
2R 5R 11R　総の国（ふさのくに）オープン（地方交流）

2枠2番 4枠4番 4枠6番

フェデリース 調教師　米谷康秀（船橋） エメラルドリング 調教師　新井清重（船橋） ストーンリバー 調教師　堂山芳則（北海道）

牝3歳 馬主　伊達泰明 牝2歳 馬主　（有）辻牧場 牡4歳 馬主　石川幸司

鹿毛 生年月日　2015年3月1日 鹿毛 生年月日　2016年5月5日 鹿毛 生年月日　2014年4月1日

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　ワークフォース 生産牧場　辻牧場 父　ホワイトマズル 生産牧場　森政巳

母　シュベリーン（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 母　スズカモンスーン（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　浦河町 母　トップレディスター（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,719,000円 地方収得賞金　925,000円 地方収得賞金　25,970,000円

北海道：2017/05/24～　11戦1勝（2着4回、3着0回） 北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/05/31～　29戦6勝（2着8回、3着7回）

南関東：2018/02/23～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 5枠5番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/08/23～　5戦0勝（2着1回、3着1回） アキロック 調教師　米谷康秀（船橋） 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 牡2歳 馬主　（株）ＭＭＣ ◆2016　鎌倉記念[川崎]　1着　　◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC[門別]　1着

キリト 調教師　岡林光浩（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月9日 ◆2017　王冠賞［門別］　2着　　◆2017　北斗盃［門別］　2着

牡5歳 馬主　庄野宏志 父　スマートロビン 生産牧場　サンシャイン牧場 ◆2017　ダービーグランプリ［水沢］　3着

鹿毛 生年月日　2013年3月30日 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 5枠7番

父　スターリングローズ 生産牧場　山田政宏 地方収得賞金　1,015,000円 バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

母　イサミユニヴァース（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 北海道：2018/06/28～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　5,714,000円 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

北海道：2015/08/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 6R 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

南関東：2016/02/18～　19戦3勝（2着4回、3着0回） 7枠8番 母　セクシーシューズ（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

エムティシルバー 調教師　齊藤敏（船橋） 地方収得賞金　44,775,000円

4R 牡3歳 馬主　（株）門別牧場 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 芦毛 生年月日　2015年4月10日 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 父　シルバーチャーム 生産牧場　キヨタケ牧場 南関東：2017/01/18～　15戦3勝（2着0回、3着1回）

牡2歳 馬主　吉田照哉 母　パワーアン（父　ディアブロ） 産地　新ひだか町 ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日 地方収得賞金　1,020,000円 ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 北海道：2017/06/21～　12戦2勝（2着4回、3着2回） ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市 南関東：2018/10/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018   '18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

地方収得賞金　845,000円 6枠10番

北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 7R コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

南関東：2018/11/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番 牡6歳 馬主　市川智

4枠4番 サージュ 調教師　齊藤敏（船橋） 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

ビービージェンマ 調教師　稲益貴弘（船橋） 牡2歳 馬主　市川智 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

牝2歳 馬主　（有）坂東牧場 鹿毛 生年月日　2016年4月30日 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

鹿毛 生年月日　2016年2月18日 父　サクラプレジデント 生産牧場　山田牧場 地方収得賞金　58,518,000円

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 母　サクラブルース（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町 北海道：2014/05/15～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町 地方収得賞金　2,650,000 中央収得賞金　1,600,000円 南関東：2014/09/25～　38戦5勝（2着7回、3着5回）

地方収得賞金　1,080,000円 北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2016　フリオーソレジェンドカップ［船橋］　1着

北海道：2018/07/19～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　サンタアニタトロフィー［大井］　2着　　◆2016　'16スターライトカップ［大井］　2着

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/10/22～　2戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2016　マイルグランプリ［大井］　2着　　◆2014　平和賞［船橋］　2着

5枠5番 6枠6番 ◆2017　京成盃グランドマイラーズ［船橋］　3着

ヘイセイノキセキ 調教師　山浦武（船橋） グリードパルフェ 調教師　山田信大（船橋） ◆2015　'15雲取賞［大井］　3着　◆2015優駿スプリント［大井］　3着

牝2歳 馬主　沖田方子 牡2歳 馬主　菊地昌廣 8枠13番

鹿毛 生年月日　2016年2月10日 芦毛 生年月日　2016年4月3日 ソッサスブレイ 調教師　山本学（船橋）

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　沖田牧場 父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場 牡4歳 馬主　手嶋康雄

母　イエスアイキャン（父　スマートボーイ） 産地　日高町 母　エムオーフィーバー（父　メジロマックイーン） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2014年4月17日

地方収得賞金　985,000円 地方収得賞金　2,275,000円 父　コンデュイット 生産牧場　コスモヴューファーム

北海道：2018/07/18～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/08/09～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ベリーフ（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

南関東：2018/11/05～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　サッポロクラシックC［門別］　3着 地方収得賞金　41,305,000円

6枠7番 北海道：2016/05/04～　11戦2勝（2着3回、3着1回）

サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 8R 南関東：2016/12/05～　19戦4勝（2着3回、3着2回）

牡2歳 馬主　吉田照哉 4枠4番 ◆2017　東京湾カップ［船橋］　1着

芦毛 生年月日　2016年2月23日 リュウノマックス 調教師　齊藤敏（船橋） ◆2017　黒潮盃［大井］　3着

父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム 牡3歳 馬主　蓑島竜一 8枠14番

母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市 青鹿毛 生年月日　2015年4月22日 メイショウアイアン 調教師　田中淳司（北海道） 

地方収得賞金 700,000円 父　アドマイヤマックス 生産牧場　小野瀬竜馬 牡8歳 馬主　松本好雄

北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 母　チーマ（父　ミルジヨージ） 産地　清水町 鹿毛 生年月日　2010年2月15日

7枠8番 地方収得賞金　3,660,000円 父　マヤノトップガン 生産牧場　藤沢牧場

ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 北海道：2017/05/18～　10戦0勝（2着1回、3着2回） 母　デヒアバーズ（父　デヒア） 産地　新ひだか町

牝2歳 馬主　（有）ユートピア牧場 岩手：2017/10/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　6,700,000円　　中央収得賞金　49,120,000円（付加賞金　163,000円）

鹿毛 生年月日　2016年4月7日 南関東：2018/01/17～　7戦0勝（2着3回、3着2回） JRA：2012/08/19～　36戦4勝（2着2回、3着1回）

父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場 北海道：2018/06/21～　7戦3勝（2着3回、3着0回）

母　ピュアシンフォニー（父　ストラヴィンスキー） 産地　むかわ町 9R 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　830,000円 6枠6番 ◆2018　絆カップ［盛岡］　1着

北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回） ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） ◆2018　道営スプリント［門別］　2着　　◆2018　グランシャリオ門別スプリント［門別］　2着

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　立山伸二

栗毛 生年月日　2015年2月21日 12R

●金沢・笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 6枠6番

金沢1R　②ゴールドトランシェ　⑤エムティナナ 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 ジャストフォファン 調教師　張田京（船橋）  

　　　3R　④ホリノフェイス 地方収得賞金　4,515,000円 牡5歳 馬主　（株）ＭＢＲ

　　　8R　④シュシュ 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年2月11日

　　10R　⑥ディターミネイト　⑨サンダースプリング 南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 父　バゴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

笠松1R　①フォルコメンハイト　③セユウスマート　④ライマ 北海道：2018/05/31～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 母　サパス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

　　　　　　⑤ヴァンテラス　⑦ショシン 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　14,960,000円

　　　2R　⑦ブルーモルフォ 北海道：2015/06/24～　6戦3勝（2着1回、3着0回）

　　　4R　⑧ビーナスリング ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 南関東：2015/12/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　7R　①バッテリーパーク 船橋2R　②フェデリース 北海道：2016/04/20～　21戦4勝（2着5回、3着1回）

　　10R　④リードメロディー 　　　4R　⑧ピュアセレニティー 　うち他地区参戦：6戦0勝（2着1回、3着1回）

　　　8R　③サクラゴーズアイ 南関東：2018/01/16～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

　　　11R　④ヒラボクプリンス ◆2016　王冠賞［門別］　1着

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 ◆2016　オパールC［盛岡］　2着　　◆2016　北斗盃［門別］　2着

船橋11R　⑥ストーンリバー ◆2017　せきれい賞［盛岡］　3着　　◆2016　北海優駿［門別］　3着

●本日の騎乗予定　岩橋 勇二騎手 7枠7番

船橋9R　③グラヴィティーノ ミスアンナ 調教師　新井清重（船橋） 

　　11R　⑭メイショウアイアン 牝4歳 馬主　（有）新生ファーム

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 黒鹿毛 生年月日　2014年3月7日

船橋1R　④ルーナディア 父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム

　　　4R　⑦サーフシェイパー 母　ミスプロ（父　アフリート） 産地　日高町

　　　5R　⑤アキロック 地方収得賞金　11,788,000円

　　　7R　①スズブルースカイ 北海道：2016/05/12～　11戦1勝（2着1回、3着2回）

　　　9R　⑧オーキッドメモリー 南関東：2016/12/06～　17戦4勝（2着1回、3着2回）

　　10R　⑧ジーガークリスタル 北海道：2018/08/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手
佐賀1R　⑨スウェアジーク

　　　4R　①ハクユウボイジャー

　　　6R　⑤スーパージンガ

　　　7R　①グラスノーブル

　　　9R　⑥コウザンハリマオ

　　10R　⑧マリノジュエリー

　　11R　②サフランタイヨウ

　　12R　⑨キッチンウイッチ

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外では佐賀競馬の場外発売を行いません。

ストーンリバー メイショウアイアン

12/11（火） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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船橋11R・総の国オープンに、

ホッカイドウ競馬から⑥ストーンリバー・

⑭メイショウアイアンの2頭が参戦！

応援よろしくお願いします♪
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