3/15(木) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
2枠2番

5R
4枠4番

8R
1枠1番

クラデジャブー

調教師 藤原智行（浦和）

ティーズハーバー

調教師 山中尊徳（船橋）

ジェットシティ

牡7歳

馬主 倉見利弘

牡4歳

馬主 立山伸二

牝6歳

黒鹿毛

生年月日 2011年4月12日

青鹿毛

生年月日 2014年4月5日

黒鹿毛

父 ファンタスティックライト

生産牧場 倉見牧場

父 リーチザクラウン

生産牧場 桑嶋峰雄

父 カネヒキリ

生産牧場 ノーザンファーム

母 クラダッチューノ（父 サクラダイオー）

産地 日高町

母 バントウショウ（父 デインヒル）

産地 新ひだか町

母 シアトルスペシャル（父 Ｎｕｒｅｙｅｖ）

産地 安平町

調教師 山下貴之（船橋）
前走
１着

馬主 （有）サンデーレーシング
生年月日 2012年3月3日

地方収得賞金 8,378,000円

地方収得賞金 2,463,000円

地方収得賞金 12,680,000円

北海道：2013/05/08～ 12戦1勝（2着3回、3着3回）

北海道：2016/04/20～ 12戦0勝（2着1回、3着2回）

北海道：2014/05/28～ 5戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2013/12/03～ 75戦4勝（2着6回、3着6回）

南関東：2016/12/13～ 4戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/01/13～ 23戦3勝（2着4回、3着3回）

4枠4番

北海道：2017/04/19～ 12戦4勝（2着2回、3着3回）

◆2014 ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］ 2着

2枠2番

ディフィーノ

調教師 山中尊徳（船橋）

南関東：2017/12/01～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

牝5歳

馬主 （株）馬事学院

5枠6番

鹿毛

生年月日 2013年3月31日

コパノアーデン

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

牝4歳

母 グリンタ（父 アラジ）

産地 日高町

鹿毛

シュネルバレイ
前走
２着

調教師 川島正一（船橋）

調教師 川島正一（船橋）

牡5歳

馬主 小林祥晃

栗毛

生年月日 2014年4月18日

父 サウスヴィグラス

生産牧場 社台ファーム
産地 千歳市

前走
１着

地方収得賞金 2,665,000円

父 スウェプトオーヴァーボード

生産牧場 増尾牧場

母 ヴィヴァチッシモ（父 サクラバクシンオー）

北海道：2015/04/23～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

母 ショップインミラノ（父 フレンチデピュティ）

産地 日高町

地方収得賞金 7,740,000円

金沢：2015/12/15～ 16戦2勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金 2,302,500円

南関東：2016/11/11～ 25戦0勝（2着3回、3着2回）

北海道：2016/04/28～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠12番

馬主 吉田照哉
生年月日 2013年5月3日

北海道：2015/06/02～ 9戦2勝（2着1回、3着2回）

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1回）
南関東：2016/01/18～ 15戦4勝（2着1回、3着2回）

ミカドウェザリア

調教師 川村守男（浦和）

兵庫：2016/10/20～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2015 知床賞［盛岡］ 3着

牝8歳

馬主 木村重和

JRA：2017/03/11～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番

栗毛

生年月日 2010年2月9日

南関東：2018/01/16～ 2戦0勝（2着1回、3着1回）

カティサンダ

調教師 岡林光浩（船橋）

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

7枠9番

牡5歳

馬主 古谷剛彦

母 アシュカル（父 グランデラ）

産地 日高町

キャプテンヒーロー

調教師 渡邊貴光（船橋）

鹿毛

生年月日 2013年5月6日

馬主 西森鶴

父 デュランダル

生産牧場 猿倉牧場

生年月日 2011年5月22日

母 エアヴァレナ（父 エルコンドルパサー）

産地 様似町

地方収得賞金 9,066,000円

牡7歳

北海道：2012/05/24～ 11戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛

南関東：2012/12/18～ 90戦5勝（2着4回、3着5回）

父 キャプテンスティーヴ

生産牧場 諏訪牧場

地方収得賞金 8,305,000円

母 ハセノヒロイン（父 セクレト）

産地 青森県

北海道：2015/06/03～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

2R
6枠8番

前走
３着

地方収得賞金 11,454,000円

笠松：2015/09/03～ 4戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2013/08/15～ 15戦3勝（2着5回、3着2回）

南関東：2015/11/27～ 6戦0勝（2着0回、3着2回）

南関東：2014/12/17～ 42戦4勝（2着10回、3着6回）

北海道：2016/04/20～ 13戦0勝（2着0回、3着2回）
南関東：2016/12/06～ 29戦2勝（2着3回、3着5回）

リュウノスターダム

調教師 齊藤敏（船橋）

牡4歳

馬主 蓑島竜一

鹿毛

生年月日 2014年5月18日

父 ファスリエフ

生産牧場 村上牧場

6R
8枠12番

母 ドリームスタート（父 Ｄｉｅｓｉｓ）

産地 新冠町

パノラマ

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
◆2015 ゴールドウィング賞［名古屋］ 2着
調教師 新井清重（船橋）

牡4歳

北海道：2016/05/18～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛

岩手：2016/08/28～ 16戦1勝（2着3回、3着2回）

父 アドマイヤムーン

生産牧場 松浦牧場

コスモグラブ

調教師 河津裕昭（川崎）

南関東：2017/08/07～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

母 ティエッチグリーン（父 Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ）

産地 新冠町

牝4歳

馬主 （有）ビッグレッドファーム

地方収得賞金 2,268,000円

栗毛

生年月日 2014年5月22日

北海道：2017/04/18～ 3戦0勝（2着1回、3着1回）

父 タイムパラドックス

生産牧場 滝本健二

笠松：2017/06/30～ 13戦3勝（2着4回、3着2回）

母 ミスマーマレード（父 ダンスインザダーク）

産地 日高町

南関東：2018/01/16～ 3戦1勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金 9,659,000円

3R
8枠11番

クラセイジョ

調教師 藤原智行（浦和）

牝5歳

馬主 倉見利弘

栗毛

生年月日 2013年4月30日

父 サイレントディール

生産牧場 倉見牧場

前走
１着

馬主 伊藤壽孝

9R
2枠2番

地方収得賞金 1,512,000円

生年月日 2014年4月18日

北海道：2016/06/09～ 10戦1勝（2着3回、3着3回）

7R
6枠8番

南関東：2016/12/08～ 18戦2勝（2着5回、3着2回）

母 クラビッグレディ（父 ブラックタイアフェアー） 産地 日高町

トリプルアロー

調教師 鹿沼良和（浦和）

地方収得賞金 3,541,000円

牡5歳

馬主 中澤加那子

北海道：2015/05/14～ 13戦1勝（2着0回、3着0回）

栗毛

生年月日 2013年5月23日

レインボーシャトル

調教師 阿井正雄（船橋）

金沢：2015/12/13～ 24戦4勝（2着2回、3着3回）

父 アンライバルド

生産牧場 木村牧場

牡3歳

馬主 ライフエンタープライズ（株）

母 マザーロード（父 フォーティナイナー）

産地 日高町

鹿毛

生年月日 2015年4月9日

地方収得賞金 5,799,000円

父 ヴィクトワールピサ

生産牧場 高昭牧場

北海道：2015/05/28～ 13戦1勝（2着3回、3着0回）

母 ニシノルーファス（父 シンボリクリスエス）

産地 浦河町

南関東：2016/02/03～ 32戦2勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金 3,115,000円

うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回）
南関東：2016/12/19～ 20戦0勝（2着4回、3着1回）

10R
5枠5番

●ホッカイドウ競馬トピックス

北海道：2017/04/26～ 7戦0勝（2着3回、3着1回）

【ハッピーグリン、スプリングＳ最終追い切り】

南関東：2017/09/25～ 9戦1勝（2着0回、3着0回）

18日(日)中山11Ｒ・第67回フジテレビ賞スプリングス
テークス〔ＧⅡ〕（皐月賞トライアル）に出走予定のハッ
ピーグリン（牡3＝田中淳司厩舎）が、13日(火)に門別競馬
場で最終追い切りに臨みました！
服部茂史騎手（レースは大野拓弥騎手）を背に3ハロンで
36.0-23.8-12.3の時計をマークしています。

ホッカイドウ競馬デビューの
競走馬たちを応援してね♪

11R
3枠3番

モリデンリオ

調教師 山越光（浦和）

牡5歳

馬主 森田芳男

栗毛

生年月日 2013年4月25日

父 キングヘイロー

生産牧場 森田芳男

母 マグマヴィーナス（父 カコイーシーズ）

産地 新冠町

地方収得賞金 23,026,000円
北海道：2015/07/02～ 6戦1勝（2着0回、3着1回）
南関東：2015/11/30～ 37戦5勝（2着4回、3着6回）

5枠6番

クインザヒーロー

調教師 新井清重（船橋）

牡5歳

馬主 伊藤將

鹿毛

生年月日 2013年5月2日

父 アドマイヤオーラ

生産牧場 長浜忠

母 クインオブクイン（父 キングヘイロー）

産地 新冠町

地方収得賞金 23,125,000円
北海道：2015/05/21～ 11戦1勝（2着3回、3着1回）

