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7枠9番 5枠5番 2枠2番

ゲットワイルド 調教師　椎名廣明（船橋） フレッチャビアンカ 調教師　山田信大（船橋） アティテュード 調教師　山中尊徳（船橋）

牡4歳 馬主　原久美子 牡3歳 生年月日　2017年3月30日 牝5歳 馬主　伊達泰明

栗毛 生年月日　2016年2月12日 芦毛 生産牧場　シンボリ牧場 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日

父　プリサイスエンド 生産牧場　新生ファーム 父　キンシャサノキセキ 馬主　大久保和夫 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場

母　ニシノシャトル（父　タイキシャトル） 産地　日高町 母　スイートスズラン（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,315,000円 地方収得賞金　955,000円 地方収得賞金　7,413,000円

北海道：2019/05/30～　5戦3勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/10/31～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

6R 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

4R 6枠6番 南関東：2017/11/09～　21戦2勝（2着4回、3着5回）

1枠1番 リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 4枠4番

マリースマイル 調教師　山田信大（船橋） 牡3歳 馬主　蓑島竜一 プリムラジュリアン 調教師　山越光（浦和） 

牝3歳 馬主　沖田方子 鹿毛 生年月日　2017年2月3日 牝5歳 馬主　福山清二

栗毛 生年月日　2017年3月21日 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 鹿毛 生年月日　2015年5月19日

父　グラスワンダー 生産牧場　沖田牧場 母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 父　セイントアレックス 生産牧場　福山牧場

母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町 地方収得賞金　1,080,000円 母　バンローズ（父　ローエングリン） 産地　日高町

地方収得賞金　765,000円 北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　8,878,000円

北海道：2019/05/22～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/07/26～　16戦5勝（2着4回、3着2回）

2枠2番 南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着1回）

ボーダーライン 調教師　山本学（船橋） 8枠8番 南関東：2019/01/11～　9戦1勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　（株）ファーストビジョン クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） ◆2018　留守杯日高賞［水沢］　3着

栗毛 生年月日　2017年3月1日 牝3歳 馬主　倉見利弘 5枠5番

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 栗毛 生年月日　2017年3月15日 ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋）

母　ワイルドイマージュ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 牝8歳 馬主　佐藤陽一

地方収得賞金　640,000円 母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2012年4月21日

北海道：2019/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　785,000円 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド

南関東：2019/12/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町

7枠7番 南関東：2019/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　17,192,000円

スカイハンター 調教師　玉井昇（船橋） 8枠9番 北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回）

牡3歳 馬主　須貝廣次 キングキャヴィア 調教師　山田信大（船橋） 南関東：2015/01/14～　68戦5勝（2着5回、3着11回）

鹿毛 生年月日　2017年4月9日 牡3歳 馬主　組）寿組合 7枠7番

父　トゥザグローリー 生産牧場　千島北斗牧場 鹿毛 生年月日　2017年4月20日 ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 

母　スカーリイベイビー（父　Ｒｉｚｚｉ） 産地　小清水町 父　クロフネ 生産牧場　カタオカステーブル 牝4歳 馬主　（有）ユートピア牧場

地方収得賞金　675,000円 母　ゴールドキャヴィア（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

北海道：2019/05/29～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　1,005,000円 父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場

南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着1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

8枠9番 南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　6,170,000円

リュウノサンジ 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　蓑島竜一 8R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2017年5月22日 8枠8番 南関東：2018/12/11～　11戦3勝（2着2回、3着0回）

父　エピファネイア 生産牧場　守矢牧場 ワンポイント 調教師　山田信大（船橋）

母　ヒカルヨザクラ（父　チチカステナンゴ） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　小林克己 11R　チバテレ盃（準重賞）

地方収得賞金　610,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月16日 5枠5番

北海道：2019/08/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ダノンバラード 生産牧場　北俣牧場 クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

岩手：2019/09/07～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ノースフラッシュ（父　プリサイスエンド） 産地　浦河町 牡6歳 馬主　倉見利弘

南関東：2019/12/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,890,000円 芦毛 生年月日　2014年5月4日

北海道：2019/05/29～　10戦7勝（2着3回、3着0回） 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

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

9R 地方収得賞金　32,270,000円

1枠1番 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 南関東：2016/12/06～　43戦3勝（2着5回、3着4回）

牡6歳 馬主　爲永良弘 ◆2017　'17スターバーストカップ［大井］　1着

栗毛 生年月日　2014年4月3日 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 ◆2018　'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3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

地方収得賞金　7,478,000円 12R

北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 8枠12番

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） マコトハインケル 調教師　鮫島一歩(栗東)

兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　（株）ディアマント

北海道：2017/06/21～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 芦毛 生年月日　2015年3月29日

南関東：2017/11/24～　34戦1勝（2着7回、3着3回） 父　マコトスパルビエロ 生産牧場　出口繁夫

母　マコトジョワイユー（父　フジキセキ） 産地　様似町

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　11,525,000円

1R　⑨オグリグラス 北海道：2017/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

3R　⑥フジノローズ 岩手：2017/09/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

4R　⑦マリポサ JRA：2018/02/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

7R　③バレンティーノ 岩手：2018/06/10～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

8R　⑧マッチデース　⑨トゥラヴユーモア 愛知：2019/02/13～　14戦2勝（2着6回、3着2回）

9R　⑧ホワイトガンベルト 南関東：2019/11/01～　3戦3勝（2着0回、3着0回）

10R　第25回白銀争覇　③エイシンエンジョイ　⑥チェゴ　⑧スターレーン ◆2018　オパールC［盛岡］　2着

11R　②ボルドープラージュ　③サザンオールスター

　　　⑥ドリームスイーブル　⑧ハーリーバーリー ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
船橋4R　⑧キタノコマチ

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　8R　①コンジキノボス

3R　⑦ドリームリン　⑧パレスドラゴン 　　11R　⑤クラトリガー

4R　③クリーンチャンス　④リコーモーゼル　⑧クラトキン ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
5R　⑤ブラックトリガー 船橋3R　⑪ラヴインパレス

6R　⑥コクサイルビー　⑨エイシンネッケツ 　　　4R　①マリースマイル

7R　④パッサカリア　⑫ソトコマタ 　　　5R　④リュウノレイリー

8R　③カモーンツバサ　⑥ハタノフリージア　⑪マジカルフェイス 　　　8R　⑧ワンポイント

9R　②クラヴィクトリー　⑥キール　⑫クロヒメ 　　10R　⑦ピュアセレニティー

10R　③イケノオテンチャン 　　12R　④レオサーパス

11R第21回園田クイーンセレクション　①レッドシャリオン

　　⑥ネイチャーアモーレ　⑦ファルサ　
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪

今月のダートグレード競走

●1/22(水)大井競馬場 第23回TCK女王盃
JpnⅢ・4歳以上オープン牝馬 ダート1,800ｍ

●1/26(日)京都競馬場 第37回東海ステークス
GⅡ・4歳以上オープン ダート1,800ｍ

●1/29(水)川崎競馬場 第69回川崎記念
JpnⅠ・4歳以上オープン ダート2,100ｍ


