
1R 7R 9R

6枠7番 1枠1番 3枠3番

ホープフロムノース 調教師　波多野健（船橋） ペキノワ 調教師　佐藤裕太（船橋） エラスムス 調教師　張田京（船橋）

牝4歳 馬主　（有）ターフ・スポート 牝4歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 牡6歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2015年4月11日 鹿毛 生年月日　2015年4月17日 青鹿毛 生年月日　2013年3月4日

父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 父　カネヒキリ 生産牧場　岡田スタツド 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

母　マイホープ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　浦河町 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 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　1,246,000円 地方収得賞金　5,405,000円 地方収得賞金　15,739,000円

北海道：2017/05/17～　17戦2勝（2着0回、3着4回） 北海道：2017/08/02～　5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：2018/11/06～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/03/12～　11戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/12/09～　29戦5勝（2着5回、3着6回）

7枠9番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） 3枠3番 10R

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 プリムラジュリアン 調教師　山越光（浦和） 1枠1番

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 牝4歳 馬主　福山清二 ビービージェンマ 調教師　稲益貴弘（船橋） 

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 鹿毛 生年月日　2015年5月19日 牝3歳 馬主　（有）坂東牧場

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 父　セイントアレックス 生産牧場　福山牧場 鹿毛 生年月日　2016年2月18日

地方収得賞金　4,390,000円 母　バンローズ（父　ローエングリン） 産地　日高町 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,528,000円 母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/07/26～　16戦5勝（2着4回、3着2回） 地方収得賞金　3,180,000円

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 　うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/07/19～　5戦1勝（2着3回、3着0回）

南関東：2017/01/31～　39戦1勝（2着4回、3着5回） 南関東：2019/01/11～　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）

◆2018　留守杯日高賞［水沢］　3着 南関東：2018/12/11～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

3R 6枠8番

2枠2番 ニッポンダエモン 調教師　新井清重（船橋） 11R　第64回ダイオライト記念〔JpnⅡ〕

エムオーシャルマン 調教師　齊藤敏（船橋） 牡4歳 馬主　大久保和夫 5枠7番

牝3歳 馬主　大浅貢 黒鹿毛 生年月日　2015年5月8日 ヤマノファイト 調教師　矢野義幸（船橋） 

黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　土田和男 牡4歳 馬主　山口明彦

父　エムオーウイナー 生産牧場　湯浅一夫 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 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

母　エムオーアンジェラ（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 地方収得賞金　5,343,000円 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

地方収得賞金　650,000円 北海道：2017/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ケイアイリード（父　フォーティナイナー） 産地　平取町

北海道：2018/07/11～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2017/10/15～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　100,500,000円

南関東：2019/02/22～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/30～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/04/18～　9戦4勝（2着1回、3着1回）

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

5R 南関東：2019/02/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/10～　8戦4勝（2着1回、3着0回）

5枠6番 ◆2017　若駒賞［盛岡］　1着 ◆2019　報知オールスターC［川崎］　1着

カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 7枠9番 ◆2018　羽田盃［大井］　1着　　◆2018　京浜盃［大井］　1着

牡5歳 馬主　爲永良弘 ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋） ◆2018　ニューイヤーC［浦和］　1着

栗毛 生年月日　2014年4月3日 牝7歳 馬主　佐藤陽一 ◆2017　サンライズC［門別］　1着　　◆2017　イノセントC［門別］　1着

父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 鹿毛 生年月日　2012年4月21日 ◆2018　埼玉新聞栄冠賞［浦和］　2着

母　エメラルドコースト（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド ◆2017　栄冠賞［門別］　3着

地方収得賞金　4,773,000円 母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町

北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　15,392,000円 12R

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回） 8枠12番

兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/01/14～　56戦4勝（2着5回、3着10回） トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和）

北海道：2017/06/21～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 牝6歳 馬主　上野耕一

南関東：2017/11/24～　21戦0勝（2着4回、3着2回） 8R 黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日

6枠7番 2枠2番 父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二

サダムシーズン 調教師　稲益貴弘（船橋） ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町

牡6歳 馬主　大西美生子 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場 地方収得賞金　15,480,000円

鹿毛 生年月日　2013年3月23日 栗毛 生年月日　2015年2月11日 北海道：2015/06/17～　9戦2勝（2着2回、3着3回）

父　タイキシャトル 生産牧場　吉田牧場 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 南関東：2015/11/30～　45戦3勝（2着7回、3着3回）

母　ワカサイティング（父　アグネスワールド） 産地　安平町 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町

地方収得賞金　8,271,000円 地方収得賞金　5,249,000円

北海道：2015/06/24～　14戦4勝（2着4回、3着1回） 北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/11/09～　17戦3勝（2着6回、3着4回） 南関東：2017/10/23～　13戦0勝（2着4回、3着3回）

3枠4番

6R リボース 調教師　柘榴浩樹（浦和）

1枠1番 牝4歳 馬主　小野美子

オクシー 調教師　村田順一（川崎） 鹿毛 生年月日　2015年5月7日

牝5歳 馬主　原久美子 父　グラスワンダー 生産牧場　見上牧場

鹿毛 生年月日　2014年4月18日 母　メジャービクトリー（父　ヘクタープロテクター） 産地　新ひだか町

父　スターリングローズ 生産牧場　ファーミングヤナキタ 地方収得賞金　5,377,000円

母　ヴィーナスキャット（父　タバスコキャット） 産地　日高町 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　4,906,000円 笠松：2017/12/06～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着0回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/12/12～　29戦0勝（2着2回、3着9回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/30～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/12/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

1R　⑥エルポデール　⑩エイシンベラドンナ ◆2017　ライデンリーダー記念［笠松］　2着

2R　⑦オーゴンアレッタ　⑨カンタベリーハート　⑩ボクイケメン 4枠5番

4R　⑤マッテマシタ ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和）

5R　⑨レッドエルム 牡6歳 馬主　藤江勢津男

6R　②プラチナクイン　④ミオサヴァイブ　⑦レモンホープ 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日

7R　⑥プレジデントスワン 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

8R　⑤アップバング　⑨ヨミ 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町

10R　⑥ヤコウレッシャ　⑧マコトハインケル 地方収得賞金　11,176,000円

12R　④アベニンマルカート 北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/11/30～　55戦2勝（2着2回、3着5回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 6枠10番

1R　②グローリーシェリー　④ガルガルガルチ パノラマ 調教師　新井清重（船橋） 

2R　③ファーストライト　④ロケットロード 　⑥エラミカ 牡5歳 馬主　伊藤壽孝

　　　⑦トゥラヴユーモア 　⑪キュープライト 鹿毛 生年月日　2014年4月18日

3R　③リコーモーゼル 父　アドマイヤムーン 生産牧場　松浦牧場

4R　③ジュウマンコウネン 母　ティエッチグリーン（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

6R　⑥ローズメジャー 地方収得賞金　7,533,000円

8R　⑤ガッキー 北海道：2017/04/18～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

11R　⑧スターレーン 笠松：2017/06/30～　13戦3勝（2着4回、3着2回）

12R　⑫フォーチュンシー 南関東：2018/01/16～　18戦4勝（2着2回、3着5回）

3/13(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
３着

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
３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♪


