
2R 7R 10R

3枠3番 7枠12番 1枠1番

ソイギネー 調教師　林幻（船橋） アーツレイジング 調教師　加藤誠一（川崎） スパンブリー 調教師　山田信大（船橋）

牝4歳 馬主　成富直行 牝5歳 馬主　三浦勝仁 牡4歳 馬主　大久保和夫

黒鹿毛 生年月日　2016年4月5日 黒鹿毛 生年月日　2015年4月3日 青鹿毛 生年月日　2016年3月17日

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　高昭牧場 父　サンカルロ 生産牧場　ゼットステーブル

母　ザナイトビフォー（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 母　キララチュール（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 母　フューチャーセイル（父　クロフネ） 産地　安平町

地方収得賞金　1,839,000円 地方収得賞金　3,747,000円 地方収得賞金　5,653,000円

北海道：2018/08/16～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/06/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

佐賀：2018/12/11～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 笠松：2018/04/26～　10戦1勝（2着3回、3着2回） 岩手：2018/10/06～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2019/05/02～　7戦1勝（2着1回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 金沢：2019/03/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/08/31～　2戦0勝（2着1回、3着0回） JRA：2018/11/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/07/14～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

笠松：2019/03/07～　12戦6勝（2着2回、3着1回） 6枠6番

3R 南関東：2020/01/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 

5枠6番 8枠13番 セン5歳 馬主　吉田照哉

ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 鹿毛 生年月日　2015年4月1日

牝7歳 馬主　（株）馬事学院 牡6歳 馬主　爲永良弘 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム

鹿毛 生年月日　2013年3月31日 栗毛 生年月日　2014年4月3日 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 地方収得賞金　7,765,000円

母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 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 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　8,800,000円 地方収得賞金　7,643,000円 南関東：2017/12/30～　18戦2勝（2着1回、3着5回）

北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 11R

南関東：2016/11/11～　74戦4勝（2着5回、3着7回） 兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 1枠1番

北海道：2017/06/21～　7戦1勝（2着3回、3着1回） グリードパルフェ 調教師　山田信大（船橋） 

5R 南関東：2017/11/24～　35戦1勝（2着7回、3着3回） 牡4歳 馬主　菊地昌廣

5枠6番 芦毛 生年月日　2016年4月3日

クラマサゴールド 調教師　矢野義幸（船橋） 8R 父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場

牡4歳 馬主　倉見政敏 2枠2番 母　エムオーフィーバー（父　メジロマックイーン） 産地　浦河町

芦毛 生年月日　2016年3月30日 ノーザンヴィグラス 調教師　佐藤裕太（船橋） 地方収得賞金　34,750,000円

父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 牡3歳 馬主　犬塚悠治郎 北海道：2018/08/09～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

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 鹿毛 生年月日　2017年4月29日 南関東：2018/12/11～　13戦1勝（2着6回、3着1回）

地方収得賞金　2,415,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場 ◆2019　黒潮盃［大井］　2着　　◆2019　東京湾C［船橋］　2着

北海道：2018/05/23～　17戦2勝（2着3回、3着2回） 母　グラッドリー（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 ◆2019　戸塚記念［川崎］　3着　　◆2018　サッポロクラシックC［門別］　3着

南関東：2019/08/31～　6戦0勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　3,960,000円 4枠4番

北海道：2019/05/08～　8戦2勝（2着1回、3着1回） サダムリスペクト 調教師　稲益貴弘（船橋）

6R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡8歳 馬主　大西美生子

1枠1番 3枠3番 鹿毛 生年月日　2012年4月7日

クラファルコン 調教師　矢野義幸（船橋） ミホスローロリス 調教師　新井清重（船橋） 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　神垣道弘

牡4歳 馬主　倉見利弘 牝3歳 馬主　福原晃 母　ハナランマン（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2016年2月23日 鹿毛 生年月日　2017年5月21日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　倉見牧場 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2014/05/15～　10戦2勝（2着3回、3着1回）

母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町 母　タイムトゥラン（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　6,014,000円 地方収得賞金　2,170,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/02～　23戦4勝（2着6回、3着6回） 北海道：2019/06/19～　7戦1勝（2着0回、3着0回） JRA：2015/03/01～　34戦2勝（2着1回、3着4回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/01/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/03/05～　8戦3勝（2着2回、3着0回）

2枠2番 5枠5番 ◆2019　千葉日報賞［船橋］　1着　　◆2019　ダイナミックチャレンジ［川崎］　1着

リュウノオラトリオ 調教師　齊藤敏（船橋） エラボレート 調教師　米谷康秀（船橋） 6枠7番

牡4歳 馬主　蓑島竜一 牡3歳 馬主　伊達泰明 クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

栗毛 生年月日　2016年3月7日 黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日 牡6歳 馬主　倉見利弘

父　サウスヴィグラス 生産牧場　高橋農場 父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場 芦毛 生年月日　2014年5月4日

母　ダイタクドクター（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　伊達市 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

地方収得賞金　5,990,000円 地方収得賞金　1,995,000円 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

北海道：2017/07/18～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　32,270,000円

南関東：2018/12/13～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/12/11～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

3枠3番 6枠7番 南関東：2016/12/06～　45戦3勝（2着5回、3着4回）

グロリアスカメオ 調教師　山下貴之（船橋） ストーミーラヴ 調教師　新井清重（船橋） ◆2017　'17スターバーストカップ［大井］　1着

牝4歳 馬主　吉野浩太朗 牝3歳 馬主　（有）上水牧場 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

鹿毛 生年月日　2016年4月22日 栗毛 生年月日　2017年4月20日 ◆2018　'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　五丸農場 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　上水牧場

母　グロリアスフラワー（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 母　ティンバーランド（父　ティンバーカントリー） 産地　むかわ町 12R

地方収得賞金　5,940,000円 地方収得賞金　2,780,000円 1枠1番

北海道：2018/06/27～　6戦1勝（2着4回、3着0回） 北海道：2019/07/10～　7戦2勝（2着0回、3着2回） パーフェクトデイ 調教師　柘榴拓樹（浦和）

　うち他地区参戦：3戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/12/11～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　伊藤捷一

南関東：2019/07/10～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 7枠10番 栗毛 生産牧場　追分ファーム

◆2018　プリンセスC［水沢］　2着　　◆2018　知床賞［盛岡］　2着 キングキャヴィア 調教師　山田信大（船橋） 父　ステイゴールド 生年月日　2013年3月2日

6枠7番 牡3歳 馬主　組）寿組合 母　プライムナンバー（父　ジェイドロバリー） 産地　安平町

ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋） 鹿毛 生年月日　2017年4月20日 地方収得賞金　23,827,000円

牝8歳 馬主　佐藤陽一 父　クロフネ 生産牧場　カタオカステーブル 北海道：2015/07/09～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2012年4月21日 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 南関東：2016/01/18～　24戦6勝（2着6回、3着2回）

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド 地方収得賞金　2,305,000円 岩手：2019/04/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町 北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/06/24～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　17,192,000円 南関東：2019/12/11～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 4枠4番

北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回） ヒガシウィザード 調教師　渡邊貴光（船橋）

南関東：2015/01/14～　69戦5勝（2着5回、3着11回） 9R 牡5歳 馬主　梁川正普

8枠11番 8枠10番 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日

オスピタリタ 調教師　佐藤裕太（船橋） モリノラスボス 調教師　佐藤賢二（船橋） 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場

牝4歳 馬主　吉田照哉 牡5歳 馬主　森和久 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

青鹿毛 生年月日　2016年5月8日 鹿毛 生年月日　2015年4月20日 地方収得賞金　14,274,000円

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム 父　エスポワールシチー 生産牧場　笹川大晃牧場 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　5,586,000円 地方収得賞金　9,160,000円 南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/10～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/17～　8戦3勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/05/03～　10戦3勝（2着2回、3着1回）

　うちJRA参戦：1戦0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） 南関東：2019/01/02～　10戦3勝（2着1回、3着2回）

北海道：2018/12/09～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　知床賞［盛岡］　2着

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2018/02/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　南部駒賞［水沢］　3着

南関東：2018/12/21～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 8枠9番

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2017　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着 ニャチャン 調教師　冨田敏男（浦和）

2R　②リコーモーゼル　⑥リュウノセレナーデ　⑨ローズメジャー 牝7歳 馬主　冨田藤男

3R　①カネミツマーチ　 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 芦毛 生年月日　2013年3月8日

5R　③モエレキンジトウ 1R　④ベガクイン 父　クーリンガー 生産牧場　静内酒井牧場

6R　⑤ブラックトリガー 2R　①ロミロミ　⑧オリオンネージュ 母　クーチュア（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　新ひだか町

7R　②サラサ　④サラベティ　⑤ブラッドクロス 3R　⑥アベニンマルカート　⑨セユウスマート 地方収得賞金　22,803,000円

　　　⑥ハタノフリージア　⑦オクターバー　⑨イスズスカーレット 4R　①アッパレダイテン　④コッチネッラ　⑥エムオーブラック 北海道：2015/08/20～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

　　　⑪スモウブインタリズ 5R　④ベーカークイン 岩手：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

8R　①ネイチャーアモーレ　⑤グレイトボルケーノ　⑧ファルサ 7R　⑦スーパーラッド　⑨フォーユアラヴ 愛知：2016/02/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

10R　⑦ラストチャンスアリ 9R　①ヨミ　③ユーセイスラッガー　④サザンオールスター 岩手：2016/04/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

11R　①パッサカリア 南関東：2016/07/06～　28戦7勝（2着5回、3着5回）

2/13(木) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

地方収得賞金　23,805,000円　　中央収得賞金　52,890,000円（付加賞金　945,000円）
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