
3R 5R 10R

2枠2番 7枠9番 6枠6番

コンスタンス 調教師　坂本昇（船橋） エスポワールフレア 調教師　野口孝（浦和） サハラブレイブ 調教師　佐々木功（船橋）

牡2歳 馬主　矢口龍彦 牝3歳 馬主　前川隆範 牡3歳 馬主　棚網基己

鹿毛 生年月日　2020.03.25生 栗毛 生年月日　2019.02.11生 栗毛 生年月日　2019.03.27生

父　バゴ 生産牧場　惣田英幸 父　エスポワールシチー 生産牧場　前川隆範 父　シニスターミニスター 生産牧場　谷岡牧場

母　ジーシスター（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町 母　テンノベニバラ（父　サツカーボーイ） 産地　新冠町 母　リノマカナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,862,000円 地方収得賞金　2,555,000円 地方収得賞金　2,924,000円

北海道：2022/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/07/28～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/06/03～　4戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2022/11/28～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2022/01/21～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/01/13～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 8枠12番 7枠8番

カネミツエース 調教師　張田京（船橋） マスオ 調教師　野口孝（浦和） トーケンマンボ 調教師　山本学（船橋）

牡2歳 馬主　山田徳光 牡9歳 馬主　宇田昌隆 牝3歳 馬主　トーケンサービス（株）

芦毛 生年月日　2020.02.26生 栗毛 生年月日　2013.05.17生 鹿毛 生年月日　2019.04.28生

父　サトノクラウン 生産牧場　村上欽哉 父　ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 父　ホッコータルマエ 生産牧場　三石川上牧場

母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町 母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 母　ラッキーマンボ（父　スズカマンボ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,695,000円 地方収得賞金　12,523,000円 地方収得賞金　3,166,000円

北海道：2022/05/04～　8戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2021/07/01～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2022/11/28～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/12/02～　126戦4勝（2着6回、3着12回） 南関東：2021/10/25～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 北海道：2022/09/21～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

クラマサヴィーナス 調教師　矢野義幸（船橋） 6R

牝2歳 馬主　倉見政敏 1枠1番 11R

栗毛 生年月日　2020.05.06生 バシュラマック 調教師　山中尊徳（船橋） 1枠1番

父　ニシケンモノノフ 生産牧場　倉見牧場 セン2歳 馬主　伊達泰明 ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（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 栗毛 生年月日　2020.02.23生 牡6歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

地方収得賞金　1,664,000円 父　ラニ 生産牧場　サンシャイン牧場 芦毛 生年月日　2016年3月26日

北海道：2022/07/20～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ヴァイスヴァーサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン

南関東：2022/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,396,000円 母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

北海道：2022/04/21～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　28,010,000円

4R 南関東：2022/10/25～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

2枠2番 3枠3番 南関東：2019/07/16～　36戦6勝（2着3回、3着1回）

ブルーミングヒル 調教師　山本学（船橋） ノーサイド 調教師　齊藤敏（船橋） 岩手：2021/09/13～　7戦5勝（2着0回、3着1回）

牝2歳 馬主　トーケンサービス（株） 牡2歳 馬主　伊藤裕一 南関東：2022/01/11～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2020.03.25生 栗毛 生年月日　2020.03.07生 岩手：2022/08/30～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ホッコータルマエ 生産牧場　木村牧場 父　グランデッツァ 生産牧場　原フアーム 南関東：2022/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ブルーバレット（父　Ｆｉｒｓｔ　Ｄｅｆｅｎｃｅ） 母　パンパードサマー（父　ショウナンカンプ） 産地　新ひだか町 2枠2番

地方収得賞金　1,773,000円 地方収得賞金　2,883,000円 マナホク 調教師　齊藤敏（船橋）

北海道：2022/07/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2022/04/21～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 牡3歳 馬主　佐藤弘樹

南関東：2022/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 　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　2019.05.01生

3枠3番 ◆2022　知床賞［盛岡］　3着 父　トゥザワールド 生産牧場　シンカンファーム

ツネノフージン 調教師　坂本昇（船橋） 母　スカイプラネット（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町

牡2歳 馬主　（株）本城 9R 地方収得賞金　17,620,000円

栗毛 生年月日　2020.04.09生 4枠4番 北海道：2021/05/13～　12戦4勝（2着2回、3着2回）

父　リアルインパクト 生産牧場　諏訪牧場 メーテル 調教師　川島正一（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

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 牝3歳 馬主　金蘭兄弟（有） 岩手：2022/09/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,559,000円 栗毛 生年月日　2019.04.25生 南関東：2022/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/05/26～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 父　アジアエクスプレス 生産牧場　静内フアーム ◆2022　不来方賞［盛岡］　1着　　◆2022　ひだかオープン［門別］　1着

南関東：2022/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 母　セレスティーヌ（父　ハーツクライ） 産地　新ひだか町 ◆2022　北海優駿［門別］　3着　　◆2022　北斗盃［門別］　3着

8枠9番 地方収得賞金　8,070,000円 7枠7番

シンプリーザベスト 調教師　川島正一（船橋） 北海道：2021/05/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回） スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋）

牝2歳 馬主　飯田貴大 岩手：2021/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　酒井孝敏

黒鹿毛 生年月日　2020.02.16生 南関東：2021/12/21～　10戦2勝（2着2回、3着1回） 栗毛 生年月日　2018.02.24生

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　千代田牧場 7枠7番 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム

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 アンコールゲラン 調教師　山田信大（船橋） 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　2,675,000円 牡5歳 馬主　大久保和夫 地方収得賞金　17,385,000円

北海道：2022/06/02～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017.04.21生 北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　厚賀古川牧場 南関東：2020/10/26～　33戦5勝（2着3回、3着3回）

母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町

●本日の騎乗予定　石川 倭騎手 地方収得賞金　11,417,000円 12R

佐賀4R　④インターロード 北海道：2019/08/28～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 7枠7番

　　　7R　⑦キックザファースト 岩手：2019/12/15～　2戦1勝（2着1回、3着0回） フォースウィズユー 調教師　山田信大（船橋）

　　　8R　⑥アエノライアン 東海：2020/02/20～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　沖田方子

　　10R　⑪ブラックアリエス 岩手：2020/06/07～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018.04.15生

　　11R　⑩アルティマソウル 南関東：2020/08/17～　18戦6勝（2着1回、3着2回） 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　沖田牧場

●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手 母　カザグルマ（父　ソウルオブザマター） 産地　日高町

佐賀3R　⑧ファルコンウルフ 地方収得賞金　5,020,000円

　　　4R　①キタサンガイセン 北海道：2020/07/16～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

　　　5R　⑥クラウンクラシック 南関東：2021/01/11～　10戦2勝（2着1回、3着1回）

　　　6R　⑪テンシ

　　　7R　⑪シーアンラウフェン

　　　8R　⑤アヴォロンティ

　　　9R　⑧バドボーイ

　　10R　⑥ホウオウジョーカー

　　12R　①コルテ

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、佐賀競馬の場外発売はございません。
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