
1R 7R 11R

7枠7番 8枠11番 6枠6番

シーモアドリーム 調教師　伊藤滋規（船橋） タロマンダラ 調教師　渡邊貴光（船橋） ハーリーバーリー 調教師　岡林光浩（船橋）

牝3歳 馬主　（有）木村牧場 牡3歳 馬主　高岡浩行 牡7歳 馬主　丹下将

栗毛 生年月日　2019.03.10生 鹿毛 生年月日　2019.04.20生 黒鹿毛 生年月日　2015.02.14生

父　ディーマジェスティ 生産牧場　木村牧場 父　イスラボニータ 生産牧場　赤石牧場 父　パイロ 生産牧場　中神牧場

母　ナイスゴールド（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 母　ウィズペイシェンス（父　ネオユニヴァース） 産地　平取町 母　アグネスパンドラ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

地方収得賞金　605,000円 地方収得賞金　2,808,000円 地方収得賞金　20,954,000円

北海道：2021/07/15～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/08/19～　16戦3勝（2着1回、3着6回） 北海道：2017/05/10～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2022/12/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/09/12～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

8R 北海道：2018/04/18～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

2R 5枠5番 東海：2018/08/16～　52戦7勝（2着8回、3着10回）

1枠1番 コロンバージュ 調教師　山田信大（船橋） 北海道：2021/04/22～　13戦3勝（2着0回、3着2回）

ダブルシックス 調教師　石井勝男（船橋） 牡2歳 馬主　伊達泰明 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　藤本直弘 栗毛 生年月日　2020.04.20生 南関東：2022/01/13～　7戦5勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2020.03.26生 父　ディープスカイ 生産牧場　サンシャイン牧場 ◆2021　新春盃［名古屋］　3着

父　トゥザワールド 生産牧場　藤本直弘 母　ショーピース（父　スクリーンヒーロー） 産地　日高町

母　グレースシャンティ（父　ダノンシャンティ） 産地　日高町 地方収得賞金　4,154,000円 12R

地方収得賞金　675,000円 北海道：2022/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 2枠2番

北海道：2022/08/17～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/10/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） ムーンドライヴ 調教師　佐々木清明（船橋）

8枠8番 6枠6番 牝7歳 馬主　（有）ランドエコノミー

ケンタスペシャル 調教師　山本学（船橋） バルーンアート 調教師　張田京（船橋） 栗毛 生年月日　2015.02.20生

牡2歳 馬主　トーケンサービス（株） 牡2歳 馬主　吉田照哉 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

栗毛 生年月日　2020.04.26生 青鹿毛 生年月日　2020.02.22生 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

父　スピルバーグ 生産牧場　沖田牧場 父　シャンハイボビー 生産牧場　社台ファーム 地方収得賞金　13,426,000円

母　ティープリーズ（父　アジュディミツオー） 産地　日高町 母　フライングバルーン（父　デュランダル） 産地　千歳市 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,115,000円 地方収得賞金　3,604,000円 岩手：2017/09/24～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/08/25～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2022/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/12/29～　48戦7勝（2着2回、3着2回）

南関東：2022/11/30～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/10/24～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 5枠5番

ディスタイム 調教師　佐藤裕太（船橋）

3R 9R セン5歳 馬主　（株）レックス

5枠5番 5枠5番 青鹿毛 生年月日　2017.03.24生

ヴォルテッラ 調教師　岡林光浩（船橋） マナホクレレ 調教師　齊藤敏（船橋） 父　パドトロワ 生産牧場　大典牧場

牝3歳 馬主　欠畑圭一 牡5歳 馬主　佐藤弘樹 母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2019.04.04生 栗毛 生年月日　2017.03.19生 地方収得賞金　7,350,000円

父　トーセンジョーダン 生産牧場　辻牧場 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 北海道：2019/08/08～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

母　ルミナーラ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町 母　スカイプラネット（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 南関東：2021/02/11～　11戦3勝（2着1回、3着3回）

地方収得賞金　1,278,000円 地方収得賞金　13,995,000円

北海道：2021/05/05～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/09～　9戦3勝（2着2回、3着0回）

岩手：2021/08/31～　28戦1勝（2着3回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠9番 東海：2019/11/22～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

リュウノジャック 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2020/04/16～　18戦2勝（2着5回、3着3回）

牡3歳 馬主　蓑島竜一 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） ●本日の騎乗予定　石川 倭騎手
鹿毛 生年月日　2019.020.3生 南関東：2021/11/30～　7戦0勝（2着0回、3着3回） 佐賀3R　⑨クラウンセト

父　ジャスタウェイ 生産牧場　栄進牧場 北海道：2022/04/20～　14戦1勝（2着0回、3着3回） 　　　4R　③サツマハヤト

母　アクトアウト（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ） 産地　浦河町 ◆2020　ハヤテスプリント[盛岡]　3着 　　　8R　④シーフードパイセン

地方収得賞金　1,430,000円 　　　9R　⑪ローリングサンダー

北海道：2021/05/26～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 10R ●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手
岩手：2021/12/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番 佐賀1R　⑨タイムアンドタイド

南関東：2022/02/18～　7戦0勝（2着1回、3着0回） モリミライ 調教師　林幻（船橋） 　　　6R　⑦ロトクローバー

牝3歳 馬主　羽生田守彦 　　　9R　⑩キナコ

4R 鹿毛 生年月日　2019.04.05生 ※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。ご了承ください。

3枠3番 父　リオンディーズ 生産牧場　レジェンドファーム

ビービーシャーンス 調教師　新井清重（船橋） 母　オウケンハート（父　ジャングルポケット） 産地　新冠町

牡2歳 馬主　坂東勝彦 地方収得賞金　5,701,000円

黒鹿毛 生年月日　2020.04.23生 北海道：2021/07/28～　19戦5勝（2着5回、3着4回）

父　ラニ 生産牧場　松田牧場 南関東：2022/11/29～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

母　エスプリドゥルミエ（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町 8枠9番

地方収得賞金　1,158,000円 アルゴル 調教師　箕輪武（浦和）

北海道：2022/06/30～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 牡3歳 馬主　（株）ＳＫＴ

青鹿毛 生年月日　2019.03.16生

6R 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　中橋清

3枠3番 母　スプリームスー（父　Ｓｐｉｎｎｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ） 産地　新ひだか町

エイシンイージス 調教師　石井勝男（船橋） 地方収得賞金　4,865,000円

牝4歳 馬主　森田一俊 北海道：2021/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

芦毛 生年月日　2018.02.20生 南関東：2022/01/20～　12戦2勝（2着0回、3着1回）

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　栄進牧場 8枠10番

母　エイシンノア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町 ユキゲシズク 調教師　伊藤滋規（船橋）

地方収得賞金　3,859,000円 牝3歳 馬主　小野美子

北海道：2020/05/27～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2019.05.26生

兵庫：2020/12/10～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 父　アメリカンペイトリオット 生産牧場　木戸口牧場

東海：2021/02/23～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ビーナスライン（父　フジキセキ） 産地　浦河町

岩手：2021/06/14～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,483,000円

南関東：2021/12/21～　13戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2021/06/23～　9戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/04/20～　11戦2勝（2着5回、3着0回）

12/18(日) 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
１着

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
３着

前走
３着

前走
１着

再転入後
初出走

前走
２着

再転入後
初出走

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


