
2R 8R 11R

4枠4番 2枠2番 2枠2番

パノラミック 調教師　渡邊貴光（船橋） ビービーアルバ 調教師　新井清重（船橋） クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

牡3歳 馬主　（株）レックス 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 牡7歳 馬主　伊藤將

鹿毛 生年月日　2017年5月4日 栗毛 生年月日　2017年4月29日 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

父　モンテロッソ 生産牧場　大狩部牧場 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

母　ダラーバックス（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

地方収得賞金　525,000円 地方収得賞金　6,705,000円 地方収得賞金　33,500,000円

北海道：2019/05/22～　5戦1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2回） 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

7枠8番 南関東：2019/10/29～　5戦0勝（2着4回、3着0回） 南関東：2015/12/28～　55戦6勝（2着7回、3着2回）

エムオーワールド 調教師　齊藤敏（船橋） 4枠4番 3枠3番

牝3歳 馬主　大浅貢 クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

栗毛 生年月日　2017年3月17日 牝3歳 馬主　倉見利弘 牡6歳 馬主　吉田勝己

父　ストロングリターン 生産牧場　ノースガーデン 栗毛 生年月日　2017年3月15日 栗毛 生年月日　2014年4月22日

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　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 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

地方収得賞金　800,000円 母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

北海道：2019/05/22～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　2,460,000円 地方収得賞金　23,072,000円

南関東：2020/02/12～　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） 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/11～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/10/11～　31戦3勝（2着5回、3着8回）

4R 5枠5番 4枠5番

4枠4番 コパノキャリー 調教師　工藤伸輔（浦和） マコトハインケル 調教師　川島正一（船橋）

ビューティ 調教師　冨田敏男（浦和） 牝3歳 馬主　小林祥晃 牡5歳 馬主　尾田左知子

牡7歳 馬主　冨田藤男 青鹿毛 生年月日　2017年4月2日 芦毛 生年月日　2015年3月29日

鹿毛 生年月日　2013年3月14日 父　コパノリチャード 生産牧場　西村和夫 父　マコトスパルビエロ 生産牧場　出口繁夫

父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　マコトジョワイユー（父　フジキセキ） 産地　様似町

母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 地方収得賞金　4,170,000円 地方収得賞金　19,725,000円

地方収得賞金　8,877,000円 北海道：2019/05/01～　6戦0勝（2着5回、3着0回） 北海道：2017/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：3019/09/01～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 岩手：2017/09/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） JRA：2020/01/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2018/02/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 南関東：2020/02/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2018/06/10～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

笠松：2016/04/38～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　ビギナーズC［盛岡］　1着 愛知：2019/02/13～　14戦2勝（2着6回、3着2回）

南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番 南関東：2019/11/01～　5戦5勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） ノーザンヴィグラス 調教師　佐藤裕太（船橋） ◆2018　オパールC［盛岡］　2着

南関東：2017/09/07～　39戦1勝（2着4回、3着4回） 牡3歳 馬主　犬塚悠治郎 6枠9番

◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 鹿毛 生年月日　2017年4月29日 サージュ 調教師　齊藤敏（船橋） 

◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場 牡4歳 馬主　市川智

母　グラッドリー（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

5R 地方収得賞金　4,210,000円 父　サクラプレジデント 生産牧場　山田牧場

4枠4番 北海道：2019/05/08～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 母　サクラブルース（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町

サダムシーズン 調教師　稲益貴弘（船橋） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　13,500,000円 中央収得賞金　1,600,000円

牡7歳 馬主　大西美生子 南関東：2020/02/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年3月23日 7枠10番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　タイキシャトル 生産牧場　吉田牧場 キングキャヴィア 調教師　山田信大（船橋） 南関東：2018/10/22～　18戦0勝（2着4回、3着6回）

母　ワカサイティング（父　アグネスワールド） 産地　安平町 牡3歳 馬主　組）寿組合 ◆2019　東京湾C［船橋］　3着

地方収得賞金　10,361,000円 鹿毛 生年月日　2017年4月20日 8枠13番

北海道：2015/06/24～　14戦4勝（2着4回、3着1回） 父　クロフネ 生産牧場　カタオカステーブル モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 

南関東：2016/11/09～　32戦4勝（2着6回、3着8回） 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 牡7歳 馬主　森田芳男

6枠6番 地方収得賞金　4,805,000円 栗毛 生年月日　2013年4月25日

スルガクイーン 調教師　岡林光浩（船橋） 北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男

牝4歳 馬主　山本美佐江 南関東：2019/12/11～　3戦2勝（2着0回、3着1回） 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

黒鹿毛 生年月日　2016年4月18日 地方収得賞金　27,046,000円

父　フリオーソ 生産牧場　対馬正 9R 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

母　シルクロマンス（父　Ｂｅｎｎｙ　ｔｈｅ　Ｄｉｐ） 産地　新冠町 6枠7番 南関東：2015/11/30～　61戦5勝（2着5回、3着7回）

地方収得賞金　1,453,000円 エイシンレパード 調教師　藤原智行（浦和） 

北海道：2018/10/04～　10戦1勝（2着3回、3着2回） 牡5歳 馬主　平野友保 12R

南関東：2019/12/12～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年2月5日 6枠6番

8枠10番 父　エーシンフォワード 生産牧場　栄進牧場 クルーズラミレス 調教師　山中尊徳（船橋） 

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　大久保和夫

牝5歳 馬主　大野洋子 地方収得賞金　7,805,000円 青鹿毛 生年月日　2016年4月23日

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 北海道：2017/08/23～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　静内酒井牧場

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 南関東：2017/12/21～　28戦3勝（2着2回、3着4回） 母　クリスタルブランカ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 地方収得賞金　12,345,000円

地方収得賞金　4,797,000円 10R 北海道：2018/06/06～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 3枠3番 南関東：2019/01/16～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/19～　19戦2勝（2着1回、3着5回） リュウノオラトリオ 調教師　齊藤敏（船橋） 岩手：2019/06/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　蓑島竜一 南関東：2019/12/17～　3戦0勝（2着3回、3着0回）

6R 栗毛 生年月日　2016年3月7日 ◆2019　ウイナーC［水沢］　1着

2枠2番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　高橋農場 8枠9番

クラマサゴールド 調教師　矢野義幸（船橋） 母　ダイタクドクター（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　伊達市 マイコート 調教師　佐藤賢二（船橋） 

牡4歳 馬主　倉見政敏 地方収得賞金　5,990,000円 牡4歳 馬主　小林克己

芦毛 生年月日　2016年3月30日 北海道：2017/07/18～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年4月29日

父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 南関東：2018/12/13～　12戦1勝（2着1回、3着2回） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　鳥谷勝彦

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 5枠5番 母　エリザベスサクラ（父　アラムシャー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,515,000円 ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋） 地方収得賞金　12,095,000円

北海道：2018/05/23～　17戦2勝（2着3回、3着2回） 牝8歳 馬主　佐藤陽一 北海道：2018/05/31～　8戦3勝（2着0回、3着3回）

南関東：2019/08/31～　7戦0勝（2着3回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年4月21日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド 南関東：2018/12/27～　9戦1勝（2着0回、3着2回）

マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） 母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町 ◆2018　サンライズC［門別］　1着

牝4歳 馬主　沖田方子 地方収得賞金　17,192,000円 ◆2019　ニューイヤーC［浦和］　3着

栗毛 生年月日　2016年3月20日 北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回）

父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 南関東：2015/01/14～　70戦5勝（2着5回、3着11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 6枠6番

地方収得賞金　2,555,000円 ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） 

北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 牝5歳 馬主　立山伸二

南関東：2018/11/15～　12戦0勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年2月21日

8枠11番 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場

ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町

牡6歳 馬主　山口明彦 地方収得賞金　8,189,000円

鹿毛 生年月日　2014年2月11日 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦 南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 北海道：2018/05/31～　9戦0勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　7,968,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/01/04～　16戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 7枠7番

北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回） クラファルコン 調教師　矢野義幸（船橋）

南関東：2019/01/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4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） 鹿毛 生年月日　2016年2月23日

南関東：2019/11/26～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　倉見牧場

母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町

地方収得賞金　6,814,000円

北海道：2018/05/02～　23戦4勝（2着6回、3着6回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/02/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回）
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場外発売・払戻の取り止めについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間、

門別競馬場及び全道16か所の場外発売所（Aiba、J-
PLACE）における勝馬投票券の発売・払戻を取り止めま

す。

ファンの皆様や関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛け

いたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し

上げます。

ホッカイドウ競馬


