
1R 2R 10R

1枠1番 7枠9番 5枠5番

グリーンマイン 調教師　柿本政男（船橋） ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋） ライブリーソウル 調教師　山下貴之（船橋）

牝2歳 馬主　峰哲馬 牡2歳 馬主　安味宣光 牡4歳 馬主　吉田照哉

青鹿毛 生年月日　2013年3月23日 鹿毛 生年月日　2013年3月28日 青毛 生年月日　2011年4月17日

父　ソングオブウインド 生産牧場　ヤマイチ牧場 父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム

母　アジアンタム（父　フジキセキ） 産地　むかわ町 母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町 母　ライブリーダンス（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

地方収得賞金　670,000円 地方収得賞金　965,000円 地方収得賞金　5,370,000円

北海道：2015/05/05～　16戦0勝（2着5回、3着4回） 北海道：2015/05/13～　13戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2013/05/01～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

3枠3番 8枠10番 南関東：2014/03/17～　17戦1勝（2着2回、3着0回）

アルプスガイド 調教師　伊藤滋規（船橋） バジガクスペラーレ 調教師　久保田信之（大井）

牝2歳 馬主　杉浦和也 牝2歳 馬主　（株）馬事学院 11R　第61回クイーン賞〔JpnⅢ〕

黒鹿毛 生年月日　2013年3月16日 黒鹿毛 生年月日　2013年3月24日 3枠3番

父　サイレントディール 生産牧場　小野瀬竜馬 父　アジュディケーティング 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム ノットオーソリティ 調教師　川島正一（船橋）

母　ポエマリリカ（父　ノーザンテースト） 母　カフェドフレール（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　吉田照哉

産地　清水町 地方収得賞金　850,000円 芦毛 生年月日　2011年4月12日

地方収得賞金　605,000円 北海道：2015/05/28～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム

北海道：2015/04/29～　15戦1勝（2着2回、3着1回） 金沢：2015/07/28～　6戦1勝（2着3回、3着1回） 母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

4枠4番 南関東：2015/11/02～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　78,440,000円

インフィニティ 調教師　山浦武（船橋） 北海道：2013/05/30～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　沖田方子 4R 南関東：2013/11/25～　11戦5勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2013年4月27日 6枠8番 ◆2013　栄冠賞1着、フローラルカップ1着

父　カジノドライヴ 生産牧場　小屋畑和久 ナイスマドンナ 調教師　渡部則夫（大井） ◆2014　ユングフラウ賞・ロジータ記念・東京シンデレラマイル1着、東京プリンセス賞2着

母　オペラハナミ（父　オペラハウス） 産地　日高町 牝3歳 馬主　藤村榮子 ◆2015　しらさぎ賞1着、'15ムーンライトカップ3着

地方収得賞金　555,000円 鹿毛 生年月日　2012年4月8日 7枠11番

北海道：2015/05/14～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 父　サムライハート 生産牧場　黒川賢司 ツリーハウス 調教師　佐藤祐司（岩手）

5枠5番 母　マルマツキセキ（父　カコイーシーズ） 産地　平取町 牝3歳 馬主　木村良明

エラスムス 調教師　張田京（船橋） 地方収得賞金　1,797,000円 黒鹿毛 生年月日　2012年4月23日

牡2歳 馬主　吉田照哉 北海道：2014/07/03～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　下河辺牧場

青鹿毛 生年月日　2013年3月4日 南関東：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　スワニー（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 北海道：2015/08/04～　7戦3勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,537,000円

母　マストシーストップ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 北海道：2014/08/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　565,000円 5R 岩手：2014/12/28～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 3枠3番 笠松：2015/01/21～　13戦6勝（2着5回、3着0回）

オーバークロック 調教師　佐藤裕太（船橋） 岩手：2015/08/09～　8戦0勝（2着0回、3着1回）

2R セン4歳 馬主　吉田照哉 ◆2015　東海ダービー2着、イーハトーブマイル3着

1枠1番 栗毛 生年月日　2011年2月14日 7枠12番

バジガクパルフェ 調教師　久保田信之（大井） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム スターローズ 調教師　山本学（船橋）

牝2歳 馬主　（株）馬事学院 母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　千歳市 牝3歳 馬主　泉俊二

芦毛 生年月日　2013年4月14日 地方収得賞金　4,924,000円 鹿毛 生年月日　2012年4月7日

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社RUMIファーム 北海道：2013/05/08～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 南関東：2013/12/02～　13戦2勝（2着2回、3着0回） 母　ローズカーニバル（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ）

地方収得賞金　796,000円 地方収得賞金　24,755,000円

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 6R 北海道：2014/04/23～　9戦3勝（2着1回、3着1回）

名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 2枠2番 南関東：2014/12/15～　6戦3勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/11/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） アマクサボーイ 調教師　佐々木功（船橋） ◆2015　ユングフラウ賞1着、東京プリンセス賞2着

2枠2番 牡6歳 馬主　中島稔 8枠13番

カリビアンスタッド 調教師　出川克己（船橋） 青毛 生年月日　2009年4月11日 タッチデュール 調教師　山中輝久（笠松）

牡2歳 馬主　吉田照哉 父　アッミラーレ 生産牧場　坂本晴美 牝6歳 馬主　（有）ホースケア

栗毛 生年月日　2013年3月25日 母　ミナミノモンロー（父　タマモクロス） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2009年4月10日

父　カジノドライヴ 生産牧場　社台ファーム 地方収得賞金　9,447,000円 父　タップダンスシチー 生産牧場　門別正

母　フライトオブスワン（父　フレンチデピュティ） 産地　千歳市 北海道：2011/05/12～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 母　タッチノネガイ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

地方収得賞金　969,000円 佐賀：2011/10/16～　7戦2勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　23,511,000円

北海道：2015/06/18～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2012/07/12～　61戦3勝（2着0回、3着2回） 北海道：2011/06/01～　9戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/11/09～　1戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2011　九州ジュニアチャンピオン3着 笠松：2011/10/14～　107戦15勝（2着7回、3着12回）

3枠3番 6枠6番 　うち他地区参戦：46戦1勝（2着2回、3着2回）

スーパープルーム 調教師　岡林光浩（船橋） バトルルーラー 調教師　林正人（船橋） ◆2011　ジュニアクラウン・プリンセス特別1着

牝2歳 馬主　組）寿組合 牡3歳 馬主　土田重実 ◆2011　ゴールドウィング賞3着

鹿毛 生年月日　2013年4月4日 鹿毛 生産牧場　土田農場 ◆2013　兵庫クイーンC1着

父　ネオユニヴァース 生産牧場　村上欽哉 父　バトルプラン 生年月日　2012年5月15日 ◆2013　オータムC・東海ゴールドC3着

母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町 母　オレンジカラー（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町 ◆2014　くろゆり賞1着

地方収得賞金　1,060,000円 地方収得賞金　2,515,000円 ◆2014　金沢スプリントC・ビューチフル・ドリーマーC・秋桜賞・東海ゴールドC2着

北海道：2015/04/22～　7戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/05/28～　16戦3勝（2着2回、3着2回） ◆2014　兵庫サマークイーン賞3着

南関東：2015/11/09～　1戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2015　白銀争覇・読売レディスC3着

5枠5番 8R

キキ 調教師　山本学（船橋） 1枠1番 12R

牝2歳 馬主　手嶋康雄 ワイルドソウル 調教師　岡林光浩（船橋） 5枠6番

鹿毛 生年月日　2013年4月29日 牡4歳 馬主　（有）社台レースホース フクノレクサス 調教師　石井勝男（船橋）

父　ロージズインメイ 生産牧場　佐竹学 栗毛 生年月日　2011年5月6日 牡5歳 馬主　福本次雄

母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　新ひだか町 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 鹿毛 生年月日　2010年5月25日

地方収得賞金　1,110,000円 母　ユアライフスタイル（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市 父　ゴールドアリュール 生産牧場　北光牧場

北海道：2015/05/06～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　6,451,000円 母ラストアウィン（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町

南関東：2015/11/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/15～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　10,031,000円

7枠8番 　うち他地区参戦：　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2012/08/16～　3戦0勝（2着2回、3着1回）

キノドン 調教師　佐藤賢二（船橋） 南関東：2014/03/17～　14戦2勝（2着3回、3着3回） 南関東：2013/01/09～　39戦4勝（2着5回、3着6回）

牡2歳 馬主　組）寿組合 ◆2013　知床賞2着 7枠10番

黒鹿毛 生年月日　2013年4月5日 5枠6番 サカベンツヨシ 調教師　赤嶺本浩（大井）

父　ソングオブウインド 生産牧場　カタオカステーブル モエレピンクダイヤ 調教師　齊藤敏（船橋） 牡4歳 馬主　坂本勉

母　ユアカラー（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　新ひだか町 牝6歳 馬主　中村和夫 鹿毛 生年月日　2012年4月24日

地方収得賞金　745,000円 鹿毛 生産牧場　中村和夫 父　ブラックタキシード 生産牧場　社台牧場

北海道：2015/07/16～　8戦1勝（2着3回、3着2回） 父　ゴールドヘイロー 生年月日　2009年4月29日 母　グリーンヒルスター（父　Ｍｕｔａｋｄｄｉｍ） 産地　白老町

次段に続く⇒ 母　イブキピンクレディ（父　ノーザンテースト） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　4,456,000円

地方収得賞金　12,447,000円 北海道：2014/05/15～　9戦2勝（2着1回、3着1回）

本日の騎乗予定・服部茂史騎手 北海道：2011/05/18～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/01/22～　13戦1勝（2着2回、3着1回）

3R　⑨キスミーソフトリー 南関東：2012/05/02～　43戦6勝（2着8回、3着9回） 8枠12番

7R　⑦レオノンストップ ビービーエレバン 調教師　出川克己（船橋）

8R　①ワイルドソウル 9R 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場

9R　⑫マイネルジパング 6枠7番 鹿毛 生年月日　2012年3月26日

10R　⑤ライブリーソウル エンターザスフィア 調教師　林正人（船橋） 父　ルールオブロー 生産牧場　高橋啓

牡3歳 馬主　山口裕介 母　シャナイア（父　コマンダーインチーフ） 産地　平取町

鹿毛 生年月日　2012年3月14日 地方収得賞金　4,446,000円

父　ヴァーミリアン 生産牧場　村本牧場 北海道：2014/06/25～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

母　トーワマドンナ（父　ラムタラ） 産地　新冠町 南関東：2015/01/14～　10戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　10,200,000円 8枠13番

北海道：2014/05/15～　4戦2勝（2着0回、3着0回） ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　佐藤陽一

南関東：2017/12/18～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年4月21日

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド

母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　4,617,000円

北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回）

南関東：2015/01/14～　11戦1勝（2着2回、3着0回）

12/9（水）船橋 ホッカイドウ競馬出身馬出走情報
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メインは牝馬たちの戦い・

第６１回クイーン賞！

ホッカイドウ競馬デビュー馬も

４頭が出走よ♪

前走
１ 着


