海道：2018/08/15～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠11番 父　パイロ 生産牧場　大川牧場

7枠8番 サージュ 調教師　齊藤敏（船橋） 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

ボーロレイ 調教師　佐藤壽（大井） 牡3歳 馬主　市川智 地方収得賞金　96,900,000円

牡3歳 馬主　酒井孝敏 鹿毛 生年月日　2016年4月30日 北海道：2015/07/09～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 父　サクラプレジデント 生産牧場　山田牧場 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ダノンシャンティ 生産牧場　サンシャイン牧場 母　サクラブルース（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町 南関東：2016/01/07～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

母　アンペラトリス（父　オペラハウス） 産地　日高町 地方収得賞金　4,400,000円 中央収得賞金　1,600,000円 北海道：2017/11/09～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,431,000円 北海道：2018/06/14～　3戦1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：2018/06/20～　6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：2018/03/13～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

愛知：2018/09/27～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/10/22～　5戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/10/03～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

佐賀：2018/11/10～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 8枠12番 南関東：2019/01/03～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/12/25～　3戦0勝（2着0回、3着1回） マイティウォーリア 調教師　林正人（船橋） ◆2016　羽田盃［大井］　1着　　◆2016　京浜盃［大井］　1着

牡3歳 馬主　菊地昌廣 ◆2015　サンライズC［門別］　1着

●笠松・高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ 鹿毛 生年月日　2016年4月30日 ◆2019　報知オールスターC［川崎］　2着　　◆2018　道営記念［門別］　2着

笠松1R　①トカロン　③マッチデース　⑤ライトリー 父　ロジユニヴァース 生産牧場　クリアファーム ◆2018　ブリリアントC［大井］　2着　　◆2016　ニューイヤーC［浦和］　2着

　　　3R　⑧カリーナ 母　ミーナー（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　日高町 ◆2016　東京ダービー［大井］　3着

　　　4R　④ユリカゴ　⑧レッドプルーフ 地方収得賞金　4,100,000円 6枠9番

　　　5R　②クマリ　 北海道：2018/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回） コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

　　　6R　①バッテリーパーク　 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　市川智

　　　7R　①ドリームパーリオ　⑨ベアーレ 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

　　　8R　②ポアンカレ　⑦タイヨウノウタ ◆2018　平和賞[船橋]　3着 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

高知1R　⑥サクラプリマドンナ 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

　　　4R　⑧リッコドンナ 8R 地方収得賞金　58,518,000円

　　　5R　⑦ジャストフォファン　⑧ユミハリヅキ 1枠1番 北海道：2014/05/15～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

パノラマ 調教師　新井清重（船橋） 南関東：2014/09/25～　41戦5勝（2着7回、3着5回）

牡5歳 馬主　伊藤壽孝 ◆2016　フリオーソレジェンドカップ［船橋］　1着

鹿毛 生年月日　2014年4月18日 ◆2017　サンタアニタトロフィー［大井］　2着　　◆'16スターライトカップ［大井］　2着

父　アドマイヤムーン 生産牧場　松浦牧場 ◆2016　マイルグランプリ［大井］　2着　　◆2014　平和賞［船橋］　2着

母　ティエッチグリーン（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町 ◆2017　京成盃グランドマイラーズ［船橋］　3着

地方収得賞金　7,233,000円 ◆2015　'15雲取賞［大井］　3着　◆2015　優駿スプリント［大井］　3着

北海道：2017/04/18～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

笠松：2017/06/30～　13戦3勝（2着4回、3着2回） 12R

南関東：2018/01/16～　16戦4勝（2着2回、3着4回） 7枠9番

ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋）

9R 牡6歳 馬主　安味宣光

3枠3番 鹿毛 生年月日　2013年3月28日

アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光

牡5歳 馬主　田村誠 母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2014年4月11日 地方収得賞金　14,368,000円

父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場 北海道：2015/05/13～　13戦2勝（2着1回、3着1回）

母　ベルモントプロテア（父　アジュディケーティング） 産地　日高町 南関東：2015/12/09～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　7,755,000円 北海道：2016/04/21～　14戦2勝（2着3回、3着2回）

北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回） 南関東：2016/12/05～　4戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2016/12/30～　25戦3勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/04/19～　14戦2勝（2着2回、3着1回）

8枠12番 南関東：2018/03/13～　13戦3勝（2着1回、3着2回）

ニッポンダエモン 調教師　新井清重（船橋） 8枠12番

牡4歳 馬主　大久保和夫 スウィフトハート 調教師　林正人（船橋） 

黒鹿毛 生年月日　2015年5月8日 牡5歳 馬主　平井ひろみ

父　サウスヴィグラス 生産牧場　土田和男 黒鹿毛 生年月日　2014年5月13日

母　スタートウショウ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町 父　スウィフトカレント 生産牧場　碧雲牧場

地方収得賞金　5,163,000円 母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町

北海道：2017/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　11,780,000円

岩手：2017/10/15～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/06/08～　15戦2勝（2着3回、3着4回）

北海道：2018/05/30～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2018/12/02～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2017　若駒賞［盛岡］　1着 南関東：2018/01/19～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/10/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2016　サンライズC［門別］　2着

◆2016　北海道2歳優駿［門別］　3着

2/20(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

タービランス
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応援よろしくね♪

転入後
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