
1R 7R 11R　第57回報知グランプリC〔SⅢ〕

8枠12番 1枠1番 2枠2番

シュヴノアール 調教師　岡林光浩（船橋） キャストロポポ 調教師　山本学（船橋） アクアリーブル 調教師　米谷康秀（船橋）

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牡3歳 馬主　手嶋康雄 牝4歳 馬主　（有）新生ファーム

鹿毛 生年月日　2018年5月6日 黒鹿毛 生年月日　2018年5月29日 栗毛 生年月日　2017年3月13日

父　マクフィ 生産牧場　(善)橋本牧場 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　田湯牧場 父　パイロ 生産牧場　新生ファーム

母　ピュアノアール（父　ブラックタイド） 産地　安平町 母　キャストロメファ（父　トワイニング） 産地　新ひだか町 母　アスカリーブル（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

地方収得賞金　1,035,000円 地方収得賞金　6,950,000円 地方収得賞金　72,865,000円

北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/18～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/05/15～　10戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2020/12/02～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/10/27～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 南関東：2020/01/08～　9戦2勝（2着4回、3着3回）

2R リコーシンザン 調教師　久保秀男（川崎） ◆2020　東京プリンセス賞［大井］　1着　　◆2020　桜花賞［浦和］　1着

1枠1番 牡3歳 馬主　土橋正雄 ◆2019　知床賞［盛岡］　1着

リュウノアーダーン 調教師　齊藤敏（船橋） 栗毛 生年月日　2018年5月13日 ◆2020　関東オークス［川崎］　2着　　◆2020　ロジータ記念［川崎］　2着

牝3歳 馬主　蓑島竜一 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム ◆2020　ユングフラウ賞［浦和］　2着

鹿毛 生年月日　2018年4月28日 母　リコーシルエット（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 ◆2020　東京シンデレラマイル［大井］　3着

父　シビルウォー 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社 地方収得賞金　2,840,000円 ◆2020　サルビアC［川崎］　3着　　◆2020　'20桃花賞［大井］　3着

母　ラスティーク（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新冠町 北海道：2020/06/18～　9戦2勝（2着4回、3着0回） 3枠3番

地方収得賞金　1,061,000円 リンゾウチャネル 調教師　矢野義幸（船橋）

北海道：2020/07/29～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 8R 牡5歳 馬主　木谷ツヤ

岩手：2020/09/27～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 5枠6番 黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日

2枠2番 マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） 父　モンテロッソ 生産牧場　川上牧場

フェアリー 調教師　新井清重（船橋） 牝5歳 馬主　和氣竜彦 母　ワールドレデー（父　タヤスツヨシ） 産地　新冠町

牝3歳 馬主　新井原博 栗毛 生年月日　2016年3月20日 地方収得賞金　61,450,000円

鹿毛 生年月日　2018年4月29日 父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 北海道：2018/06/20～　14戦10勝（2着3回、3着0回）

父　ネオユニヴァース 生産牧場　川上牧場 母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回）

母　ラスリーズ（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 地方収得賞金　3,605,000円 南関東：2020/04/07～　10戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　900,000円 北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2019　楠賞［園田］　1着　　◆2019　王冠賞［門別］　1着

北海道：2020/08/27～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/11/15～　24戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2019　北海優駿［門別］　1着　　◆2019　北斗盃［門別］　1着

南関東：2021/01/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠9番 ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） ◆2018　鎌倉記念［川崎］　2着　　◆2021　チバテレ盃［船橋］　2着

3R 牝6歳 馬主　門別敏朗 ◆2020　東京記念［大井］　3着

8枠11番 栗毛 生年月日　2015年5月14日 4枠6番

ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 ヤマノファイト 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝6歳 馬主　大野洋子 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 牡6歳 馬主　山口明彦

青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 地方収得賞金　5,045,000円 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 南関東：2018/01/26～　42戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ケイアイリード（父　フォーティナイナー） 産地　平取町

地方収得賞金　6,118,000円 地方収得賞金　118,950,000円

北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 10R 北海道：2017/04/18～　9戦4勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/12/19～　31戦3勝（2着1回、3着6回） 7枠9番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ヨミ 調教師　佐藤博紀（川崎） 南関東：2018/01/10～　17戦6勝（2着1回、3着1回）

5R 牝6歳 馬主　太田雅貴 北海道：2020/08/11～　5戦0勝（2着2回、3着1回）

2枠2番 黒鹿毛 生年月日　2015年2月7日 南関東：2021/01/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） 父　バトルプラン 生産牧場　本桐牧場 ◆2019　報知オールスターC［川崎］　1着　　◆2018　羽田盃［大井］　1着

牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 母　ニシノフェイム（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町 ◆2018　京浜盃［大井］　1着　　◆2018　ニューイヤーC［浦和］　1着

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 地方収得賞金　10,958,000円 ◆2017　サンライズC［門別］　1着　　◆2017　イノセントC［門別］　1着

父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 北海道：2017/08/30～　4戦0勝（2着1回、3着2回） ◆2018　埼玉新聞栄冠賞［浦和］　2着

母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 岩手：2017/12/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2020　道営記念［門別］　3着　　◆2020　報知グランプリC［船橋］　3着

地方収得賞金　2,475,000円 南関東：2018/02/01～　13戦0勝（2着5回、3着2回） ◆2017　栄冠賞［門別］　3着

北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着1回、3着1回） 東海：2019/01/30～　29戦4勝（2着7回、3着6回） 8枠13番

岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/06～　6戦0勝（2着0回、3着0回） チャイヤプーン 調教師　辻野豊（大井）

南関東：2020/01/30～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 東海：2020/10/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 牡6歳 馬主　大久保和夫

4枠4番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年5月20日

ディスタイム 調教師　佐藤裕太（船橋） 南関東：2021/01/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　フェデラリスト 生産牧場　原フアーム

牡4歳 馬主　（株）レックス 7枠10番 母　サイレントエクセル（父　ウイングアロー） 産地　新ひだか町

青鹿毛 生年月日　2017年3月24日 ギエムボレロ 調教師　阿井正雄（船橋） 地方収得賞金　61,550,000円

父　パドトロワ 生産牧場　大典牧場 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 北海道：2017/08/23～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2017年4月24日 岩手：2017/10/29～　6戦5勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　2,505,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　坂牧場 南関東：2018/07/24～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/08/08～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 母　キャンベルイモン（父　バブルガムフェロー） 産地　日高町 岩手：2018/10/21～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

8枠11番 地方収得賞金　6,550,000円 南関東：2019/04/04～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2019/06/13～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 東海：2020/01/24～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　蓑島竜一 南関東：2019/12/11～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 南関東：2020/12/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 8枠12番 ◆2018　ダービーグランプリ［水沢］　1着

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 ボーダレスガール 調教師　佐藤裕太（船橋） ◆2018　戸塚記念［川崎］　1着　　◆2018　やまびこ賞［盛岡］　1着

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 牝6歳 馬主　吉田照哉 ◆2018　岩手ダービーダイヤモンドC［盛岡］　1着

地方収得賞金　2,400,000円 栗毛 生年月日　2015年2月25日 ◆2018　金杯［水沢］　1着　　◆2017　寒菊賞［水沢］　1着

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 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 ◆2020　東海クラウン［笠松］　1着

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　白老町 ◆2018　不来方賞［盛岡］　2着

南関東：2019/12/11～　13戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　12,660,000円 ◆2017　知床賞［盛岡］　3着

北海道：2017/05/24～　5戦2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） 12R

南関東：2018/02/08～　26戦3勝（2着2回、3着3回） 1枠1番

◆2017　フルールC［門別］　1着 パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

牡8歳 馬主　杉浦和也

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 栗毛 生年月日　2013年3月29日

1R　③クイーンエルザ　④ボルドーオペラ　⑤アンデサイト　⑨ノラサファイア 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

2R　④ヴァラデロ　⑦コマフォーゼ　⑨ファンアンドトーチ 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

3R　⑧ステイサム 地方収得賞金　24,726,000円 中央収得賞金　1,800,000円

5R　⑦アウトザブルー　⑨ネオセラフ 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

6R　⑧セユウスマート 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

7R　①ミスマチルダ　⑩タイニーマイス JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

9R　⑦アースエヴェリーナ 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

●佐賀競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

1R　⑤サクラペルセウス 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

3R　⑨ダバイダイスケ 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

4R　⑥トーアノムスメ 南関東：2020/01/15～　11戦1勝（2着0回、3着0回）

5R　⑧エイシンシナバー 3枠3番

6R第48回佐賀記念〔JpnⅢ〕　④スウィフトハート　⑥イケノアサ ホワイトヘッド 調教師　川島正一（船橋）

7R　①クロスワールド　⑥カネミツチャンプ　⑩ボクイケメン 牡5歳 馬主　吉田勝己

9R　⑦タッチスプリント 芦毛 生年月日　2016年3月26日

10R　⑨ベルナルド 父　ダンカーク 生産牧場　坂東牧場

11R　①パドマーワト　⑦マカルー　⑩リュウワンリド 母　ワナビーザベスト（父　ステイゴールド） 産地　平取町

地方収得賞金　24,530,000円

北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/03/20～　18戦1勝（2着5回、3着2回）

◆2019　黒潮盃［大井］　3着　　◆2019　京浜盃［大井］　3着

6枠6番

ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（船橋）

牡5歳 馬主　杉浦和也

芦毛 生年月日　2016年3月26日

父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン

母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

地方収得賞金　16,865,000円

北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/07/16～　24戦6勝（2着2回、3着0回）

8枠8番

エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

牡7歳 馬主　吉田勝己

栗毛 生年月日　2014年4月22日

父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

地方収得賞金　29,997,000円

北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/10/11～　42戦4勝（2着6回、3着10回）

2/11(木祝) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

イーストスタッドの種牡馬展示会に登場したハッピースプリント

転入後
初出走

前走
３着

前走
３着

前走
２着

前走
２着

前走
１着

ホッカイドウ競馬トピックス

～ハッピースプリントが種牡馬入り！～

２月８日（月）、北海道浦河町のイーストスタッドで種牡馬展

示会が行われました。

門別競馬場でデビュー後に全日本２歳優駿や浦和記念を制覇、

『ＮＡＲグランプリ』年度代表馬を２度受賞（１３・１５年）し

たハッピースプリント（１０歳）が今年からスタッドイン。

現役時代さながらの、ピカピカの馬体を関係者の前に披露しま

した。

なお、初年度の種付け料は受胎条件２０万円、出生条件３０万

円です。

ホッカイドウ競馬デビュー

の

競走馬たちを応援してね♪


