
1R 6R 10R

1枠1番 7枠9番 1枠1番

カグラハルカ 調教師　渡邊貴光（船橋） フォースウィズユー 調教師　山田信大（船橋） グランギフト 調教師　山崎尋美（川崎）

牡3歳 馬主　（有）槇本牧場 牝5歳 馬主　沖田方子 牡6歳 馬主　川原輝雄

黒鹿毛 生年月日　2020.05.18生 鹿毛 生年月日　2018.04.15生 鹿毛 生年月日　2017.03.27生

父　パドトロワ 生産牧場　船越伸也 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　沖田牧場 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　静内山田牧場

母　ビヨンドマイリーチ（父　ワイルドラッシュ） 産地　平取町 母　カザグルマ（父　ソウルオブザマター） 産地　日高町 母　グレイスキッス（父　エアエミネム） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　787,000円 地方収得賞金　5,140,000円 地方収得賞金　18,730,000円

北海道：2022/05/26～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/07/16～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/08/28～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

3枠3番 南関東：2021/01/11～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/12/19～　31戦7勝（2着3回、3着4回）

バララララララ 調教師　岡林光浩（船橋） 7枠10番 4枠4番

牝3歳 馬主　古谷剛彦 ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋） モーニングショー 調教師　林正人（船橋）

青鹿毛 生年月日　2020.03.22生 牡5歳 馬主　木村薫 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム

父　ジャングルポケット 生産牧場　ヒサイファーム 鹿毛 生年月日　2018.04.22生 鹿毛 生年月日　2019.02.04生

母　ラクリモーサ（父　ウォーエンブレム） 産地　新ひだか町 父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場 父　シニスターミニスター 生産牧場　新生ファーム

地方収得賞金　1,042,000円 母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町 母　ロマンチック（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

北海道：2022/08/18～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,400,000円 地方収得賞金　12,785,000円

南関東：2022/12/19～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/07/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/05/04～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

8枠11番 南関東：2020/12/01～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2022/10/26～　3戦0勝（2着1回、3着2回）

ダブルシックス 調教師　石井勝男（船橋） 北海道：2021/04/15～　15戦1勝（2着4回、3着4回） ◆2021　栄冠賞［門別］　1着

牡3歳 馬主　藤本直弘 南関東：2021/12/01～　9戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2021　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

鹿毛 生年月日　2020.03.26生 北海道：2022/07/14～　9戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2021　サッポロクラシックC［門別］　3着

父　トゥザワールド 生産牧場　藤本直弘 南関東：2022/11/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

母　グレースシャンティ 産地　日高町 11R　第67回船橋記念〔SⅢ〕

地方収得賞金　865,000円 8R 8枠11番

北海道：2022/08/17～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 6枠8番 モズアンビリバボー 調教師　鈴木義久（川崎）

南関東：2022/12/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ヴェニーレ 調教師　山田信大（船橋） 牡5歳 馬主　松本光弘

牡5歳 馬主　大久保和夫 栗毛 生年月日　2018.02.17生

2R 鹿毛 生年月日　2018.04.27生 父　グランプリボス 生産牧場　谷川牧場

5枠5番 父　メイショウボーラー 生産牧場　厚賀古川牧場 母　モズラコルタ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町

ケンタスペシャル 調教師　山本学（船橋） 母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町 地方収得賞金　22,475,000円

牡3歳 馬主　トーケンサービス（株） 地方収得賞金　5,290,000円 北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

栗毛 生年月日　2020.04.26生 北海道：2020/09/09～　3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）

父　スピルバーグ 生産牧場　沖田牧場 岩手：2021/03/27～　7戦5勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/01/01～　23戦3勝（2着3回、3着4回）

母　ティープリーズ（父　アジュディミツオー） 産地　日高町 南関東：2021/12/29～　9戦1勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　1,400,000円 12R

北海道：2022/08/25～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 9R 3枠3番

南関東：2022/11/30～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 2枠2番 サントレゾール 調教師　林正人（船橋）

5枠6番 フィティアンガ 調教師　山中尊徳（船橋） 牡5歳 馬主　（有）太盛

カプアーノ 調教師　新井清重（船橋） セン4歳 馬主　伊達泰明 鹿毛 生年月日　2018.04.27生

牝3歳 馬主　（有）上水牧場 芦毛 生年月日　2019.02.18生 父　モンテロッソ 生産牧場　ストロベリーフィールドファーム株式会社

栗毛 生年月日　2020.04.09生 父　ラニ 生産牧場　サンシャイン牧場 母　コノハナ（父　イーグルカフェ） 産地　むかわ町

父　コパノリッキー 生産牧場　上水牧場 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　5,855,000円

母　クイーンオブナプレス（父　Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ） 産地　むかわ町 地方収得賞金　6,087,000円 北海道：2020/06/04～　12戦0勝（2着1回、3着4回）

地方収得賞金　1,398,000円 北海道：2021/04/29～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/02～　24戦3勝（2着1回、3着0回）

北海道：2022/05/18～　12戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2021/10/14～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 6枠9番

6枠8番 北海道：2022/04/14～　10戦1勝（2着0回、3着3回） ショウキ 調教師　甲田悟史（川崎）

リュウノフランカー 調教師　齊藤敏（船橋） 南関東：2022/10/26～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 牡5歳 馬主　（株）フクキタル

牡3歳 馬主　蓑島竜一 7枠9番 栗毛 生年月日　2018.01.17生

黒鹿毛 生年月日　2020.04.11生 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 父　フリオーソ 生産牧場　パカパカファーム

父　ウインバリアシオン 生産牧場　スプリングファーム 牡9歳 馬主　高橋勉 母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町

母　ロックランザ（父　Ｒｏｃｋ　ｏｆ　Ｇｉｂｒａｌｔａｒ） 産地　青森県 鹿毛 生年月日　2014.04.26生 地方収得賞金　4,615,000円

地方収得賞金　1,046,000円 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 北海道：2020/05/20～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2022/05/18～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 南関東：2020/11/09～　25戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2022/12/19～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　16,855,000円

北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

3R 南関東：2017/01/11～　94戦3勝（2着8回、3着12回）

6枠7番 8枠11番

スマイルジーニアス 調教師　鹿沼良和（浦和） エイシントゥラン 調教師　藤原智行（浦和）

セン8歳 馬主　今中俊平 牝4歳 馬主　平井克彦

鹿毛 生年月日　2015.02.10生 栗毛 生年月日　2019.01.27生

父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　栄進牧場

母　スカーレットポピー（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 母　エーシンアガペー（父　ロージズインメイ） 産地　浦河町

地方収得賞金　9,335,000円 地方収得賞金　6,055,000円

北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2021/04/14～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2017/11/02～　84戦6勝（2着5回、3着5回） 兵庫：2021/12/01～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

7枠8番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ビービーバンチョウ 調教師　玉井昇（船橋） 岩手：2022/07/24～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

牡8歳 馬主　（株）ＩＴＦ ◆2022　ハーベストC［盛岡］　3着

栗毛 生年月日　2015.02.11生 8枠12番

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 アンコールゲラン 調教師　山田信大（船橋）

母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 牡6歳 馬主　大久保和夫

地方収得賞金　9,559,000円 鹿毛 生年月日　2017.04.21生

北海道：2017/06/21～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　厚賀古川牧場

南関東：2017/10/23～　28戦2勝（2着4回、3着7回） 母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町

北海道：2020/04/22～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,417,000円

北海道：2019/08/28～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

4R 岩手：2019/12/15～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

3枠3番 東海：2020/02/20～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

ヴォルテッラ 調教師　岡林光浩（船橋） 岩手：2020/06/07～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

牝4歳 馬主　欠畑圭一 南関東：2020/08/17～　19戦6勝（2着1回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2019.04.04生

父　トーセンジョーダン 生産牧場　辻牧場 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
母　ルミナーラ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町 1R　④リュウワンタカヒロ　⑤ラッシュエオリカ　⑥スティールアグネス

地方収得賞金　1,488,000円 　　　⑦ベルモットエール　⑧リコーウージー　⑩エイシンネムス

北海道：2021/05/05～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 2R　①フークエラドゥーラ　②エイシンイオ　⑥リコートルーパー

岩手：2021/08/31～　28戦1勝（2着3回、3着3回） 5R　④ヤマショウオーソ　

南関東：2022/12/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6R　⑨クインザクイン

7枠9番 10R　⑨ドリームスイーブル

ドローアプローズ 調教師　渡邊貴光（船橋） 11R　①ヒメコマチ　⑥バルドエース

セン6歳 馬主　（株）レックス

鹿毛 生年月日　2017.03.26生 ●本日の騎乗予定　阪野 学騎手
父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 名古屋1R　③コハクノカガヤキ

母　アプローズビコー（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 　　　4R　③メルティング

地方収得賞金　5,504,000円 　　　5R　⑧アオイナギサ

北海道：2019/06/12～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 　　12R　④トリプルアイ

南関東：2020/03/31～　22戦2勝（2着1回、3着5回）

8枠10番 ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
マンハッタンロード 調教師　川島正一（船橋） 2R　⑦ユメノタスキ

牡4歳 馬主　嶋田賢 3R　④ワグナーコーヴ

黒鹿毛 生年月日　2019.05.15生 6R　⑫ガットゲンチタラ

父　ロードカナロア 生産牧場　服部牧場 8R　⑤ユニコーン

母　ホクラニミサ（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町 9R　③コパノデイトナ

地方収得賞金　1,493,000円 10R　⑪コエミ

北海道：2022/05/03～　10戦3勝（2着0回、3着4回）

1/18(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

モズアンビリバボー　2020/09/24　イノセントC出走時

転入後
初出走

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

再転入後
初出走

前走
１着

前走
３着

前走
３着

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♪


