
1R 5R 9R

6枠6番 2枠2番 4枠4番

スタチュー 調教師　新井清重（船橋） モリデンルンバ 調教師　坂本昇（船橋） ミニミニスター 調教師　山本学（船橋）

牡3歳 馬主　田村誠 牡2歳 馬主　森田芳男 牝3歳 馬主　手嶋康雄

青鹿毛 生年月日　2012年5月2日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月21日 鹿毛 生年月日　2012年3月24日

父　スタチューオブリバティ 生産牧場　本桐牧場 父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男 父　シニスターミニスター 生産牧場　佐竹学

母　ショウナンアネーロ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 母　ナイスクラップ（父　ディアブロ） 産地　新冠町 母　オンワードスペル（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　872,000円 地方収得賞金　6,235,000円 地方収得賞金　3,033,000円

北海道：2014/06/11〜　24戦1勝（2着3回、3着7回） 北海道：2015/06/17〜　7戦3勝（2着1回、3着2回） 北海道：2014/05/06〜　7戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2015/11/12〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/11〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2014/10/01〜　12戦1勝（2着2回、3着2回）

◆2015平和賞2着

2R 4枠4番 11R

7枠9番 カティサンダ 調教師　岡林光浩（船橋） 4枠5番

リュウノヒカル 調教師　齊藤敏（船橋） 牡2歳 馬主　古谷剛彦 ニシノファイター 調教師　堂山芳則（北海道）

牝3歳 馬主　蓑島竜一 鹿毛 生年月日　2013年5月6日 牡6歳 馬主　西森鶴

青鹿毛 生年月日　2012年3月28日 父　デュランダル 生産牧場　猿倉牧場 栗毛 生年月日　2009年4月1日

父　ソングオブウインド 生産牧場　大林ファーム 母　エアヴァレナ（父　エルコンドルパサー） 産地　様似町 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　ニシケンフアーム

母　ヒカルヨコスカ（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 地方収得賞金　2,024,000円 母　ローレルセレナーデ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,206,000円 北海道：2015/06/03〜　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　37,773,000円

北海道：2014/06/04〜　9戦1勝（2着1回、3着0回） 笠松：2015/09/03〜　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2011/05/19〜　18戦8勝（2着1回、3着1回）

兵庫：2014/11/26〜　7戦0勝（2着0回、3着0回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2015/04/04〜　7戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2015/11/27〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 　　うち他地区参戦：5戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/10/06〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2015ゴールドウィング賞1着 南関東：2013/03/14〜　3戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 5枠6番 北海道：2013/09/08〜　24戦7勝（2着6回、3着2回）

スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） ドンゲイボルグ 調教師　佐藤厚弘（船橋） ◆2011鎌倉記念1着

牝3歳 馬主　細川大輔 牡2歳 馬主　（株）ドン ◆2012北海優駿（H1）1着

青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 芦毛 生年月日　2013年4月29日 ◆2012王冠賞（H2）1着

父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司 ◆2012ダービーグランプリ2着

母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町 ◆2014赤レンガ記念（H3）3着

地方収得賞金　1,193,000円 地方収得賞金　2,700,000円 ◆2014ステイヤーズカップ（H1）2着

北海道：2014/07/22〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/18〜　3戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2014瑞穂賞（H2）2着

笠松：2014/11/14〜　17戦2勝（2着0回、3着3回） 南関東：2015/10/06〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2015絆カップ2着

南関東：2015/09/10〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠11番 6枠9番

ハッチャンハッピー 調教師　渡邊薫（船橋） グランプリブラッド 調教師　田中淳司（北海道）

3R 牝2歳 馬主　野嶋祥二 牡6歳 馬主　目黒忠法

1枠1番 鹿毛 生年月日　2013年5月24日 鹿毛 生年月日　2009年4月21日

ミュゼマリオネット 調教師　佐藤賢二（船橋） 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　澤井義一 父　ディープインパクト 生産牧場　ノーザンファーム

牝2歳 馬主　（有）新生ファーム 母　アールデコ（父　タイキシャトル） 産地　様似町 母　シルクプリマドンナ（父　ブライアンズタイム） 産地　安平町

栗毛 生年月日　2013年4月8日 地方収得賞金　840,000円 地方収得賞金　16,975,000円

父　ロージズインメイ 生産牧場　下河辺牧場 北海道：2015/07/15〜　6戦1勝（2着2回、3着0回） 中央収得賞金　78,640,000円（内付加賞金　1,518,000円）

母　ラッキーパートナー（父　Ｗｉｌｄ　Ａｇａｉｎ） 産地　日高町 JRA：2011/12/24〜　32戦5勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,380,000円 6R 北海道：2015/04/29〜　6戦3勝（2着2回、3着1回）

北海道：2015/06/11〜　5戦1勝（2着2回、3着1回） 4枠4番 ◆2015コスモバルク記念（H3）2着

4枠4番 ルックスグー 調教師　山本学（船橋） ◆2015赤レンガ記念（H3）3着

ノーノーイエース 調教師　矢野義幸（船橋） 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場 ◆2015星雲賞（H3）1着

牝2歳 馬主　山際辰夫 芦毛 生年月日　2012年4月21日 ◆2015旭岳賞（H3）2着

青鹿毛 生年月日　2013年4月3日 父　メイショウサムソン 生産牧場　グランド牧場 ◆2015瑞穂賞（H2）1着

父　アジュディミツオー 生産牧場　竹島幸治 母　メイキングザヘヴン（父　Ｂｕｄｄｈａ） 産地　新ひだか町 ◆2015道営記念（H1）1着

母　ヤマノバイオレット（父　フジキセキ） 産地　日高町 地方収得賞金　2,468,000円 8枠13番

地方収得賞金　1,320,000円 北海道：2014/05/22〜　7戦1勝（2着2回、3着1回） サクラシャイニー 調教師　田中守（高知）

北海道：2015/04/23〜　12戦1勝（2着1回、3着1回） 名古屋：2014/12/30〜　10戦2勝（2着4回、3着2回） 牡9歳 馬主　須田靖之

7枠9番 　　うち他地区参戦：3戦0勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2006年5月6日

エクレールノワール 調教師　稲益貴弘（船橋） 南関東：2015/11/12〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　サクラプレジデント 生産牧場　新和牧場

牝2歳 馬主　細川大輔 ◆2015スプリングカップ3着 母　サクラフューチャー（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2013年4月18日 ◆2015新緑賞2着 地方収得賞金　12,290,000円

父　スウィフトカレント 生産牧場　大川牧場 ◆2015駿蹄賞3着 中央収得賞金　82,540,000円（内付加賞金　1,130,000円）

母　ブランフィル（父　アフリート） 産地　厚真町 8枠11番 北海道：2008/05/06〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,520,000円 エメラルウルトラ 調教師　佐々木清明（船橋） JRA：2008/12/07〜　42戦4勝（2着3回、3着5回）

北海道：2015/06/24〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　高橋勉 高知：2014/10/26〜　9戦6勝（2着0回、3着1回）

8枠10番 鹿毛 生年月日　2012年3月2日 　　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着1回）

ドンブルーローズ 調教師　佐藤厚弘（船橋） 父　アルデバラン２ 生産牧場　出羽牧場 ◆2014黒潮マイルチャンピオンシップ1着

牝2歳 馬主　（株）ドン 母　セトウチシャイン（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町 ◆2014兵庫ゴールドトロフィー（Jpn3）3着

青鹿毛 生年月日　2013年4月24日 地方収得賞金　2,703,000円 ◆2015大高坂賞1着

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　村上雅規 北海道：2014/07/09〜　7戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2015御厨人窟賞1着

母　ヴァリュー（父　Ｂｅｌｏｎｇ　ｔｏ　Ｍｅ） 産地　新冠町 JRA：2015/01/04〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2015福永洋一記念1着

地方収得賞金　1,205,000円 南関東：2015/03/25〜　8戦0勝（2着1回、3着3回） ◆2015園田ＦＣスプリント1着

北海道：2015/06/16〜　5戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/10/08〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 7R 12R

4枠4番 8枠13番

4R オミコシ 調教師　柏木一夫（大井） グレイスウォード 調教師　椎名廣明（船橋）

2枠2番 牡6歳 馬主　北村和江 牡5歳 馬主　（株）レックス

サブリナラッシュ 調教師　齊藤敏（船橋） 栗毛 生年月日　2009年1月25日 芦毛 生年月日　2010年4月17日

牝6歳 馬主　蓑島竜一 父　アサクサデンエン 生産牧場　高橋啓 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　岡田スタツド

黒鹿毛 生年月日2009年3月31日 母　メイセイプリマ（父　ジェニュイン） 産地　平取町 母　スマーティコジーン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町

父　ワイルドラッシュ 生産牧場サンバマウンテンファーム 地方収得賞金　9,885,000円 地方収得賞金　10,819,000円

母　エイダイサブリナ（父　アドマイヤコジーン） 産地日高町 北海道：2011/06/16〜　9戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2012/09/04〜　5戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　7,513,000円 南関東：2011/11/30〜　67戦3勝（2着4回、3着1回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2011/07/19〜　6戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2012/12/03〜　25戦4勝（2着3回、3着1回）

兵庫：2011/12/12〜　5戦1勝（2着0回、3着1回） 服部茂史騎手・石川倭騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　服部茂史騎手 本日は金沢競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！

岩手：2012/04/09〜　5戦1勝（2着0回、3着0回） 7R　⑪エリザヴェータ 3R　⑤ガイデッドミサイル

南関東：2012/09/24〜　45戦0勝（2着4回、3着3回） 9R　⑧スカイツリクィーン 5R　②アーミーガール、⑥プレーリーウィロウ

11R　⑨グランプリブラッド 7R　②ノースショア

　石川倭騎手 8R　③フォロセッタ

5R　④カティサンダ

12R　⑪ゴーワン

12/8（火）船橋  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

服部茂史騎手

石川倭騎手

転入後
初出走

前走
2 着

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
2 着

前走
3 着

前走
3 着

ホッカイドウ競馬
所 属前走

2 着

本日スポット参戦の
松井伸也騎手が騎乗します！

応援してね！

高知競馬
所 属

転入後
初出走

前走
1 着

ホッカイドウ競馬
所 属前走

1 着


