
1R 5R 9R

1枠1番 8枠12番 4枠4番

レッカーベルン 調教師　新井清重（船橋） ナショナルモール 調教師　佐々木清明（船橋） ビービーリバイブ 調教師　張田京（船橋）

牝8歳 馬主　樋口貴士 牡3歳 馬主　沖田方子 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

鹿毛 生年月日　2014年2月19日 鹿毛 生年月日　2019年4月6日 鹿毛 生年月日　2018年5月10日

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　高昭牧場 父　ベルシャザール 生産牧場　沖田牧場 父　カジノドライヴ 生産牧場　賀張三浦牧場

母　マスターチアフル（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町 母　アグリフェスタ（父　ウイングアロー） 産地　日高町 母　ビービーオドラント（父　ステイゴールド） 産地　日高町

地方収得賞金　9,264,000円 地方収得賞金　3,292,000円 地方収得賞金　10,205,000円

北海道：2016/05/12～　12戦2勝（2着1回、3着5回） 北海道：2021/05/13～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/08/12～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

岩手：2016/11/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/11/29～　4戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2020/11/30～　16戦2勝（2着3回、3着0回）

南関東：2017/01/26～　59戦1勝（2着5回、3着10回）

3枠3番 6R 10R

アミン 調教師　冨田敏男（浦和） 5枠5番 3枠3番

牝5歳 馬主　冨田藤男 グラーツィア 調教師　米谷康秀（船橋） マイハンプス 調教師　山下貴之（船橋）

栗毛 生年月日　2017年3月13日 牝3歳 馬主　岩山博文 牝4歳 馬主　吉野浩太朗

父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 黒鹿毛 生年月日　2019年4月23日 鹿毛 生年月日　2018年3月20日

母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 父　ホッコータルマエ 生産牧場　松浦牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　3,200,000円 母　エピックマジック（父　テレグノシス） 産地　新冠町 母　レゲウーマン（父　サマーバード） 産地　新ひだか町

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　8,700,000円 地方収得賞金　11,020,000円

南関東：2019/11/05～　47戦0勝（2着0回、3着6回） 北海道：2021/05/19～　7戦3勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/06/03～　6戦1勝（2着1回、3着3回）

4枠4番 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

ヴィルゲート 調教師　村田六郎（川崎） 南関東：2021/12/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/03/15～　8戦3勝（2着0回、3着2回）

牝4歳 馬主　廣田優生 ◆2021　園田プリンセスC［園田］　1着 ◆2020　園田プリンセスC［園田］　3着　　◆2020　リリーC［門別］　3着

鹿毛 生年月日　2018年5月15日 ◆2021　ラブミーチャン記念［笠松］　2着 5枠5番

父　グランプリボス 生産牧場　飯岡牧場 6枠6番 プレイングファイア 調教師　新井清重（船橋）

母　コウユーユメダンス（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 レディオスター 調教師　矢野義幸（船橋） 牡6歳 馬主　（株）レックス

地方収得賞金　1,493,000円 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム 栗毛 生年月日　2016年4月15日

北海道：2020/06/17～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019年3月30日 父　トビーズコーナー 生産牧場　様似堀牧場

兵庫：2020/11/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 母　ファイヤーオパール（父　アグネスタキオン） 産地　様似町

北海道：2021/04/22～　14戦2勝（2着2回、3着2回） 母　ピンナップ（父　スマートボーイ） 産地　日高町 地方収得賞金　17,590,000円

南関東：2021/12/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,216,000円 北海道：2018/06/06～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 北海道：2021/05/05～　5戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/04/16～　24戦4勝（2着4回、3着7回）

チュンチュンマル 調教師　伊藤滋規（船橋） 南関東：2022/01/25～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠11番

牡4歳 馬主　内田玄祥 ◆2021　リリーC［門別］　2着 モズアンビリバボー 調教師　鈴木義久（川崎）

鹿毛 生年月日　2018年4月4日 7枠8番 牡4歳 馬主　松本光弘

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 グランツ 調教師　小久保智（浦和） 栗毛 生年月日　2018年2月17日

母　ナタリー（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町 牝3歳 馬主　酒井孝敏 父　グランプリボス 生産牧場　谷川牧場

地方収得賞金　1,398,000円 栗毛 生年月日　2019年3月9日 母　モズラコルタ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町

北海道：2020/04/15～　9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　槇本牧場 地方収得賞金　12,845,000円

東海：2020/11/19～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 母　ラッキーバトル（父　バトルプラン） 産地　日高町 北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2021/08/09～　14戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,585,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番 北海道：2021/07/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/01/01～　13戦2勝（2着2回、3着2回）

ヒアユーアー 調教師　佐々木清明（船橋） 南関東：2022/01/20～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 8枠12番

牝4歳 馬主　伊坂重憲 7枠9番 クモキリ 調教師　甲田悟史（川崎）

鹿毛 生年月日　2018年2月22日 スージー 調教師　山本学（船橋） 牝5歳 馬主　平賀眞吾

父　キングズベスト 生産牧場　沖田牧場 牝3歳 馬主　手嶋康雄 鹿毛 生年月日　2017年4月12日

母　ツクシヒメ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2019年4月13日 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明

地方収得賞金　1,470,000円 父　ディーマジェスティ 生産牧場　八島夕起子 母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

北海道：2020/07/09～　21戦2勝（2着2回、3着2回） 母　ティランジア（父　ハードスパン） 産地　新冠町 地方収得賞金　14,010,000円

南関東：2021/11/30～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,374,000円 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

8枠11番 北海道：2021/05/26～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

シンジュクマスク 調教師　宮下靖旨（船橋） 南関東：2021/10/26～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/07/30～　3戦3勝（2着0回、3着0回）

牝5歳 馬主　薄井隆博 南関東：2020/12/16～　17戦4勝（2着5回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2017年4月11日 7R

父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 6枠7番 船橋11R　第25回京成盃グランドマイラーズ〔SⅡ〕

母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 アーガイルピンク 調教師　稲益貴弘（船橋） 4枠5番

地方収得賞金　2,915,000円 牝4歳 馬主　谷岡康成 ラッキードリーム 調教師　池田孝（川崎）

北海道：2019/07/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年3月25日 牡4歳 馬主　永谷友一郎

金沢：2019/10/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　谷岡牧場 鹿毛 生年月日　2018年5月9日

南関東：2019/12/03～　25戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ミスウインストン（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 父　シニスターミニスター 生産牧場　谷岡牧場

地方収得賞金　5,950,000円 母　サクラスリール（父　ファンタスティックライト） 産地　新ひだか町

2R 北海道：2020/07/23～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　66,200,000円

5枠6番 南関東：2020/11/20～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/05/26～　11戦7勝（2着0回、3着0回）

レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 　うちJRA参戦：1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）

牡7歳 馬主　ライフエンタープライズ（株） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年4月9日 8R 南関東：2022/03/03～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場 2枠2番 ◆2021　王冠賞［門別］　1着　　◆2021　北海優駿［門別］　1着

母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） ◆2021　北斗盃［門別］　1着　　◆2020　JBC2歳優駿［門別］　1着

地方収得賞金　8,572,000円 牡8歳 馬主　高橋勉 ◆2020　サッポロクラシックC［門別］ 1着

北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 4枠6番

南関東：2017/09/25～　58戦2勝（2着3回、3着5回） 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 ティーズダンク 調教師　水野貴史（浦和）

母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 牡5歳 馬主　立山伸二

4R 地方収得賞金　16,855,000円 栗毛 生年月日　2017年4月25日

3枠3番 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 父　スマートファルコン 生産牧場　原田牧場

ワイプアウト 調教師　池田孝（川崎） 南関東：2017/01/11～　88戦3勝（2着8回、3着12回） 母　ビフォーダーク（父　キングカメハメハ） 産地　日高町

牡4歳 馬主　平井裕 5枠6番 地方収得賞金　149,540,000円

青鹿毛 生年月日　2018年4月14日 エムオーアタック 調教師　高月賢一（川崎） 北海道：2019/05/08～　9戦3勝（2着2回、3着1回）

父　マクフィ 生産牧場　静内山田牧場 牡4歳 馬主　大浅貢 南関東：2019/11/25～　18戦5勝（2着4回、3着4回）

母　スイングサンデー（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2018年5月31日 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　2,477,000円 父　モンテロッソ 生産牧場　門別牧場 ◆2021　ゴールドC［浦和］　1着　　◆2021　マイルグランプリ［大井］　1着

北海道：2021/05/04～　7戦3勝（2着2回、3着1回） 母　エムオープリズム（父　バトルプラン） 産地　日高町 ◆2020　戸塚記念［川崎］　1着　　◆2019　サンライズC［門別］　1着

南関東：2022/02/03～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　6,245,000円 ◆2021　テレ玉杯オーバルスプリント［浦和］　2着

5枠5番 北海道：2020/07/08～　7戦1勝（2着0回、3着3回） ◆2021　スパーキングサマーC［川崎］　2着　　◆2020　楠賞［園田］　2着

クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） 南関東：2020/12/15～　12戦1勝（2着2回、3着1回） ◆2020　ダービーグランプリ［盛岡］　2着

牝5歳 馬主　倉見利弘 6枠8番 ◆2019　全日本2歳優駿［川崎］　3着　　◆2020　東京ダービー［大井］　3着

栗毛 生年月日　2017年3月15日 アンコールゲラン 調教師　山田信大（船橋） ◆2020　京浜盃［大井］　3着

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 牡5歳 馬主　大久保和夫 7枠12番

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2017年4月21日 ギガキング 調教師　稲益貴弘（船橋）

地方収得賞金　4,549,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　厚賀古川牧場 牡4歳 馬主　尾崎智大

北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2018年4月18日

南関東：2019/12/11～　37戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　8,957,000円 父　キングヘイロー 生産牧場　谷藤弘美

7枠9番 北海道：2019/08/28～　4戦0勝（2着1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

センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） 岩手：2019/12/15～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　76,660,000円

牝5歳 馬主　（株）ＭＭＣ 東海：2020/02/20～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/06/25～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 岩手：2020/06/07～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 南関東：2020/08/17～　12戦5勝（2着1回、3着1回） 南関東：2021/02/18～　10戦5勝（2着1回、3着0回）

母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 7枠9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　4,690,000円 リヴェルサス 調教師　山中尊徳（船橋） ◆2022　報知グランプリC［船橋］　1着　　◆2021　ダービーグランプリ［盛岡］　1着

北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 牡4歳 馬主　伊達泰明 ◆2021　東京湾C［船橋］　1着　　◆2020　南部駒賞［盛岡］　1着

岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年5月1日 ◆2021　三里塚賞［船橋］　1着

南関東：2020/01/30～　25戦2勝（2着2回、3着2回） 父　ストロングリターン 生産牧場　サンシャイン牧場 ◆2021　クラウンC［川崎］　2着　　◆2020　サンライズC［門別］　2着

8枠11番 母　ヴァイスヴァーサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 地方収得賞金　5,410,000円 12R

牡5歳 馬主　蓑島竜一 北海道：2020/05/14～　6戦2勝（2着0回、3着2回） 2枠2番

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 JRA：2021/01/30～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ガッサンノリュウ 調教師　矢野義幸（船橋）

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 南関東：2021/04/05～　12戦0勝（2着3回、3着3回） 牡6歳 馬主　西村專次

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 8枠12番 栗毛 生年月日　2016年3月25日

地方収得賞金　4,550,000円 ミスターウラノフ 調教師　古澤悟（川崎） 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 母　マグナカルタ（父　ルールオブロー） 産地　平取町

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 芦毛 生年月日　2018年4月15日 地方収得賞金　6,657,000円

南関東：2019/12/11～　28戦0勝（2着4回、3着3回） 父　スクワートルスクワート 生産牧場　服部文明 北海道：2018/07/04～　17戦1勝（2着1回、3着3回）

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 南関東：2020/01/27～　37戦2勝（2着6回、3着4回）

●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　6,230,000円 7枠10番

3R　⑤ブルックブルックス　⑥ローズメジャー 北海道：2020/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回）　 サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

4R　②フジノラビット　⑤ラブミーパラダイス　⑥ハッピーハナコサン 南関東：2020/10/21～　23戦0勝（2着5回、3着1回） 牡6歳 馬主　吉田照哉

7R　①マッサンゴールド　②フレイムフォース　⑩フィールドノア 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回） 芦毛 生年月日　2016年2月23日

9R　①マルメロ　⑦スティールフェスタ ◆2021　たんぽぽ賞［佐賀］　2着 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

11R　①アスタウンデッド　④マブイーグル 母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市

12R　⑥エールソングス 地方収得賞金　9,470,000円

北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/12/11～　41戦1勝（2着4回、3着8回）

3/24(木) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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