
1R 7R ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
3枠3番 5枠6番 1R　③スピーディーゴッド　④メルシーキララ　⑥リュウジン

スモールワールド 調教師　佐々木功（船橋） マックスシャトル 調教師　矢内博（船橋） 2R　①ロミオ　③テツワンイナキチ

牡5歳 馬主　村岡曉憲 牝4歳 馬主　田村誠 4R　⑪ワンウェイドライヴ

鹿毛 生年月日　2013年4月21日 黒鹿毛 生年月日　2014年4月12日 5R　②ベターオフ　⑤ナインハーフ　⑩グロリーゼファー

父　ブラックタイド 生産牧場　野表篤夫 父　ヴァーミリアン 生産牧場　桑嶋峰雄 7R　③アラノボル

母　リーヴザマーク（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 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 8R　④ルーク

地方収得賞金　2,807,000円 地方収得賞金　4,912,000円 9R　⑦モルフェワイン

北海道：2015/06/10～　12戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/04～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

笠松：2015/10/30～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/12/06～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 水沢10R　第17回寒菊賞〔M3〕

愛知：2016/01/03～　19戦2勝（2着3回、3着5回） 北海道：2017/07/06～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 3枠3番

南関東：2016/09/30～　48戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2017/12/08～　14戦2勝（2着1回、3着0回） ニューホープ 調教師　畠山信一（岩手）

6枠8番 牡2歳 馬主　吉田勝利

4R ペキノワ 調教師　佐藤裕太（船橋） 青鹿毛 生年月日　2016年4月16日

2枠2番 牝3歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム

ケープフィア 調教師　稲益貴弘（船橋） 鹿毛 生年月日　2015年4月17日 母　ハタノシュヴァリエ（父　ディープスカイ） 産地　日高町

牝2歳 馬主　尾崎智大 父　カネヒキリ 生産牧場　岡田スタツド 地方収得賞金　6,729,000円

黒鹿毛 生年月日　2016年4月18日 母　アンローランサン（父　フサイチコンコルド） 産地　新ひだか町 北海道：2018/07/04～　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　小林仁 地方収得賞金　1,650,000円 岩手：2018/09/30～　3戦2勝（2着0回、3着1回）

母　ロックフォーティ（父　ロックオブジブラルタル） 産地　浦河町 北海道：2017/08/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2018　若駒賞［盛岡］　1着

地方収得賞金　1,625,000円 南関東：2018/03/12～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠4番

北海道：2018/05/17～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） リュウノポップス 調教師　酒井仁（岩手）

南関東：2018/10/01～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 牡2歳 馬主　蓑島竜一

8枠8番 10R 黒鹿毛 生年月日　2016年5月9日

マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） 2枠2番 父　タートルボウル 生産牧場　シンボリ牧場

牝2歳 馬主　沖田方子 レディーオブロー 調教師　矢内博（船橋） 母　ムーンダンサー（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

栗毛 生年月日　2016年3月20日 牝7歳 馬主　佐藤勝士 地方収得賞金　1,579,000円

父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 黒鹿毛 生年月日　2011年5月10日 北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着2回、3着0回）

母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町 父　ルールオブロー 生産牧場　タガミファーム 岩手：2018/09/30～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,260,000円 母　ターフサルート（父　Ｌｏｒｄ　Ａｔ　Ｗａｒ） 産地　新ひだか町 5枠6番

北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　14,370,000円 ポエムロビン 調教師　佐藤祐司（岩手） 

南関東：2018/11/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/07/24～　5戦2勝（2着0回、3着2回） 牡2歳 馬主　千葉重雄

南関東：2013/12/05～　56戦6勝（2着8回、3着10回） 鹿毛 生年月日　2016年5月16日

5R 父　アサクサキングス 生産牧場　加野牧場

3枠3番 11R 母　ブリリアントロビン（父　プリサイスエンド） 産地　新ひだか町

ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） 4枠4番 地方収得賞金　1,840,000円

牝5歳 馬主　（株）馬事学院 シグラップニコライ 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2013年3月31日 牡4歳 馬主　杉浦和也 岩手：2018/09/02～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 鹿毛 生年月日　2014年4月21日 ◆2018　ビギナーズC［水沢］　2着

母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 父　スズカマンボ 生産牧場　沖田牧場 8枠12番

地方収得賞金　5,440,000円 母　ワシリーサ（父　ストラヴィンスキー） 産地　日高町 ヤマショウブラック 調教師　小林俊彦（岩手） 

北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　13,075,000円 牡2歳 馬主　山下勇

金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日

南関東：2016/11/11～　42戦2勝（2着3回、3着5回） 南関東：2016/11/28～　31戦2勝（2着2回、3着7回） 父　ルースリンド 生産牧場　大北牧場

5枠5番 母　インマイラヴ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

6R オーバークロック 調教師　佐藤裕太（船橋） 地方収得賞金　4,235,000円

4枠4番 セン7歳 馬主　吉田照哉 北海道：2018/05/23～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 栗毛 生年月日　2011年2月14日 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

セン3歳 馬主　吉田照哉 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム ◆2018　知床賞［盛岡］　1着

鹿毛 生年月日　2015年4月1日 母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　千歳市

父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム 地方収得賞金　23,268,000円 水沢11R　第31回ダービーグランプリ〔M1〕

母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 北海道：2013/05/08～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠9番

地方収得賞金　3,485,000円 南関東：2013/12/02～　36戦12勝（2着6回、3着1回） チャイヤプーン 調教師　千葉幸喜（岩手）

北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 7枠7番 牡3歳 馬主　大久保和夫

南関東：2017/12/30～　8戦0勝（2着0回、3着3回） マッサンゴールド 調教師　山田信大（船橋） 鹿毛 生年月日　2015年5月20日

7枠7番 牡5歳 馬主　大久保和夫 父　フェデラリスト 生産牧場　原フアーム

レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 栗毛 生年月日　2013年4月21日 母　サイレントエクセル（父　ウイングアロー） 産地　新ひだか町

牡3歳 馬主　ライフエンタープライズ（株） 父　スターリングローズ 生産牧場　宝寄山忠則 地方収得賞金　47,000,000円

鹿毛 生年月日　2015年4月9日 母　ツルノゴゼン（父　アグネスゴールド） 産地　日高町 北海道：2017/08/23～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場 地方収得賞金　15,420,000円 岩手：2017/10/29～　6戦5勝（2着0回、3着1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 北海道：2015/06/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/07/24～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,565,000円 岩手：2016/04/09～　8戦3勝（2着3回、3着0回） 岩手：2018/10/21～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回） 南関東：2016/11/08～　21戦7勝（2着6回、3着2回）

南関東：2017/09/25～　15戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2018　岩手ダービーダイヤモンドC［盛岡］　1着

◆2018　金杯［水沢］　1着　　◆2017　寒菊賞［水沢］　1着

●本日の騎乗予定 五十嵐 冬樹騎手 ◆2018　不来方賞［盛岡］　2着

船橋1R　③スモールワールド ◆2017　知床賞［盛岡］　3着

　　　6R　⑥オモウツボ

　　　7R　⑥マックスシャトル

　　10R　②レディーオブロー

　　12R　②ハニーコーン

●本日の騎乗予定　井上　幹太騎手
船橋6R　⑨スナップドラゴン

●本日の騎乗予定　服部　茂史騎手
船橋2R　①ワイマナロ

　　　5R　①カジノクイーン

　　　6R　④シュヴァルダムール

　　　7R　⑧ペキノワ

12/10(月) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

◆2018　戸塚記念［川崎］　1着　　◆2018　やまびこ賞［盛岡］　1着

前走
３着

前走
３着

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

服部 茂史騎手 期間限定騎乗スタート！

◆騎乗予定期間
平成30年12月10日～平成31年1月25日

◆期間内所属きゅう舎
渋谷 信博きゅう舎［船橋］

応援よろしくお願いします♪

写真：

チャイヤプーン


