
2R 5R 9R

2枠2番 2枠2番 5枠8番

デニール 調教師　柘榴浩樹（浦和） リュウノポップス 調教師　齊藤敏（船橋） レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 

牝6歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ 牡3歳 馬主　蓑島竜一 牡4歳 馬主　ライフエンタープライズ（株）

鹿毛 生年月日　2013年4月29日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月9日 鹿毛 生年月日　2015年4月9日

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 父　タートルボウル 生産牧場　シンボリ牧場 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場

母　ラベルフィーユ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 母　ムーンダンサー（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 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　4,124,000円 地方収得賞金　2,254,000円 地方収得賞金　4,170,000円

北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回）

南関東：2016/01/02～　39戦1勝（2着4回、3着3回） 岩手：2018/09/30～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/09/25～　19戦1勝（2着0回、3着2回）

4枠4番 南関東：2019/02/18～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

エキシビジョン 調教師　吉田正美（浦和） ◆2018　寒菊賞［水沢］　3着 10R

牝7歳 馬主　冨田藤男 5枠5番 1枠1番

鹿毛 生年月日　2012年3月28日 セツゲツカ 調教師　張田京（船橋） ナイトフィーバー 調教師　田邊陽一（川崎）

父　フサイチコンコルド 生産牧場　新生ファーム 牡3歳 馬主　（株）ＭＢＲ 牝8歳 馬主　酒井孝敏

母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2016年3月20日 栗毛 生年月日　2011年2月21日

地方収得賞金　6,451,000円 父　カネヒキリ 生産牧場　田渕牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

北海道：2014/04/23～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ハングインゼア（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 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

金沢：2014/10/21～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　2,160,000円 地方収得賞金　22,398,000円

南関東：2015/01/01～　82戦2勝（2着7回、3着3回） 北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/08/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

7枠9番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/12/27～　69戦5勝（2着12回、3着10回）

ハニープレッツェル 調教師　酒井一則（浦和） 南関東：2018/10/23～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番

牝7歳 馬主　（株）ボンズ 8枠11番 エフェルヴェソンス 調教師　米谷康秀（船橋） 

栗毛 生年月日　2012年2月6日 ラッキーメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 牡4歳 馬主　伊達泰明

父　スニッツェル 生産牧場　ノーザンファーム 牝3歳 馬主　山口明彦 鹿毛 生年月日　2015年4月16日

母　ハニーハント（父　エンドスウィープ） 産地　安平町 栗毛 生年月日　2016年2月8日 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

地方収得賞金　6,019,000円 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町

北海道：2014/07/10～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 地方収得賞金　8,069,000円

南関東：2014/10/02～　46戦0勝（2着6回、3着6回） 地方収得賞金　1,914,000円 北海道：2017/06/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 北海道：2018/06/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 金沢：2017/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

ペーンイエンテ 調教師　海馬澤司（浦和） 南関東：2019/01/09～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2017/11/02～　11戦2勝（2着2回、3着2回）

牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 6枠8番

栗毛 生年月日　2012年3月29日 6R コパノミザール 調教師　山崎尋美（川崎） 

父　チーフベアハート 生産牧場　田上稔 4枠4番 セン5歳 馬主　小林祐介

母　ジョウテンセレブ（父　アジュディケーティング）産地　新ひだか町 ビッグインパクト 調教師　米谷康秀（船橋） 鹿毛 生年月日　2014年3月15日

地方収得賞金　5,954,000円 牡3歳 馬主　廣松光成 父　マツリダゴッホ 生産牧場　西村和夫

北海道：2014/05/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年6月7日 母　サムタイムレーター（父　エンドスウィープ） 産地　新ひだか町

岩手：2014/10/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　タニノギムレット 生産牧場　豊洋牧場 地方収得賞金　9,145,000円

金沢：2014/12/15～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 母　スマイルダンサー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 北海道：2016/05/11～　8戦2勝（2着1回、3着2回）

愛知：2015/03/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,625,000円 南関東：2016/10/13～　14戦2勝（2着2回、3着1回）

金沢：20015/05/12～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/08/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/10/29～　31戦2勝（2着8回、3着5回） 南関東：2018/12/12～　5戦1勝（2着0回、3着0回） JRA：2017/08/20～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠10番 南関東：2019/01/30～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

3R ビービーブレイデン 調教師　山崎尋美（川崎） 

3枠3番 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 11R

アマリアローズ 調教師　牛房榮吉（浦和） 栗毛 生年月日　2016年2月9日 2枠2番

牝7歳 馬主　荻田常人 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

芦毛 生年月日　2012年3月25日 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 牡5歳 馬主　高橋勉

父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 地方収得賞金　1,590,000円 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 北海道：2018/05/17～　4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

地方収得賞金　2,822,000円 南関東：2018/10/18～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　11,465,000円

名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 7R 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 6枠8番 南関東：2017/01/11～　41戦3勝（2着5回、3着8回）

南関東：2015/10/29～　73戦1勝（2着0回、3着2回） リュウノマックス 調教師　齊藤敏（船橋） 5枠5番

牡4歳 馬主　蓑島竜一 モリノラスボス 調教師　佐藤賢二（船橋）

4R 青鹿毛 生年月日　2015年4月22日 牡4歳 馬主　森和久

2枠2番 父　アドマイヤマックス 生産牧場　小野瀬竜馬 鹿毛 生年月日　2015年4月20日

ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 母　チーマ（父　ミルジヨージ） 産地　清水町 父　エスポワールシチー 生産牧場　笹川大晃牧場

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 地方収得賞金　3,910,000円 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町

鹿毛 生年月日　2016年4月7日 北海道：2017/05/18～　10戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　8,960,000円

父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場 岩手：2017/10/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/05/17～　8戦3勝（2着2回、3着0回）

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 南関東：2018/01/17～　13戦0勝（2着3回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,630,000円 8枠12番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回） シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋） JRA：2018/02/18～　4戦0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） 牡6歳 馬主　吉田照哉 南関東：2018/12/21～　4戦0勝（2着0回、3着2回）

南関東：2018/12/11～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2013年5月3日 ◆2017　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

5枠5番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 6枠7番

ヘイセイノキセキ 調教師　山浦武（船橋） 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市 コスモウーノ 調教師　林幻（船橋）

牝3歳 馬主　沖田方子 地方収得賞金　9,670,000円 牝4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

鹿毛 生年月日　2016年2月10日 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2015年4月6日

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　沖田牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　カネヒキリ 生産牧場　ビッグレッドファーム

母　イエスアイキャン（父　スマートボーイ） 産地　日高町 南関東：2016/01/18～　25戦4勝（2着2回、3着4回） 母　コスモジャイロ（父　Ｍａｃｈｏ　Ｕｎｏ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,555,000円 ◆2015　知床賞［盛岡］　3着 地方収得賞金　9,285,000円

北海道：2018/07/18～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/07/06～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/05～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 8R 南関東：2018/02/13～　10戦0勝（2着2回、3着3回）

6枠7番 5枠6番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） ヘビデューティー 調教師　椎名廣明（船橋） ◆2018　ハヤテスプリント［盛岡］　3着

牝3歳 馬主　沖田方子 牡6歳 馬主　岡田壮史

栗毛 生年月日　2016年3月20日 栗毛 生年月日　2013年4月8日 12R

父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 父　カネヒキリ 生産牧場　厚賀古川牧場 5枠7番

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　コスマグレース（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町 シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 

地方収得賞金　1,260,000円 地方収得賞金　7,863,000円 セン4歳 馬主　吉田照哉

北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2015/07/02～　9戦1勝（2着3回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月1日

南関東：2018/11/15～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/01/07～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム

笠松：2016/12/30～　9戦4勝（2着1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

南関東：2017/06/22～　13戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,885,000円

北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2017/12/30～　11戦0勝（2着1回、3着3回）

3R　②タッチワールド

4R　⑦アウトスタンディン　⑧グローリング

5R　②スタンドアウト

7R　①パーソナルマキ　⑦サクラシャイニー

8R　⑨ドラゴンウィスカー

10R　③ジェットシティ

3/11(月) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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