
1R 6R 8R

3枠3番 4枠4番 3枠3番

ギガンテス 調教師　矢内博（船橋） プレミールキャット 調教師　新井清重（船橋） メロディアス 調教師　佐藤裕太（船橋）

牡3歳 馬主　森山泰子 牝5歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牝5歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2012年4月28日 鹿毛 生年月日　2010年5月2日 栗毛 生年月日　2010年3月29日

父　サクラプレジデント 生産牧場　木田祐博 父　アサクサデンエン 生産牧場　小倉光博 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム

母　サクラフォルトゥナ（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　シークレットローズ（父　レジエンドテイオー） 産地　新ひだか町 母　フォルナリーナ（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　千歳市

地方収得賞金　1,064,000円 地方収得賞金　7,960,000円 地方収得賞金　9,736,000円

北海道：2014/07/03～　18戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2012/07/26～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2012/05/30～　5戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/10/07～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2012/11/14～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

笠松：2013/05/15～　12戦2勝（2着1回、3着6回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

2R 南関東：2013/09/25～　33戦1勝（2着5回、3着2回） 南関東：2012/12/31～　29戦3勝（2着2回、3着0回）

4枠4番 6枠6番 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

クワイトファイン 調教師　稲益貴弘（船橋） シアーブリス 調教師　椎名廣明（船橋） ◆2012　ジュニアグランプリ2着、ローレル賞3着

牡5歳 馬主　端将一郎 牡7歳 馬主　（株）レックス 4枠4番

鹿毛 生年月日　2010年4月19日 黒鹿毛 生年月日　2008年3月27日 リュウノハヤテ 調教師　齊藤敏（船橋）

父　トウカイテイオー 生産牧場　前川義則 父　イーグルカフェ 生産牧場　高橋啓 牡4歳 馬主　蓑島竜一

母　オーロラテルコ（父　ミスターシービー） 産地　日高町 母　マイグローリー（父　オジジアン） 産地　平取町 鹿毛 生年月日　2011年5月30日

地方収得賞金　2,661,000円 地方収得賞金　14,840,000円 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大塚牧場

北海道：2012/05/04～　16戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2010/09/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　イノリ（父　クリミナルタイプ）

福山：2012/12/01～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2010/11/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　6,201,000円

名古屋：2013/04/05～　15戦1勝（2着4回、3着3回） 兵庫：2011/02/11～　14戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/06/05～　15戦1勝（2着0回、3着4回）

南関東：2013/11/21～　27戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2011/09/22～　62戦8勝（2着7回、3着14回） 岩手：2013/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2014/02/13～　29戦1勝（2着6回、3着3回）

3R 7R

3枠3番 3枠3番 9R

グランエンペラー 調教師　山中尊徳（船橋） ハヤブサヒカリ 調教師　齊藤敏（船橋） 8枠12番

セン6歳 馬主　田中照美 牡3歳 馬主　市川智 キタノファイター 調教師　佐々木功（船橋） 

鹿毛 生年月日　2009年4月5日 鹿毛 生年月日　2012年4月26日 牡4歳 馬主　中島稔

父　タヤスツヨシ 生産牧場　有限会社中田牧場 父　ファルブラヴ 生産牧場　有限会社ケイズ 黒鹿毛 生年月日　2011年4月5日

母　ストロングスズラン（父　ミルジヨージ） 産地　平取町 母　ダンスインザムーン（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 父　ストーミングホーム 生産牧場　森永聡

地方収得賞金　4,990,000円 地方収得賞金　3,677,000円 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

北海道：2011/04/29～　9戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/07/09～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　1,591,000円

南関東：2012/01/19～　25戦2勝（2着2回、3着4回） 兵庫：2014/09/24～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2013/05/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

4枠4番 南関東：2015/01/16～　20戦1勝（2着1回、3着0回） 笠松：2013/09/25～　49戦6勝（2着6回、3着6回）

ユカナ 調教師　鷹見浩（大井） 5枠5番

牝6歳 馬主　中田和宏 クラマサジョーカー 調教師　矢野義幸（船橋） 11R

鹿毛 生年月日　2009年4月27日 牝5歳 馬主　倉見政敏 1枠1番

父　タヤスツヨシ 生産牧場　有限会社中田牧場 栗毛 生年月日　2010年3月28日 ジェットシティ 調教師　川島正一（船橋）

母　パッションキャリー（父　ヤマニンゼファー） 産地　平取町 父　グリーンアプローズ 生産牧場　倉見牧場 牝3歳 馬主　（有）サンデーレーシング

地方収得賞金　4,737,000円 母　クラファストレディ（父　シングルロマン） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2012年3月3日

北海道：2011/05/19～　8戦3勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　8.971,000円 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

南関東：2011/11/27～　21戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2012/08/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 母　シアトルスペシャル（父　Ｎｕｒｅｙｅｖ） 産地　安平町

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/01/09～　46戦5勝（2着2回、3着7回） 地方収得賞金　8,385,000円

7枠8番 8枠10番 北海道：2014/05/28～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

ポップコーンドール 調教師　宮下貴明（船橋） キャプテンヒーロー 調教師　渡邊貴光（船橋） 南関東：2015/01/13～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

牝6歳 馬主　山路孝 牡4歳 馬主　（株）ジェイアール ◆2014　ブリーダーズゴールドジュニアカップ2着

鹿毛 生年月日　2009年2月15日 栗毛 生年月日　2011年5月22日

父　トワイニング 生産牧場　白井牧場 父　キャプテンスティーヴ 生産牧場　諏訪牧場  鞍上は服部茂史騎手！！ 　

母　ポップコーンプリンセス（父Ｏｌｄ　Ｔｒｉｅｓｔｅ） 産地　日高町 母　ハセノヒロイン（父　セクレト） 産地　青森県上北郡七戸町 　本日は
地方収得賞金　4,544,000円 地方収得賞金　5,421,000円

北海道：2011/06/15～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/08/15～　15戦3勝（2着5回、3着2回） ４Ｒ⑧ノーズカットボーイ
南関東：2011/11/15～　77戦1勝（2着2回、3着5回） 南関東：2014/12/17～　16戦1勝（2着4回、3着3回） ７Ｒ②ケンシベリーノ
8枠11番 8枠11番

ヴィクトリーレイ 調教師　森始（船橋） グランドヘヴン 調教師　山本学（船橋）  と計３クラに騎乗します♪
牝4歳 馬主　南眞義 牡3歳 馬主　泉俊二

鹿毛 生年月日　2011年4月25日 鹿毛 生年月日　2012年4月29日 3枠3番

父　ヴィクトリー 生産牧場　川筋克幸 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 ハニームーン 調教師　山浦武（船橋）

母　エリモティファニー（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 母　ニューヘヴン（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　沖田方子

地方収得賞金　1,056,000円 地方収得賞金　3,978,000円 鹿毛 生年月日　2012年3月4日

北海道：2013/08/29～　11戦2勝（2着2回、3着3回） 北海道：2014/05/15～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 父　メイショウサムソン 生産牧場　沖田牧場

南関東：2015/02/10～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/10/01～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 母　ブライズメイト（父　エイシンサンディ） 産地　日高町

北海道：2015/10/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,122,000円

4R 北海道：2014/05/15～　11戦1勝（2着4回、3着1回）

6枠7番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

リニアエキスプレス 調教師　岡林光浩（船橋） 南関東：2015/01/29～　9戦2勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　（株）パイロットナミキヒデユキ ◆2014　サンライズカップ2着

鹿毛 生年月日　2012年3月30日 5枠5番

父　ディープスカイ 生産牧場　藤川フアーム クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋）

母　スターリーワールド（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　倉見利弘

地方収得賞金　3,064,000円 芦毛 生年月日　2012年4月26日

北海道：2014/06/26～　9戦0勝（2着4回、3着1回） 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場

名古屋：2015/01/15～　10戦2勝（2着2回、3着2回） 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

南関東：2015/09/10～　5戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　7,361,000円

8枠12番 北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

エクストリングラン 調教師　出川克己（船橋） 南関東：2014/12/04～　12戦0勝（2着8回、3着1回）

牡3歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2012年3月7日

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム

母　エイブルインレース（父　フジキセキ） 産地　北海道千歳市

地方収得賞金　1,669,000円

北海道：2014/07/02～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/10/05～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

12/7（月）船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３ 着

前走
３着

前走
１ 着

前走
１ 着

再転入後
初出走

転入後
初出走

前走
２ 着

みんな頑張って
(^_^)/


