
2R 6R 11R　チバテレ盃〔準重賞〕

3枠3番 3枠3番 4枠4番

ブルーミングヒル 調教師　山本学（船橋） シャインポラリス 調教師　佐藤裕太（船橋） ノットリグレット 調教師　川島正一（船橋）

牝3歳 馬主　トーケンサービス（株） 牝4歳 馬主　佐藤英樹 牡5歳 馬主　吉田照哉

黒鹿毛 生年月日　2020.03.25生 栗毛 生年月日　2019.03.25生 芦毛 生年月日　2018.03.18生

父　ホッコータルマエ 生産牧場　木村牧場 父　ダンカーク 生産牧場　木村牧場 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

母　ブルーバレット（父　Ｆｉｒｓｔ　Ｄｅｆｅｎｃｅ） 産地　日高町 母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町 母　ノットオーソリティ（父　スウェプトオーヴァーボード）産地　千歳市

地方収得賞金　1,773,000円 地方収得賞金　4,807,000円 地方収得賞金　29,975,000円

北海道：2022/07/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/06/08～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/05/14～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2022/10/25～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/02/15～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/02/18～　16戦4勝（2着6回、3着1回）

5枠6番 5枠5番 ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

クラマサヴィーナス 調教師　矢野義幸（船橋） トンデコパ 調教師　新井清重（船橋） ◆2022　フリオーソレジェンドC［船橋］　2着

牝3歳 馬主　倉見政敏 牝5歳 馬主　小林祐介 ◆'21 スターバーストC［大井］　2着

栗毛 生年月日　2020.05.06生 鹿毛 生年月日　2018.03.26生 8枠10番

父　ニシケンモノノフ 生産牧場　倉見牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　西村牧場 ギガキング 調教師　稲益貴弘（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 母　イマスグキスミー（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町 牡5歳 馬主　（株）Ｈｅｒｏレーシング

地方収得賞金　1,664,000円 地方収得賞金　7,013,000円 鹿毛 生年月日　2018.04.18生

北海道：2022/07/20～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/04/23～　16戦3勝（2着3回、3着1回） 父　キングヘイロー 生産牧場　谷藤弘美

南関東：2022/11/28～　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

6枠8番 岩手：2021/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　94,210,000円

ツネノフージン 調教師　坂本昇（船橋） 南関東：2022/02/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/25～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

牡3歳 馬主　（株）本城 岩手：2022/07/03～　4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）

栗毛 生年月日　2020.04.09生 ◆2020　フルールC［門別］　2着 南関東：2021/02/18～　16戦6勝（2着1回、3着1回）

父　リアルインパクト 生産牧場　諏訪牧場 6枠8番 　うち他地区参戦：3戦1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 モリミライ 調教師　林幻（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

地方収得賞金　2,034,000円 牝4歳 馬主　羽生田守彦 ◆2021　東京湾C［船橋］　1着　　◆2020　南部駒賞［盛岡］　1着

北海道：2022/05/26～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2019.04.05生 ◆2022　短夜賞［船橋］　1着　　◆2021　三里塚賞［船橋］　1着

南関東：2022/11/28～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 父　リオンディーズ 生産牧場　レジェンドファーム ◆2021　クラウンC［川崎］　2着　　◆2020　サンライズC［門別］　2着

母　オウケンハート（父　ジャングルポケット） 産地　新冠町 ◆2022　京成盃グランドマイラーズ［船橋］　3着

3R 地方収得賞金　6,301,000円

5枠5番 北海道：2021/07/28～　19戦5勝（2着5回、3着4回） 12R

ビービーシャーンス 調教師　新井清重（船橋） 南関東：2022/11/29～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 1枠1番

牡3歳 馬主　坂東勝彦 7枠10番 クラサーベル 調教師　玉井勝（船橋）

黒鹿毛 生年月日　2020.04.23生 ヒガシブレーヴ 調教師　河津裕昭（川崎） 牡4歳 馬主　倉見利弘

父　ラニ 生産牧場　松田牧場 牡6歳 馬主　柴田茂樹 黒鹿毛 生年月日　2019.04.20生

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 鹿毛 生年月日　2017.04.07生 父　アンライバルド 生産牧場　倉見牧場

地方収得賞金　1,918,000円 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

北海道：2022/06/30～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 地方収得賞金　13,086,000円

南関東：2022/12/18～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　10,149,000円 北海道：2021/05/13～　12戦3勝（2着1回、3着4回）

7枠9番 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2021/12/01～　13戦2勝（2着1回、3着0回）

グロリアヴェルデ 調教師　甲田悟史（川崎） 南関東：2019/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） ◆2021　イノセントC［門別］　3着

牡3歳 馬主　坂田栄一 岩手：2020/03/20～　17戦0勝（2着2回、3着0回） 2枠2番

鹿毛 生年月日　2020.01.19生 南関東：2020/12/16～　29戦3勝（2着5回、3着4回） トーケンリュウ 調教師　山本学（船橋）

父　ゴールドアクター 生産牧場　静内フアーム 牡5歳 馬主　トーケンサービス（株）

母　ラックアサイン（父　ハービンジャー） 産地　新ひだか町 7R 鹿毛 生年月日　2018.06.21生

地方収得賞金　2,340,000円 7枠9番 父　フリオーソ 生産牧場　マルシチ牧場

北海道：2022/05/31～　8戦1勝（2着0回、3着0回） トーケンマンボ 調教師　山本学（船橋） 母　レーヴドアクトレス（父　コマンダーインチーフ） 産地　青森県

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　トーケンサービス（株） 地方収得賞金　18,680,000円

南関東：2022/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019.04.28生 北海道：2020/06/25～　6戦0勝（2着1回、3着2回）

父　ホッコータルマエ 生産牧場　三石川上牧場 南関東：2020/12/02～　24戦4勝（2着8回、3着4回）

5R 母　ラッキーマンボ（父　スズカマンボ） 産地　新ひだか町 5枠5番

1枠1番 地方収得賞金　3,316,000円 スマイルミュ 調教師　張田京（船橋）

ソウヤミサキ 調教師　岡田一男（浦和） 北海道：2021/07/01～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 牝5歳 馬主　組）ＳＲＴ

牝5歳 馬主　上野耕一 南関東：2021/10/25～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018.04.09生

栗毛 生年月日　2018.04.14生 北海道：2022/09/21～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　マクフィ 生産牧場　畠山牧場

父　フリオーソ 生産牧場　寺井文秀 南関東：2022/12/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　セイユウスマイル（父　ルールオブロー） 産地　新ひだか町

母　マックスビート（父　マイネルセレクト） 産地　えりも町 地方収得賞金　18,555,000円

地方収得賞金　6,847,000円 8R 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2020/05/26～　22戦4勝（2着4回、3着3回） 6枠7番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/11/23～　21戦1勝（2着2回、3着2回） スティールドラゴン 調教師　張田京（船橋） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

5枠7番 牡4歳 馬主　菅野守雄 南関東：2020/11/30～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

アウタースペース 調教師　八木仁（川崎） 鹿毛 生年月日　2019.03.27生 北海道：2021/05/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

牡5歳 馬主　小橋亮太 父　パドトロワ 生産牧場　秋田育成牧場 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2018.03.05生 母　セプドール（父　ストラヴィンスキー） 産地　新ひだか町 南関東：2022/01/14～　6戦0勝（2着2回、3着0回）

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　3,302,000円 ◆2021　留守杯日高賞［水沢］　1着

母　ハタノシュヴァリエ（父　ディープスカイ） 産地　日高町 北海道：2021/06/17～　8戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2022　ティアラC［浦和］　2着

地方収得賞金　6,935,000円 南関東：2021/11/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2020　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着

北海道：2020/05/20～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2022/09/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠8番

東海：2020/10/22～　7戦1勝（2着2回、3着2回） クラバルバトス 調教師　矢野義幸（船橋）

兵庫：2021/02/24～　7戦2勝（2着0回、3着1回） 9R 牝5歳 馬主　（株）サンエアー

南関東：2021/07/28～　27戦0勝（2着1回、3着5回） 3枠3番 芦毛 生年月日　2018.04.22生

6枠9番 ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 父　セイントアレックス 生産牧場　倉見牧場

タロマンダラ 調教師　渡邊貴光（船橋） 牝7歳 馬主　佐藤仁 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

牡4歳 馬主　高岡浩行 鹿毛 生年月日　2016.04.07生 地方収得賞金　14,085,000円

鹿毛 生年月日　2019.04.20生 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム 北海道：2020/05/06～　11戦2勝（2着0回、3着1回）

父　イスラボニータ 生産牧場　赤石牧場 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町 南関東：2021/01/02～　25戦2勝（2着4回、3着4回）

母　ウィズペイシェンス（父　ネオユニヴァース） 産地　平取町 地方収得賞金　20,705,000円

地方収得賞金　3,808,000円 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2021/08/19～　16戦3勝（2着1回、3着6回） 南関東：2018/10/23～　56戦2勝（2着4回、3着8回）

南関東：2022/12/18～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆'19 桃花賞［大井］　3着

8枠13番

スージー 調教師　山本学（船橋） 10R

牝4歳 馬主　手嶋康雄 1枠1番

鹿毛 生年月日　2019.04.13生 ラッキーストーリー 調教師　新井清重（船橋）

父　ディーマジェスティ 生産牧場　八島夕起子 牡3歳 馬主　（株）ＹＧＧホースクラブ

母　ティランジア（父　ハードスパン） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2020.03.12生

地方収得賞金　3,999,000円 父　コパノリッキー 生産牧場　門別山際牧場

北海道：2021/05/26～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ラッキーガール（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

南関東：2021/10/26～　14戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　4,261,000円

北海道：2022/05/31～　10戦2勝（2着2回、3着3回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 2枠2番

3R　⑨アイエススター リッキーナイト 調教師　山中尊徳（船橋）

4R　②カサリリー 牡3歳 馬主　小林祐介

5R　⑧ブローディア 栗毛 生年月日　2020.03.17生

6R　⑪ギムオブスターズ 父　コパノリッキー 生産牧場　へいはた牧場

8R　②ティーズダンキー　 母　コパノレイミー（父　スターリングローズ） 産地　新ひだか町

9R　⑥ティーズブライト　⑦ナイトホークス　⑧マブテッシー 地方収得賞金　4,050,000円

　　　⑩メビウス 北海道：2022/07/06～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

10R第25回新春ペガサスC〔SP1〕　①エムティヒビキ　③リストン 岩手：2022/11/08～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

　　　④ヤノニノキセキ　⑤イントゥザファイア　⑨ブレイブゾロ 6枠6番

　　　⑫イグアスワーク カネミツエース 調教師　張田京（船橋）

牡3歳 馬主　山田徳光

●本日の騎乗予定　阪野 学騎手 芦毛 生年月日　2020.02.26生

名古屋2R　⑨ライクアパール 父　サトノクラウン 生産牧場　村上欽哉

　　　3R　⑦エルピス 母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町

　　　4R　⑩メイショウアルル 地方収得賞金　4,595,000円

　　　5R　⑤ミスメイジョウ 北海道：2022/05/04～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

　　　7R　⑨フェアリープール 南関東：2022/11/28～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

　　10R　③リストン 8枠9番

コロンバージュ 調教師　山田信大（船橋）

●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡3歳 馬主　伊達泰明

1R　④ヘニーレット　⑨ネロブルグ 栗毛 生年月日　2020.04.20生

2R　⑦ニシケンリターン　⑧アンガイガンバルド 父　ディープスカイ 生産牧場　サンシャイン牧場

4R　⑧ミルグラシアス 母　ショーピース（父　スクリーンヒーロー） 産地　日高町

6R　②ボンモマン　⑪スダワールド 地方収得賞金　5,554,000円

北海道：2022/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2022/10/24～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

1/17(火) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

ギガキング　2020/12/16・川崎競馬場　全日本2歳優駿出走時

前走
３着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

前走
２着

再転入後
初出走

転入後
初出走

前走
１着

前走
１着

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
２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♪


