3/14（水） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
5枠5番

6R
3枠3番

9R
4枠6番

エイシンレインボー

調教師 田邊陽一（川崎）

マサノスマイル

調教師 齊藤敏（船橋）

ロゼッタハート

牝3歳

馬主 杉浦和也

牝3歳

馬主 中村時子

牝4歳

黒鹿毛

生年月日 2015年3月9日

栗毛

生年月日 2015年5月18日

鹿毛

父 アドマイヤムーン

生産牧場 栄進牧場

父 サウスヴィグラス

生産牧場 見上牧場

父 ネオユニヴァース

生産牧場 ヤナガワ牧場

母 スカイウェー（父 Ｔｒａｎｓ Ｉｓｌａｎｄ）

産地 浦河町

母 スナークスマイル（父 フレンチデピュティ）

産地 新ひだか町

母 サイモンドルチェ（父 ジャングルポケット）

産地 日高町

調教師 矢野義幸（船橋）
前走
３着

馬主 梁川正
生年月日 2014年2月21日

地方収得賞金 780,000円

地方収得賞金 3,625,000円

地方収得賞金 5,170,000円

北海道：2017/05/10～ 7戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/06/15～ 9戦2勝（2着4回、3着0回）

北海道：2016/06/23～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

岩手：2017/12/02～ 3戦1勝（2着1回、3着0回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

JRA：2016/12/18～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/02/01～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/02/08～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠7番

◆2017 プリンセスC［水沢］ 2着

南関東：2017/05/01～ 16戦1勝（2着3回、3着2回）

◆2017 フルールC［門別］ 2着

シュヴァノーティ

調教師 川島豊（浦和）

6枠7番

牡3歳

馬主 （株）ファーストビジョン

ボーダレスガール

調教師 佐藤裕太（船橋）

鹿毛

生年月日 2015年3月2日

牝3歳

馬主 吉田照哉

エラスムス

調教師 張田京（船橋）

父 モンテロッソ

生産牧場 槇本牧場

栗毛

生年月日 2015年2月25日

牡5歳

馬主 吉田照哉

母 シュヴァルツ（父 ディアブロ）

産地 日高町

父 ゴールドアリュール

生産牧場 （有）社台コーポレーション白老ファーム

青鹿毛

生年月日 2013年3月4日

地方収得賞金 580,000円

母 マサノミネルバ（父 ラムタラ）

産地 白老町

父 サウスヴィグラス

生産牧場 社台ファーム

北海道：2017/07/20～ 8戦1勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金 4,000,000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

南関東：2017/11/22～ 7戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/05/24～ 5戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 10,619,000円

2R
3枠3番

南関東：2018/02/08～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/09～ 20戦4勝（2着4回、3着3回）

◆2017 フルールC［門別］ 1着

6枠8番

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ダイギャクテン

10R
5枠7番

北海道：2015/06/10～ 8戦1勝（2着1回、3着2回）

リンゴカン

調教師 阿井正雄（船橋）

調教師 矢野義幸（船橋）

牡6歳

馬主 門別敏朗

馬主 （有）新生ファーム

栗毛

生年月日 2012年3月25日

生年月日 2015年4月29日

父 スクリーンヒーロー

生産牧場 増本牧場

父 バトルプラン

生産牧場 新生ファーム

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

地方収得賞金 838,000円

母 クロイヒトミ（父 ジェイドロバリー）

産地 日高町

地方収得賞金 12,504,000円

北海道：2016/05/25～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 3,475,000円

北海道：2014/08/19～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

佐賀：2016/09/11～ 19戦1勝（2着4回、3着4回）

北海道：2017/05/23～ 8戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2014/11/17～ 60戦5勝（2着4回、3着11回）

南関東：2017/09/28～ 9戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/01/15～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠9番

調教師 佐々木功（船橋）

7枠9番

馬主 佐々木總雄

マントバーニ

生年月日 2014年4月30日

牡3歳

父 カネヒキリ

生産牧場 静内フアーム

鹿毛

母 ウェルカムキャット（父 タバスコキャット）

産地 新ひだか町

牝4歳

前走
３着

鹿毛

前走
２着

ロクイチノカガヤキ

調教師 川島正一（船橋）

キタノシャガール

調教師 新井清重（船橋）

牝6歳

馬主 佐藤陽一

牡3歳

馬主 （有）新生ファーム

鹿毛

生年月日 2012年4月21日

調教師 坂本昇（船橋）

鹿毛

生年月日 2015年4月3日

父 キンシャサノキセキ

生産牧場 斉藤スタッド

馬主 渋谷健作

父 フリオーソ

生産牧場 米田牧場

母 ロマンスビコー（父 Ｌａｍｍｔａｒｒａ）

産地 新ひだか町

生年月日 2014年4月23日

母 ヴィジョンサクラ（父 ウイニングチケット）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 13,602,000円

父 スターリングローズ

生産牧場 藤春修二

地方収得賞金 7,450,000円

北海道：2014/06/26～ 11戦2勝（2着1回、3着3回）

母 ハルカナルタビジ（父 サクラユタカオー）

産地 浦河町

北海道：2017/04/18～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/01/14～ 46戦4勝（2着5回、3着7回）

地方収得賞金 1,175,000円

南関東：2017/12/07～ 3戦2勝（2着0回、3着0回）

7枠10番

北海道：2016/05/31～ 12戦3勝（2着2回、3着0回）

8枠12番

サンダースプリング

調教師 水野貴史（浦和）

南関東：2018/02/05～ 1戦0勝（2着1回、3着0回）

ガーネットノーム

調教師 伊藤滋規（船橋）

牡4歳

馬主 泉俊二

5枠5番

牝3歳

馬主 （有）木村牧場

鹿毛

生年月日 2014年4月21日

7枠10番
3R
1枠1番

フジノノーベル
牡4歳

前走
２着

栗毛

ラヴィンユー

調教師 村田順一（川崎）

鹿毛

生年月日 2015年4月6日

父 トワイニング

生産牧場 大川牧場

牝4歳

馬主 酒井孝敏

父 ヴァーミリアン

生産牧場 木村牧場

母 キープザチェンジ（父 アサティス）

産地 厚真町

鹿毛

生年月日 2014年5月21日

母 サウスサプライズ（父 サウスヴィグラス）

産地 日高町

地方収得賞金 8,829,000円

父 ワークフォース

生産牧場 グランド牧場

地方収得賞金 4,540,000円

北海道：2016/05/03～ 9戦1勝（2着2回、3着3回）

母 プリモスター（父 サンデーサイレンス）

産地 新ひだか町

北海道：2017/05/23～ 6戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2016/10/18～ 22戦5勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 1,334,000円

南関東：2017/10/26～ 4戦1勝（2着1回、3着0回）

12R
1枠1番

北海道：2016/07/27～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）
岩手：2016/10/09～ 23戦2勝（2着2回、3着2回）
南関東：2017/12/11～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

4R
7枠9番

7R
3枠3番

ドンゲイボルグ

調教師 齊藤敏（船橋）

カリビアンスタッド

調教師 出川克己（船橋）

牡5歳

馬主 （株）ドン

牡5歳

馬主 吉田照哉

芦毛

生年月日 2013年4月29日

栗毛

生年月日 2013年3月25日

父 スウェプトオーヴァーボード

生産牧場 富田恭司
産地 様似町

エイシンスリーエス

調教師 伊藤滋規（船橋）

父 カジノドライヴ

生産牧場 社台ファーム

母 スカアハ（父 アサティス）

牝4歳

馬主 杉浦和也

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

地方収得賞金 9,559,000円

黒鹿毛

生年月日 2014年3月11日

地方収得賞金 5,733,000円

北海道：2015/06/18～ 3戦1勝（2着1回、3着1回）

父 シンボリクリスエス

生産牧場 本巣敦

北海道：2015/06/18～ 5戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2015/10/06～ 7戦0勝（2着0回、3着2回）

母 ヒューストンガール（父 Ｓｉｌｖｅｒ Ｄｅｐｕｔｙ）

産地 浦河町

南関東：2015/11/09～ 18戦1勝（2着7回、3着3回）

佐賀：2016/04/09～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 1,925,000円

6枠9番

南関東：2016/09/26～ 15戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2016/08/17～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

ユミハリヅキ

調教師 山中尊徳（船橋）

兵庫：2017/07/26～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2017/01/03～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳

馬主 大越徹朗

南関東：2017/09/03～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

高知：2017/02/21～ 4戦0勝（2着0回、3着2回）

黒鹿毛

生年月日 2014年4月14日

2枠2番

北海道：2017/04/25～ 15戦1勝（2着1回、3着1回）

父 パイロ

生産牧場 絵笛牧場

クラールハーモニー

調教師 高月賢一（川崎）

南関東：2017/12/05～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

母 スズカエルムス（父 スペシャルウィーク）

産地 浦河町

牡4歳

馬主 日下部勝徳

地方収得賞金 3,720,000円

黒鹿毛

生年月日 2014年3月4日

北海道：2016/06/23～ 13戦1勝（2着2回、3着1回）

父 フリオーソ

生産牧場 太陽ジョイフル牧場

愛知：2016/12/21～ 7戦2勝（2着0回、3着1回）

母 マヤリッシュ（父 イーグルカフェ）

産地 新冠町

5R
5枠5番

マックスシャトル

調教師 矢内博（船橋）

南関東：2017/05/05～ 14戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金 9,145,000円

牝4歳

馬主 田村誠

8枠13番

北海道：2016/05/24～ 10戦1勝（2着2回、3着2回）

黒鹿毛

生年月日 2014年4月12日

トーイレッカー

調教師 柘榴浩樹（浦和）

南関東：2016/12/12～ 13戦2勝（2着2回、3着5回）

父 ヴァーミリアン

生産牧場 桑嶋峰雄

牡5歳

馬主 伊藤捷一

8枠10番

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

栗毛

生年月日 2013年5月8日

スウィフトハート

地方収得賞金 3,452,000円

父 ジャイアントレッカー

生産牧場 グラストレーニングセンター

牡4歳

北海道：2016/05/04～ 9戦2勝（2着2回、3着1回）

母 カンタベリービート（父 メイショウオウドウ）

産地 浦河町

黒鹿毛

南関東：2016/12/06～ 9戦0勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金 5,417,000円

父 スウィフトカレント

生産牧場 碧雲牧場

北海道：2017/07/06～ 10戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/24～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

母 バズマイハート（父 Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ）

産地 日高町

南関東：2017/12/08～ 4戦1勝（2着1回、3着0回）

金沢：2015/10/04～ 6戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金 9,790,000円

南関東：2016/01/07～ 33戦1勝（2着3回、3着9回）

北海道：2016/06/08～ 15戦2勝（2着3回、3着4回）

●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
2R ⑦グルース ⑧トキノケリー ⑨エメラルローズ
7R ②グリッターパール
8R ④コパノエクスプレス ⑥メイショウユピテル ⑦リュウノボサツ
9R ②ニシケンツワモノ
10R ⑤ハッピーチャージ
11R ⑨ニシケンチニタ
12R ①トウカイヴィオラ ④エメラルビーチ

3/14（水）

船橋11R 第63回ダイオライト記念
〔JpnⅡ〕
４歳以上定量 ダート2,400ｍ

ご期待ください！

馬主 平井ひろみ
生年月日 2014年5月13日

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8R
2枠2番

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2018/01/19～ 3戦1勝（2着0回、3着1回）

フレアリングスター
牡4歳
鹿毛

前走
１着

調教師 藤原智行（浦和）

◆2016 サンライズC［門別］ 2着

馬主 山口明彦

◆2016 北海道2歳優駿［門別］ 3着

生年月日 2014年4月26日

父 アドマイヤマックス

生産牧場 山口明彦

母 フレアリングピュア（父 ブラックホーク）

産地 平取町

地方収得賞金 6,795,000円

●本日のダートグレード競走

調教師 林正人（船橋）
前走
１着

北海道：2016/06/08～ 13戦1勝（2着5回、3着1回）
南関東：2016/11/29～ 7戦0勝（2着1回、3着2回）
北海道：2017/04/18～ 15戦1勝（2着2回、3着2回）
南関東：2017/12/21～ 4戦2勝（2着0回、3着1回）

6枠9番

グルービーメテオ

調教師 新井清重（船橋）

牡9歳

馬主 （同）ＪＰＮ技研

栗毛

生年月日 2009年4月25日

父 ジャングルポケット

生産牧場 辻牧場

母 ボーディーススズカ（父 サンデーサイレンス）

産地 浦河町

地方収得賞金 3,982,000円
北海道：2012/08/29～ 6戦2勝（2着0回、3着2回）
JRA：2013/01/26～ 7戦0勝（2着0回、3着0回）
高知：2013/08/24～ 49戦15勝（2着4回、3着4回）
佐賀：2015/05/23～ 11戦7勝（2着0回、3着1回）
南関東：2016/01/22～ 19戦4勝（2着3回、3着4回）

応援よろしくお願いします♪

