
1R 9R 12R

1枠1番 4枠4番 1枠1番

ドローアプローズ 調教師　渡邊貴光（船橋） サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） クリムパルフェ 調教師　新井清重（船橋） 

牡3歳 馬主　（株）レックス 牡4歳 馬主　吉田照哉 牝4歳 馬主　（有）上水牧場

鹿毛 生年月日　2017年3月26日 芦毛 生年月日　2016年2月23日 鹿毛 生年月日　2016年5月6日

父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　真壁信一

母　アプローズビコー（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市 母　クリミナルコード（父　Ｒｅｄ　Ｒａｎｓｏｍ） 産地　むかわ町

地方収得賞金　1,500,000円 地方収得賞金　5,805,000円 地方収得賞金　8,902,500円

北海道：2019/06/12～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

3枠3番 南関東：2018/12/11～　14戦1勝（2着2回、3着4回） 南関東：2019/01/02～　17戦2勝（2着0回、3着3回）

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 8枠12番 3枠3番

牡3歳 馬主　蓑島竜一 ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋） イッキトウセン 調教師　佐藤賢二（船橋）

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 牡7歳 馬主　安味宣光 牡4歳 馬主　原久美子

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 鹿毛 生年月日　2013年3月28日 栗毛 生年月日　2016年5月4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 父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光 父　プリサイスエンド 生産牧場　樋渡志尚

地方収得賞金　1,600,000円 母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町 母　シルキーフレンド（父　マーベラスサンデー） 産地　新冠町

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　14,788,000円 地方収得賞金　8,585,000円

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/05/13～　13戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/06/06～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/12/11～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/12/09～　4戦0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1回）

5枠5番 北海道：2016/04/21～　14戦2勝（2着3回、3着2回） 南関東：2019/09/02～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

タックドゥ 調教師　出川克己（船橋） 南関東：2016/12/05～　4戦2勝（2着1回、3着0回） ◆2018　栄冠賞［門別］　1着

牝3歳 馬主　首藤徳 北海道：2017/04/19～　14戦2勝（2着2回、3着1回） ◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

栗毛 生年月日　2017年3月15日 南関東：2018/03/13～　22戦3勝（2着1回、3着2回） ◆2019　ハヤテスプリント［盛岡］　3着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　シンユウフアーム 4枠5番

母　ビクトリーレディー（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 10R シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 

地方収得賞金　1,445,000円 5枠6番 セン5歳 馬主　吉田照哉

北海道：2019/08/01～　6戦1勝（2着0回、3着0回） ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 鹿毛 生年月日　2015年4月1日

南関東：2020/01/10～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　（有）新生ファーム 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム

6枠6番 黒鹿毛 生年月日　2016年1月31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

マリースマイル 調教師　山田信大（船橋） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　12,165,000円

牝3歳 馬主　沖田方子 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 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2017年3月21日 地方収得賞金　7,260,000円 南関東：2017/12/30～　20戦4勝（2着1回、3着5回）

父　グラスワンダー 生産牧場　沖田牧場 北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 6枠10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 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回） ヤマジュンハナビ 調教師　宇野木数徳（浦和）

地方収得賞金　1,090,000円 南関東；2018/12/31～　14戦2勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　山下洵一郎

北海道：2019/05/22～　6戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着 青鹿毛 生年月日　2016年3月18日

南関東：2020/01/09～　2戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着 父　プリサイスエンド 生産牧場　ヒダカフアーム

8枠8番 7枠10番 母　マルラニビスティー（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

ビッグバンド 調教師　山田信大（船橋） エウリディーチェ 調教師　川島正一（船橋） 地方収得賞金　8,580,000円

牡3歳 馬主　（株）レックス 牝4歳 馬主　吉田晴哉 北海道：2018/06/27～　7戦1勝（2着1回、3着3回）

栗毛 生年月日　2017年4月4日 鹿毛 生年月日　2016年3月16日 南関東：2018/11/21～　25戦1勝（2着4回、3着5回）

父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 父　シンボリクリスエス 生産牧場　追分ファーム 7枠12番

母　アラマサマンボウ（父　ストラヴィンスキー） 産地　新冠町 母　ヌチバナ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町 ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 

地方収得賞金　1,400,000円 地方収得賞金　9,165,000円 牡4歳 馬主　西森鶴

北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/13～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年3月11日

南関東：2019/12/12～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/02/21～　12戦3勝（2着2回、3着4回） 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

2R 11R 地方収得賞金　8,843,000円

4枠4番 1枠1番 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

パノラミック 調教師　渡邊貴光（船橋） サダムリスペクト 調教師　稲益貴弘（船橋） 南関東：2018/12/17～　20戦1勝（2着4回、3着1回）

牡3歳 馬主　（株）レックス 牡8歳 馬主　大西美生子

鹿毛 生年月日　2017年5月4日 鹿毛 生年月日　2012年4月7日

父　モンテロッソ 生産牧場　大狩部牧場 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　神垣道弘

母　ダラーバックス（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 母　ハナランマン（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　525,000円

北海道：2019/05/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/05/15～　10戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2020/03/13～　1戦1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）

6枠6番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

サロルン 調教師　岡林光浩（船橋） JRA：2015/03/01～　34戦2勝（2着1回、3着4回）

牡3歳 馬主　吉田和美 南関東：2019/03/05～　9戦3勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2017年5月21日 ◆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

父　ロードカナロア 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 2枠2番

母　グインネヴィア（父　スペシャルウィーク） 産地　白老町 グリードパルフェ 調教師　山田信大（船橋） 

地方収得賞金　1,800,000円 牡4歳 馬主　菊地昌廣

北海道：2019/11/07～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2016年4月3日

南関東：2020/01/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場

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

6R 地方収得賞金　40,250,000円

7枠10番 北海道：2018/08/09～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） 南関東：2018/12/11～　15戦2勝（2着6回、3着1回）

牝7歳 馬主　（株）馬事学院 ◆2019　黒潮盃［大井］　2着　　◆2019　東京湾C［船橋］　2着

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 ◆2019　戸塚記念［川崎］　3着　　◆2018　サッポロクラシックC［門別］　3着

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 7枠11番

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

地方収得賞金　6,070,000円 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 母　セクシーシューズ（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

南関東：2017/01/31～　56戦2勝（2着4回、3着7回） 地方収得賞金　56,285,000円

北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/01/18～　26戦3勝（2着1回、3着3回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

◆2018　'18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着 ※2019年度の「ホッカイドウ競馬出身馬情報」配信は、本日分をもって終了いたします。

3/31(火) 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　25,055,000円　　中央収得賞金　52,890,000円（付加賞金　945,000円）

転入後
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２着

前走
３着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

前走
３着

前走
１着

前走
３着

前走
１着

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

★12月29日から2月26日に発売された勝馬投票券(2
月27日以降に期限を迎えるもの)の払戻期限は、発売・
払戻業務の再開から60日後といたします。


