
1R 5R 9R

1枠1番 8枠8番 2枠2番

スージー 調教師　山本学（船橋） フォースウィズユー 調教師　山田信大（船橋） ベターザンエヴァー 調教師　矢野義幸（船橋）

牝3歳 馬主　手嶋康雄 牝4歳 馬主　沖田方子 牡3歳 馬主　石瀬丈太郎

鹿毛 生年月日　2019年4月13日 鹿毛 生年月日　2018年4月15日 芦毛 生年月日　2019年4月7日

父　ディーマジェスティ 生産牧場　八島夕起子 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　沖田牧場 父　ダノンレジェンド 生産牧場　ムラカミファーム

母　ティランジア（父　ハードスパン） 産地　新冠町 母　カザグルマ（父　ソウルオブザマター） 産地　日高町 母　ホワイトプラネット（父　クロフネ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,574,000円 地方収得賞金　3,470,000円 地方収得賞金　4,978,000円

北海道：2021/05/26～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/07/16～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/05/19～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2021/10/26～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/01/11～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/10/25～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

2枠2番

グリューフィア 調教師　米谷康秀（船橋） 6R 10R

セン3歳 馬主　伊達泰明 1枠1番 4枠4番

栗毛 生年月日　2019年3月20日 ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋） ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

父　ヘニーハウンド 生産牧場　サンシャイン牧場 牡4歳 馬主　木村薫 牝6歳 馬主　千田裕美

母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2018年4月22日 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

地方収得賞金　1,305,000円 父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

北海道：2021/06/24～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町

6枠6番 地方収得賞金　3,972,000円 地方収得賞金　19,500,000円

ピンクオパール 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2020/07/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

牝3歳 馬主　（有）上水牧場 南関東：2020/12/01～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/10/23～　45戦2勝（2着4回、3着7回）

鹿毛 生年月日　2019年4月11日 北海道：2021/04/15～　15戦1勝（2着4回、3着4回） ◆'19桃花賞［大井］　3着

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　上水牧場 南関東：2021/12/01～　3戦0勝（2着2回、3着1回） 6枠6番

母　ベストブート（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｏｏｔ） 産地　むかわ町 5枠6番 スマイルミュ 調教師　張田京（船橋）

地方収得賞金　1,470,000円 マスオ 調教師　野口孝（浦和） 牝4歳 馬主　組）ＳＲＴ

北海道：2021/07/07～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 牡9歳 馬主　宇田昌隆 黒鹿毛 生年月日　2018年4月9日

南関東：2022/01/11～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2013年5月17日 父　マクフィ 生産牧場　畠山牧場

父　ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 母　セイユウスマイル（父　ルールオブロー） 産地　新ひだか町

2R 母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 地方収得賞金　15,675,000円

5枠5番 地方収得賞金　12,323,000円 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

シャインポラリス 調教師　佐藤裕太（船橋） 北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　泉俊二 南関東：2015/12/02～　105戦4勝（2着6回、3着12回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2019年3月25日 南関東：2020/11/30～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

父　ダンカーク 生産牧場　木村牧場 8R 北海道：2021/05/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町 3枠3番 　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　1,382,000円 ミスターウラノフ 調教師　古澤悟（川崎） 南関東：2022/01/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/06/08～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） ◆2021　留守杯日高賞［水沢］　1着

5枠6番 芦毛 生年月日　2018年4月15日 ◆2020　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着

ビービーパルフェ 調教師　新井清重（船橋） 父　スクワートルスクワート 生産牧場　服部文明 7枠9番

牝3歳 馬主　坂東勝彦 母　プルメリアチャーム（父　キングカメハメハ） 産地　鹿児島県 ビッグバンド 調教師　山田信大（船橋）

黒鹿毛 生年月日　2019年4月24日 地方収得賞金　6,230,000円 セン5歳 馬主　（株）レックス

父　ロゴタイプ 生産牧場　藤本ファーム 北海道：2020/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回）　 栗毛 生年月日　2017年4月4日

母　マドモアゼルシッシ（父　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ） 産地　日高町 南関東：2020/10/21～　21戦0勝（2着5回、3着1回） 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム

地方収得賞金　1,210,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0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

北海道：2021/08/11～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2021　たんぽぽ賞［佐賀］　2着 地方収得賞金　15,355,000円

南関東：2021/10/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠8番 北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠7番 モズアンビリバボー 調教師　鈴木義久（川崎） 南関東：2019/12/12～　18戦7勝（2着3回、3着1回）

トーケンヒロイン 調教師　山本学（船橋） 牡4歳 馬主　松本光弘

牝3歳 馬主　トーケンサービス（株） 栗毛 生年月日　2018年2月17日 11R

栗毛 生年月日　2019年4月4日 父　グランプリボス 生産牧場　谷川牧場 5枠8番

父　ドゥラメンテ 生産牧場　佐竹学 母　モズラコルタ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町 ファルコンビーク 調教師　内田勝義（川崎）

母　バクシンヒロイン（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　10,445,000円 牡5歳 馬主　吉田勝己

地方収得賞金　1,470,000円 北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年3月31日

北海道：2021/04/22～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スマートファルコン 生産牧場　坂東牧場

南関東：2021/10/27～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/01/01～　12戦1勝（2着2回、3着2回） 母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町

7枠11番 地方収得賞金　37,065,000円

3R ボウトロイ 調教師　岩本洋（川崎） 北海道：2019/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠12番 牡4歳 馬主　西森鶴 南関東：2020/02/05～　16戦6勝（2着3回、3着2回）

ペキノワ 調教師　新井清重（船橋） 栗毛 生年月日　2018年3月22日 ◆2021　フリオーソレジェンドC[船橋]　1着

牝7歳 馬主　平川浩之 父　ストロングリターン 生産牧場　ヴェルサイユファーム株式会社 ◆2021　スパーキングマイラーズチャレンジ[川崎]　1着

鹿毛 生年月日　2015年4月17日 母　ゴールドポイント（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 ◆2021　川崎マイラーズ[川崎]　3着

父　カネヒキリ 生産牧場　岡田スタツド 地方収得賞金　7,100,000円

母　アンローランサン（父　フサイチコンコルド） 産地　新ひだか町 北海道：2020/06/18～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 12R

地方収得賞金　7,320,000円 南関東：2020/12/14～　14戦1勝（2着3回、3着0回） 6枠7番

北海道：2017/08/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 8枠13番 スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋）

南関東：2018/03/12～　15戦2勝（2着1回、3着0回） トーケンマコット 調教師　山本学（船橋） 牡4歳 馬主　酒井孝敏

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　トーケンサービス（株） 栗毛 生年月日　2018年2月24日

岩手：2019/09/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2017年2月13日 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム

南関東：2021/01/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 父　マジンプロスパー 生産牧場　ハシモトフアーム 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

◆2019　ヴィーナススプリント［盛岡］　1着 母　コヴェンティナ（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町 地方収得賞金　5,485,000円

地方収得賞金　11,335,000円 北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0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！ 北海道：2019/04/24～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/10/26～　20戦2勝（2着0回、3着2回）

3R　②リコートルーパー　⑩ゴールドランチ 南関東：2019/09/24～　28戦1勝（2着3回、3着6回）

5R　④ダンシングターフ 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6R　⑩ルージュクィーン

8R　⑦ミオサヴァイブ ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
9R　①フークリシャール　④タイムウィスパー　⑤ヘイシリン 2R　⑤ミルグラシアス　⑦ドーロカバロ

10R第47回スプリングC　①ヴァンダルジャン　③ホラン 7R　⑨スセソール

　　　⑤サクラトップグッド　⑩イイネイイネイイネ 9R　⑧エイシンピストン

11R　⑦ブルースウェード 10R　①モリノラスボス　⑥バイクミレー　⑩シシークラリス

2/15(火) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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