１２／８（金） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
4R
4枠4番

8R
2枠2番

11R
4枠6番

ミカドウェザリア

調教師 川村守男（浦和）

マックスシャトル

調教師 矢内博（船橋）

パーティメーカー

調教師 小久保智（浦和）

牝7歳

馬主 木村重和

牝3歳

馬主 田村誠

牡5歳

馬主 山口裕介

栗毛

生年月日 2010年2月9日

黒鹿毛

生年月日 2014年4月12日

栗毛

生年月日 2012年4月14日

父 ファンタスティックライト

生産牧場 有限会社グッドラック・ファーム

父 ヴァーミリアン

生産牧場 桑嶋峰雄

父 パイロ

生産牧場 昭和牧場

母 アシュカル（父 グランデラ）

産地 日高町

母 ベルモントアダマス（父 アジュディケーティング） 産地 新ひだか町

母 スプリングパレット（父 タイキシャトル）

産地 浦河町

地方収得賞金 8,106,000円

地方収得賞金 2,002,000円

地方収得賞金 37,003,000円

中央収得賞金 2,300,000円

北海道：2012/05/24～ 11戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2016/05/04～ 9戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2014/05/28～ 6戦2勝（2着0回、3着3回）

南関東：2012/12/18～ 84戦4勝（2着4回、3着4回）

南関東：2016/12/06～ 9戦0勝（2着0回、3着2回）

6枠8番

北海道：2017/07/06～ 10戦1勝（2着0回、3着0回）

再転入後
初出走

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

エキシビジョン

調教師 冨田敏男（浦和）

牝5歳

馬主 冨田藤男

鹿毛

生年月日 2012年3月28日

10R
1枠1番

父 フサイチコンコルド

生産牧場 新生ファーム

フィット

調教師 佐藤賢二（船橋）

◆2016 せきれい賞［盛岡］ 1着

母 グレースペニー（父 アフリート）

産地 日高町

牡3歳

馬主 （有）新生ファーム

◆2015 東京ダービー［大井］ 2着

地方収得賞金 3,807,000円

鹿毛

生年月日 2014年3月21日

◆2015 黒潮盃［大井］ 3着

北海道：2014/04/23～ 6戦1勝（2着0回、3着2回）

父 スマートボーイ

生産牧場 新生ファーム

6枠9番

金沢：2014/10/21～ 4戦1勝（2着1回、3着1回）

母 ゴールドインパルス（父 フォーティナイナー）

産地 日高町

ハニームーン

南関東：2015/01/01～ 57戦0勝（2着4回、3着3回）

地方収得賞金 10,541,000円

牡5歳

北海道：2016/06/14～ 6戦2勝（2着0回、3着1回）

鹿毛

南関東：2016/12/26～ 14戦2勝（2着1回、3着3回）

父 メイショウサムソン

生産牧場 沖田牧場

6枠9番

母 ブライズメイト（父 エイシンサンディ）

産地 日高町

6R
8枠11番

南関東：2014/11/09～ 35戦2勝（2着2回、3着1回）
うちJRA参戦：4戦0勝（2着0回、3着0回）
うち他地区参戦：4戦1勝（2着0回、3着0回）
◆2014 ジュニアグランプリ［盛岡］ 1着

調教師 山浦武（船橋）

前走
３着

馬主 沖田方子
生年月日 2012年3月4日

ディフィーノ

調教師 山中尊徳（船橋）

ルックスグー

調教師 山本学（船橋）

地方収得賞金 25,053,000円

牝4歳

馬主 （株）馬事学院

牝5歳

馬主 （株）ファーストビジョン

北海道：2014/05/15～ 11戦1勝（2着4回、3着1回）

鹿毛

生年月日 2013年3月31日

芦毛

生年月日 2012年4月21日

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

父 メイショウサムソン

生産牧場 グランド牧場

南関東：2015/01/29～ 31戦5勝（2着6回、3着5回）

母 グリンタ（父 アラジ）

産地 日高町

母 メイキングザヘヴン（父 Ｂｕｄｄｈａ）

産地 新ひだか町

◆2014 サンライズC［門別］ 2着

地方収得賞金 2,485,000円

地方収得賞金 16,398,000円

北海道：2015/04/23～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/05/22～ 7戦1勝（2着2回、3着1回）

金沢：2015/12/15～ 16戦2勝（2着2回、3着0回）

名古屋：2014/12/18～ 10戦2勝（2着4回、3着2回）

南関東：2016/11/11～ 22戦0勝（2着3回、3着1回）

7R
6枠8番

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2015/11/12～ 34戦5勝（2着3回、3着7回）

●本日の騎乗予定 井上 幹太騎手

◆2015 新緑賞［笠松］ 2着

船橋9R ⑦サクセスコード

◆2015 駿蹄賞［名古屋］ 3着 ◆2015 スプリングカップ［名古屋］ 3着

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手

調教師 山下貴之（船橋）

7枠12番

馬主 田村誠

リンゴカン

調教師 阿井正雄（船橋）

生年月日 2014年4月24日

牡5歳

馬主 門別敏朗

父 サマーバード

生産牧場 三城牧場

栗毛

生年月日 2012年3月25日

船橋1R
7R
8R
11R

母 ジョウノマドンナ（父 ダンスインザダーク）

産地 日高町

父 スクリーンヒーロー

生産牧場 増本牧場

地方収得賞金 2,147,000円

母 グリーンサンライズ（父 サツカーボーイ）

産地 新ひだか町

北海道：2016/05/25～ 18戦4勝（2着4回、3着1回）

地方収得賞金 11,702,000円

セミプレナ
牝3歳
栗毛

転入後
初出走

前走
２着

うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着1回）
◆2017 ル・プランタン賞［佐賀］ 3着

北海道：2014/08/19～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）
南関東：2014/11/17～ 55戦5勝（2着3回、3着11回）

応援よろしくお願いします♪

①プロシージャー
⑫シェルシェール
④ゴールドコーナー
④アラマサル

●本日は笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R ②フォースアフリート ③フォルコメンハイト ⑤ハンナリ
⑦サウスポー ⑧ビーナスリング
2R ①ハッピーマイロード ②リックプンバ ③コペルティーナ
⑤スウェプトマイヒメ ⑦ビナファルコン ⑧ヴァンテラス
3R ④シンハ ⑥バンドゥーラ
4R ⑧フジノシラユキ
6R ③キングレイジング
7R ⑤スーパーラッド
8R ③ワンダフルキングス ④メジャーエドワード
9R ④ブラックプール
10R ⑩チェリーシャクナゲ
12R ⑩ハタノリヴィール

