
1R 5R 10R

2枠2番 7枠9番 1枠1番

ビービーパルフェ 調教師　新井清重（船橋） リヴェルサス 調教師　山中尊徳（船橋） ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 

牝2歳 馬主　坂東勝彦 牡3歳 馬主　伊達泰明 牡5歳 馬主　（同）クイック・ホールディングス

黒鹿毛 生年月日　2019年4月24日 栗毛 生年月日　2018年5月1日 栗毛 生年月日　2016年3月11日

父　ロゴタイプ 生産牧場　藤本ファーム 父　ストロングリターン 生産牧場　サンシャイン牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場

母　マドモアゼルシッシ（父　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ） 産地　日高町 母　ヴァイスヴァーサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,020,000円 地方収得賞金　4,510,000円 地方収得賞金　17,063,000円

北海道：2021/08/11～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/14～　6戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/10/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2021/01/30～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/17～　49戦3勝（2着5回、3着2回）

3枠3番 南関東：2021/04/05～　9戦0勝（2着2回、3着2回） 3枠3番

アウデリア 調教師　林幻（船橋） 7枠10番 シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 

牡2歳 馬主　岡田壮史 アーガイルピンク 調教師　稲益貴弘（船橋） セン6歳 馬主　吉田照哉

栗毛 生年月日　2019年3月7日 牝3歳 馬主　谷岡康成 鹿毛 生年月日　2015年4月1日

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド 栗毛 生年月日　2018年3月25日 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム

母　バブルガムレディ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 父　ストロングリターン 生産牧場　谷岡牧場 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

地方収得賞金　1,060,000円 母　ミスウインストン（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　18,045,000円

北海道：2021/06/02～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　4,630,000円 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

5枠5番 北海道：2020/07/23～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/12/30～　32戦5勝（2着4回、3着5回）

スージー 調教師　山本学（船橋） 南関東：2020/11/20～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 6枠10番

牝2歳 馬主　手嶋康雄 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） テイクアターン 調教師　山田信大（船橋）

鹿毛 生年月日　2019年4月13日 8枠11番 牡3歳 馬主　（株）レックス

父　ディーマジェスティ 生産牧場　八島夕起子 ジャイマオウリボン 調教師　伊藤滋規（船橋） 栗毛 生年月日　2018年4月28日

母　ティランジア（父　ハードスパン） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　田中大 父　ストロングリターン 生産牧場　マルシチ牧場

地方収得賞金　934,000円 鹿毛 生年月日　2018年4月24日 母　ネクストフラワー（父　フォーティナイナーズサン） 産地　青森県

北海道：2021/05/26～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ローエングリン 生産牧場　近藤牧場 地方収得賞金　9,890,000円

南関東：2021/10/26～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　メイショウグレイス（父　グラスワンダー） 産地　浦河町 北海道：2020/05/21～　16戦4勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　4,630,000円 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

2R 北海道：2020/05/21～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2021/09/27～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

3枠3番 南関東：2020/10/26～　13戦1勝（2着0回、3着2回） 7枠12番

マーミンラブ 調教師　米谷康秀（船橋） トーケンマコット 調教師　山本学（船橋）

牝2歳 馬主　須田靖之 7R 牝4歳 馬主　トーケンサービス（株）

鹿毛 生年月日　2019年5月2日 2枠2番 黒鹿毛 生年月日　2017年2月13日

父　ダノンレジェンド 生産牧場　北俣ファーム ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 父　マジンプロスパー 生産牧場　ハシモトフアーム

母　エミネンツァベルタ（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 牝5歳 馬主　（有）ユートピア牧場 母　コヴェンティナ（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,745,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月7日 地方収得賞金　11,335,000円

北海道：2021/05/04～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場 北海道：2019/04/24～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/10/25～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 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 南関東：2019/09/24～　25戦1勝（2着3回、3着6回）

4枠4番 地方収得賞金　7,715,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ジングルベル 調教師　小久保智（浦和） 北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

牝2歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 11R

鹿毛 生年月日　2019年4月4日 南関東：2018/12/11～　26戦4勝（2着2回、3着0回） 5枠5番

父　シンボリクリスエス 生産牧場　北田剛 キャストロポポ 調教師　山本学（船橋）

母　クラウディア（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 8R 牡3歳 馬主　手嶋康雄

地方収得賞金　2,520,000円 6枠8番 黒鹿毛 生年月日　2018年5月29日

北海道：2021/07/01～　2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） 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　田湯牧場

南関東：2021/09/23～　4戦0勝（2着2回、3着0回） 牡3歳 馬主　酒井孝敏 母　キャストロメファ（父　トワイニング） 産地　新ひだか町

栗毛 生年月日　2018年2月24日 地方収得賞金　13,190,000円

3R 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 北海道：2020/06/18～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 南関東：2020/10/27～　12戦2勝（2着3回、3着1回）

トーケンヒロイン 調教師　山本学（船橋） 地方収得賞金　5,215,000円

牝2歳 馬主　トーケンサービス（株） 北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 12R

栗毛 生年月日　2019年4月4日 南関東：2020/10/26～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 7枠10番

父　ドゥラメンテ 生産牧場　佐竹学 ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋）

母　バクシンヒロイン（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町 9R 牡5歳 馬主　西村專次

地方収得賞金　1,200,000円 2枠2番 栗毛 生年月日　2016年3月25日

北海道：2021/04/22～　8戦0勝（2着0回、3着0回） ミホスローロリス 調教師　新井清重（船橋） 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

南関東：2021/10/27～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　福原聡 母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町

7枠7番 鹿毛 生年月日　2017年5月21日 地方収得賞金　6,198,000円

スティールドラゴン 調教師　張田京（船橋） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回）

牡2歳 馬主　菅野守雄 母　タイムトゥラン（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 南関東：2020/01/27～　32戦2勝（2着6回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2019年3月27日 地方収得賞金　10,610,000円

父　パドトロワ 生産牧場　秋田育成牧場 北海道：2019/06/19～　7戦1勝（2着0回、3着0回） ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
母　セプドール（父　ストラヴィンスキー） 産地　新ひだか町 南関東：2020/01/08～　10戦3勝（2着3回、3着1回） 1R　⑦ユキナ　

地方収得賞金　1,102,000円 4枠4番 6R　①エイシンクリーオス　③ミネヴィーノ　⑩ライラックベルン

北海道：2021/06/17～　8戦1勝（2着1回、3着0回） グローリアスライブ 調教師　高月賢一（川崎） 7R　⑨ヤマジュンサルサ

8枠9番 牝5歳 馬主　日下部勝徳 9R　③アンジュレーヴ

ナショナルモール 調教師　佐々木清明（船橋） 鹿毛 生年月日　2016年4月20日 10R　⑤ダンストンレイール　⑫ヤマショウリターン

牡2歳 馬主　沖田方子 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　有限会社大作ステーブル

鹿毛 生年月日　2019年4月6日 母　ルーマードダイヤ（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

父　ベルシャザール 生産牧場　沖田牧場 地方収得賞金　11,615,000円

母　アグリフェスタ（父　ウイングアロー） 産地　日高町 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,567,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/05/13～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2019/01/01～　18戦2勝（2着3回、3着4回）

　うち他地区参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回）

4R ◆2019　留守杯日高賞［水沢］　1着

6枠8番 ◆2019　ハヤテスプリント［盛岡］　2着

フォースウィズユー 調教師　山田信大（船橋） 6枠7番

牝3歳 馬主　沖田方子 アルティマックス 調教師　岡林光浩（船橋）

鹿毛 生年月日　2018年4月15日 牡7歳 馬主　（株）レックス

父　トーセンホマレボシ 生産牧場　沖田牧場 栗毛 生年月日　2014年5月4日

母　カザグルマ（父　ソウルオブザマター） 産地　日高町 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士

地方収得賞金　1,920,000円 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町

北海道：2020/07/16～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　21,501,000円

南関東：2021/01/11～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

東海：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/07/26～　36戦9勝（2着4回、3着2回）

11/29(月) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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オフシーズンの期間中、

各地で活躍するホッカイドウ競馬デビュー馬の

情報をお伝えしていきます。お楽しみに♪


