
1R 9R 水沢11R GDJ2020 第36回プリンセスカップ〔M2〕

7枠7番 1枠1番 1枠1番

ビービーリバイブ 調教師　張田京（船橋） トーケンマコット 調教師　山本学（船橋） ラジアントエンティ 調教師　角川秀樹（北海道）

牡2歳 馬主　（有）坂東牧場 牝3歳 馬主　トーケンサービス（株） 牝2歳 馬主　小林祥晃

鹿毛 生年月日　2018年5月10日 黒鹿毛 生年月日　2017年2月13日 栗毛 生年月日　2018年4月15日

父　カジノドライヴ 生産牧場　賀張三浦牧場 父　マジンプロスパー 生産牧場　ハシモトフアーム 父　スマートファルコン 生産牧場　静内白井牧場

母　ビービーオドラント（父　ステイゴールド） 産地　日高町 母　コヴェンティナ（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町 母　ミヤビグローリー（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,575,000円 地方収得賞金　9,370,000円 地方収得賞金　11,700,000円

北海道：2020/08/12～　4戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/04/24～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/04/23～　7戦4勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/09/24～　15戦1勝（2着2回、3着6回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

2R 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦2勝（2着0回、3着0回）

1枠1番 6枠8番 ◆2020　ラブミーチャン記念［笠松］　1着　　◆2020　園田プリンセスC［園田］　1着

ビービービルダー 調教師　武井和実（川崎） ボーダレスガール 調教師　佐藤裕太（船橋） 2枠2番

牡2歳 馬主　（有）坂東牧場 牝5歳 馬主　吉田照哉 トンデコパ 調教師　田中淳司（北海道）

鹿毛 生年月日　2018年4月30日 栗毛 生年月日　2015年2月25日 牝2歳 馬主　小林祐介

父　ワンダーアキュート 生産牧場　坂東牧場 父　ゴールドアリュール 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 鹿毛 生年月日　2018年3月26日

母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町 母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　白老町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　西村牧場

地方収得賞金　2,380,000円 地方収得賞金　12,660,000円 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

北海道：2020/08/06～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,160,000円

南関東：2020/11/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/04/23～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

6枠6番 南関東：2018/02/08～　23戦3勝（2着2回、3着3回） ◆2020　フルールC［門別］　2着

スマイルミュ 調教師　張田京（船橋） ◆2017　フルールC［門別］　1着 4枠4番

牝2歳 馬主　組）ＳＲＴ 7枠9番 リュウノメアリー 調教師　石川栄（岩手）

黒鹿毛 生年月日　2018年4月9日 エウリディーチェ 調教師　川島正一（船橋） 牝2歳 馬主　蓑島竜一

父　マクフィ 生産牧場　畠山牧場 牝4歳 馬主　吉田晴哉 栗毛 生年月日　2018年2月24日

母　セイユウスマイル（父　ルールオブロー） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2016年3月16日 父　クリーンエコロジー 生産牧場　千代田牧場

地方収得賞金　2,690,000円 父　シンボリクリスエス 生産牧場　追分ファーム 母　ムーンシンフォニー（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町

北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ヌチバナ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町 地方収得賞金　4,000,000円

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　10,680,000円 北海道：2020/05/05～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/13～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 岩手：2020/10/19～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

◆2020　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 南関東：2019/02/21～　16戦3勝（2着2回、3着6回） 5枠5番

8枠11番 ポップディーヴァ 調教師　伊藤和忍（岩手）

3R ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） 牝2歳 馬主　会田裕一

1枠1番 牝5歳 馬主　立山伸二 鹿毛 生年月日　2018年3月23日

ジャイマオウリボン 調教師　伊藤滋規（船橋） 栗毛 生年月日　2015年2月21日 父　シニスターミニスター 生産牧場　川島正広

牝2歳 馬主　田中大 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 母　テーマソング（父　ジャングルポケット） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2018年4月24日 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 地方収得賞金　2,168,000円

父　ローエングリン 生産牧場　近藤牧場 地方収得賞金　11,254,000円 北海道：2020/06/25～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

母　メイショウグレイス（父　グラスワンダー） 産地　浦河町 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2020/09/05～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,040,000円 南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 6枠6番

北海道：2020/05/21～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/05/31～　8戦0勝（2着0回、3着2回） ルビーブランケット 調教師　田中淳司（北海道）

南関東：2020/10/26～　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） 牝2歳 馬主　組）ハッピースウィング

4枠4番 南関東：2018/12/11～　23戦2勝（2着2回、3着2回） 栗毛 生年月日　2018年3月16日

ミックスベリー 調教師　新井清重（船橋） 父　エスポワールシチー 生産牧場　坪田晃宜

牝2歳 馬主　福永實 10R 母　デジタルゴールド（父　アグネスデジタル） 産地　日高町

青鹿毛 生年月日　2018年3月26日 1枠1番 地方収得賞金　1,485,000円

父　コパノリチャード 生産牧場　若林順一 ミホスローロリス 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2020/07/02～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

母　マイティーダンサー（父　Ａｌｚａｏ） 産地　日高町 牝3歳 馬主　福原晃 6枠7番

地方収得賞金　975,000円 鹿毛 生年月日　2017年5月21日 ロンギングベイビー 調教師　工藤裕孝（岩手）

北海道：2020/05/05～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 牝2歳 馬主　坂本浩一

南関東：2020/10/26～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 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 栗毛 生年月日　2018年3月20日

地方収得賞金　9,750,000円 父　ドゥラメンテ 生産牧場　田上徹

5R 北海道：2019/06/19～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ファイアフライ（父　パイロ） 産地　新ひだか町

6枠7番 南関東：2020/01/08～　7戦3勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　1,625,000円

グローリアスフィル 調教師　新井清重（船橋） 4枠4番 北海道：2020/05/20～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　日下部勝徳 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 岩手：2020/09/06～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2017年5月10日 牡6歳 馬主　高橋勉 8枠10番

父　キングズベスト 生産牧場　有限会社大作ステーブル 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 リスカルダメント 調教師　角川秀樹（北海道）

母　サンアイブライト（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 牝2歳 馬主　（有）ユートピア牧場

地方収得賞金　1,987,000円 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2018年4月7日

北海道：2019/05/30～　10戦0勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　15,045,000円 父　リアルインパクト 生産牧場　ゼットステーブル

東海：2019/12/05～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 母　クールダウン（父　シャンハイ） 産地　安平町

南関東：2020/08/06～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/01/11～　67戦3勝（2着6回、3着11回） 地方収得賞金　2,470,000円

7枠9番 北海道：2020/08/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

グロリアスカメオ 調教師　山下貴之（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　吉野浩太朗 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2016年4月22日 ◆2020　金沢シンデレラC［金沢］　3着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　五丸農場 8枠11番

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 サウスインザダーク 調教師　角川秀樹（北海道）

地方収得賞金　8,700,000円 牝2歳 馬主　（株）ＭＢＲ

北海道：2018/06/27～　6戦1勝（2着4回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年2月24日

　うち他地区参戦：3戦0勝（2着2回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　本桐牧場

南関東：2019/07/10～　11戦3勝（2着1回、3着2回） 母　アッフェルバンダム（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

◆2018　プリンセスC［水沢］　2着　　◆2018　知床賞［盛岡］　2着 地方収得賞金　1,800,000円

北海道：2020/05/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

11R

7枠9番 ●本日の騎乗予定　阿部 龍騎手
ゴールドボンバー 調教師　玉井昇（船橋） 水沢11R　⑪サウスインザダーク

牡3歳 馬主　鶴谷厚子 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 栗毛 生年月日　2017年2月11日 水沢11R　②トンデコパ

笠松1R　⑧フレペ 父　ダンカーク 生産牧場　仲野牧場 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
　　　2R　⑧グレイエンブレム 母　アンチークショップ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 水沢11R　⑩リスカルダメント

　　　4R　④フラウボウ 地方収得賞金　8,695,000円 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
　　　9R　①タイセイアピール 北海道：2019/05/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 水沢11R　⑥ルビーブランケット

　　10R　⑧ゼネラルマッターレ 南関東：2019/12/04～　11戦2勝（2着2回、3着2回）

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、本日笠松競馬の場外発売はございません。ご了承ください。

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
3R　⑤マルク

5R　⑧ルーク

7R　⑦オイランドウチュウ

9R　①ケープフィア　⑪サンサダンサー

10R　②クラヴィクトリー　③リュウジン　⑧ダンストンレガーメ

11/30(月) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
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★ホッカイドウ競馬トピックス★
～馬渕繁治騎手、期間限定騎乗！～

○通算成績 11,237戦954勝
（うち中央18戦1勝）

○期間 令和2年11月20日（金）
～令和3年2月20日（土）

○期間内所属先 田口 輝彦厩舎（笠松）

応援よろしくお願いします♪

この冬も各地で活躍する

ホッカイドウ競馬出身馬等の

情報をお伝えします。お楽しみに！

水沢競馬場・プリンセスCに

ホッカイドウ競馬の5頭が出走！

応援よろしくお願いします♪

転入後
初出走


