1/15(金) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
3R
3枠3番

7R
2枠2番

10R
3枠3番

リュウノロー

調教師 齊藤敏（船橋）

クラバルバトス

調教師 矢野義幸（船橋）

オルガンパイプ

調教師 山本学（船橋）

牡4歳

馬主 蓑島竜一

牝3歳

馬主 （株）サンエアー

牝6歳

馬主 手嶋康雄

鹿毛

生年月日 2017年2月3日

芦毛

生年月日 2018年4月22日

栗毛

生年月日 2015年3月6日

父 ヘニーヒューズ

生産牧場 三石川上牧場

父 セイントアレックス

生産牧場 倉見牧場

父 サウスヴィグラス

生産牧場 佐竹学

母 レディーメグネイト（父 ファスリエフ）

産地 新ひだか町

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

母 キャッツプライド（父 Ｈｅｎｎｅｓｓｙ）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 2,250,000円

地方収得賞金 2,770,000円

地方収得賞金 14,705,000円

北海道：2019/08/29～ 3戦0勝（2着2回、3着0回）

北海道：2020/05/06～ 11戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/07/12～ 17戦4勝（2着2回、3着4回）

岩手：2019/11/02～ 2戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/01/02～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/14～ 15戦6勝（2着3回、3着0回）

南関東：2019/12/11～ 11戦0勝（2着1回、3着1回）

6枠6番

北海道：2020/04/22～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番

ビービーリバイブ

調教師 張田京（船橋）

南関東：2020/07/18～ 6戦0勝（2着1回、3着1回）

馬主 （有）坂東牧場

4枠4番

生年月日 2018年5月10日

ティーズロワール

調教師 山中尊徳（船橋）

ペキノワ

調教師 山田信大（船橋）

牡3歳

牝6歳

馬主 平川浩之

鹿毛

鹿毛

生年月日 2015年4月17日

父 カジノドライヴ

生産牧場 賀張三浦牧場

牝6歳

馬主 立山伸二

父 カネヒキリ

生産牧場 岡田スタツド

母 ビービーオドラント（父 ステイゴールド）

産地 日高町

栗毛

生年月日 2015年2月21日

母 アンローランサン（父 フサイチコンコルド）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 3,375,000円

父 エスポワールシチー

生産牧場 ラツキー牧場

地方収得賞金 7,170,000円

北海道：2020/08/12～ 4戦2勝（2着1回、3着1回）

母 トスカーナ（父 Ｍｅｄｉｃｅａｎ）

産地 新冠町

北海道：2017/08/02～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/11/30～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 11,254,000円

南関東：2018/03/12～ 15戦2勝（2着1回、3着0回）

7枠7番

北海道：2017/05/18～ 6戦1勝（2着0回、3着0回）

前走
１着

モーニングフジ

調教師 箕輪武（浦和）

南関東：2017/11/03～ 8戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2019/09/21～ 5戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳

馬主 今朝光

北海道：2018/05/31～ 8戦0勝（2着0回、3着2回）

◆2019 ヴィーナススプリント［盛岡］ 1着

黒鹿毛

生年月日 2018年4月25日

父 アグネスデジタル

生産牧場 村中牧場

南関東：2018/12/11～ 25戦2勝（2着2回、3着2回）

母 ロイヤルヴィラ（父 ゼンノロブロイ）

産地 浦河町

7枠7番

うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

6R
6枠7番

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 3,420,000円

トライゾン

調教師 鈴木義久（川崎）

クラマサゴールド

調教師 矢野義幸（船橋）

北海道：2020/05/05～ 13戦1勝（2着1回、3着2回）

牡4歳

馬主 （有）山春牧場

牡5歳

馬主 倉見政敏

南関東：2020/12/23～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛

生年月日 2017年3月6日

芦毛

生年月日 2016年3月30日

父 ジャングルポケット

生産牧場 高橋農場

父 ストロングリターン

生産牧場 倉見牧場

母 メサイア（父 エンドスウィープ）

産地 伊達市

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

9R
7枠7番

地方収得賞金 5,849,000円

エフェルヴェソンス

調教師 米谷康秀（船橋）

北海道：2019/08/14～ 7戦1勝（2着0回、3着3回）

北海道：2018/05/23～ 17戦2勝（2着3回、3着2回）

牡6歳

馬主 伊達泰明

南関東：2020/01/01～ 15戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/08/31～ 23戦2勝（2着3回、3着3回）

鹿毛

生年月日 2015年4月16日

8枠8番

6枠8番

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

エウリディーチェ

産地 日高町

牝5歳

地方収得賞金 6,031,000円

調教師 川島正一（船橋）

エック

調教師 水野貴史（浦和）

母 ベルガマスク（父 ネオユニヴァース）

牡4歳

馬主 シグラップ・マネジメント（株）

地方収得賞金 24,864,000円

鹿毛

鹿毛

生年月日 2017年4月28日

北海道：2017/06/08～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

父 シンボリクリスエス

生産牧場 追分ファーム

父 スズカコーズウェイ

生産牧場 加藤牧場

金沢：2017/08/22～ 3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

母 エクボ（父 リンドシェーバー）

産地 日高町

南関東：2017/11/02～ 33戦4勝（2着9回、3着4回）

地方収得賞金 12,080,000円

地方収得賞金 3,605,000円

前走
３着

馬主 吉田晴哉
生年月日 2016年3月16日

北海道：2018/06/13～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2019/06/05～ 11戦1勝（2着1回、3着4回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

南関東：2019/12/04～ 20戦0勝（2着2回、3着3回）

1R ⑩クイーンエルザ
2R ⑪エムオーブラック
5R ⑧タイニーマイス
9R ②ミオサヴァイブ ⑧ルミナスアロー
10R ①ユーセイスラッガー

8枠11番

セイコチャン

調教師 波多野健（船橋）

牝6歳

馬主 岡田隆寛

栗毛

生年月日 2015年4月6日

父 シニスターミニスター

生産牧場 市川牧場

母 キョウエイアロマ（父 キングカメハメハ）

産地 むかわ町

地方収得賞金 8,994,000円
北海道：2017/06/08～ 6戦1勝（2着2回、3着0回）
兵庫：2017/12/12～ 10戦2勝（2着0回、3着0回）
南関東：2018/08/31～ 24戦4勝（2着2回、3着1回）

ホッカイドウ競馬トピックス
～ＮＡＲグランプリ2020表彰馬・表彰者決定！～
２０２０年に優秀な成績をおさめた地方競馬の人馬や、地方
競馬の発展に功績のあった人馬等を顕彰する『ＮＡＲグランプ
リ２０２０』の表彰馬、表彰者が発表されました。
ホッカイドウ競馬からは、エーデルワイス賞を制したソロユ
ニット（角川秀樹厩舎）が『２歳最優秀牝馬』を受賞。
また、デビュー２年目の昨年６８勝を挙げ、３つの重賞を勝
利した小野楓馬騎手が「優秀新人騎手賞」を受賞しました！

南関東：2019/02/21～ 18戦3勝（2着2回、3着8回）

11R
4枠4番

クラトリガー

調教師 矢野義幸（船橋）

牡7歳

馬主 倉見利弘

芦毛

生年月日 2014年5月4日

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

父 アッミラーレ

生産牧場 倉見牧場

1R ⑨リコーヴィニャーレ
2R ④ダーリングリップ
3R ①ウィナーズヒロイン ⑤ゴリョウサン ⑥キャニオンアンジュ
⑨スーパーウインド
4R ②パピン
6R ④ラブミーパラダイス
7R ②ドリームリン
8R ②エリュシオン
9R ⑤サウスインザダーク ⑥ヤマノウォー ⑦タクシードライバー
⑨スツーカ ⑪エイシンピナクル
10R ③クベーラ ⑥マロンドクイーン
11R ⑧マッドドッグ
12R ⑤ボルトギーニ ⑥エイシントカチ

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

地方収得賞金 39,500,000円
北海道：2016/05/04～ 14戦2勝（2着4回、3着2回）
南関東：2016/12/06～ 57戦4勝（2着6回、3着5回）
◆2017 '17スターバーストカップ［大井］ 1着
◆2017 東京湾C［船橋］ 2着

◆2017 ブルーバードC［船橋］ 2着

◆2019 フリオーソレジェンドC［船橋］ 3着
◆2018 '18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］ 3着

7枠11番

グリードパルフェ

調教師 佐藤博紀（川崎）

牡5歳

前走
３着

芦毛

馬主 菊地昌廣
生年月日 2016年4月3日

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

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手

地方収得賞金 43,250,000円

姫路2R
7R
9R
10R
11R
12R

北海道：2018/08/09～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

②エーシンザヘッド
④ノーモアサイレンス
⑨スツーカ
⑥マロンドクイーン
⑪リヤンドール
⑤ボルトギーニ

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
船橋2R
5R
7R
11R

⑩アビレ
⑫マオノジェット
①レオワントップ
⑤ダイリュウハヤテ

南関東：2018/12/11～ 24戦2勝（2着6回、3着3回）
◆2019 黒潮盃［大井］ 2着

◆2019 東京湾C［船橋］ 2着

◆2019 ブルーバードC［船橋］ 2着
◆2019 戸塚記念［川崎］ 3着

◆2018 サッポロクラシックC［門別］ 3着

12R
8枠12番

ディフィーノ

調教師 山中尊徳（船橋）

牝8歳

馬主 渡邉顕三

鹿毛

生年月日 2013年3月31日

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

母 グリンタ（父 アラジ）

産地 日高町

地方収得賞金 10,774,000円
北海道：2015/04/23～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

