
4R 7R 10R

4枠4番 8枠12番 4枠4番

イヤサカ 調教師　山中尊徳（船橋） バルーンドロップ 調教師　出川克己（船橋） ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝3歳 馬主　岡田将一 牡4歳 馬主　吉田照哉 牝5歳 馬主　（有）新生ファーム

芦毛 生年月日　2018年5月14日 栗毛 生年月日　2017年4月11日 黒鹿毛 生年月日　2016年1月31日

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　岡田スタツド 父　ローエングリン 生産牧場　社台ファーム 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム

母　スマーティコジーン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 母　フライングバルーン（父　デュランダル） 産地　千歳市 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

地方収得賞金　2,595,000円 地方収得賞金　4,550,000円 地方収得賞金　11,912,500円

北海道：2020/07/23～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2019/06/05～　9戦2勝（2着0回、3着3回） 北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/01/11～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2020/06/16～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

7枠9番 南関東；2018/12/31～　20戦3勝（2着2回、3着0回）

リュウノチャチャ 調教師　齊藤敏（船橋） 8R ◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着

牝3歳 馬主　蓑島竜一 3枠3番 ◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着

鹿毛 生年月日　2018年4月30日 スターオブフェアー 調教師　石井勝男（船橋） 7枠8番

父　パドトロワ 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社 牝3歳 馬主　光安了 レインハート 調教師　加藤誠一（川崎） 

母　マイガール（父　アドマイヤマックス） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2018年5月15日 牡7歳 馬主　橋本義次

地方収得賞金　1,980,000円 父　ジョーカプチーノ 生産牧場　ムラカミファーム 鹿毛 生年月日　2014年5月16日

北海道：2020/05/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回） 母　フェアノータム（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 父　サムライハート 生産牧場　川向高橋育成牧場

岩手：2020/11/15～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,140,000円 母　モルフェプリンセス（父　モルフェデスペクタ） 産地　平取町

8枠12番 北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,949,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　28,000円）

ポップディーヴァ 調教師　米谷康秀（船橋） 南関東：2020/12/02～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/05/18～　8戦1勝（2着2回、3着3回）

牝3歳 馬主　会田裕一 4枠4番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2018年3月23日 ウィンターワルツ 調教師　村田六郎（川崎） 南関東：2018/05/04～　30戦4勝（2着4回、3着0回）

父　シニスターミニスター 生産牧場　川島正広 牝3歳 馬主　吉武章 8枠11番

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17日 オルガンパイプ 調教師　山本学（船橋） 

地方収得賞金　2,168,000円 父　グランプリボス 生産牧場　吉田牧場 牝6歳 馬主　手嶋康雄

北海道：2020/06/25～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ワカサイティング（父　アグネスワールド） 産地　安平町 栗毛 生年月日　2015年3月6日

岩手：2020/09/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　959,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐竹学

南関東：2021/01/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/03～　11戦0勝（2着3回、3着0回） 母　キャッツプライド（父　Ｈｅｎｎｅｓｓｙ） 産地　新ひだか町

南関東：2020/12/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,585,000円

5R 北海道：2017/07/12～　17戦4勝（2着2回、3着4回）

4枠4番 9R 南関東：2018/12/14～　15戦6勝（2着3回、3着0回）

トーケンリュウ 調教師　山本学（船橋） 2枠2番 北海道：2020/04/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　トーケンサービス（株） トーケンマコット 調教師　山本学（船橋） 南関東：2020/07/18～　7戦0勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2018年6月21日 牝4歳 馬主　トーケンサービス（株）

父　フリオーソ 生産牧場　マルシチ牧場 黒鹿毛 生年月日　2017年2月13日 11R

母　レーヴドアクトレス（父　コマンダーインチーフ） 産地　青森県 父　マジンプロスパー 生産牧場　ハシモトフアーム 4枠4番

地方収得賞金　2,915,000円 母　コヴェンティナ（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町 ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 

北海道：2020/06/25～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　9,610,000円 牡5歳 馬主　（同）クイック・ホールディングス

南関東：2020/12/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/04/24～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年3月11日

6枠8番 南関東：2019/09/24～　17戦1勝（2着2回、3着6回） 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場

スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

牡3歳 馬主　酒井孝敏 3枠3番 地方収得賞金　13,643,000円

栗毛 生年月日　2018年2月24日 グロリアスカメオ 調教師　山下貴之（船橋） 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 牝5歳 馬主　吉野浩太朗 南関東：2018/12/17～　33戦2勝（2着5回、3着2回）

母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2016年4月22日 6枠8番

地方収得賞金　2,200,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　五丸農場 シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 

北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 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 セン6歳 馬主　吉田照哉

南関東：2020/10/26～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　9,300,000円 鹿毛 生年月日　2015年4月1日

北海道：2018/06/27～　6戦1勝（2着4回、3着0回） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム

6R 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着2回、3着0回） 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

3枠3番 南関東：2019/07/10～　12戦3勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　16,965,000円

オスピタリタ 調教師　佐藤裕太（船橋） ◆2018　プリンセスC［水沢］　2着　　◆2018　知床賞［盛岡］　2着 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

牝5歳 馬主　吉田照哉 6枠6番 南関東：2017/12/30～　25戦5勝（2着3回、3着5回）

青鹿毛 生年月日　2016年5月8日 ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 8枠12番

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム 牝6歳 馬主　（有）木村牧場 ドンゲイボルグ 調教師　村田順一（川崎） 

母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 牡8歳 馬主　酒井孝敏

地方収得賞金　6,446,000円 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場 芦毛 生年月日　2013年4月29日

北海道：2018/05/10～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　14,606,000円 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

南関東：2018/12/09～　14戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　23,166,000円

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/10/26～　52戦3勝（2着5回、3着3回） 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠9番 7枠8番 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） エウリディーチェ 調教師　川島正一（船橋） 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

牡7歳 馬主　高橋勉 牝5歳 馬主　吉田晴哉 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2014年4月26日 鹿毛 生年月日　2016年3月16日 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 父　シンボリクリスエス 生産牧場　追分ファーム 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 母　ヌチバナ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金　15,045,000円 地方収得賞金　12,410,000円 南関東：2018/12/27～　34戦2勝（2着6回、3着3回）

北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2018/06/13～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/01/11～　70戦3勝（2着6回、3着11回） 南関東：2019/02/21～　19戦3勝（2着2回、3着8回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　⑧オリオンネージュ

3R　⑩ハタノシュバルツ

5R　⑥シャンパンパーティ　⑩リコートルーパー

8R　⑨アークダイヤ

9R　⑧サザンオールスター　⑫クインザクイン

10R　①スズノスケ　②ファッベラ　③ブルースウェード

　　 　④フェザーノユメ　⑧モズザベスト

2/8(月) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

前走
２着

前走
２着

応援よろしくね♪


