
1R 6R 11R

2枠2番 1枠1番 3枠3番

オーソーラヴリー 調教師　佐藤裕太（船橋） ナショナルモール 調教師　佐々木清明（船橋） リーチ 調教師　米谷康秀（船橋）

牝6歳 馬主　（株）レックス 牡3歳 馬主　沖田方子 牡4歳 馬主　原久美子

栗毛 生年月日　2016年3月24日 鹿毛 生年月日　2019年4月6日 芦毛 生年月日　2018年2月25日

父　フリオーソ 生産牧場　へいはた牧場 父　ベルシャザール 生産牧場　沖田牧場 父　グランプリボス 生産牧場　シンボリ牧場

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 母　アグリフェスタ（父　ウイングアロー） 産地　日高町 母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町

地方収得賞金　4,828,000円 地方収得賞金　2,572,000円 地方収得賞金　27,555,000円

北海道：2018/05/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/13～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/05/06～　13戦4勝（2着3回、3着3回）

南関東：2019/05/08～　9戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2021/11/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 3枠3番 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回）

ヒアユーアー 調教師　佐々木清明（船橋） ワイジーチャンプ 調教師　坂本昇（船橋） 南関東：2021/12/02～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　伊坂重憲 牡3歳 馬主　柳下直輝 ◆2020　鎌倉記念［川崎］　1着　　◆2020　イノセントC［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2018年2月22日 黒鹿毛 生年月日　2019年3月25日 ◆2021　北海優駿［門別］　2着　　◆2021　北斗盃［門別］　2着

父　キングズベスト 生産牧場　沖田牧場 父　トーセンジョーダン 生産牧場　長浜忠 ◆2021　王冠賞［門別］　3着　　◆2020　栄冠賞［門別］　3着

母　ツクシヒメ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 母　ハープスプレンダー（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 ◆2021　びらとりオープン［門別］　3着

地方収得賞金　1,470,000円 地方収得賞金　1,914,000円 6枠10番

北海道：2020/07/09～　21戦2勝（2着2回、3着2回） 北海道：2021/04/29～　11戦1勝（2着2回、3着3回） クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

南関東：2021/11/30～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡8歳 馬主　倉見利弘

7R 芦毛 生年月日　2014年5月4日

2R 7枠7番 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

4枠4番 アンファスエシャペ 調教師　佐々木功（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

リュウノスターダム 調教師　齊藤敏（船橋） 牝4歳 馬主　酒井孝敏 地方収得賞金　41,050,000円

牡8歳 馬主　蓑島竜一 栗毛 生年月日　2018年2月25日 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2014年5月18日 父　カジノドライヴ 生産牧場　槇本牧場 南関東：2016/12/06～　76戦4勝（2着6回、3着5回）

父　ファスリエフ 生産牧場　村上牧場 母　ベリーベリータイム（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 ◆'17スターバーストC［大井］　1着

母　ドリームスタート（父　Ｄｉｅｓｉｓ） 産地　新冠町 地方収得賞金　4,539,000円 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

地方収得賞金　8,625,000円 北海道：2020/04/23～　3戦0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

北海道：2016/05/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 佐賀：2020/06/27～　11戦2勝（2着1回、3着2回） ◆'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

岩手：2016/08/28～　16戦1勝（2着3回、3着2回） 南関東：2021/03/16～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 7枠12番

南関東：2017/08/07～　48戦4勝（2着6回、3着4回） ゴーマイウェイ 調教師　佐々木功（船橋） 

8枠12番 8R 牡6歳 馬主　酒井孝敏

シンジュクマスク 調教師　宮下靖旨（船橋） 1枠1番 青毛 生年月日　2016年3月19日

牝5歳 馬主　薄井隆博 キューチャン 調教師　内田勝義（川崎） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

鹿毛 生年月日　2017年4月11日 牝3歳 馬主　高畑大輔 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 芦毛 生年月日　2019年3月10日 地方収得賞金　38,480,000円

母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 父　ダブルスター 生産牧場　中橋清 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　2,915,000円 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/07/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,035,000円 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

金沢：2019/10/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/04/14～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2019/10/02～　33戦3勝（2着13回、3着2回）

南関東：2019/12/03～　23戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/16～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2021　フリオーソレジェンドC［船橋］　2着

8枠13番 3枠3番 8枠14番

レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） クラサーベル 調教師　玉井勝（船橋） ヤマショウブラック 調教師　安池成実（川崎） 

牡7歳 馬主　ライフエンタープライズ（株） 牡3歳 馬主　倉見利弘 牡6歳 馬主　山下勇

鹿毛 生年月日　2015年4月9日 黒鹿毛 生年月日　2019年4月20日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場 父　アンライバルド 生産牧場　倉見牧場 父　ルースリンド 生産牧場　大北牧場

母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 母　インマイラヴ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

地方収得賞金　7,962,000円 地方収得賞金　8,621,000円 地方収得賞金　34,025,000円

北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2021/05/13～　12戦3勝（2着1回、3着4回） 北海道：2018/05/23～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/09/25～　55戦2勝（2着3回、3着4回） 南関東：2021/12/01～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2021　イノセントC［門別］　3着 岩手：2018/12/10～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

3R 4枠4番 南関東：2019/02/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

2枠2番 シャノンファンキー 調教師　野口孝（浦和） 岩手：2019/09/16～　9戦3勝（2着1回、3着2回）

クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） 牝3歳 馬主　千田裕美 南関東：2020/08/20～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

牝5歳 馬主　倉見利弘 栗毛 生年月日　2019年3月27日 岩手：2021/03/15～　12戦1勝（2着2回、3着1回）

栗毛 生年月日　2017年3月15日 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム 南関東：2022/02/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 母　フジエンジェル（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 ◆2019　桐花賞［水沢］　1着　　◆2019　イーハトーブマイル［盛岡］　1着

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 地方収得賞金　3,218,000円 ◆2019　不来方賞［盛岡］　1着　　◆2018　知床賞［盛岡］　1着

地方収得賞金　4,549,000円 北海道：2021/07/22～　3戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2019　白嶺賞［水沢］　2着　　◆2018　寒菊賞［水沢］　2着

北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/10/19～　5戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2021　あすなろ賞［水沢］　3着　　◆2020　シアンモア記念［水沢］　3着

南関東：2019/12/11～　34戦1勝（2着0回、3着1回） 7枠8番 ◆2020　赤松杯［水沢］　3着

6枠6番 サハラブレイブ 調教師　佐々木功（船橋）

センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） 牡3歳 馬主　棚網基己 12R

牝5歳 馬主　（株）ＭＭＣ 栗毛 生年月日　2019年3月27日 3枠3番

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 父　シニスターミニスター 生産牧場　谷岡牧場 サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 母　リノマカナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　吉田照哉

母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 地方収得賞金　2,924,000円 芦毛 生年月日　2016年2月23日

地方収得賞金　4,440,000円 北海道：2021/06/03～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2022/01/13～　1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

岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠9番 地方収得賞金　9,470,000円

南関東：2020/01/30～　22戦2勝（2着2回、3着1回） ベルフリップ 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　（株）ラ・メール 南関東：2018/12/11～　40戦1勝（2着4回、3着8回）

5R 鹿毛 生年月日　2019年3月10日 7枠10番

4枠4番 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　辻牧場 ハーリーバーリー 調教師　岡林光浩（船橋）

メーテル 調教師　川島正一（船橋） 母　ベルローズ（父　キングズベスト） 産地　浦河町 牡7歳 馬主　丹下将

牝3歳 馬主　金蘭兄弟（有） 地方収得賞金　4,426,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年2月14日

栗毛 生年月日　2019年4月25日 北海道：2021/06/10～　9戦2勝（2着3回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　中神牧場

父　アジアエクスプレス 生産牧場　静内フアーム 南関東：2022/01/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アグネスパンドラ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

母　セレスティーヌ（父　ハーツクライ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　12,079,000円

地方収得賞金　2,290,000円 9R 北海道：2017/05/10～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2021/05/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 5枠5番 南関東：2017/09/12～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

岩手：2021/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着0回） リヴェルサス 調教師　山中尊徳（船橋） 北海道：2018/04/18～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/21～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 牡4歳 馬主　伊達泰明 東海：2018/08/16～　52戦7勝（2着8回、3着10回）

6枠7番 栗毛 生年月日　2018年5月1日 北海道：2021/04/22～　13戦3勝（2着0回、3着2回）

グレンノハナ 調教師　佐藤裕太（船橋） 父　ストロングリターン 生産牧場　サンシャイン牧場 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　犬塚悠治郎 母　ヴァイスヴァーサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 南関東：2022/01/13～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2019年5月9日 地方収得賞金　5,110,000円 ◆2021　新春盃［名古屋］　3着

父　エスポワールシチー 生産牧場　長田ファーム 北海道：2020/05/14～　6戦2勝（2着0回、3着2回） 8枠12番

母　コウユーノミチ（父　キングヘイロー） 産地　日高町 JRA：2021/01/30～　3戦0勝（2着0回、3着0回） フォルベルール 調教師　久保秀男（川崎）

地方収得賞金　2,518,000円 南関東：2021/04/05～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 牡4歳 馬主　八嶋長久

北海道：2021/05/20～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 7枠8番 黒鹿毛 生年月日　2018年5月6日

南関東：2022/01/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 父　ベルシャザール 生産牧場　グランド牧場

牡8歳 馬主　高橋勉 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 地方収得賞金　3,370,000円

1R　④ダンシングスター　⑧インプロア　⑩ワクチン 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 北海道：2020/05/14～　12戦0勝（2着4回、3着1回）

　　　⑪ヤッパカンタベリー 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 南関東：2020/11/09～　17戦0勝（2着2回、3着2回）

2R　②ヒナアラレ　③チェリーシンガー　⑥メイクスマイル 地方収得賞金　16,690,000円

　　　⑩クルードラゴン　⑪フークエラドゥーラ 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

4R　⑧タイニーマイス 南関東：2017/01/11～　86戦3勝（2着8回、3着12回）

5R　⑦スティールピクシー

7R　②ビビッドオリーブ　③エイシンジラソーレ 10R

9R　①ノブクンブラック　③ココヒメ　⑤ミーナ 8枠11番

　　　⑦マメビックガール　⑩セイシンクリア ニヨドハンター 調教師　岩本洋（川崎） 

10R　②ドリームスイーブル　④クインザヒーロー 牡6歳 馬主　（同）クイック・ホールディングス

栗毛 生年月日　2016年3月11日

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　メイショウボーラー 生産牧場　ヒカル牧場

1R　④レコパンダンカーク 母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

4R　①アルサメイア 地方収得賞金　17,998,000円

5R　⑤アアラヴァ　⑨プリティア　⑫ドリームリン 北海道：2018/08/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

6R　⑧ジュリエットラブ 南関東：2018/12/17～　54戦3勝（2着5回、3着3回）

7R　①エイシンクエーサー　②サラヘレン　③エイシンリュージュ

　　　⑤キングレジェンド

8R　⑦ミヤビゴールド

10R　⑦アウィウィリオ

12R　⑪プロフーモ　⑫ノブリーデイ

2/17(木) 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
２着

転入後
初出走

前走
２着

前走
１着

前走
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前走
１着

前走
３着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


