
1R 8R 11R　第66回船橋記念〔SⅢ〕

3枠3番 1枠1番 4枠4番

オミワタリ 調教師　坂本昇（船橋） キャッスルワンダー  調教師　渋谷信博（船橋） アザワク 調教師　張田京（船橋）

牡3歳 馬主　渋谷健作 牡6歳 馬主　城市公 牝5歳 馬主　（株）オリオンファーム

鹿毛 生年月日　2019年3月30日 栗毛 生年月日　2016年5月9日 青鹿毛 生年月日　2017年2月18日

父　サトノアラジン 生産牧場　下河辺牧場 父　グラスワンダー 生産牧場　城市公 父　カレンブラックヒル 生産牧場　村上雅規

母　プティプランセス（父　キングカメハメハ） 産地　日高町 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 母　ヒバリエクスプレス（父　アグネスデジタル） 産地　新冠町

地方収得賞金　920,000円 地方収得賞金　10,735,000円 地方収得賞金　42,890,000円

北海道：2021/05/27～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/05/31～　10戦1勝（2着5回、3着1回） 北海道：2019/05/21～　25戦8勝（2着3回、3着5回）

4枠4番 南関東：2019/03/15～　37戦2勝（2着3回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

スージー 調教師　山本学（船橋） 4枠4番 　うち他地区参戦：5戦0勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　手嶋康雄 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） ◆2021　道営スプリント［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2019年4月13日 牡8歳 馬主　高橋勉 ◆2020・21　グランシャリオ門別スプリント［門別］　1着

父　ディーマジェスティ 生産牧場　八島夕起子 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 ◆2021　さまにオープン［門別］　1着

母　ティランジア（父　ハードスパン） 産地　新冠町 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 ◆2019　エーデルワイス賞［門別］　2着　　◆2019　サッポロクラシックC［門別］　2着　

地方収得賞金　934,000円 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 ◆2021　笠松グランプリ［笠松］　3着　　◆2021　ウポポイオータムスプリント［門別］　3着

北海道：2021/05/26～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　16,210,000円 ◆2020　道営スプリント［門別］　3着　　◆2020　エトワール賞［門別］　3着

南関東：2021/10/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 6枠9番

7枠10番 南関東：2017/01/11～　85戦3勝（2着7回、3着12回） コパノキャリー 調教師　工藤伸輔（浦和）

トドイワオーシャン 調教師　齊藤敏（船橋） 牝5歳 馬主　小林祥晃

牝3歳 馬主　正木省司 9R 青鹿毛 生年月日　2017年4月2日

栗毛 生年月日　2019年4月5日 8枠11番 父　コパノリチャード 生産牧場　西村和夫

父　サンカルロ 生産牧場　大狩部牧場 スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋） 母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

母　ガーデンショット（父　アサクサデンエン） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　酒井孝敏 地方収得賞金　20,600,000円

地方収得賞金　756,000円 栗毛 生年月日　2018年2月24日 北海道：2019/05/01～　6戦0勝（2着5回、3着0回）

北海道：2021/06/30　10戦0勝（2着3回、3着1回） 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 岩手：2019/09/01～　3戦1勝（2着1回、3着0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 JRA：2020/01/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

2R 地方収得賞金　5,335,000円 南関東：2020/02/18～　22戦4勝（2着4回、3着3回）

5枠5番 北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2019　ビギナーズC［盛岡］　1着

ビービーパルフェ 調教師　新井清重（船橋） 南関東：2020/10/26～　19戦2勝（2着0回、3着2回） 7枠11番

牝3歳 馬主　坂東勝彦 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

黒鹿毛 生年月日　2019年4月24日 10R 牡7歳 馬主　谷謙介

父　ロゴタイプ 生産牧場　藤本ファーム 4枠4番 栗毛 生年月日　2015年4月14日

母　マドモアゼルシッシ（父　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ） 産地　日高町 ハングリーハート 調教師　出川克己（船橋） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

地方収得賞金　1,210,000円 セン7歳 馬主　吉田照哉 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

北海道：2021/08/11～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年5月2日 地方収得賞金　82,335,000円

南関東：2021/10/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アッミラーレ 生産牧場　社台ファーム 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

母　ハートサムデイ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市 東海：2017/09/21～　14戦6勝（2着3回、3着0回）

3R 地方収得賞金　26,390,000円 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 北海道：2017/05/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/06/07～　35戦6勝（2着2回、3着3回）

レッカーベルン 調教師　新井清重（船橋） 南関東：2017/10/24～　41戦6勝（2着5回、3着7回） ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

牝8歳 馬主　樋口貴士 7枠9番 ◆'21ウィンタースプリント［大井］　1着

鹿毛 生年月日　2014年2月19日 パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和） ◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　高昭牧場 牡9歳 馬主　杉浦和也

母　マスターチアフル（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2013年3月29日 12R

地方収得賞金　8,879,000円 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場 3枠3番

北海道：2016/05/12～　12戦2勝（2着1回、3着5回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町 サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

岩手：2016/11/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　33,291,000円 中央収得賞金　1,800,000円 牡6歳 馬主　吉田照哉

南関東：2017/01/26～　57戦1勝（2着5回、3着8回） 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回） 芦毛 生年月日　2016年2月23日

6枠7番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

ロゼッタハート 調教師　午房榮吉（浦和） JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市

牝8歳 馬主　小橋亮太 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　9,470,000円

鹿毛 生年月日　2014年2月21日 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回） 南関東：2018/12/11～　38戦1勝（2着4回、3着8回）

母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 8枠12番

地方収得賞金　10,764,000円 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回） ハーリーバーリー 調教師　岡林光浩（船橋）

北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/01/15～　39戦1勝（2着1回、3着8回） 牡7歳 馬主　丹下将

JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠10番 黒鹿毛 生年月日　2015年2月14日

南関東：2017/05/01～　38戦1勝（2着3回、3着2回） アットザヘルム 調教師　佐藤裕太（船橋） 父　パイロ 生産牧場　中神牧場

岩手：2019/04/21～　13戦4勝（2着1回、3着1回） 牡8歳 馬主　（株）レックス 母　アグネスパンドラ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

南関東：2020/01/17～　32戦2勝（2着4回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2014年5月4日 地方収得賞金　10,279,000円

7枠10番 父　バンブーエール 生産牧場　田中春美 北海道：2017/05/10～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

チュンチュンマル 調教師　伊藤滋規（船橋） 母　アポロヘルム（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町 南関東：2017/09/12～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

牡4歳 馬主　内田玄祥 地方収得賞金　33,383,000円 北海道：2018/04/18～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2018年4月4日 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 東海：2018/08/16～　52戦7勝（2着8回、3着10回）

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 南関東：2017/04/10～　32戦9勝（2着5回、3着4回） 北海道：2021/04/22～　13戦3勝（2着0回、3着2回）

母　ナタリー（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,398,000円 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2021　新春盃［名古屋］　3着

北海道：2020/04/15～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 1R　①レーヴポルト　②コウエイノハナ　④スギノワルキューレ

東海：2020/11/19～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 　　　⑥サクラトップビップ　⑦サクラトップグッド

南関東：2021/08/09～　11戦0勝（2着0回、3着1回） 2R　①チュパチ　②メッサーシュミット　③プリンセスデビー

　　　⑥カワカミベルベット

5R 3R　②トーアマリアンヌ　③ビッグクロワール　④サイレントシズカ

1枠1番 　　　⑩モリデンマグマ

ベルフリップ 調教師　新井清重（船橋） 5R　③ポストモダン　⑧モーニングサクラ

牡3歳 馬主　（株）ラ・メール 7R　③ポアンカレ

鹿毛 生年月日　2019年3月10日

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　辻牧場 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
母　ベルローズ（父　キングズベスト） 産地　浦河町 笠松10R第27回白銀争覇　③ノボバカラ

地方収得賞金　4,156,000円 ●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手
北海道：2021/06/10～　9戦2勝（2着3回、3着1回） 笠松1R　⑥サクラトップビップ

2枠2番 　　　4R　②イデアエスクロー

クラサーベル 調教師　玉井勝（船橋） 　　　5R　①コスモマイディア

牡3歳 馬主　倉見利弘 　　　7R　⑤ネイバルエンスン

黒鹿毛 生年月日　2019年4月20日 　　　8R　③デルマエメラルド

父　アンライバルド 生産牧場　倉見牧場 　　　9R　③カクリョウ

母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
地方収得賞金　5,921,000円 笠松4R　⑧ハーディン

北海道：2021/05/13～　12戦3勝（2着1回、3着4回） 　　10R第27回白銀争覇　④タラニス

南関東：2021/12/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2021　イノセントC［門別］　3着 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
5枠5番 1R　④エイシンニアルコス

サハラブレイブ 調教師　佐々木功（船橋） 2R　③リュウノデイ　⑤モリデンギャル　⑦エイシンブレナム

牡3歳 馬主　棚網基己 5R　③ハナバンダ　⑦クラヴァーキン

栗毛 生年月日　2019年3月27日 6R　④カールグリン

父　シニスターミニスター 生産牧場　谷岡牧場 7R　③エイシンリュージュ　④エイシンクエーサー

母　リノマカナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 8R　⑫エールソングス

地方収得賞金　2,924,000円 9R　③フロストフラワー　⑥プリティア

北海道：2021/06/03～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 10R　③ソフトポジション　⑥イッチョウ

6枠6番 11R　①ジェネラルエリア

アウデリア 調教師　林幻（船橋） 12R　①プロフーモ

牡3歳 馬主　岡田壮史

栗毛 生年月日　2019年3月7日 ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド 姫路1R　⑧ローレルジェイド

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 　　　2R　⑥テンマオフコース

地方収得賞金　2,960,000円 　　　3R　②ペイシャスムーズ

北海道：2021/06/02～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 　　　5R　②マイネルシャテール

南関東：2021/11/29～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　6R　⑥ブルレスカ

　　　7R　⑤ヴィンチトーレ

　　　9R　⑫ニシノカリウド

　　12R　①サンライズシップ

1/13(木) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

アザワク（2021/11/4 道営スプリント出走時）
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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♪
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