
3R 6R 9R

1枠1番 1枠1番 2枠2番

リュウノジャック 調教師　齊藤敏（船橋） シンプリーザベスト 調教師　川島正一（船橋） メーテル 調教師　川島正一（船橋）

牡3歳 馬主　蓑島竜一 牝2歳 馬主　飯田貴大 牝3歳 馬主　金蘭兄弟（有）

鹿毛 生年月日　2019.02.03生 黒鹿毛 生年月日　2020.02.16生 栗毛 生年月日　2019.04.25生

父　ジャスタウェイ 生産牧場　栄進牧場 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　千代田牧場 父　アジアエクスプレス 生産牧場　静内フアーム

母　アクトアウト（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ） 産地　浦河町 母　ランブリングローズ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 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　1,430,000円 地方収得賞金　2,200,000円 地方収得賞金　7,110,000円

北海道：2021/05/26～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2022/06/02～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

岩手：2021/12/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 岩手：2021/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/02/18～　6戦0勝（2着1回、3着0回） エムティヒビキ 調教師　山田質（川崎） 南関東：2021/12/21～　9戦2勝（2着1回、3着1回）

セン2歳 馬主　伊藤恵介 7枠7番

4R 黒鹿毛 生年月日　2020.05.02生 ニッポンダエモン 調教師　新井清重（船橋） 

2枠2番 父　レガーロ 生産牧場　市川フアーム 牡7歳 馬主　大久保和夫

クイーンラブソング 調教師　田島寿一（川崎） 母　スパートル（父　ゼンノロブロイ） 産地　浦河町 黒鹿毛 生年月日　2015.05.08生

牝2歳 馬主　米田剛文 地方収得賞金　2,600,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　土田和男

黒鹿毛 生年月日　2020.05.04生 北海道：2022/07/13～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　スタートウショウ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

父　ゴールドアクター 生産牧場　木田牧場 南関東：2022/09/19～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　20,418,000円

母　キタサンラブソング（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 4枠4番 北海道：2017/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　2,475,000円 バシュラマック 調教師　山中尊徳（船橋） 岩手：2017/10/15～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/05/31～　5戦1勝（2着0回、3着0回） セン2歳 馬主　伊達泰明 北海道：2018/05/30～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2022/10/10～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2020.02.23生 岩手：2018/12/02～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

5枠6番 父　ラニ 生産牧場　サンシャイン牧場 南関東：2019/02/20～　24戦4勝（2着4回、3着2回）

カネミツエース 調教師　張田京（船橋） 母　ヴァイスヴァーサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 ◆2017　若駒賞［盛岡］　1着

牡2歳 馬主　山田徳光 地方収得賞金　2,496,000円 7枠8番

芦毛 生年月日　2020.02.26生 北海道：2022/04/21～　6戦1勝（2着2回、3着1回） アンコールゲラン 調教師　山田信大（船橋）

父　サトノクラウン 生産牧場　村上欽哉 南関東：2022/10/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　大久保和夫

母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2017.04.21生

地方収得賞金　1,935,000円 7R 父　サウスヴィグラス 生産牧場　厚賀古川牧場

北海道：2022/05/04～　8戦1勝（2着2回、3着2回） 1枠1番 母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町

7枠9番 ヤマイチリリー 調教師　佐藤博紀（川崎） 地方収得賞金　11,417,000円

コロンバージュ 調教師　山田信大（船橋） 牝3歳 馬主　森和久 北海道：2019/08/28～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　伊達泰明 青鹿毛 生年月日　2019.03.25生 岩手：2019/12/15～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2020.04.20生 父　シルバーステート 生産牧場　笹川大晃牧場 東海：2020/02/20～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ディープスカイ 生産牧場　サンシャイン牧場 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 岩手：2020/06/07～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

母　ショーピース（父　スクリーンヒーロー） 産地　日高町 地方収得賞金　7,370,000円 南関東：2020/08/17～　17戦6勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　2,254,000円 北海道：2021/04/22～　12戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2022/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2021/12/14～　8戦2勝（2着0回、3着0回） 10R

南関東：2022/10/24～　1戦0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0回） 1枠1番

8枠11番 4枠4番 リンドグレン 調教師　山下貴之（船橋）

クィーンズヒル 調教師　岡林光浩（船橋） サブルドール 調教師　山下貴之（船橋） 牝8歳 馬主　吉田勝己

牝2歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牝4歳 馬主　（有）キャロットファーム 鹿毛 生年月日　2014.01.07生

鹿毛 生年月日　2020.03.31生 栗毛 生年月日　2018年4月4日 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

父　カレンブラックヒル 生産牧場　(善)橋本牧場 父　カジノドライヴ 生産牧場　坂東牧場 母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町

母　コンサートクィーン（父　カコイーシーズ） 産地　安平町 母　ビスクドール（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町 地方収得賞金　15,375,000円

地方収得賞金　2,458,000円 地方収得賞金　12,445,000円 北海道：2016/05/25～　4戦0勝（2着0回、3着3回）

北海道：2022/05/03～　8戦2勝（2着2回、3着2回） 北海道：2020/06/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 岩手：2016/10/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/11/19～　14戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2017/07/25～　44戦7勝（2着12回、3着5回）

5R ◆2020　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

1枠1番 ◆2020　フローラルC［門別］　3着 11R

コンスタンス 調教師　坂本昇（船橋） 8枠8番 1枠1番

牡2歳 馬主　矢口龍彦 カーロデスティーノ 調教師　甲田悟史（川崎） フォルベルール 調教師　久保秀男（川崎）

鹿毛 生年月日　2020.03.25生 牝3歳 馬主　坂田栄一 牡4歳 馬主　八嶋長久

父　バゴ 生産牧場　惣田英幸 栗毛 生年月日　2019.02.20生 黒鹿毛 生年月日　2018.05.06生

母　ジーシスター（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町 父　ストロングリターン 生産牧場　前野牧場 父　ベルシャザール 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　1,102,000円 母　ラインステッチ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　日高町 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

北海道：2022/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　7,590,000円 地方収得賞金　17,180,000円

6枠7番 北海道：2021/06/17～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2020/05/14～　12戦0勝（2着4回、3着1回）

クラマサヴィーナス 調教師　矢野義幸（船橋） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/09～　30戦4勝（2着5回、3着4回）

牝2歳 馬主　倉見政敏 南関東：2021/12/21～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 2枠2番

栗毛 生年月日　2020.05.06生 北海道：2022/07/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回） マイブレイブ 調教師　川島正一（船橋）

父　ニシケンモノノフ 生産牧場　倉見牧場 南関東：2022/11/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　安川幸彦

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 ◆2021　ブロッサムC［門別］　2着 栗毛 生年月日　2019.05.03生

地方収得賞金　1,284,000円 父　アジアエクスプレス 生産牧場　プログレスファーム

北海道：2022/07/20～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 8R 母　ラペルラ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町

8枠12番 2枠2番 地方収得賞金　19,495,000円

ツネノフージン 調教師　坂本昇（船橋） ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋） 北海道：2021/06/24～　3戦0勝（2着1回、3着2回）

牡2歳 馬主　（株）本城 牡4歳 馬主　木村薫 南関東：2021/10/01～　12戦2勝（2着3回、3着1回）

栗毛 生年月日　2020.04.09生 鹿毛 生年月日　2018.04.22生 ◆2021　平和賞［船橋］　2着

父　リアルインパクト 生産牧場　諏訪牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場 ◆'22スターバーストC［大井］　3着

母　ドルフィンルージュ（父　ティンバーカントリー） 産地　青森県 母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町 8枠10番

地方収得賞金　1,179,000円 地方収得賞金　5,220,000円 マナホク 調教師　齊藤敏（船橋）

北海道：2022/05/26～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/07/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　佐藤弘樹

南関東：2020/12/01～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2019.05.01生

北海道：2021/04/15～　15戦1勝（2着4回、3着4回） 父　トゥザワールド 生産牧場　シンカンファーム

南関東：2021/12/01～　9戦0勝（2着2回、3着1回） 母　スカイプラネット（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町

北海道：2022/07/14～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　17,620,000円

8枠8番 北海道：2021/05/13～　12戦4勝（2着2回、3着2回）

フォースウィズユー 調教師　山田信大（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　沖田方子 岩手：2022/09/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2018.04.15生 ◆2022　不来方賞［盛岡］　1着　　◆2022　ひだかオープン［門別］　1着

父　トーセンホマレボシ 生産牧場　沖田牧場 ◆2022　北海優駿［門別］　3着　　◆2022　北斗盃［門別］　3着

母　カザグルマ（父　ソウルオブザマター） 産地　日高町

地方収得賞金　5,020,000円 12R

北海道：2020/07/16～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 7枠10番

南関東：2021/01/11～　9戦2勝（2着1回、3着1回） ムーンドライヴ 調教師　佐々木清明（船橋）

牝7歳 馬主　（有）ランドエコノミー

栗毛 生年月日　2015.02.20生

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

笠松1R　②スズカサンサン 母　シーザムーンライト（父　ゴールドアリュール） 産地　安平町

　　　2R　③サクラトップビップ 地方収得賞金　13,426,000円

　　　5R　⑤ヤマニンサイファー 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

　　　7R　④ダンディゴッホ 岩手：2017/09/24～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

　　10R　⑧タマノフィオーレ 南関東：2017/12/29～　47戦7勝（2着2回、3着2回）

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
笠松4R　③エンライ ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手 1R　⑦コンフリクト

笠松1R　①ウインマイソウル 3R　③ティアーズインロゼ

　　　6R　⑤アシハライ 5R　①ビービーグリッター　②クラベルブランコ　③ヤマショウデリーヌ

　　　7R　③メイプルスター 　　　④レディーパトロール　⑤フラワーテイル　⑥エイシンゲッコウ

　　10R　⑤アストロバローズ 　　　⑨エムオーベリー　⑩レディースピーダー

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、笠松競馬の場外発売はございません。ご了承ください。 6R　①セントサレディー　⑪トチノキング

8R　①シェーンフォレスト

10R　③エイシンクリーオス　⑫ボウトロイ

11/28(月) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
２着

前走
２着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
１着

再転入後

初出走

前走
３着

前走
３着

○若杉朝飛騎手が本日から笠松競馬場で騎乗！

●騎乗予定期間：2023年1月31日迄

●所属厩舎：栗本 陽一 厩舎

応援よろしくお願いします！

この冬も各地で活躍する

ホッカイドウ競馬出身馬の情報を

お知らせします。お楽しみに！


