
1R 4R 10R

1枠1番 7枠10番 2枠2番

ポップディーヴァ 調教師　米谷康秀（船橋） リュウノポップス 調教師　齊藤敏（船橋） エウリディーチェ 調教師　川島正一（船橋） 

牝3歳 馬主　会田裕一 牡5歳 馬主　蓑島竜一 牝5歳 馬主　吉田晴哉

鹿毛 生年月日　2018年3月23日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月9日 鹿毛 生年月日　2016年3月16日

父　シニスターミニスター 生産牧場　川島正広 父　タートルボウル 生産牧場　シンボリ牧場 父　シンボリクリスエス 生産牧場　追分ファーム

母　テーマソング（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 母　ムーンダンサー（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 母　ヌチバナ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町

地方収得賞金　2,168,000円 地方収得賞金　3,864,000円 地方収得賞金　13,370,000円

北海道：2020/06/25～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/06/13～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2020/09/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 岩手：2018/09/30～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/02/21～　20戦3勝（2着3回、3着8回）

南関東：2021/01/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/02/18～　5戦1勝（2着0回、3着4回） 4枠4番

5枠5番 ◆2018　寒菊賞［水沢］　3着 ブレークオンスルー 調教師　内田勝義（川崎） 

サウスジェラート 調教師　新井清重（船橋） 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

牝3歳 馬主　谷岡康成 5R 栗毛 生年月日　2014年4月10日

鹿毛 生年月日　2018年4月10日 5枠6番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡牧場 カガヴィクトリー 調教師　酒井一則（浦和） 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

母　サクラフルーレ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 牡4歳 馬主　中村昌根 地方収得賞金　21,398,000円 中央収得賞金　7,200,000円

地方収得賞金　2,500,000円 栗毛 生年月日　2017年3月21日 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2020/08/27～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 父　オルフェーヴル 生産牧場　社台ファーム JRA：2017/03/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/01～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ピサノアラバスター（父　クロフネ） 産地　千歳市 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

6枠7番 地方収得賞金　995,000円 南関東：2018/01/31～　26戦3勝（2着5回、3着4回）

ランブラー 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2020/07/09～　4戦1勝（2着1回、3着2回） 7枠9番

牝3歳 馬主　（株）ＹＧＧＤＲＡＳＩＬＬ 南関東：2020/09/25～　7戦0勝（2着0回、3着2回） プレイングファイア 調教師　山田信大（船橋）

鹿毛 生年月日　2018年4月2日 7枠9番 牡5戦 馬主　（株）レックス

父　ロージズインメイ 生産牧場　川端英幸 ジョワブラーヴ 調教師　伊藤滋規（船橋） 栗毛 生年月日　2016年4月15日

母　アイラインローザー（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 セン4歳 馬主　遠藤裕之 父　トビーズコーナー 生産牧場　様似堀牧場

地方収得賞金　1,750,000円 鹿毛 生年月日　2017年5月31日 母　ファイヤーオパール（父　アグネスタキオン） 産地　様似町

北海道：2020/04/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 父　トビーズコーナー 生産牧場　ノースガーデン 地方収得賞金　13,825,000円

南関東：2020/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 母　グリッタラーティ（父　Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ） 産地　日高町 北海道：2018/06/06～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,251,000円 南関東：2019/04/16～　17戦4勝（2着4回、3着3回）

2R 北海道：2019/07/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠12番

1枠1番 佐賀：2020/02/02～　4戦2勝（2着0回、3着2回） ビービーアルバ 調教師　新井清重（船橋）

キャッスルベル 調教師　渋谷信博（船橋） 兵庫：2020/03/26～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

牝3歳 馬主　城市公 南関東：2020/10/28～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2017年4月29日

鹿毛 生年月日　2018年3月27日 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

父　パドトロワ 生産牧場　城市公 6R 母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

母　シルクパサージュ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 4枠6番 地方収得賞金　12,818,000円

地方収得賞金　1,760,000円 マナモクプニ 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2020/06/03～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　佐藤弘樹 南関東：2019/10/29～　13戦1勝（2着4回、3着4回）

岩手：2020/11/09～　5戦3勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2017年4月2日

南関東：2021/02/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 11R　第66回ダイオライト記念〔JpnⅡ〕

4枠4番 母　ホワイトホーネット（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　新冠町 4枠4番

エルヴァス 調教師　稲益貴弘（船橋） 地方収得賞金　6,033,000円 リンゾウチャネル 調教師　矢野義幸（船橋）

牡3歳 馬主　宮川保 北海道：2019/05/22～　13戦3勝（2着5回、3着2回） 牡5歳 馬主　木谷ツヤ

青鹿毛 生年月日　2018年4月4日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日

父　ダノンレジェンド 生産牧場　村上進治 南関東：2020/12/01～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 父　モンテロッソ 生産牧場　川上牧場

母　マチカネセンヒメ（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 ◆2019　フルールC［門別］　3着 母　ワールドレデー（父　タヤスツヨシ） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,500,000円 5枠8番 地方収得賞金　65,650,000円

北海道：2020/05/21～　9戦2勝（2着1回、3着1回） ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 北海道：2018/06/20～　14戦10勝（2着3回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 牝5歳 馬主　（有）ユートピア牧場 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回）

◆2020　知床賞［盛岡］　3着 鹿毛 生年月日　2016年4月7日 南関東：2020/04/07～　10戦1勝（2着2回、3着1回）

6枠7番 父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場 ◆2019　楠賞［園田］　1着　　◆2019　王冠賞［門別］　1着

サントレゾール 調教師　林正人（船橋） 母　ピュアシンフォニー（父　ストラヴィンスキー） 産地　むかわ町 ◆2019　北海優駿［門別］　1着　　◆2019　北斗盃［門別］　1着

牡3歳 馬主　（有）太盛 地方収得賞金　7,565,000円 ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

鹿毛 生年月日　2018年4月27日 北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2021　報知グランプリC［船橋］　2着

父　モンテロッソ 生産牧場　ストロベリーフィールドファーム株式会社 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　鎌倉記念［川崎］　2着　　◆2021　チバテレ盃［船橋］　2着

母　コノハナ（父　イーグルカフェ） 産地　むかわ町 南関東：2018/12/11～　21戦4勝（2着2回、3着0回） ◆2020　東京記念［大井］　3着

地方収得賞金　2,225,000円 6枠9番

北海道：2020/06/04～　12戦0勝（2着1回、3着4回） クモキリ 調教師　甲田悟史（川崎） 12R

南関東：2020/12/02～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　平賀眞吾 1枠1番

6枠8番 鹿毛 生年月日　2017年4月12日 ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（船橋）

シュヴノアール 調教師　岡林光浩（船橋） 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明 牡5歳 馬主　杉浦和也

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 芦毛 生年月日　2016年3月26日

鹿毛 生年月日　2018年5月6日 地方収得賞金　4,670,000円 父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン

父　マクフィ 生産牧場　(善)橋本牧場 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

母　ピュアノアール（父　ブラックタイド） 産地　安平町 南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　17,615,000円

地方収得賞金　2,635,000円 北海道：2020/07/30～　3戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/12/16～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/07/16～　26戦6勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠11番 2枠2番

8枠11番 ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

ミステリーパワー 調教師　村田順一（川崎） 牝6歳 馬主　立山伸二 牡8歳 馬主　杉浦和也

牡3歳 馬主　吉武章 栗毛 生年月日　2015年2月21日 栗毛 生年月日　2013年3月29日

鹿毛 生年月日　2018年3月25日 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　浅川牧場 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

母　パラドーロ（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 地方収得賞金　11,474,000円 地方収得賞金　25,116,000円 中央収得賞金　1,800,000円

地方収得賞金　2,515,000円 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

北海道：2020/04/15～　14戦1勝（2着2回、3着4回） 南関東：2017/11/03～　8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1回）

南関東：2020/12/15～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/31～　8戦0勝（2着0回、3着2回） JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠12番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋） 南関東：2018/12/11～　29戦2勝（2着2回、3着2回） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　酒井孝敏 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018年2月24日 7R 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 3枠3番 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7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 ランタン 調教師　水野貴史（浦和） 南関東：2020/01/15～　14戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,470,000円 牝5歳 馬主　吉田勝利

北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年4月24日 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2020/10/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　スターリングローズ 生産牧場　中川欽一 1R　⑧リコーヴィニャーレ　⑨セツゲツカ

母　デルマハヤブサ（父　ロージズインメイ） 産地　日高町 3R　②サカベンタロー　⑧チェリーフオール　⑨パピン

3R 地方収得賞金　2,709,000円 4R　④イリア

8枠12番 北海道：2018/05/31～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 7R　⑤ドリームリン

サンドビューティ 調教師　山下貴之（船橋） 東海：2018/12/10～　45戦6勝（2着11回、3着3回） 8R　①ローザーブルー　②エムザックベルガー　⑨アアラヴァ

牝4歳 馬主　谷岡真喜 南関東：2020/11/26～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 9R　⑥エイシンニアルコス　⑦ダンスウィズロンド　⑨アイレスタイム

鹿毛 生年月日　2017年4月9日 10R　⑧エイシンダンシャク

父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 8R 11R　⑩リコーヴィッカース　⑫サージュ

母　サクラコンドル（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 4枠5番 12R　⑥パディユージン

地方収得賞金　1,518,000円 スターオブフェアー 調教師　石井勝男（船橋）

北海道：2019/08/15～　13戦4勝（2着0回、3着1回） 牝3歳 馬主　光安了 ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2021/01/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年5月15日 2R　①チェンジ

父　ジョーカプチーノ 生産牧場　ムラカミファーム 3R　②プランナイン

母　フェアノータム（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 4R　⑥ハナウタマジリ　⑦チェリージャーマン　⑨ナレディ

地方収得賞金　3,640,000円 5R　②ホープライズ

北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 6R　②トライゾン　③ブラウナイル

南関東：2020/12/02～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 8R　①ソーディスイズラヴ　②コジョウザン

5枠7番 9R　②ミナトノヨーコ　⑩アウグローニ　

エムオーアタック 調教師　高月賢一（川崎） 10R　②ユメノタスキ

牡3歳 馬主　大浅貢

鹿毛 生年月日　2018年5月31日

父　モンテロッソ 生産牧場　門別牧場

母　エムオープリズム（父　バトルプラン） 産地　日高町

地方収得賞金　4,450,000円

北海道：2020/07/08～　7戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2020/12/15～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

3/17(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


