
3R 8R 9R

5枠5番 2枠2番 2枠2番

リュウノサンジ 調教師　齊藤敏（船橋） エラスムス 調教師　張田京（船橋） アティテュード 調教師　山中尊徳（船橋）

牡3歳 馬主　蓑島竜一 牡7歳 馬主　吉田照哉 牝5歳 馬主　伊達泰明

芦毛 生年月日　2017年5月22日 青鹿毛 生年月日　2013年3月4日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日

父　エピファネイア 生産牧場　守矢牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場

母　ヒカルヨザクラ（父　チチカステナンゴ） 産地　新冠町 母　マストシーストップ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町

地方収得賞金　610,000円 地方収得賞金　28,759,000円 地方収得賞金　7,933,000円

北海道：2019/08/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/10～　8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）

岩手：2019/09/07～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/12/09～　40戦6勝（2着9回、3着6回） 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠9番 エフェルヴェソンス 調教師　米谷康秀（船橋） 南関東：2017/11/09～　22戦2勝（2着5回、3着5回）

ボーダーライン 調教師　山本学（船橋） 牡5歳 馬主　伊達泰明

牝3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 鹿毛 生年月日　2015年4月16日 10R

栗毛 生年月日　2017年3月1日 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 7枠7番

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 ハングリーハート 調教師　出川克己（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 地方収得賞金　13,374,000円 牡5歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　640,000円 北海道：2017/06/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年5月2日

北海道：2019/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 金沢：2017/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 父　アッミラーレ 生産牧場　社台ファーム

南関東：2019/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/02～　22戦2勝（2着6回、3着3回） 母　ハートサムデイ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

8枠8番 地方収得賞金　14,660,000円

4R タッチライフ 調教師　岡田一男（浦和） 北海道：2017/05/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

3枠3番 牝6歳 馬主　門別正 南関東：2017/10/24～　22戦4勝（2着3回、3着6回）

ゲットワイルド 調教師　椎名廣明（船橋） 芦毛 生年月日　2014年4月20日

牡4歳 馬主　原久美子 父　アッミラーレ 生産牧場　門別正 11R

栗毛 生年月日　2016年2月12日 母　チャーミングタンゴ（父　アフリート） 産地　日高町 3枠3番

父　プリサイスエンド 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　20,624,000円 モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 

母　ニシノシャトル（父　タイキシャトル） 産地　日高町 北海道：2016/05/04～　9戦2勝（2着0回、3着3回） 牡7歳 馬主　森田芳男

地方収得賞金　1,627,000円 南関東：2016/12/20～　47戦5勝（2着3回、3着8回） 栗毛 生年月日　2013年4月25日

北海道：2019/05/30～　5戦3勝（2着1回、3着0回） 8枠9番 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男

南関東：2019/10/31～　4戦0勝（2着1回、3着2回） ダモンデ 調教師　稲益貴弘（船橋） 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

6枠8番 牡5歳 馬主　尾崎智大 地方収得賞金　27,046,000円

スルガクイーン 調教師　岡林光浩（船橋） 栗毛 生年月日　2015年3月27日 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

牝4歳 馬主　山本美佐江 父　プリサイスエンド 生産牧場　上山牧場 南関東：2015/11/30～　60戦5勝（2着5回、3着7回）

黒鹿毛 生年月日　2016年4月18日 母　フクシア（父　ゴールドアリュール） 産地　浦河町 7枠7番

父　フリオーソ 生産牧場　対馬正 地方収得賞金　13,803,000円 エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

母　シルクロマンス（父　Ｂｅｎｎｙ　ｔｈｅ　Ｄｉｐ） 産地　新冠町 北海道：2017/04/18～　8戦3勝（2着2回、3着1回） 牡6歳 馬主　吉田勝己

地方収得賞金　1,453,000円 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年4月22日

北海道：2018/10/04～　10戦1勝（2着3回、3着2回） 南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

南関東：2019/12/12～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/02～　20戦6勝（2着2回、3着4回） 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　21,872,000円

5R 南関東：2020/01/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 ◆2017　南部駒賞［水沢］　1着 南関東：2016/10/11～　30戦3勝（2着4回、3着8回）

アナザードア 調教師　佐藤裕太（船橋） ◆2018　ハヤテスプリント［盛岡］　2着

牝6歳 馬主　（有）サンデーレーシング 12R

鹿毛 生年月日　2014年1月20日 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 4枠4番

父　ヴァーミリアン 生産牧場　ノーザンファーム 1R　③ラキリン　④イッセイ　⑥シナノアサヤケ スセソール 調教師　山中尊徳（船橋） 

母　シークレットルーム（父　タイキシャトル） 産地　安平町 　　　⑦コスモサンシャイン セン8歳 馬主　伊達泰明

地方収得賞金　7,015,000円 4R　⑥アウトザブルー 青鹿毛 生年月日　2012年2月29日

北海道：2016/06/09～　7戦2勝（2着1回、3着2回） 5R　①アーネストウイシュ　⑥モリノラピス 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場

兵庫：2016/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6R　⑦ローザルーナ 母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

南関東：2017/10/24～　23戦2勝（2着2回、3着2回） 8R　②プラチナクイン　③タイニーマイス　⑦レッドプルーフ 地方収得賞金　14,340,000円

3枠3番 9R　⑤アビゲイル　⑨ヤコウレッシャ 北海道：2016/05/12～　9戦4勝（2着3回、3着0回）

コパノリスティー 調教師　山中尊徳（船橋） 金沢：2016/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

牝5歳 馬主　小林祐介 北海道：2017/04/19～　11戦4勝（2着2回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2015年3月13日 南関東：2017/12/12～　32戦5勝（2着6回、3着5回）

父　メイショウボーラー 生産牧場　鮫川啓一 7枠7番

母　マッジョーレ（父　キンググローリアス） 産地　浦河町 アキロック 調教師　米谷康秀（船橋） 

地方収得賞金　4,062,000円 牡4歳 馬主　（株）ＭＭＣ

北海道：2017/06/01～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月9日

岩手：2017/11/25～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 父　スマートロビン 生産牧場　サンシャイン牧場

北海道：2018/05/03～　11戦2勝（2着2回、3着2回） 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

南関東：2018/12/20～　13戦1勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　6,629,000円

7枠7番 北海道：2018/06/28～　7戦1勝（2着0回、3着2回）

ロゼッタハート 調教師　午房榮吉（浦和） 南関東：2018/12/11～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

牝6歳 馬主　小橋亮太

鹿毛 生年月日　2014年2月21日 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 1R　⑤レコパンハロウィー

母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 2R　⑧カリスマパンサー　

地方収得賞金　7,026,000円 5R　⑥アアラヴァ　⑧タッチワールド

北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 6R　③ハシノオージャ　⑩エラミカ

JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 7R　②ゴリョウサン　⑥ダブルタッチ　⑦コンドルノユメ

南関東：2017/05/01～　38戦1勝（2着3回、3着2回） 8R　⑥クラヴィクトリー

岩手：2019/04/21～　13戦4勝（2着1回、3着1回） 9R　⑥ハタノキセキ

南関東：2020/01/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R　①ウォールフラワー　④コエミ

2/14(金) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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１着
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前走
２着

前走
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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♪


