
3R 8R 11R

7枠8番 2枠2番 1枠1番

ヒアユーアー 調教師　佐々木清明（船橋） ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋） ゴーマイウェイ 調教師　佐々木功（船橋） 

牝4歳 馬主　伊坂重憲 牡4歳 馬主　木村薫 牡6歳 馬主　酒井孝敏

鹿毛 生年月日　2018年2月22日 鹿毛 生年月日　2018年4月22日 青毛 生年月日　2016年3月19日

父　キングズベスト 生産牧場　沖田牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

母　ツクシヒメ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町 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　1,470,000円 地方収得賞金　3,452,000円 地方収得賞金　38,080,000円

北海道：2020/07/09～　21戦2勝（2着2回、3着2回） 北海道：2020/07/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/11/30～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/12/01～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2021/04/15～　15戦1勝（2着4回、3着4回） 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

5R 南関東：2021/12/01～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/10/02～　32戦3勝（2着13回、3着2回）

8枠12番 ◆2021　フリオーソレジェンドC［船橋］　2着

レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 9R 2枠2番

牡7歳 馬主　ライフエンタープライズ（株） 2枠2番 リーチ 調教師　米谷康秀（船橋）

鹿毛 生年月日　2015年4月9日 ジェネシスムーン 調教師　伊藤滋規（船橋） 牡4歳 馬主　原久美子

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場 牝4歳 馬主　久保潤 芦毛 生年月日　2018年2月25日

母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2018年3月5日 父　グランプリボス 生産牧場　シンボリ牧場

地方収得賞金　7,962,000円 父　タイセイレジェンド 生産牧場　様似共栄牧場 母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町

北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回） 母　ヘイローマジック（父　キングヘイロー） 産地　様似町 地方収得賞金　27,555,000円

南関東：2017/09/25～　54戦2勝（2着3回、3着4回） 地方収得賞金　6,250,000円 北海道：2020/05/06～　13戦4勝（2着3回、3着3回）

北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 南関東：2020/12/04～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2020　鎌倉記念［川崎］　1着　　◆2020　イノセントC［門別］　1着

牝5歳 馬主　（株）ＭＭＣ 北海道：2021/04/28～　8戦2勝（2着2回、3着1回） ◆2021　北海優駿［門別］　2着　　◆2021　北斗盃［門別］　2着

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2021　王冠賞［門別］　3着　　◆2020　栄冠賞［門別］　3着

父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 南関東：2021/11/30～　2戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2021　びらとりオープン［門別］　3着

母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 5枠7番 7枠8番

地方収得賞金　4,290,000円 スコトントン 調教師　橋本和馬（大井） ウィンターフェル 調教師　川島正一（船橋）

北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 牝4歳 馬主　和田博美 牡6歳 馬主　（株）東京Ｍｉｄｇａｒ

岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018年3月18日 青毛 生年月日　2016年4月14日

南関東：2020/01/30～　21戦2勝（2着2回、3着1回） 父　ベルシャザール 生産牧場　猿橋義昭 父　ダノンバラード 生産牧場　有限会社三石軽種馬共同育成センター

7枠10番 母　クリスマドンナ（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 母　トピカ（父　プリサイスエンド） 産地　新ひだか町

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 地方収得賞金　6,600,000円 地方収得賞金　56,100,000円

牡5歳 馬主　蓑島竜一 北海道：2020/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/05/22～　8戦4勝（2着2回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 南関東：2021/01/19～　11戦2勝（2着1回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 10R 南関東：2019/03/20～　5戦0勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　4,250,000円 6枠7番 ◆2019　戸塚記念［川崎］　2着　　◆2019　羽田盃［大井］　2着

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） スマイルミュ 調教師　張田京（船橋） ◆2019　京浜盃［大井］　2着　　◆2018　北海道2歳優駿[門別]　2着

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　組）ＳＲＴ ◆2018　サンライズC[門別]　2着　　◆2018　栄冠賞[門別]　2着

南関東：2019/12/11～　24戦0勝（2着4回、3着3回） 黒鹿毛 生年月日　2018年4月9日 ◆2019　東京ダービー［大井］　3着

父　マクフィ 生産牧場　畠山牧場

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　セイユウスマイル（父　ルールオブロー） 産地　新ひだか町 12R

2R　①トビタマリー　②マーゴットロマンス　③カワバンガー 地方収得賞金　15,270,000円 3枠3番

　　　④イノセントディーノ　⑤ユメミルボニータ　⑥エイシンプシュケー 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回） シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 

3R　①ステインタッチ　 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） セン7歳 馬主　吉田照哉

5R　②キセキタイム　④フランキー　⑧ランタン 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年4月1日

6R　②レッツシンク　⑤エイシンミステリー 南関東：2020/11/30～　5戦2勝（2着2回、3着0回） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム

7R　⑧タッチウェーブ　⑨リックマトリックス 北海道：2021/05/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

8R　⑥ローズレイジング 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　18,045,000円

9R　⑦モーニングフジ ◆2021　留守杯日高賞［水沢］　1着 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

10R　①シルバーサークル ◆2020　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 南関東：2017/12/30～　33戦5勝（2着4回、3着5回）

11R　②グレイトボルケーノ　④サプライズドルチェ　⑤ハナウタマジリ 8枠12番 5枠7番

ビッグバンド 調教師　山田信大（船橋） サブルドール 調教師　山下貴之（船橋）

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 セン5歳 馬主　（株）レックス 牝4歳 馬主　（有）キャロットファーム

笠松1R　②ギャンダ 栗毛 生年月日　2017年4月4日 栗毛 生年月日　2018年4月4日

　　　2R　③カワバンガー 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 父　カジノドライヴ 生産牧場　坂東牧場

　　　4R　③チャーミングポポ 母　アラマサマンボウ（父　ストラヴィンスキー） 産地　新冠町 母　ビスクドール（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町

　　　8R　②ベルブション 地方収得賞金　15,355,000円 地方収得賞金　10,840,000円

　　10R　④ムーンセレナーデ 北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 南関東：2019/12/12～　17戦7勝（2着3回、3着1回） 南関東：2020/11/19～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

笠松1R　⑦クリーンゲーム ◆2020　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

　　　3R　⑤トーアルドルフ ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 ◆2020　フローラルC［門別］　3着

　　　6R　③ワイエスキャンサー 姫路2R　⑧クリノキコウシ

　　　5R　⑦メイプルスター

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　8R　①クリノカイザー

1R　①レコパンダンカーク　⑥ブルックブルックス 　　　9R　①ヴィタフェリーチェ

4R　④アアラヴァ 　　11R　⑤テレーザ

6R　②エーストビーズ 　　12R　①オウムアムア

8R　⑥プロジェクトエー ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
9R　①ヴィタフェリーチェ　②ゴフェル　③リコーヴァリアント 姫路1R　⑥ブルックブルックス

　　　⑤ウルティマン　⑩コウスイ　⑪リュウワンドリーム 　　　2R　⑥メイプルエルガー

10R　①ハッピーハナコサン　⑧ブリリアドロ 　　　6R　④マスケティアーズ

11R　②アウィウィリオ　⑪サンゼント 　　10R　⑪キンショーゴスペル

　　12R　②ネヴァーエンド

1/14(金) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
３着

前走
３着

再転入後

初出走

前走
２着

前走
１着

前走
２着

応援よろしくお願いします♪


