
1R 5R 10R

1枠1番 4枠4番 8枠9番

マサノエトワール 調教師　齊藤敏（船橋） ドローアプローズ 調教師　渡邊貴光（船橋） ハングリーハート 調教師　出川克己（船橋）

牝2歳 馬主　中村時子 牡4歳 馬主　（株）レックス セン6歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 鹿毛 生年月日　2017年3月26日 栗毛 生年月日　2015年5月2日

父　ザファクター 生産牧場　有限会社大作ステーブル 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 父　アッミラーレ 生産牧場　社台ファーム

母　モエレゴールド（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 母　アプローズビコー（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 母　ハートサムデイ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

地方収得賞金　724,000円 地方収得賞金　4,254,000円 地方収得賞金　23,690,000円

北海道：2021/05/05～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/06/12～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 南関東：2020/03/31～　18戦1勝（2着1回、3着4回） 南関東：2017/10/24～　39戦5勝（2着5回、3着7回）

スターログ 調教師　伊藤滋規（船橋） 6枠7番

牝2歳 馬主　（株）レッドマジック センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） 11R

鹿毛 生年月日　2019年4月19日 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 2枠2番

父　シニスターミニスター 生産牧場　ハクレイファーム 鹿毛 生年月日　2017年4月7日 コパノキャリー 調教師　工藤伸輔（浦和）

母　ザデイ（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町 父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 牝4歳 馬主　小林祥晃

地方収得賞金　800,000円 母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 青鹿毛 生年月日　2017年4月2日

北海道：2021/07/07～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,290,000円 父　コパノリチャード 生産牧場　西村和夫

南関東：2021/10/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　19,350,000円

2R 南関東：2020/01/30～　19戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2019/05/01～　6戦0勝（2着5回、3着0回）

2枠2番 岩手：2019/09/01～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

チュンチュンマル 調教師　伊藤滋規（船橋） 6R JRA：2020/01/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　内田玄祥 4枠4番 南関東：2020/02/18～　21戦4勝（2着4回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2018年4月4日 マイブレイブ 調教師　川島正一（船橋） ◆2019　ビギナーズC［盛岡］　1着

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 牡2歳 馬主　安川幸彦 6枠9番

母　ナタリー（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2019年5月3日 キングキャヴィア 調教師　山田信大（船橋）

地方収得賞金　1,048,000円 父　アジアエクスプレス 生産牧場　プログレスファーム 牡4歳 馬主　組）寿組合

北海道：2020/04/15～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ラペルラ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2017年4月20日

東海：2020/11/19～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　7,465,000円 父　クロフネ 生産牧場　カタオカステーブル

南関東：2021/08/09～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/06/24～　3戦0勝（2着1回、3着2回） 母　ゴールドキャヴィア（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町

7枠9番 南関東：2021/10/01～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　23,340,000円

ヒアユーアー 調教師　佐々木清明（船橋） ◆2021　平和賞[船橋]　2着 北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　伊坂重憲 南関東：2019/12/11～　28戦4勝（2着2回、3着6回）

鹿毛 生年月日　2018年2月22日 7R ◆2020　優駿スプリント［大井］　3着

父　キングズベスト 生産牧場　沖田牧場 5枠6番 8枠14番

母　ツクシヒメ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 キングフリオーソ 調教師　佐々木功（船橋） クモキリ 調教師　甲田悟史（川崎）

地方収得賞金　1,140,000円 牡3歳 馬主　廣松金次 牝4歳 馬主　平賀眞吾

北海道：2020/07/09～　21戦2勝（2着2回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2018年5月5日 鹿毛 生年月日　2017年4月12日

8枠12番 父　フリオーソ 生産牧場　池本久志 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明

ビービーミューズ 調教師　稲益貴弘（船橋） 母　インカブレイブ（父　アメリカンボス） 産地　むかわ町 母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 地方収得賞金　3,360,000円 地方収得賞金　10,635,000円

黒鹿毛 生年月日　2018年4月15日 北海道：2020/06/04～　11戦2勝（2着5回、3着1回） 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 南関東：2021/09/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ブロードアピール（父　Ｂｒｏａｄ　Ｂｒｕｓｈ） 産地　平取町 北海道：2020/07/30～　3戦3勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,284,000円 8R 南関東：2020/12/16～　11戦3勝（2着4回、3着1回）

北海道：2020/07/29～　8戦3勝（2着1回、3着1回） 2枠2番

南関東：2021/10/26～　1戦0勝（2着0回、3着0回） トーアツクヨミ 調教師　齊藤敏（船橋） 12R

牝3歳 馬主　山本茂 1枠1番

4R 鹿毛 生年月日　2018年2月19日 ジェネシスムーン 調教師　伊藤滋規（船橋）

3枠3番 父　メイショウボーラー 生産牧場　トーア牧場 牝3歳 馬主　久保潤

ロゼッタハート 調教師　午房榮吉（浦和） 母　トーアイザヨイ（父　シンボリクリスエス） 産地　豊浦町 鹿毛 生年月日　2018年3月5日

牝7歳 馬主　小橋亮太 地方収得賞金　3,650,000円 父　タイセイレジェンド 生産牧場　様似共栄牧場

鹿毛 生年月日　2014年2月21日 北海道：2020/04/23～　10戦0勝（2着0回、3着3回） 母　ヘイローマジック（父　キングヘイロー） 産地　様似町

父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 南関東：2020/12/01～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　5,750,000円

母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　10,644,000円 9R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 1枠1番 南関東：2020/12/04～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） キャッスルワンダー 調教師　渋谷信博（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/05/01～　38戦1勝（2着3回、3着2回） 牡5歳 馬主　城市公 北海道：2021/04/28～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

岩手：2019/04/21～　13戦4勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年5月9日 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/01/17～　30戦2勝（2着4回、3着0回） 父　グラスワンダー 生産牧場　城市公 3枠3番

母　ジーガートップラン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町 サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　10,375,000円 牡5歳 馬主　吉田照哉

1R　⑥アイアス 北海道：2018/05/31～　10戦1勝（2着5回、3着1回） 芦毛 生年月日　2016年2月23日

2R　②タッチペガサス　⑥ボーダーライン　⑦ユメヲノセテ 南関東：2019/03/15～　35戦2勝（2着3回、3着1回） 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

　　　⑧ノースヒビキ 5枠5番 母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市

3R　⑦ダブルクォーツ マナホクレレ 調教師　齊藤敏（船橋） 地方収得賞金　9,470,000円

4R　①センソラーリオ　③ソーサレス　⑥マブアロンジェ 牡4歳 馬主　佐藤弘樹 北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

6R　⑧タグヤ 栗毛 生年月日　2017年3月19日 南関東：2018/12/11～　37戦1勝（2着4回、3着8回）

8R　⑦マシェール　⑨クラールハーモニー 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム

10R　⑧ストロングフーヴス 母　スカイプラネット（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
地方収得賞金　8,795,000円 園田1R　③タケマルビクトリー

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2019/05/09～　9戦3勝（2着2回、3着0回） 　　　4R　①クリノキコウシ

2R　⑧ファンアンドトーチ　⑩カサリリー 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　6R　⑦ラストチケット

3R　⑨プリンセスキャット 東海：2019/11/22～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 　　　9R　③ブザービート

5R　⑨ギムオブスターズ　⑩セサミン 北海道：2020/04/16～　18戦2勝（2着5回、3着3回） 　　12R　⑤アンバウンディド

8R　⑥ノブクンブラック　⑧アマクミナイデヨ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
9R　⑦モズザベスト　⑧オーゴンノキズナ　⑨ラディーグ ◆2020　ハヤテスプリント[盛岡]　3着 園田1R　⑨マイネルシャテール

10R　⑪ミオサヴァイブ 　　　7R　⑨マイアミブルー

11R第60回ゴールドウィング賞　①イイネイイネイイネ　③ミトノオオイ 　　10R　③ミスターホウジュ

　　　④ホラン ※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、園田競馬の場外発売はございません。

12R　①ブルースウェード　②ドーベルフラッシュ

11/30(火) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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