1/13（金） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
4R
6枠8番

7R
8枠11番

11R
1枠1番

グリーンマイン

調教師 柿本政男（船橋）

サンドクリッパー

調教師 川島正一（船橋）

スターローズ

調教師 佐藤裕太（船橋）

牝4歳

馬主 峰哲馬

牝4歳

馬主 （有）社台レースホース

牝5歳

馬主 泉俊二

生年月日 2013年3月23日

栗毛

生年月日 2013年1月18日

鹿毛

生年月日 2012年4月7日

父 ソングオブウインド

生産牧場 ヤマイチ牧場

父 ワイルドラッシュ

生産牧場 追分ファーム

父 スマートボーイ

生産牧場 グランド牧場

母 アジアンタム（父 フジキセキ）

産地 むかわ町

母 ティークリッパー（父 トニービン）

産地 安平町

母 ローズカーニバル（父 Ｓｉｌｖｅｒ Ｄｅｐｕｔｙ）

産地 新ひだか町

青鹿毛

前走
２着

地方収得賞金 1,860,000円

地方収得賞金 1,979,000円

地方収得賞金 25,865,000円

北海道：2015/05/05～ 16戦0勝（2着5回、3着4回）

北海道：2015/06/18～ 9戦0勝（2着1回、3着3回）

北海道：2014/04/23～ 9戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/12/09～ 23戦0勝（2着2回、3着0回）

岩手：2015/11/28～ 3戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2014/12/15～ 15戦3勝（2着1回、3着1回）

7枠10番

南関東：2016/05/05～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

◆2015 ユングフラウ賞［浦和］ 1着

マッサンゴールド

調教師 山田信大（船橋）

牡4歳

馬主 大久保和夫

◆2015 東京プリンセス賞［大井］ 2着

生年月日 2013年4月21日

10R
3枠3番

父 スターリングローズ

生産牧場 宝寄山忠則

母 ツルノゴゼン（父 アグネスゴールド）

産地 日高町

栗毛

前走
２着

2枠2番

モリデンルンバ

調教師 坂本昇（船橋）

エラスムス

調教師 張田京（船橋）

牡4歳

馬主 森田芳男

牡4歳

馬主 吉田照哉

黒鹿毛

生年月日 2013年4月21日

地方収得賞金 1,668,000円

青鹿毛

生年月日 2013年3月4日

父 マーベラスサンデー

生産牧場 森田芳男

北海道：2015/06/10～ 5戦0勝（2着1回、3着0回）

父 サウスヴィグラス

生産牧場 社台ファーム

母 ナイスクラップ（父 ディアブロ）

産地 新冠町

岩手：2016/04/09～ 8戦3勝（2着3回、3着0回）

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

地方収得賞金 22,355,000円

南関東：2016/11/08～ 2戦0勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金 6,319,000円

北海道：2015/06/17～ 7戦3勝（2着1回、3着2回）

北海道：2015/06/10～ 8戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/11/11～ 9戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/12/09～ 9戦3勝（2着2回、3着2回）

◆2016 ニューイヤーC［浦和］ 1着

6枠6番

◆2015 平和賞［船橋］ 2着

5R
6枠6番

ラクルース

調教師 山中尊徳（船橋）

ドンゲイボルグ

セン6歳

馬主 （株）馬事学院

牡4歳

生年月日 2011年4月13日

芦毛

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

母 デスティーノ（父 ジェネラス）

産地 日高町

芦毛

前走
１着

調教師 佐藤厚弘（船橋）

8枠9番

馬主 （株）ドン

クラカルメン

調教師 矢野義幸（船橋）

生年月日 2013年4月29日

牝8歳

馬主 倉見利弘

父 スウェプトオーヴァーボード

生産牧場 富田恭司

栃栗毛

生年月日 2009年5月1日

母 スカアハ（父 アサティス）

産地 様似町

父 スターキングマン

生産牧場 倉見牧場
産地 日高町

前走
１着

地方収得賞金 6,101,000円

地方収得賞金 6,479,000円

母 クラマサシャトル（父 サクラテルノオー）

北海道：2013/06/13～ 11戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/18～ 3戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 37,232,000円

南関東：2013/11/12～ 10戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/10/06～ 7戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2011/07/05～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

JRA：2014/11/08～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

佐賀：2016/04/09～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2012/03/19～ 73戦7勝（2着11回、3着7回）

南関東：2015/02/23～ 18戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/09/26～ 5戦1勝（2着2回、3着0回）

◆'15シーサイドカップ［大井］ 2着

8枠10番

◆'14クリスタルナイトカップ［大井］ 3着

6R
1枠1番

ライブリーソウル

調教師 山下貴之（船橋）

牡6歳

馬主 吉田照哉

12R
4枠4番

フライングショット

調教師 出川克己（船橋）

青毛

生年月日 2011年4月17日

牡3歳

馬主 吉田照哉

父 ワイルドラッシュ

生産牧場 社台ファーム

ゲットザグルーブ

栗毛

生年月日 2014年3月26日

母 ライブリーダンス（父 サンデーサイレンス）

産地 千歳市

牡5歳

父 タートルボウル

生産牧場 社台ファーム

地方収得賞金 12,764,000円

鹿毛

母 フライングバルーン（父 デュランダル）

産地 千歳市

北海道：2013/05/01～ 7戦1勝（2着1回、3着1回）

父 ヴァーミリアン

生産牧場 新冠橋本牧場

南関東：2014/03/17～ 31戦4勝（2着6回、3着4回）

母 スワンプリンセス（父 Ｎｕｒｅｙｅｖ）

産地 新冠町

地方収得賞金 4,525,000円

調教師 堀千亜樹（大井）
前走
２着

馬主 阿部東亜子
生年月日 2012年5月16日

北海道：2016/05/31～ 7戦2勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 7,469,000円

南関東：2016/12/14～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/05/28～ 7戦2勝（2着0回、3着2回）

◆2016 サッポロクラシックC[門別] 1着

南関東：2014/11/27～ 26戦1勝（2着2回、3着3回）

◆2016 イノセントカップ[門別] 3着

●本日の騎乗予定 阿部 龍騎手
●本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R ③ラブリン ④ノックヒル ⑤ナナコ ⑥ダテノグッドラック
2R ②グロリーゼファー ⑨シグラップラテ
3R ③ビリーヴティアラ
8R ①ガンバルデュラン
9R ①オグリノース ④スクリーンデビュー
10R ⑦ヘビデューティー

船橋12R ⑨アルーリングトーン

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
船橋4R ⑪ルーナディア
11R ①スターローズ
12R ②ポッドライジング

●本日の騎乗予定 水野 翔騎手
笠松1R
2R
4R
5R
7R
8R

④ノックヒル
⑤ベインオブゴールド
④アグリデジタル
⑧ラブウィスパー
⑧リコリアーノ
②ハイスピードバイオ

応援よろしくね♪

