
3R 6R 8R

3枠3番 5枠5番 4枠5番

ケープホーン 調教師　山崎裕也（川崎） エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） クラマサゴールド 調教師　矢野義幸（船橋）

牝3歳 馬主　吉田晴哉 牡7歳 馬主　高橋勉 牡5歳 馬主　倉見政敏

鹿毛 生年月日　2018年1月23日 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 芦毛 生年月日　2016年3月30日

父　タートルボウル 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場

母　ヴァルパライソ（父　サンデーサイレンス） 産地　白老町 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 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

地方収得賞金　3,665,000円 地方収得賞金　15,345,000円 地方収得賞金　6,374,000円

北海道：2020/05/28～　4戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2018/05/23～　17戦2勝（2着3回、3着2回）

南関東：2020/12/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/01/11～　72戦3勝（2着6回、3着12回） 南関東：2019/08/31～　26戦2勝（2着4回、3着3回）

◆2020　フローラルC［門別］　2着 8枠12番 8枠13番

◆2020　ブロッサムC［門別］　3着 オスピタリタ 調教師　佐藤裕太（船橋） バルーンドロップ 調教師　出川克己（船橋）

6枠7番 牝5歳 馬主　吉田照哉 牡4歳 馬主　吉田照哉

トーケンリュウ 調教師　山本学（船橋） 青鹿毛 生年月日　2016年5月8日 栗毛 生年月日　2017年4月11日

牡3歳 馬主　トーケンサービス（株） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム 父　ローエングリン 生産牧場　社台ファーム

鹿毛 生年月日　2018年6月21日 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 母　フライングバルーン（父　デュランダル） 産地　千歳市

父　フリオーソ 生産牧場　マルシチ牧場 地方収得賞金　6,446,000円 地方収得賞金　4,730,000円

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 北海道：2018/05/10～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/05～　9戦2勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金　3,615,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/06/16～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2020/06/25～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/12/09～　15戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/12/02～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R

7枠10番 7枠7番

フォルベルール 調教師　久保秀男（川崎） 7R ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

牡3歳 馬主　八嶋長久 2枠2番 牝5歳 馬主　千田裕美

黒鹿毛 生年月日　2018年5月6日 マイハンプス 調教師　山下貴之（船橋） 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

父　ベルシャザール 生産牧場　グランド牧場 牝3歳 馬主　吉野浩太朗 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2018年3月20日 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,755,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　12,790,000円

北海道：2020/05/14～　12戦0勝（2着4回、3着1回） 母　レゲウーマン（父　サマーバード） 産地　新ひだか町 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2020/11/09～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　2,825,000円 南関東：2018/10/23～　32戦1勝（2着4回、3着6回）

北海道：2020/06/03～　6戦1勝（2着1回、3着3回） ◆2019　'19桃花賞［大井］　3着

4R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 ◆2020　園田プリンセスC［園田］　3着　　◆2020　リリーC［門別］　3着 11R

ディスタイム 調教師　佐藤裕太（船橋） 3枠3番 3枠3番

牡4歳 馬主　（株）レックス イヤサカ 調教師　山中尊徳（船橋） シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 

青鹿毛 生年月日　2017年3月24日 牝3歳 馬主　岡田将一 セン6歳 馬主　吉田照哉

父　パドトロワ 生産牧場　大典牧場 芦毛 生年月日　2018年5月14日 鹿毛 生年月日　2015年4月1日

母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　岡田スタツド 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム

地方収得賞金　2,755,000円 母　スマーティコジーン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

北海道：2019/08/08～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,695,000円 地方収得賞金　18,045,000円

南関東：2021/02/11～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/07/23～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

8枠12番 南関東：2021/01/11～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/12/30～　26戦5勝（2着4回、3着5回）

ソイギネー 調教師　林幻（船橋） 7枠7番 6枠10番

牝5歳 馬主　成富直行 ジャイマオウリボン 調教師　伊藤滋規（船橋） スターギア 調教師　内田勝義（川崎）

黒鹿毛 生年月日　2016年4月5日 牝3歳 馬主　田中大 牝6歳 馬主　（有）グランド牧場

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2018年4月24日 栗毛 生年月日　2015年4月27日

母　ザナイトビフォー（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 父　ローエングリン 生産牧場　近藤牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　4,984,000円 母　メイショウグレイス（父　グラスワンダー） 産地　浦河町 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

北海道：2018/08/16～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,955,000円 地方収得賞金　19,261,000円

佐賀：2018/12/11～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/21～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着3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：2020/10/26～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 岩手：2017/10/30～　19戦3勝（2着4回、3着2回）

南関東：2019/08/31～　15戦1勝（2着5回、3着1回） 7枠8番 南関東：2019/09/04～　19戦1勝（2着6回、3着1回）　

スマイルミュ 調教師　張田京（船橋） ◆2018　あやめ賞［水沢］　1着

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牝3歳 馬主　組）ＳＲＴ ◆2018　留守杯日高賞［水沢］　2着　　◆2018　金杯［水沢］　2着

2R　⑤ナツノオリヒメ 黒鹿毛 生年月日　2018年4月9日 ◆2017　寒菊賞［水沢］　2着

4R　⑩ダブルタッチ　⑪エムオーシャルマン 父　マクフィ 生産牧場　畠山牧場

5R　⑧アラノボル 母　セイユウスマイル（父　ルールオブロー） 産地　新ひだか町

7R　①アンジュレーヴ　②ライトセイラ　⑥ウインクルジェーン 地方収得賞金　8,190,000円

8R　⑩アウトスタンディン 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

9R　①イルソーニョ 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

11R　⑧ヤマショウリターン 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

12R　①ヤマショウブラック　④チャイヤプーン 南関東：2020/11/30～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

◆2020　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 8枠10番

2R　⑤シビルボーイ　⑥ピエールジャガー モーニングフジ 調教師　箕輪武（浦和）

3R　④ユメヲノセテ 牝3歳 馬主　今朝光

4R　⑦リメンバーミー 黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日

5R　③エイシンミチバシリ　④フレアリングラブ　⑤エイシンヒスイ 父　アグネスデジタル 生産牧場　村中牧場

　　　⑧ケンタッキークリア　⑨マイストック　⑩ドリームズサークル 母　ロイヤルヴィラ（父　ゼンノロブロイ） 産地　浦河町

6R　③ノースヒビキ　④フェールドゥー 地方収得賞金　4,200,000円

8R　⑧サクラアルテミス 北海道：2020/05/05～　13戦1勝（2着1回、3着2回）

10R　①リードキングダム　②マナバレンシア　⑤ノブリーデイ 南関東：2020/12/23～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　⑧ファイナルネイア　⑩エムザックベール

3/15(月) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

転入後
初出走

前走
３着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

前走
２着

前走
３着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


