
1R 7R 10R

2枠2番 2枠2番 1枠1番

アンファスエシャペ 調教師　佐々木功（船橋） フェアリーマジック 調教師　川村守男（浦和） サイダイゲンカイ 調教師　小久保智（浦和）

牝3歳 馬主　原久美子 牝4歳 馬主　（有）吉田牧場 牡3歳 馬主　山口裕介

栗毛 生年月日　2018年2月25日 鹿毛 生年月日　2017年4月27日 芦毛 生年月日　2018年5月4日

父　カジノドライヴ 生産牧場　槇本牧場 父　リアルインパクト 生産牧場　吉田牧場 父　ジョーカプチーノ 生産牧場　木村秀則

母　ベリーベリータイム（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 母　リボンノキシ（父　スクワートルスクワート） 産地　安平町 母　ガーデンスタイル（父　デヒア） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,279,000円 地方収得賞金　5,175,000円 地方収得賞金　12,915,000円

北海道：2020/04/23～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/29～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/05～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

佐賀：2020/06/27～　11戦2勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/12/23～　4戦0勝（2着3回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠6番 北海道：2020/04/16～　7戦2勝（2着2回、3着1回） 南関東：2020/11/11～　5戦1勝（2着2回、3着0回）

レディオストーム 調教師　川島正一（船橋） 南関東：2021/01/07～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2020　栄冠賞［門別］　1着

牝3歳 馬主　小國和紀 3枠3番 3枠3番

黒鹿毛 生年月日　2018年3月25日 シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋） ギガキング 調教師　稲益貴弘（船橋）

父　マクフィ 生産牧場　服部牧場 牡8歳 馬主　吉田照哉 牡3歳 馬主　尾崎智大

母　トップスカーレット（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2013年5月3日 鹿毛 生年月日　2018年4月18日

地方収得賞金　1,605,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 父　キングヘイロー 生産牧場　谷藤弘美

北海道：2020/06/11～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市 母　ウルフコール（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

南関東：2021/02/10～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　17,660,000円 地方収得賞金　10,410,000円

北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/06/25～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

2R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 南関東：2016/01/18～　45戦8勝（2着6回、3着6回） 南関東：2021/02/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

リュウノアーダーン 調教師　齊藤敏（船橋） ◆2015　知床賞［盛岡］　3着 ◆2020　南部駒賞［盛岡］　1着

牝3歳 馬主　蓑島竜一 ◆2020　サンライズC［門別］　2着

鹿毛 生年月日　2018年4月28日 9R 3枠4番

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 3枠3番 ノットリグレット 調教師　川島正一（船橋）

母　ラスティーク（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新冠町 グロリアスカメオ 調教師　山下貴之（船橋） 牡3歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　1,321,000円 牝5歳 馬主　吉野浩太朗 芦毛 生年月日　2018年3月18日

北海道：2020/07/29～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年4月22日 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

岩手：2020/09/27～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　五丸農場 母　ノットオーソリティ（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　千歳市

南関東：2021/02/11～　2戦0勝（2着0回、3着1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 地方収得賞金　4,800,000円

6枠6番 地方収得賞金　9,300,000円 北海道：2020/05/14～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

フェアリー 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2018/06/27～　6戦1勝（2着4回、3着0回） 南関東：2021/02/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　新井原博 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

鹿毛 生年月日　2018年4月29日 南関東：2019/07/10～　13戦3勝（2着1回、3着3回） 6枠10番

父　ネオユニヴァース 生産牧場　川上牧場 ◆2018　プリンセスC［水沢］　2着　　◆2018　知床賞［盛岡］　2着 ビービーリバイブ 調教師　張田京（船橋）

母　ラスリーズ（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 8枠9番 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場

地方収得賞金　1,300,000円 オルガンパイプ 調教師　山本学（船橋） 鹿毛 生年月日　2018年5月10日

北海道：2020/08/27～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 牝6歳 馬主　手嶋康雄 父　カジノドライヴ 生産牧場　賀張三浦牧場

南関東：2021/01/13～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年3月6日 母　ビービーオドラント（父　ステイゴールド） 産地　日高町

父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐竹学 地方収得賞金　5,895,000円

3R 母　キャッツプライド（父　Ｈｅｎｎｅｓｓｙ） 産地　新ひだか町 北海道：2020/08/12～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

4枠4番 地方収得賞金　15,585,000円 南関東：2020/11/30～　5戦1勝（2着2回、3着0回）

エムオーワールド 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2017/07/12～　17戦4勝（2着2回、3着4回） 8枠13番

牝4歳 馬主　大浅貢 南関東：2018/12/14～　15戦6勝（2着3回、3着0回） ビービービルダー 調教師　武井和実（川崎）

栗毛 生年月日　2017年3月17日 北海道：2020/04/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場

父　ストロングリターン 生産牧場　ノースガーデン 南関東：2020/07/18～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018年4月30日

母　トーセンアモーレ（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 8枠10番 父　ワンダーアキュート 生産牧場　坂東牧場

地方収得賞金　1,250,000円 ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町

北海道：2019/05/22～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 牝6歳 馬主　（有）木村牧場 地方収得賞金　6,270,000円

南関東：2020/02/12～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 北海道：2020/08/06～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場 南関東：2020/11/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

5R 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

5枠6番 地方収得賞金　14,606,000円 11R

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 1枠1番

牡4歳 馬主　蓑島竜一 南関東：2017/10/26～　54戦3勝（2着5回、3着3回） フレッチャビアンカ 調教師　川島正一（船橋）

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 牡3歳 馬主　大久保和夫

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 芦毛 生年月日　2017年3月30日

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　シンボリ牧場

地方収得賞金　2,400,000円 母　スイートスズラン（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　34,365,000円

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/12/11～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2020/01/09～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

6枠8番 岩手：2020/03/20～　8戦5勝（2着2回、3着1回）

センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） ◆2020　ダービーグランプリ［盛岡］　1着

牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ ◆2020　不来方賞［盛岡］　1着　　◆2020　東北優駿［盛岡］　1着

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 ◆2020　スプリングC［水沢］　1着　　◆2020　奥州弥生賞［水沢］　1着

父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 ◆2020　北上川大賞典［水沢］　2着　　◆2020　ダイヤモンドC［水沢］　2着

母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 ◆2020　桐花賞［水沢］　3着

地方収得賞金　2,475,000円 5枠5番

北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着2回、3着1回） アクアリーブル 調教師　米谷康秀（船橋）

岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　（有）新生ファーム

南関東：2020/01/30～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2017年3月13日

父　パイロ 生産牧場　新生ファーム

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　アスカリーブル（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

5R　⑧ピエールサンデー 地方収得賞金　72,865,000円

6R　⑨クレメンデレヤ 北海道：2019/05/15～　10戦2勝（2着0回、3着2回）

8R　⑤ボーダーライン 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

11R　③ネクサスエッジ 南関東：2020/01/08～　10戦2勝（2着4回、3着3回）

12R　①キングワールド　⑤ストロングフーヴス ◆2020　東京プリンセス賞［大井］　1着　　◆2020　桜花賞［浦和］　1着

◆2019　知床賞［盛岡］　1着

●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2020　関東オークス［川崎］　2着　　◆2020　ロジータ記念［川崎］　2着

1R　⑨オクシー ◆2020　ユングフラウ賞［浦和］　2着

2R　①クラッチシュート　⑥ビービービージー　⑦トランブルー ◆2020　東京シンデレラマイル［大井］　3着

5R　⑤アップトゥザムーン ◆2020　サルビアC［川崎］　3着　　◆2020　'20桃花賞［大井］　3着

6R　④リッコドンナ　⑤スタークニナガ　⑥クイーンズサエ

　　　⑪ストーミーダンディ 12R

8R　⑤コパノミザール　⑥メイソ 8枠12番

10R　③フリタイム　⑤サクラヘラクレス サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

11R　③ハッピーアンドモカ 牡5歳 馬主　吉田照哉

芦毛 生年月日　2016年2月23日

父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市

地方収得賞金　8,330,000円

北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/12/11～　28戦1勝（2着4回、3着7回）

3/16(火) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
３着

前走
３着

前走
１着

前走
３着

●今週のダートグレード競走

3/16(火) 高知 3R

第23回黒船賞
4歳以上オープン・JpnⅢ ダート1,400ｍ

3/17(水) 船橋 11R

第66回ダイオライト記念
4歳以上オープン・JpnⅡ ダート2,400ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


