
2R 7R 10R

5枠5番 2枠2番 3枠3番

スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） オールパスレル 調教師　山下貴之（船橋） ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 

牝6歳 馬主　冨田藤男 牝5歳 馬主　（有）キャロットファーム 牝5歳 馬主　（有）木村牧場

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 黒鹿毛 生年月日　2015年4月12日 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場

母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 母　ブリッジトウショウ（父　アグネスワールド） 産地　新ひだか町 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

地方収得賞金　1,972,000円 地方収得賞金　6,285,000円 地方収得賞金　11,600,000円

北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/08/09～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/11/08～　18戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/10/26～　36戦3勝（2着4回、3着3回）

南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠5番

笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 8R ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） 

南関東：2017/07/03～　59戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番 牝5歳 馬主　立山伸二

ニッポンダエモン 調教師　新井清重（船橋） 栗毛 生年月日　2015年2月21日

3R 牡5歳 馬主　大久保和夫 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場

4枠4番 黒鹿毛 生年月日　2015年5月8日 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町

トチノゴールド 調教師　岡田一男（浦和） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　土田和男 地方収得賞金　8,189,000円

牝7歳 馬主　丸田剛徳 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 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2013年4月13日 地方収得賞金　10,023,000円 南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　田中春美 北海道：2017/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/31～　9戦0勝（2着0回、3着2回）

母　アムルタート（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 岩手：2017/10/15～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　6,358,000円 北海道：2018/05/30～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/01/04～　15戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2015/09/01～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 岩手：2018/12/02～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 6枠9番

岩手：2015/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/02/20～　9戦1勝（2着3回、3着0回） ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 

南関東：2016/04/18～　43戦2勝（2着3回、3着3回） ◆2017　若駒賞［盛岡］　1着 牝4歳 馬主　（有）新生ファーム

8枠12番 黒鹿毛 生年月日　2016年1月31日

4R エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム

2枠2番 牡6歳 馬主　高橋勉 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

ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋） 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 地方収得賞金　7,260,000円

牡4歳 馬主　西村專次 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2016年3月25日 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 地方収得賞金　14,205,000円 南関東；2018/12/31～　12戦2勝（2着0回、3着0回）

母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） ◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着

地方収得賞金　546,000円 南関東：2017/01/11～　57戦3勝（2着6回、3着10回） ◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着

北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 8枠14番

南関東：2020/01/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 9R エウリディーチェ 調教師　川島正一（船橋） 

6枠10番 牝4歳 馬主　吉田晴哉

5R リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） 鹿毛 生年月日　2016年3月16日

7枠9番 牡4歳 馬主　蓑島竜一 父　シンボリクリスエス 生産牧場　追分ファーム

ビッグバンド 調教師　山田信大（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日 母　ヌチバナ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町

牡3歳 馬主　（株）レックス 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　野坂牧場 地方収得賞金　7,845,000円

栗毛 生年月日　2017年4月4日 母　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町 北海道：2018/06/13～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 地方収得賞金　4,186,000円 南関東：2019/02/21～　10戦3勝（2着1回、3着4回）

母　アラマサマンボウ（父　ストラヴィンスキー） 産地　新冠町 北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,190,000円 岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 11R

北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/17～　17戦0勝（2着3回、3着1回） 6枠8番

南関東：2019/12/12～　2戦0勝（2着1回、3着0回） スターギア 調教師　内田勝義（川崎）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牝5歳 馬主　（有）グランド牧場

6R 4R　③ビジネスチャンス　④ハッピーフェイス 栗毛 生年月日　2015年4月27日

6枠6番 5R　④アオシマビーチ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

フレッチャビアンカ 調教師　山田信大（船橋） 7R　⑤エイシンベラドンナ　⑥リコートルーパー 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

牡3歳 生年月日　2017年3月30日 8R　④サウスコンサート 地方収得賞金　10,388,000円

芦毛 生産牧場　シンボリ牧場 9R　⑦クインザクイン 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着3回、3着1回）

父　キンシャサノキセキ 馬主　大久保和夫 岩手：2017/10/30～　19戦3勝（2着4回、3着2回）

母　スイートスズラン（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 南関東：2019/09/04～　7戦0勝（2着1回、3着0回）　

地方収得賞金　1,475,000円 ◆2018　あやめ賞［水沢］　1着

北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2018　留守杯日高賞［水沢］　2着　　◆2018　金杯［水沢］　2着

南関東：2020/01/09～　1戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2017　寒菊賞［水沢］　2着

7枠10番

ビービーバンチョウ 調教師　山崎尋美（川崎） 

牡5歳 馬主　（有）坂東牧場

栗毛 生年月日　2015年2月11日

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

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　9,249,000円

北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/10/23～　26戦2勝（2着4回、3着7回）

12R

1枠1番

リュウジン 調教師　坂本昇（船橋）

牡4歳 馬主　西村專次

黒鹿毛 生年月日　2016年4月30日

父　モンテロッソ 生産牧場　船越伸也

母　チリペッパー（父　マンハッタンカフェ） 産地　平取町

地方収得賞金　3,720,000円

北海道：2018/08/16～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

岩手：2018/12/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/04/17～　12戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠10番

ワンポイント 調教師　山田信大（船橋）

牡4歳 馬主　小林克己

鹿毛 生年月日　2016年4月16日

父　ダノンバラード 生産牧場　北俣牧場

母　ノースフラッシュ（父　プリサイスエンド） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,890,000円

北海道：2019/05/29～　10戦7勝（2着3回、3着0回）

南関東：2020/01/09～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

2/10(月) 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
２着

前走
３着

前走
１着

前走
３着

前走
１着

今月のダートグレード競走
●2/11(火祝)佐賀競馬場 第47回佐賀記念

JpnⅢ・4歳以上オープン ダート2,000ｍ

●2/23(日祝)東京競馬場 第37回フェブラリーS
GⅠ・4歳以上オープン ダート1,600ｍ

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


