
1R 5R 8R

2枠2番 2枠2番 6枠6番

スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） オスピタリタ 調教師　佐藤裕太（船橋） タッチライフ 調教師　岡田一男（浦和） 

牡3歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ 牝3歳 馬主　吉田照哉 牝5歳 馬主　門別正

鹿毛 生年月日　2016年3月11日 青鹿毛 生年月日　2016年5月8日 芦毛 生年月日　2014年4月20日

父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム 父　アッミラーレ 生産牧場　門別正

母　マトゥリアルカ（父　クリプティックラスカル） 産地　新ひだか町 母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 母　チャーミングタンゴ（父　アフリート） 産地　日高町

地方収得賞金　975,000円 地方収得賞金　3,725,000円 地方収得賞金　18,394,000円

北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/10～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/04～　9戦2勝（2着0回、3着3回）

岩手：2018/10/15～　4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：2016/12/20～　38戦5勝（2着3回、3着6回）

南関東：2019/01/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/12/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠7番

5枠5番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ウチデノコヅチ 調教師　堀千亜樹（大井）

エウリディーチェ 調教師　川島正一（船橋） 7枠7番 牝7歳 馬主　菅原広隆

牝3歳 馬主　吉田晴哉 メルシーキララ 調教師　稲葉道行（浦和） 栗毛 生年月日　2012年2月27日

鹿毛 生年月日　2016年3月16日 牝3歳 馬主　大黒富美子 父　ディープスカイ 生産牧場　小河豊水

父　シンボリクリスエス 生産牧場　追分ファーム 黒鹿毛 生年月日　2016年3月16日 母　シーキングドーラ（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町

母　ヌチバナ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町 父　グランプリボス 生産牧場　出口牧場 地方収得賞金　11,445,000円 中央収得賞金　13,440,000円

地方収得賞金　850,000円 母　ゴールデンポケット（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 北海道：2014/07/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/06/13～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　1,722,000円 JRA：2014/08/09～　15戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 北海道：2018/05/09～　8戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/07/01～　28戦1勝（2着1回、3着4回）

サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 岩手：2018/10/15～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

牡3歳 馬主　吉田照哉 南関東：2019/02/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 9R

芦毛 生年月日　2016年2月23日 8枠9番 7枠7番

父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム リュウノオラトリオ 調教師　齊藤敏（船橋） マッサンゴールド 調教師　山田信大（船橋） 

母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市 牡3歳 馬主　蓑島竜一 牡6歳 馬主　大久保和夫

地方収得賞金　895,000円 栗毛 生年月日　2016年3月7日 栗毛 生年月日　2013年4月21日

北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　高橋農場 父　スターリングローズ 生産牧場　宝寄山忠則

南関東：2018/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ダイタクドクター（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　伊達市 母　ツルノゴゼン（父　アグネスゴールド） 産地　日高町

8枠11番 地方収得賞金　3,985,000円 地方収得賞金　17,820,000円

エメラルドリング 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2017/07/18～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/06/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　（有）辻牧場 南関東：2018/12/13～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 岩手：2016/04/09～　8戦3勝（2着3回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年5月5日 南関東：2016/11/08～　23戦8勝（2着6回、3着2回）

父　ワークフォース 生産牧場　辻牧場 6R

母　スズカモンスーン（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ）産地　浦河町 3枠3番 10R

地方収得賞金　925,000円 ナルノステファニー 調教師　嶋田幸晴（大井） 2枠2番

北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 牝4歳 馬主　成瀬篤司 クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋）

南関東：2018/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 牡7歳 馬主　倉見利弘

8枠12番 父　ディープブリランテ 生産牧場　松浦牧場 芦毛 生年月日　2012年4月26日

タイガーパンチ 調教師　稲葉道行（浦和） 母　アルディーミル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　新冠町 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場

牝3歳 馬主　大黒富美子 地方収得賞金　3,615,000円 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 北海道：2017/07/26～　5戦2勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　21,822,000円

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　フジワラフアーム 南関東：2017/11/28～　20戦0勝（2着1回、3着3回） 北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

母　マーヴェリックス（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　新ひだか町 3枠4番 南関東：2014/12/04～　58戦2勝（2着11回、3着5回）

地方収得賞金　775,000円 レディーオブロー 調教師　矢内博（船橋） 5枠5番

北海道：2018/08/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 牝8歳 馬主　佐藤勝士 アットザヘルム 調教師　佐藤裕太（船橋） 

岩手：2018/10/15～　5戦0勝（2着3回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2011年5月10日 牡5歳 馬主　（株）レックス

南関東：2019/01/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ルールオブロー 生産牧場　タガミファーム 黒鹿毛 生年月日　2014年5月4日

母　ターフサルート（父　Ｌｏｒｄ　Ａｔ　Ｗａｒ） 産地　新ひだか町 父　バンブーエール 生産牧場　田中春美

2R 地方収得賞金　14,670,000円 母　アポロヘルム（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町

6枠7番 北海道：2013/07/24～　5戦2勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　14,353,000円

サダムシーズン 調教師　稲益貴弘（船橋） 南関東：2013/12/05～　57戦6勝（2着8回、3着11回） 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

牡6歳 馬主　大西美生子 南関東：2017/04/10～　13戦5勝（2着3回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2013年3月23日 7R 6枠6番

父　タイキシャトル 生産牧場　吉田牧場 1枠1番 ライブリーソウル 調教師　山下貴之（船橋）

母　ワカサイティング（父　アグネスワールド） 産地　安平町 ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋） 牡8歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　8,021,000円 牝7歳 馬主　佐藤陽一 青毛 生年月日　2011年4月17日

北海道：2015/06/24～　14戦4勝（2着4回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年4月21日 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム

南関東：2016/11/09～　17戦3勝（2着6回、3着4回） 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド 母　ライブリーダンス（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　24,328,000円

3R 地方収得賞金　15,392,000円 北海道：2013/05/01～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

4枠4番 北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2014/03/17～　47戦6勝（2着11回、3着6回）

ペンタス 調教師　林幻（船橋） 南関東：2015/01/14～　55戦4勝（2着5回、3着10回） 8枠10番

牝4歳 馬主　細川大輔 5枠6番 エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

栗毛 生年月日　2015年5月9日 ロゼッタハート 調教師　森始（船橋） 牡5歳 馬主　吉田勝己

父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 牝5歳 馬主　梁川正 栗毛 生年月日　2014年4月22日

母　イーエルブロッサム（父　ラストタイクーン） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2014年2月21日 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Ｆ

地方収得賞金　2,480,000円 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

北海道：2017/05/24～　17戦4勝（2着3回、3着4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　13,872,000円

南関東：2019/01/16～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,090,000円 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

5枠6番 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/10/11～　20戦2勝（2着3回、3着4回）

モリデンワルツ 調教師　山越光（浦和） JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　森田芳男 南関東：2017/05/01～　37戦1勝（2着3回、3着2回） 11R

鹿毛 生年月日　2015年4月9日 6枠8番 2枠2番

父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 クインザクイン 調教師　新井清重（船橋） モリデンルンバ 調教師　坂本昇（船橋）

母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 牝5歳 馬主　伊藤將 牡6歳 馬主　森田芳男

地方収得賞金　2,460,000円 鹿毛 生産牧場　つつみ牧場 黒鹿毛 生年月日　2013年4月21日

北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 父　ファスリエフ 生年月日　2014年4月18日 父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男

南関東：2017/11/22～　13戦0勝（2着1回、3着2回） 母　レスティヴコマンダ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 母　ナイスクラップ（父　ディアブロ） 産地　新冠町

地方収得賞金　8,565,000円 地方収得賞金　31,180,000円

4R 北海道：2016/08/30～　6戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2015/06/17～　7戦3勝（2着1回、3着2回）

7枠9番 南関東：2016/12/30～　30戦2勝（2着5回、3着1回） 南関東：2015/11/11～　21戦3勝（2着3回、3着1回）

クラコンボイ 調教師　藤原智行（浦和） ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　1着

牡4歳 馬主　倉見利弘 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2015　平和賞［船橋］　2着

鹿毛 生年月日　2015年2月18日 2R　②タイムメイテル　④ダニースペシャル　⑤リックソダネー 3枠3番

父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 　　　⑥ロージーロージー　⑦ムク　⑧ノースヒビキ クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町 3R　①ズオズオエンジェル 牡5歳 馬主　倉見利弘

地方収得賞金　2,270,000円 4R　①ユキナ 芦毛 生年月日　2014年5月4日

北海道：2017/06/29～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 5R　③ジョースパーク　 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

南関東：2017/12/21～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 6R　⑦マリポサ 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

北海道：2018/04/18～　14戦2勝（2着1回、3着2回） 9R　④ドリームスイーブル 地方収得賞金　25,545,000円

10R　④ハタノリヴィール　⑨ノブイチ 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2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：2016/12/06～　29戦3勝（2着5回、3着1回）

1R　③エムティストロフィ ◆2017　'17スターバーストカップ［大井］　1着

3R　①ジュウマンコウネン　②ブラックトリガー　⑦ミニョンヌ ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

6R　①レッツゴーレツコ　②マエストリート　⑦クラリティ ◆2018　'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

9R　④フジノオオワシ　⑤サカベンツヨシ

10R　④ジュリエットレター　⑥シリカ

11R 第11回園田ユースC　②チェリーフオール　③ハーキーステップ

　　　④イケノオテンチャン　⑨ボルドープラージュ

　　　⑩バンローズキングス

2/21(木) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

応援よろしくね♪

転入後
初出走

前走
３着

前走
１着


