1/12(火) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
8枠9番

4R
5枠5番

スターオブフェアー

9R
2枠2番

調教師 石井勝男（船橋）

ヒガシブレーヴ

調教師 久保勇（川崎）

シュネルバレイ

調教師 川島正一（船橋）

馬主 光安了

牡4歳

馬主 金野博幸

牡8歳

馬主 吉田照哉

生年月日 2018年5月15日

鹿毛

生年月日 2017年4月7日

栗毛

生年月日 2013年5月3日

父 ジョーカプチーノ

生産牧場 ムラカミファーム

父 エイシンフラッシュ

生産牧場 ヤナガワ牧場

父 サウスヴィグラス

生産牧場 社台ファーム

母 フェアノータム（父 アグネスタキオン）

産地 新冠町

母 ヒガシドリーム（父 ドリームジャーニー）

産地 日高町

母 ヴィヴァチッシモ（父 サクラバクシンオー）

産地 千歳市

牝3歳

前走
３着

鹿毛

地方収得賞金 940,000円

地方収得賞金 2,909,000円

地方収得賞金 17,060,000円

北海道：2020/05/20～ 7戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/05/22～ 9戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2015/06/02～ 9戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2020/12/02～ 2戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/12/11～ 3戦0勝（2着0回、3着2回）

3R
3枠3番

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

岩手：2020/03/20～ 17戦0勝（2着2回、3着0回）

南関東：2016/01/18～ 41戦8勝（2着5回、3着6回）

南関東：2020/12/16～ 2戦0勝（2着0回、3着1回）

◆2015 知床賞［盛岡］ 3着

5枠6番

5枠5番

ジョワブラーヴ

調教師 伊藤滋規（船橋）

ソイギネー

調教師 林幻（船橋）

エメラルムサシ

調教師 佐々木清明（船橋）

セン4歳

馬主 遠藤裕之

牝5歳

馬主 成富直行

牡7歳

馬主 高橋勉

鹿毛

生年月日 2017年5月31日

黒鹿毛

生年月日 2016年4月5日

鹿毛

生年月日 2014年4月26日

父 トビーズコーナー

生産牧場 ノースガーデン

父 ヴィットリオドーロ

生産牧場 グランド牧場

父 サムライハート

生産牧場 今井牧場

母 グリッタラーティ（父 Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）

産地 日高町

母 ザナイトビフォー（父 クロフネ）

産地 新ひだか町

母 キャンティクラシコ（父 マルゼンスキー）

産地 日高町

地方収得賞金 851,000円

地方収得賞金 4,884,000円

地方収得賞金 15,045,000円

北海道：2019/07/31～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/08/16～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2016/05/18～ 11戦1勝（2着2回、3着3回）

佐賀：2020/02/02～ 4戦2勝（2着0回、3着2回）

佐賀：2018/12/11～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2017/01/11～ 69戦3勝（2着6回、3着11回）

兵庫：2020/03/26～ 6戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2019/04/18～ 7戦1勝（2着1回、3着3回）

南関東：2020/10/28～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/08/31～ 13戦1勝（2着5回、3着1回）

8枠11番

7枠10番

11R
3枠3番

リュウノマックス

調教師 齊藤敏（船橋）

アンコールゲラン

調教師 山田信大（船橋）

ヒガシウィザード

調教師 渡邊貴光（船橋）

牡6歳

馬主 蓑島竜一

牡4歳

馬主 大久保和夫

牡6歳

馬主 梁川正普

青鹿毛

生年月日 2015年4月22日

鹿毛

生年月日 2017年4月21日

黒鹿毛

生年月日 2015年3月18日

父 アドマイヤマックス

生産牧場 小野瀬竜馬

父 サウスヴィグラス

生産牧場 厚賀古川牧場

父 サンライズバッカス

生産牧場 ヤナガワ牧場

母 チーマ（父 ミルジヨージ）

産地 清水町

母 ハナウタ（父 ドリームスプレッド）

産地 日高町

母 アプローズライト（父 アグネスタキオン）

産地 日高町

地方収得賞金 4,150,000円

地方収得賞金 2,832,000円

地方収得賞金 19,514,000円

北海道：2017/05/18～ 10戦0勝（2着1回、3着2回）

北海道：2019/08/28～ 4戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2017/08/31～ 5戦1勝（2着2回、3着1回）

岩手：2017/10/28～ 3戦0勝（2着1回、3着1回）

岩手：2019/12/15～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/01/17～ 26戦0勝（2着3回、3着3回）

東海：2020/02/20～ 4戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/01/17～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2020/06/07～ 2戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/05/03～ 7戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/08/17～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/01/02～ 20戦4勝（2着2回、3着3回）

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手
船橋4R ⑨アイマックス
5R ③タイセイダンク

◆2017 知床賞［盛岡］ 2着

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
船橋1R
2R
4R
5R
6R
9R
11R
12R

うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

⑦ワチルボンズ
⑨カズモンレアーレ
②テクノポリス
⑫レペット
②トーセンブライアン
⑤エメラルムサシ
③ヒガシウィザード
①リサオブザナイル

6R
1枠1番

◆2017 南部駒賞［水沢］ 3着

リンクスショウ

調教師 渡邊貴光（船橋）

牡3歳

馬主 目谷一幸

前走
３着

12R
4枠4番

生年月日 2018年5月14日

ガーネットノーム

調教師 伊藤滋規（船橋）

父 メイショウボーラー

生産牧場 一倉牧場

牝6歳

馬主 （有）木村牧場

母 トゥーラムール（父 スペシャルウィーク）

産地 浦河町

鹿毛

生年月日 2015年4月6日

地方収得賞金 3,955,000円

父 ヴァーミリアン

生産牧場 木村牧場

北海道：2020/06/18～ 6戦1勝（2着0回、3着1回）

母 サウスサプライズ（父 サウスヴィグラス）

産地 日高町

南関東：2020/10/26～ 3戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金 14,246,000円

鹿毛

北海道：2017/05/23～ 6戦1勝（2着2回、3着1回）

●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

●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：2017/10/26～ 50戦3勝（2着5回、3着3回）

4R ⑥ヴィルダイヤ ⑧リワードブルトン
5R ⑥フリタイム
8R ⑪ツルノシン
9R ②アウグローニ ⑨マイコート
10R ⑩コジョウザン

1R ②サイレントシズカ ④キョウワグロリア ⑥アシハライ
⑦キューテット
2R ①アカクサクハナ ⑤ツダグローリー
3R ④エスプリゾーン
4R ②ズイーガー
5R ④ノースヒビキ ⑥モーニングサクラ
6R ③キセキタイム ⑥デルグレネ
7R ①レッツシンク ④タッチウェーブ
8R ①ライトリー ②ビービーブレイデン ⑥ポアンカレ
10R ②アーツレイジング ⑤テツワンイナキチ
11R ②サラサ

5枠6番

●本日の騎乗予定 馬渕 繁治騎手

佐賀3R ⑥グリトニル
4R ⑦テヤン
9R ④シンカンワールド
10R ⑩ゴルトグランツ

ホッカイドウ競馬デビューの
競走馬たちを応援してね♪

トーケンマコット

調教師 山本学（船橋）

牝4歳

馬主 トーケンサービス（株）

黒鹿毛

生年月日 2017年2月13日

父 マジンプロスパー

生産牧場 ハシモトフアーム

母 コヴェンティナ（父 シンボリクリスエス）

産地 新冠町

地方収得賞金 9,610,000円
北海道：2019/04/24～ 6戦1勝（2着0回、3着1回）
南関東：2019/09/24～ 16戦1勝（2着2回、3着6回）
うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定 石川 倭騎手
笠松2R
4R
6R
8R

③ワンダーレコール
④オーシャンデイジー
①プルメリアワン
③ルクリリ

※降雪のため取り止めとなった10日(日)の順延分。
※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、佐賀競馬の場外発売はございません。

