
2R 6R 10R

2枠2番 7枠10番 4枠6番

ショウモクリリー 調教師　山浦武（船橋） フェデリース 調教師　米谷康秀（船橋） アットザヘルム 調教師　佐藤裕太（船橋） 

牝4歳 馬主　原久美子 牝4歳 馬主　伊達泰明 牡5歳 馬主　（株）レックス

黒鹿毛 生年月日　2015年4月13日 鹿毛 生年月日　2015年3月1日 黒鹿毛 生年月日　2014年5月4日

父　シンボリクリスエス 生産牧場　村田牧場 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　バンブーエール 生産牧場　田中春美

母　クロワラモー（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 母　シュベリーン（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 母　アポロヘルム（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　936,000円 地方収得賞金　3,369,000円 地方収得賞金　15,393,000円

北海道：2017/05/10～　22戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　11戦1勝（2着4回、3着0回） 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/06～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/02/23～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2017/04/10～　14戦5勝（2着4回、3着2回）

北海道：2018/08/23～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 6枠8番

4R 南関東：2018/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

3枠3番 牡5歳 馬主　吉田勝己

エウリディーチェ 調教師　川島正一（船橋） 7R 栗毛 生年月日　2014年4月22日

牝3歳 馬主　吉田晴哉 3枠3番 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

鹿毛 生年月日　2016年3月16日 アナザードア 調教師　佐藤裕太（船橋） 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

父　シンボリクリスエス 生産牧場　追分ファーム 牝5歳 馬主　（有）サンデーレーシング 地方収得賞金　16,472,000円

母　ヌチバナ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町 鹿毛 生年月日　2014年1月20日 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,175,000円 父　ヴァーミリアン 生産牧場　ノーザンファーム 南関東：2016/10/11～　21戦3勝（2着3回、3着4回）

北海道：2018/06/13～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 母　シークレットルーム（父　タイキシャトル） 産地　安平町 7枠11番

南関東：2019/02/21～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,395,000円 クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋）

6枠7番 北海道：2016/06/09～　7戦2勝（2着1回、3着2回） 牡7歳 馬主　倉見利弘

カールブライアン 調教師　林幻（船橋） 兵庫：2016/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2012年4月26日

牡3歳 馬主　村上正幸 南関東：2017/10/24～　13戦1勝（2着1回、3着2回） 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場

鹿毛 生年月日　2016年5月20日 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

父　ブラックタキシード 生産牧場　大矢牧場 8R 地方収得賞金　21,822,000円

母　カラカル（父　グリーンアプローズ） 産地　日高町 1枠1番 北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　1,223,500円 ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 南関東：2014/12/04～　59戦2勝（2着11回、3着5回）

北海道：2018/07/26～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 牝8歳 馬主　安味宣光

南関東：2019/01/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日 11R

7枠10番 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場 1枠1番

ナレディ 調教師　新井清重（船橋） 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町 ソッサスブレイ 調教師　山本学（船橋）

牝3歳 馬主　谷岡康成 地方収得賞金　15,730,000円 牡5歳 馬主　手嶋康雄

黒鹿毛 生年月日　2016年3月14日 北海道：2013/05/30～　11戦2勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年4月17日

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　谷岡牧場 南関東：2013/12/04～　82戦1勝（2着16回、3着17回） 父　コンデュイット 生産牧場　コスモヴューファーム

母　コペノイコロ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 2枠2番 母　ベリーフ（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,150,000円 フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） 地方収得賞金　41,305,000円

北海道：2018/10/18～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 牝6歳 馬主　橋本富夫 北海道：2016/05/04～　11戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2019/01/19～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 南関東：2016/12/05～　22戦4勝（2着3回、3着2回）

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 ◆2017　東京湾カップ［船橋］　1着

5R 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 ◆2017　黒潮盃［大井］　3着

2枠2番 地方収得賞金　10,598,000円

マイティウォーリア 調教師　林正人（船橋） 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 12R

牡3歳 馬主　菊地昌廣 南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 6枠10番

鹿毛 生年月日　2016年4月30日 北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） スウィフトハート 調教師　林正人（船橋） 

父　ロジユニヴァース 生産牧場　クリアファーム 南関東：2017/01/10～　45戦3勝（2着3回、3着3回） 牡5歳 馬主　平井ひろみ

母　ミーナー（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　日高町 3枠3番 黒鹿毛 生年月日　2014年5月13日

地方収得賞金　4,975,000円 コパノアーデン 調教師　川島正一（船橋） 父　スウィフトカレント 生産牧場　碧雲牧場

北海道：2018/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 牝5歳 馬主　小林祥晃 母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年4月18日 地方収得賞金　12,380,000円

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　増尾牧場 北海道：2016/06/08～　15戦2勝（2着3回、3着4回）

南関東：2019/02/20～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 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 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2018　平和賞[船橋]　3着 地方収得賞金　6,752,500円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 北海道：2016/04/28～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/19～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

グリードパルフェ 調教師　山田信大（船橋） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/10/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　菊地昌廣 兵庫：2016/10/20～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/13～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

芦毛 生年月日　2016年4月3日 JRA：2017/03/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2016　サンライズC［門別］　2着

父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場 南関東：2018/01/16～　11戦2勝（2着4回、3着2回） ◆2016　北海道2歳優駿［門別］　3着

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

地方収得賞金　4,200,000円 ●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：2018/08/09～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 4R　⑦オレンジウォーク

南関東：2018/12/11～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 5R　⑥ユミハリヅキ

◆2018　サッポロクラシックC［門別］　3着 6R　④トウカイヴィオラ　

4枠4番 7R　⑦ジャストフォファン　⑧ニシケンチニタ

ヤマノプレミアム 調教師　矢野義幸（船橋） 8R　⑨パドミニ

牡3歳 馬主　山口明彦 10R　⑫リッコドンナ

鹿毛 生年月日　2016年3月19日

父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

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

地方収得賞金　5,225,000円

北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着3回、3着3回）

南関東：2019/01/16～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

7枠7番

クリムパルフェ 調教師　新井清重（船橋） 

牝3歳 馬主　（有）上水牧場

鹿毛 生年月日　2016年5月6日

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　真壁信一

母　クリミナルコード（父　Ｒｅｄ　Ｒａｎｓｏｍ） 産地　むかわ町

地方収得賞金　2,502,500円

北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

南関東：2019/01/02～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

8枠8番

モリノラピス 調教師　佐藤賢二（船橋） 

牝3歳 馬主　森和久

黒鹿毛 生年月日　2016年3月9日

父　ブラックタイド 生産牧場　オリオンファーム

母　カーリア（父　Ｃａｒｓｏｎ　Ｃｉｔｙ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,575,000円

北海道：2018/05/17～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2018/12/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

3/12(火) 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
３着

前走
２着

前走
３着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

前走
２着

前走
１着

前走
３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♪

◎今週のダートグレード競走

3/13（水）船橋競馬場 第64回ダイオライト記念
JpnⅡ 4歳以上オープン ダート2,400ｍ

3/14（木） 名古屋競馬場 第42回名古屋大賞典
JpnⅢ 4歳以上オープン ダート1,900ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売！


