
1R 6R 11R　第56回報知グランプリC〔SⅢ〕

4枠4番 3枠3番 6枠8番

クレンジングハード 調教師　山中尊徳（船橋） ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） ヤマノファイト 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝3歳 馬主　小林祐介 牝5歳 馬主　門別敏朗 牡5歳 馬主　山口明彦

鹿毛 生年月日　2017年3月17日 栗毛 生年月日　2015年5月14日 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

父　カジノドライヴ 生産牧場　西村和夫 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

母　イマスグキスミー（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 母　ケイアイリード（父　フォーティナイナー） 産地　平取町

地方収得賞金　720,000円 地方収得賞金　4,705,000円 地方収得賞金　112,100,000円

北海道：2019/05/09～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2017/04/18～　9戦4勝（2着1回、3着1回）

岩手：2019/12/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/26～　27戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/01/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/10～　15戦6勝（2着1回、3着0回）

7枠8番 7R ◆2019　報知オールスターC［川崎］　1着

エムオーワールド 調教師　齊藤敏（船橋） 7枠10番 ◆2018　羽田盃［大井］　1着　　◆2018　ニューイヤーC［浦和］　1着

牝3歳 馬主　大浅貢 ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） ◆2017　サンライズC［門別］　1着　　◆2017　イノセントC［門別］　1着

栗毛 生年月日　2017年3月17日 牡6歳 馬主　山口明彦 ◆2018　埼玉新聞栄冠賞［浦和］　2着

父　ストロングリターン 生産牧場　ノースガーデン 鹿毛 生年月日　2014年2月11日 ◆2017　栄冠賞［門別］　3着

母　トーセンアモーレ（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦 7枠10番

地方収得賞金　800,000円 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 タービランス 調教師　水野貴史（浦和） 

北海道：2019/05/22～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　7,968,000円 牡7歳 馬主　泉俊二

北海道：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月11日

2R 南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　大川牧場

1枠1番 北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回） 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） 南関東：2019/01/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　125,300,000円

牝3歳 馬主　倉見利弘 北海道：2019/04/17～　14戦2勝（2着0回、3着3回） 北海道：2015/07/09～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年3月15日 南関東：2019/11/26～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 南関東：2016/01/07～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 9R 北海道：2017/11/09～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,160,000円 2枠2番 　うち他地区参戦：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） フランキー 調教師　山中尊徳（船橋） 南関東：2018/03/13～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　伊達泰明 北海道：2018/10/03～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

5枠6番 芦毛 生年月日　2017年5月20日 南関東：2019/01/03～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

タックドゥ 調教師　出川克己（船橋） 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 北海道：2019/11/07～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　首藤徳 母　リリーマルレーン（父　アフリート） 産地　日高町 南関東：2020/01/03～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年3月15日 地方収得賞金　2,233,000円 ◆2019　報知グランプリC［船橋］　1着　　◆2016　羽田盃［大井］　1着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　シンユウフアーム 北海道：2019/07/03～　5戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2016　京浜盃［大井］　1着　　◆2015　サンライズC［門別］　1着

母　ビクトリーレディー（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 金沢：2019/09/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2019・20　報知オールスターC［川崎］　2着　　◆2018　道営記念［門別］　2着

地方収得賞金　925,000円 南関東：2019/12/12～　2戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2018・19　ブリリアントC［大井］　2着　　◆2016　ニューイヤーC［浦和］　2着

北海道：2019/08/01～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 ◆2019　大井記念［大井］　3着　　◆2016　東京ダービー［大井］　3着

南関東：2020/01/10～　1戦0勝（2着0回、3着1回） スカイハンター 調教師　玉井昇（船橋）

6枠7番 牡3歳 馬主　須貝廣次 12R

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 鹿毛 生年月日　2017年4月9日 7枠10番

牡3歳 馬主　蓑島竜一 父　トゥザグローリー 生産牧場　千島北斗牧場 チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） 

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 母　スカーリイベイビー（父　Ｒｉｚｚｉ） 産地　小清水町 牝6歳 馬主　樋口雅彦

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 地方収得賞金　1,975,000円 鹿毛 生年月日　2014年4月27日

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 北海道：2019/05/29～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場

地方収得賞金　1,080,000円 南関東：2019/12/11～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 6枠8番 地方収得賞金　16,885,000円

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） テゾーロミオ 調教師　山崎尋美（川崎） 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回）

南関東：2019/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　坂田栄一 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

7枠10番 黒鹿毛 生年月日　2017年4月14日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

マリースマイル 調教師　山田信大（船橋） 父　ローズキングダム 生産牧場　賀張三浦牧場 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回）

牝3歳 馬主　沖田方子 母　エストレーラ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年3月21日 地方収得賞金　2,090,000円 南関東：2018/10/12～　17戦4勝（2着3回、3着2回）

父　グラスワンダー 生産牧場　沖田牧場 北海道：2019/05/22～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 8枠12番

母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町 南関東：2019/12/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回） キングバイデン 調教師　山田信大（船橋） 

地方収得賞金　1,090,000円 牡4歳 馬主　大久保和夫

北海道：2019/05/22～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 10R 鹿毛 生年月日　2016年5月16日

南関東：2020/01/09～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 3枠3番 父　フレンチデピュティ 生産牧場　厚賀古川牧場

サドンゲイル 調教師　水野貴史（浦和） 母　コパノベンザイテン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

5R 牡3歳 馬主　泉俊二 地方収得賞金　10,510,000円

8枠12番 青鹿毛 生年月日　2017年5月13日 北海道：2018/06/14～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） 父　シンボリクリスエス 生産牧場　大川牧場 岩手：2018/120/20～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　沖田方子 母　エンゼルアーチ（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　厚真町 南関東：2019/03/15～　6戦4勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2016年3月20日 地方収得賞金　2,000,000円

父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 北海道：2019/05/16～　12戦0勝（2着2回、3着3回）

母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町 南関東：2019/11/28～　5戦0勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　2,555,000円

北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2018/11/15～　11戦0勝（2着1回、3着1回） 2R　⑦ハッピーアンドモカ

3R　②フィヨルドツアー

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 5R　①アウグローニ　⑧ノットユーアゲイン

1R　①スカイガーデン　⑦ゴールドポケット 6R　⑦モリデンヘイロー

2R　④シングンバルドー 8R　⑦シュラーゲン　⑩センザンルビー

8R　⑤エイシンレインボー 10R　⑨ステラピンク

9R　②ミオサヴァイブ　 12R　①ビービーロンギング

10R　④ラウロ　⑩エイシンサクラソウ

2/12(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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