
3R 8R 11R　三里塚賞〔準重賞〕

2枠2番 1枠1番 1枠1番

モリデンリハク 調教師　坂本昇（船橋） クライオブデライト 調教師　内田勝義（川崎） レディブラウン 調教師　原三男（川崎）

牝3歳 馬主　森田芳男 牝2歳 馬主　吉田晴哉 牝3歳 馬主　藤元厚雄

鹿毛 生年月日　2018年5月8日 黒鹿毛 生年月日　2019年4月15日 青鹿毛 生年月日　2018年5月11日

父　トゥザワールド 生産牧場　森田芳男 父　パイロ 生産牧場　追分ファーム 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム

母　リハクタンス（父　フレンチグローリー） 産地　新冠町 母　クライリング（父　ハーツクライ） 産地　安平町 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県

地方収得賞金　2,585,000円 地方収得賞金　4,400,000円 地方収得賞金　15,185,000円

北海道：2020/06/18～　10戦1勝（2着4回、3着0回） 北海道：2021/07/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2021/07/18～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2021/09/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2020/12/17～　12戦1勝（2着1回、3着2回）

5枠5番 3枠3番 ◆2020　リリーC［門別］　2着

アザミ 調教師　内野健二（浦和） トーケンマンボ 調教師　山本学（船橋） 2枠2番

牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牝2歳 馬主　トーケンサービス（株） ノットリグレット 調教師　川島正一（船橋）

鹿毛 生年月日　2014年4月5日 鹿毛 生年月日　2019年4月28日 牡3歳 馬主　吉田照哉

父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美 父　ホッコータルマエ 生産牧場　三石川上牧場 芦毛 生年月日　2018年3月18日

母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町 母　ラッキーマンボ（父　スズカマンボ） 産地　新ひだか町 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

地方収得賞金　12,096,000円 地方収得賞金　3,135,000円 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

北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/07/01～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　11,375,000円

東海：2017/02/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/10/25～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/14～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着2回） 4枠4番 南関東：2021/02/18～　7戦0勝（2着3回、3着1回）

南関東：2018/01/31～　63戦6勝（2着5回、3着1回） ルスキーユ 調教師　山中尊徳（船橋） ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

6枠7番 牝2歳 馬主　伊達泰明 ◆'21スターバーストC［大井］　2着

リンドグレン 調教師　山下貴之（船橋） 芦毛 生年月日　2019年4月26日 3枠3番

牝7歳 馬主　吉田勝己 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 ギガキング 調教師　稲益貴弘（船橋）

鹿毛 生年月日　2014年1月7日 母　シュベリーン（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 牡3歳 馬主　尾崎智大

父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 地方収得賞金　3,860,000円 鹿毛 生年月日　2018年4月18日

母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町 北海道：2021/05/05～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　谷藤弘美

地方収得賞金　12,275,000円 金沢：2021/08/24～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ウルフコール（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

北海道：2016/05/25～　4戦0勝（2着0回、3着3回） 南関東：2021/09/27～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　58,660,000円

岩手：2016/10/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 5枠6番 北海道：2020/06/25～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2017/07/25～　36戦5勝（2着10回、3着5回） スカーレットピース 調教師　山下貴之（船橋） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　（有）キャロットファーム 南関東：2021/02/18～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 栗毛 生年月日　2019年4月26日 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

1R　①グッドチャンス　②エムオーハート　⑧ハーモニーキグナス 父　アジアエクスプレス 生産牧場　ノーザンファーム ◆2021　ダービーグランプリ［盛岡］　1着

　　　⑨ミスターボーラー　⑪クルードラゴン 母　レッドソンブレロ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町 ◆2021　東京湾C［船橋］　1着　　◆2020　南部駒賞［盛岡］　1着

2R　③ココヒメ　⑥セイシンクリア　⑦ワクチン 地方収得賞金　2,000,000円 ◆2021　クラウンC［川崎］　2着　　◆2020　サンライズC［門別］　2着

3R　⑤パープルフリージア 北海道：2021/07/01～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 5枠5番

4R　②リコートルーパー　⑨レディーオーソ 8枠11番 ウワサノシブコ 調教師　岡田一男（浦和）

5R　②ダンシングターフ　⑦ルージュクィーン　⑨マブセイフリー ティーズハクア 調教師　山中尊徳（船橋） 牝3歳 馬主　上野耕一

8R　④コマフォーゼ　⑤エスメルーナ　⑦トウホクファルコン 牝2歳 馬主　立山伸二 栗毛 生年月日　2018年5月19日

　　　⑧ルフトバローン 芦毛 生年月日　2019年4月29日 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　岡田スタツド

9R　⑪ニューレイライン 父　タイセイレジェンド 生産牧場　川越省蔵 母　スマートシンパシー（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

母　ホワイトドレス（父　クロフネ） 産地　新冠町 地方収得賞金　36,375,000円

●園田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　2,502,000円 北海道：2020/05/20～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

1R　③ヘンゲンジザイ　⑥クラサンムーン　⑩ムグンファ 北海道：2021/06/03～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2020/12/21～　10戦3勝（2着2回、3着1回）

2R　①リュウワンドリーム　②カワカミティファニ　③エイシンクエーサー ◆2021　ブロッサムC［門別］　3着 ◆2021　ユングフラウ賞［浦和］　1着

　　　④ブラックイーグル　⑦イケノカグヤヒメ　⑩スカイパーフェクト ◆2021　ロジータ記念［川崎］　2着

　　　⑪リュウノデイ　⑫ヴォルフィアナ 10R ◆2021　サルビアC［川崎］　3着

3R　④リコーサラトガ　⑤ドリームリン 2枠2番 8枠8番

6R　④フロストフラワー　⑧エイシンビーミング プレイングファイア 調教師　新井清重（船橋） リーチ 調教師　米谷康秀（船橋）

7R　①メイクアラッシュ 牡5戦 馬主　（株）レックス 牡3歳 馬主　原久美子

8R　①プロジェクトエー　②チョウコイコイ　④ライトヴィグラス 栗毛 生年月日　2016年4月15日 芦毛 生年月日　2018年2月25日

9R　②マルメロ　　　 父　トビーズコーナー 生産牧場　様似堀牧場 父　グランプリボス 生産牧場　シンボリ牧場

11R第64回園田金盃　⑧エイシンニシパ 母　ファイヤーオパール（父　アグネスタキオン） 産地　様似町 母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町

12R　④ハシノオージャ　⑥リリメリア　⑧パッションピーチ 地方収得賞金　15,985,000円 地方収得賞金　27,555,000円

北海道：2018/06/06～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/06～　13戦4勝（2着3回、3着3回）

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 南関東：2019/04/16～　21戦4勝（2着4回、3着5回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

園田1R　⑦バンタム 4枠4番 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　2R　⑪リュウノデイ ハッピーホンコン 調教師　稲益貴弘（船橋） ◆2020　鎌倉記念［川崎］　1着　　◆2020　イノセントC［門別］　1着

　　　3R　⑩ニシノドクターヘリ 牡3歳 馬主　会田裕一 ◆2021　北海優駿［門別］　2着　　◆2021　北斗盃［門別］　2着

　　　4R　①ヤマタケメジャー 栗毛 生年月日　2018年3月14日 ◆2021　王冠賞［門別］　3着　　◆2020　栄冠賞［門別］　3着

　　　5R　④ラブムーン 父　エスポワールシチー 生産牧場　ディアレストクラブ ◆2021　びらとりオープン［門別］　3着

　　　6R　⑥ヤマタケフリーダム 母　サトノバーキン（父　クロフネ） 産地　浦河町

地方収得賞金　7,342,000円 中央収得賞金　2,920,000円 12R

北海道：2020/04/28～　20戦3勝（2着2回、3着3回） 5枠6番

　うちJRA参戦：8戦0勝（2着0回、3着0回） クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　倉見利弘

◆2021　うらかわオープン［門別］　1着 芦毛 生年月日　2014年5月4日

6枠6番 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

ビッグバンド 調教師　山田信大（船橋） 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

セン4歳 馬主　（株）レックス 地方収得賞金　41,050,000円

栗毛 生年月日　2017年4月4日 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 南関東：2016/12/06～　71戦4勝（2着6回、3着5回）

母　アラマサマンボウ（父　ストラヴィンスキー） 産地　新冠町 ◆'17スターバーストC［大井］　1着

地方収得賞金　14,275,000円 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2019　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

南関東：2019/12/12～　16戦7勝（2着2回、3着1回） ◆'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

12/2(木) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしくね♪


