
1R 3R 7R

1枠1番 6枠8番 6枠6番

ヤマノプリティー 調教師　新井清重（船橋） エムオーワールド 調教師　齊藤敏（船橋） サイダイゲンカイ 調教師　小久保智（浦和）

牝2歳 馬主　山口明彦 牝3歳 馬主　大浅貢 牡2歳 馬主　山口裕介

鹿毛 生年月日　2018年3月4日 栗毛 生年月日　2017年3月17日 芦毛 生年月日　2018年5月4日

父　タイセイレジェンド 生産牧場　山口明彦 父　ストロングリターン 生産牧場　ノースガーデン 父　ジョーカプチーノ 生産牧場　木村秀則

母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町 母　トーセンアモーレ（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 母　ガーデンスタイル（父　デヒア） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　835,000円 地方収得賞金　930,000円 地方収得賞金　8,515,000円

北海道：2020/06/18～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2019/05/22～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/05/05～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 南関東：2020/02/12～　5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）

ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋） 南関東：2020/11/11～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　木村薫 4R ◆2020　栄冠賞［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2018年4月22日 6枠7番

父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場 リュウノスターダム 調教師　齊藤敏（船橋） 8R

母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町 牡6歳 馬主　蓑島竜一 1枠1番

地方収得賞金　785,000円 鹿毛 生年月日　2014年5月18日 グローリアスカント 調教師　高月賢一（川崎） 

北海道：2020/04/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 父　ファスリエフ 生産牧場　村上牧場 牝6歳 馬主　日下部勝徳

4枠4番 母　ドリームスタート（父　Ｄｉｅｓｉｓ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2014年5月3日

トーアツクヨミ 調教師　齊藤敏（船橋） 地方収得賞金　6,553,000円 父　キングヘイロー 生産牧場　有限会社大作ステーブル

牝2歳 馬主　山本茂 北海道：2016/05/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ジュエリスト（父　ダイワメジャー） 産地　新冠町

鹿毛 生年月日　2018年2月19日 岩手：2016/08/28～　16戦1勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　9,795,000円

父　メイショウボーラー 生産牧場　トーア牧場 南関東：2017/08/07～　37戦3勝（2着3回、3着4回） 北海道：2016/07/07～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

母　トーアイザヨイ（父　シンボリクリスエス） 産地　豊浦町 南関東：2016/12/16～　19戦6勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　700,000円 5R 6枠7番

北海道：2020/04/23～　10戦0勝（2着0回、3着3回） 2枠2番 スターオブグリーン 調教師　佐々木功（船橋）

5枠5番 ドルドルエイト 調教師　高月賢一（川崎） 牡3歳 馬主　光安了

サウスジェラート 調教師　新井清重（船橋） 牡5歳 馬主　人見塁 黒鹿毛 生年月日　2017年3月21日

牝2歳 馬主　谷岡康成 鹿毛 生年月日　2015年4月7日 父　ローエングリン 生産牧場　栄進牧場

鹿毛 生年月日　2018年4月10日 父　サムライハート 生産牧場　中橋正 母　メンフィスガール（父　Ｔｈｕｎｄｅｒ　Ｇｕｌｃｈ） 産地　浦河町

父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡牧場 母　ノーブルペニー（父　Ｂａｈｒｉ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,398,000円

母　サクラフルーレ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,014,000円 北海道：2019/05/21～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　900,000円 北海道：2018/04/24～　10戦1勝（2着2回、3着4回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/08/27～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/11/26～　20戦2勝（2着3回、3着0回） 佐賀：2019/10/13～　17戦2勝（2着3回、3着1回）

7枠9番 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

2R リュウノマックス 調教師　齊藤敏（船橋） 南関東：2020/10/26～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠9番 牡5歳 馬主　蓑島竜一 ◆2019　カペラ賞［佐賀］　2着

ジョワブラーヴ 調教師　伊藤滋規（船橋） 青鹿毛 生年月日　2015年4月22日 8枠12番

セン3歳 馬主　遠藤裕之 父　アドマイヤマックス 生産牧場　小野瀬竜馬 スピーディーゴッド 調教師　矢野義幸（船橋）

鹿毛 生年月日　2017年5月31日 母　チーマ（父　ミルジヨージ） 産地　清水町 牡4歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ

父　トビーズコーナー 生産牧場　ノースガーデン 地方収得賞金　4,150,000円 鹿毛 生年月日　2016年3月11日

母　グリッタラーティ（父　Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ） 産地　日高町 北海道：2017/05/18～　10戦0勝（2着1回、3着2回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場

地方収得賞金　851,000円 岩手：2017/10/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 母　マトゥリアルカ（父　クリプティックラスカル） 産地　新ひだか町

北海道：2019/07/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/17～　24戦0勝（2着3回、3着3回） 地方収得賞金　3,999,000円

佐賀：2020/02/02～　4戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回）

兵庫：2020/03/26～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 6R 岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/10/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番 南関東：2019/01/01～　25戦1勝（2着1回、3着2回）

マナモクプニ 調教師　齊藤敏（船橋）

●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 牝3歳 馬主　佐藤弘樹 10R

船橋2R　⑩ペイシャスワン 芦毛 生年月日　2017年4月2日 3枠4番

　　　3R　⑨ラティチュード 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム クラマサゴールド 調教師　矢野義幸（船橋）

　　　6R　③トップフェイス 母　ホワイトホーネット（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　倉見政敏

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 地方収得賞金　3,183,000円 芦毛 生年月日　2016年3月30日

船橋1R　②ドドーニサンサン 北海道：2019/05/22～　13戦3勝（2着5回、3着2回） 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場

　　　2R　⑪カズモンレアーレ 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0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

　　　5R　⑧ジャンティーユ ◆2019　フルールC［門別］　3着 地方収得賞金　5,649,000円

　　　8R　⑪メトカルフィア 北海道：2018/05/23～　17戦2勝（2着3回、3着2回）

　　12R　⑪エスティブレイド ●金沢・笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2019/08/31～　20戦2勝（2着3回、3着3回）

金沢7R　②プレジデントチェリ

笠松1R　③ブルースターヒル 12R

　　　2R　①プリティカメリア　⑥メガプテラ 3枠3番

　　　4R　④ポジティブ イコライザー 調教師　矢野義幸（船橋） 

　　　5R　⑦フジノローズ 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム

　　　6R　⑦オクシー 黒鹿毛 生年月日　2016年2月19日

　　　8R　⑨ハーリーバーリー 父　カネヒキリ 生産牧場　新生ファーム

母　シャンハイロック（父　ロックオブジブラルタル） 産地　日高町

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 地方収得賞金　11,440,000円

笠松4R　⑧デイトナビーム 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

　　　7R　③ファントムメナス 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/02/11～　17戦4勝（2着4回、3着1回）

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着

園田2R　③バジガクギフト

　　　8R　⑦クツワノオジョウ

　　　9R　④スピリッツスパート

　　12R　⑦エアーシャンクス

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、本日園田競馬の場外発売はございません。ご了承ください。
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○ホッカイドウ競馬トピックス○
服部騎手・船橋で期間限定騎乗！

○通算成績16,270戦1,871勝（うち中央226戦7勝）

（令和2年11月29日現在）

○期間 令和2年11月30日(月)

～令和3年1月29日(金)

○期間内所属先 渋谷 信博厩舎（船橋）

応援よろしくお願いします♪


