
1R 7R 10R

7枠9番 3枠3番 2枠2番

ホームカミング 調教師　林正人（船橋） ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） コーラルツッキー 調教師　山崎裕也（川崎）

牝3歳 馬主　栗坂崇 牝6歳 馬主　大野洋子 牝4歳 馬主　（株）皐月

栗毛 生年月日　2018年5月27日 青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 鹿毛 生年月日　2017年4月23日

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　山下恭茂 父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊洋牧場

母　ホームウォード（父　Ｇｉａｎｔ’ｓ　Ｃａｕｓｅｗａｙ） 産地　浦河町 母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 母　コーラルビュー（父　キングヘイロー） 産地　日高町

地方収得賞金　984,000円 地方収得賞金　9,248,000円 地方収得賞金　39,350,000円

北海道：2021/08/18～　4戦3勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） 北海道：2019/05/09～　8戦4勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/12/19～　43戦6勝（2着2回、3着7回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R 南関東：2020/02/19～　14戦1勝（2着2回、3着1回）

6枠7番 8R 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

リュウノスターダム 調教師　齊藤敏（船橋） 6枠8番 ◆2021　ノースクイーンC［門別］　1着　　◆2019　エーデルワイス賞［門別］　1着

牡7歳 馬主　蓑島竜一 リュウノチャチャ 調教師　齊藤敏（船橋） ◆2019　フルールC［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2014年5月18日 牝3歳 馬主　蓑島竜一 ◆2020　マジェスティックCh［川崎］　2着　　◆2020　サルビアC［川崎］　2着

父　ファスリエフ 生産牧場　村上牧場 鹿毛 生年月日　2018年4月30日 ◆2020　ロジータ記念［川崎］　3着　　◆2019　栄冠賞［門別］　3着

母　ドリームスタート（父　Ｄｉｅｓｉｓ） 産地　新冠町 父　パドトロワ 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社 4枠4番

地方収得賞金　7,585,000円 母　マイガール（父　アドマイヤマックス） 産地　新冠町 アットザヘルム 調教師　佐藤裕太（船橋） 

北海道：2016/05/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,665,000円 牡7歳 馬主　（株）レックス

岩手：2016/08/28～　16戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2020/05/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2014年5月4日

南関東：2017/08/07～　44戦3勝（2着6回、3着4回） 岩手：2020/11/15～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　バンブーエール 生産牧場　田中春美

7枠9番 南関東：2020/02/08～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 母　アポロヘルム（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町

オーソーラヴリー 調教師　佐藤裕太（船橋） 7枠10番 地方収得賞金　33,383,000円

牝5歳 馬主　（株）レックス エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2016年3月24日 牡7歳 馬主　高橋勉 南関東：2017/04/10～　31戦9勝（2着5回、3着4回）

父　フリオーソ 生産牧場　へいはた牧場 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 5枠7番

母　プラチナアリュール（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

地方収得賞金　3,828,000円 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 牡8歳 馬主　杉浦和也

北海道：2018/05/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　16,210,000円 栗毛 生年月日　2013年3月29日

南関東：2019/05/08～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

南関東：2017/01/11～　84戦3勝（2着7回、3着12回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

5R 8枠12番 地方収得賞金　32,691,000円 中央収得賞金　1,800,000円

5枠5番 トーケンリュウ 調教師　山本学（船橋） 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

クラサーベル 調教師　玉井勝（船橋） 牡3歳 馬主　トーケンサービス（株） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

牡2歳 馬主　倉見利弘 鹿毛 生年月日　2018年6月21日 JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2019年4月20日 父　フリオーソ 生産牧場　マルシチ牧場 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

父　アンライバルド 生産牧場　倉見牧場 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 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 地方収得賞金　5,795,000円 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

地方収得賞金　5,076,000円 北海道：2020/06/25～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

北海道：2021/05/13～　12戦3勝（2着1回、3着4回） 南関東：2020/12/02～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

◆2021　イノセントC［門別］　3着 南関東：2020/01/15～　35戦1勝（2着1回、3着7回）

7枠10番 9R 8枠12番

ギンガレールウェイ 調教師　山田信大（船橋） 1枠1番 ゴーマイウェイ 調教師　佐々木功（船橋） 

牝2歳 馬主　組）寿組合 ロータステソーロ 調教師　石井勝男（船橋） 牡5歳 馬主　酒井孝敏

黒鹿毛 生年月日　2019年5月28日 牝4歳 馬主　了徳寺健二ホールディングス（株） 青毛 生年月日　2016年3月19日

父　フリオーソ 生産牧場　チェリーフィールズ 栗毛 生年月日　2017年5月26日 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

母　チャーミングオーラ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　天羽禮治 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

地方収得賞金　2,700,000円 母　ワイルドソース（父　Ｅｘｃｅｅｄ　Ａｎｄ　Ｅｘｃｅｌ） 産地　日高町 地方収得賞金　34,080,000円

北海道：2021/06/09～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,770,000円 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2019/06/06～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

6R 南関東：2020/01/22～　12戦1勝（2着4回、3着3回） 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

1枠1番 兵庫：2021/02/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/10/02～　31戦2勝（2着11回、3着2回）

ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋） 南関東：2021/05/31～　8戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2021　フリオーソレジェンドC［船橋］　2着

牡3歳 馬主　木村薫 2枠2番

鹿毛 生年月日　2018年4月22日 サンゼント 調教師　坂本昇（船橋） 11R　第67回クイーン賞〔JpnⅢ〕

父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場 牡3歳 馬主　渋谷健作 4枠5番

母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町 芦毛 生年月日　2018年4月28日 ナラ 調教師　伊藤勝好（笠松）

地方収得賞金　2,852,000円 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　田村靖典 牝5歳 馬主　（有）ホースケア

北海道：2020/07/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 母　サクラマシェリ（父　キングカメハメハ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2016年4月21日

南関東：2020/12/01～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　5,681,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

北海道：2021/04/15～　15戦1勝（2着4回、3着4回） 北海道：2020/06/04～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 母　グランドエナジー（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町

5枠6番 兵庫：2020/11/05～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　8,121,000円

スターサーバル 調教師　米谷康秀（船橋） 南関東：2021/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　須田靖之 東海：2018/12/13～　55戦10勝（2着4回、3着7回）

芦毛 生年月日　2018年5月11日 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　パドトロワ 生産牧場　森政巳 1R　②マルアドリアティコ　④ヤッパカンタベリー 　うち他地区参戦：23戦0勝（2着0回、3着0回）

母　キリーンガール（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 2R　①ワントップ　②スモークウォーター　④ダンシングスター　⑤フークリシャール　 ◆2020　尾張名古屋杯［名古屋］　2着

地方収得賞金　2,759,000円 　　　⑧モズレッドカード　⑨マメビックガール　　⑩インプロア　⑪ヒメコマチ ◆2019　岐阜金賞［笠松］　3着　　◆2019　ぎふ清流C［笠松］　3着

北海道：2020/05/20～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 3R　④ブローディア　⑩エイシンシンマー 8枠14番

岩手：2020/08/16～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 5R　⑦スーパーラッド ハナウタマジリ 調教師　伊藤勝好（笠松）

北海道：2020/09/23～　11戦2勝（2着3回、3着1回） 6R　⑥リヤンドキャトル 牝3歳 馬主　（有）ホースケア

南関東：2021/09/30～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 9R　①ナツミフルーリー　③ヒロシゲシルバー 栗毛 生年月日　2018年4月1日

10R　①ディンゴ　⑧スズノスケ 父　ロージズインメイ 生産牧場　下河辺牧場

11R　⑧アークダイヤ 母　カクシアジ（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　日高町

地方収得賞金　3,897,000円

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2020/06/18～　7戦2勝（2着0回、3着1回）

1R　⑩エイシンニアルコス 東海：2020/11/19～　6戦0勝（2着1回、3着1回）

2R　⑤エイシントゥラン 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R　⑧イスズスカーレット　⑨プリティア 高知：2021/03/17～　14戦2勝（2着2回、3着2回）

5R　⑤リコーセイラン　⑥レコパンサムライ　⑧イリア 東海：20211/09/28～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

6R　②ボーイッシュガール　⑦ハナバンダ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8R　⑥カツゲキダイリン

11R　③イッチョウ　⑨イコライザー

12R　①エイシンリカルダ　⑥ハッピーハナコサン

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
園田4R　⑦ニシノカリウド

　　　8R　⑤サクラサーブル

　　10R　⑥ネヴァーエンド

12/1(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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●今週のダートグレード競走

12/1(水) 船橋11Ｒ 第67回クイーン賞〔JpnⅢ〕
3歳以上牝馬オープン・ハンデ ダート1,800ｍ

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♪


