
2R 8R 10R

6枠8番 3枠3番 1枠1番

ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） ミスターバッハ 調教師　矢野義幸（船橋） マッサンゴールド 調教師　山田信大（船橋） 

牝9歳 馬主　木村重和 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム 牡6歳 馬主　大久保和夫

栗毛 生年月日　2010年2月9日 鹿毛 生年月日　2015年4月4日 栗毛 生年月日　2013年4月21日

父　ファンタスティックライト 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場 父　スターリングローズ 生産牧場　宝寄山忠則

母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 母　クリーペル（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 母　ツルノゴゼン（父　アグネスゴールド） 産地　日高町

地方収得賞金　10,234,000円 地方収得賞金　20,265,000円 地方収得賞金　20,820,000円

北海道：2012/05/24～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/05/11～　10戦2勝（2着1回、3着4回） 北海道：2015/06/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2012/12/18～　107戦6勝（2着4回、3着5回） 南関東：2017/12/13～　12戦2勝（2着2回、3着1回） 岩手：2016/04/09～　8戦3勝（2着3回、3着0回）

◆2018　クラウンC［川崎］　2着　　◆2017　イノセントC［門別］　2着 南関東：2016/11/08～　24戦9勝（2着6回、3着2回）

3R ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　3着 7枠10番

1枠1番 ◆2018　週刊ギャロップ芙蓉賞［川崎］　3着 シグラップニコライ 調教師　齊藤敏（船橋） 

オルガンパイプ 調教師　山本学（船橋） 4枠4番 牡5歳 馬主　杉浦和也

牝4歳 馬主　手嶋康雄 モリデンルンバ 調教師　坂本昇（船橋） 鹿毛 生年月日　2014年4月21日

栗毛 生年月日　2015年3月6日 牡6歳 馬主　森田芳男 父　スズカマンボ 生産牧場　沖田牧場

父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐竹学 黒鹿毛 生年月日　2013年4月21日 母　ワシリーサ（父　ストラヴィンスキー） 産地　日高町

母　キャッツプライド（父　Ｈｅｎｎｅｓｓｙ） 産地　新ひだか町 父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男 地方収得賞金　13,075,000円

地方収得賞金　2,475,000円 母　ナイスクラップ（父　ディアブロ） 産地　新冠町 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2017/07/12～　17戦4勝（2着2回、3着4回） 地方収得賞金　31,180,000円 南関東：2016/11/28～　32戦2勝（2着2回、3着7回）

南関東：2018/12/14～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/06/17～　7戦3勝（2着1回、3着2回） 8枠11番

南関東：2015/11/11～　22戦3勝（2着3回、3着1回） レクラドリール 調教師　山中尊徳（船橋） 

5R ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　1着 牝5歳 馬主　伊達泰明

1枠1番 ◆2015　平和賞［船橋］　2着 栗毛 生年月日　2014年5月10日

リュウノオラトリオ 調教師　齊藤敏（船橋） 5枠5番 父　マヤノトップガン 生産牧場　サンシャイン牧場

牡3歳 馬主　蓑島竜一 ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 母　メイルリヒト（父　フジキセキ） 産地　日高町

栗毛 生年月日　2016年3月7日 牝4歳 馬主　（有）木村牧場 地方収得賞金　13,920,000円

父　サウスヴィグラス 生産牧場　高橋農場 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

母　ダイタクドクター（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　伊達市 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場 南関東：2016/12/14～　33戦2勝（2着4回、3着2回）

地方収得賞金　4,135,000円 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 北海道：2018/10/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/07/18～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　10,835,000円 南関東：2018/12/14～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/12/13～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

2枠2番 南関東：2017/10/26～　21戦3勝（2着3回、3着2回） 11R　柏の葉オープン（地方交流）

タイセイノワール 調教師　山田信大（船橋） 8枠12番 3枠4番

牝3歳 馬主　田中成奉 チェゴ 調教師　佐藤賢二（船橋） ストロングハート 調教師　内田勝義（川崎） 

青鹿毛 生年月日　2016年4月26日 牝4歳 馬主　（有）新生ファーム 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

父　アッミラーレ 生産牧場　柏木一則 栗毛 生年月日　2015年2月21日 栗毛 生年月日　2015年5月22日

母　タイセイクインス（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　新生ファーム 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　2,460,000円 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 母　ファーストレディ（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　11,830,000円 地方収得賞金　43,300,000円

南関東：2018/12/12～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/07/19～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

6枠6番 笠松：2017/11/09～　4戦2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1回）

キャッスルキング 調教師　渋谷信博（船橋） 北海道：2018/06/20～　9戦3勝（2着1回、3着3回） 南関東：2017/12/31～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

牡3歳 馬主　城市公 南関東：2019/01/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2017　リリーC［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2016年4月6日 ◆2017　ラブミーチャン記念［笠松］　1着　　◆2017　ライデンリーダー記念［笠松］　1着 ◆2017　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着  ◆2017　フローラルC［門別］　2着

父　リーチザクラウン 生産牧場　城市公 ◆2017　ジュニアキング［笠松］　2着 ◆2017　ローレル賞［川崎］　3着　　◆2018　ユングフラウ賞［浦和］　3着

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 4枠5番

地方収得賞金　3,480,000円 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

北海道：2018/05/17～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 1R　③ホワイトスパロウ　④ダーリングリップ 牡7歳 馬主　市川智

南関東：2018/12/12～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 3R　③ライツアウトマーチ　⑤リュウノテラス　⑥サカベンツヨシ 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

6枠7番 　　　⑨フレアリングデット　 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

ジーンジニー 調教師　林幻（船橋） 4R　①イリア　 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

牝3歳 馬主　（有）グランド牧場 6R　①ブリリアントアリス 地方収得賞金　58,518,000円

芦毛 生年月日　2016年3月27日 7R　⑧カムオンルンルン 北海道：2014/05/15～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 8R　①チェリールックス　④ナイトオブソード　⑧ダンシングヘイロー 南関東：2014/09/25～　42戦5勝（2着7回、3着5回）

母　バライロー（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町 　　　⑪ボヌールアヴ ◆2016　フリオーソレジェンドカップ［船橋］　1着

地方収得賞金　2,800,000円 10R　③パッションアイコ　⑥ベルリーフ　⑦ドボジョ ◆2017　サンタアニタトロフィー［大井］　2着　　◆2016　'16スターライトカップ［大井］　2着

北海道：2018/07/05～　8戦3勝（2着1回、3着3回） 12R　③エイシンネッケツ ◆2016　マイルグランプリ［大井］　2着　　◆2014　平和賞［船橋］　2着

南関東：2019/01/16～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　京成盃グランドマイラーズ［船橋］　3着

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2015　'15雲取賞［大井］　3着　◆2015　優駿スプリント［大井］　3着

6R 1R　①ワンライン　⑤ランタン 5枠7番

2枠2番 2R　③ファイナルマーク　⑧ゲリュオラ　⑨リンノプレミアム ヒガシウィルウィン 調教師　佐藤賢二（船橋）

ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 3R　④ディーエスプロット　⑤ズオズオエンジェル　⑧ハッピーフェイス 牡5歳 馬主　（株）ＭＭＣ

牝4歳 馬主　冨田藤男 4R　⑤エムティシルバー　⑧リコートルーパー　⑨ナンセカンセ 栗毛 生年月日　2014年3月30日

青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 6R　②ダンスアワード 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 7R　②ティーガー 母　プリモタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

母　ビービーラッハーン（父　シンボリクリスエス） 産地　平取町 8R　⑤レッドプルーフ 地方収得賞金　199,310,000円

地方収得賞金　1,245,000円 10R　①スーパーラッド　④マイサクラ　⑤コッチネッラ 北海道：9戦3勝（2着5回、3着0回）

北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 11R第42回名古屋大賞典〔JpnⅢ〕　⑪サザンオールスター 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 12R　④タラレバ 南関東：2017/01/18～　14戦5勝（2着4回、3着1回）

北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） ◆2017　ジャパンダートダービー［大井］　1着

南関東：2018/11/26～　6戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　サンタアニタトロフィー［大井］　1着

3枠3番 ◆2017　東京ダービー［大井］　1着　　◆2017　京浜盃［大井］　1着

アンジュレーヴ 調教師　佐藤博紀（川崎） ◆2017　ニューイヤーC［浦和］　1着　　◆2016　サンライズC[門別]　1着

牝5歳 馬主　竹下浩一 ◆2018　勝島王冠［大井］　2着　　◆2018　マイルグランプリ［大井］　2着

鹿毛 生年月日　2014年4月3日 ◆2017　浦和記念［浦和］　2着　　◆2017　羽田盃［大井］　2着

父　メイショウボーラー 生産牧場　上野正恵 ◆2016　北海道2歳優駿[門別]　2着　　◆2016　栄冠賞[門別]　2着

母　コスモブレッシング（父　ゴールドアリュール） ◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC[門別]　2着

地方収得賞金　5,380,000円 ◆2018　大井記念［大井］　3着

北海道：2016/05/03～　7戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2016/10/04～　22戦2勝（2着2回、3着2回）

7枠12番

リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝6歳 馬主　土橋正雄

黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日

父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム

母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町

地方収得賞金　7,156,000円

北海道：2015/08/20～　6戦1勝（2着2回、3着3回）

南関東：2016/01/18～　22戦4勝（2着5回、3着0回）

3/14(木) 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
１着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

応援よろしくね♪


