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2枠2番 5枠5番 2枠2番

クインザドリーム 調教師　新井清重（船橋） ジェットシティ 調教師　山下貴之（船橋） イチジツセンリ 調教師　森始（船橋）

牝4歳 馬主　伊藤將 牝6歳 馬主　（有）サンデーレーシング 牡6歳 馬主　山崎義隆

栗毛 生年月日　2014年5月30日 黒鹿毛 生年月日　2012年3月3日 栗毛 生年月日　2012年5月7日

父　フリオーソ 生産牧場　長浜忠 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場

母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町 母　シアトルスペシャル（父　Ｎｕｒｅｙｅｖ） 産地　安平町 母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町

地方収得賞金　3,530,000円 地方収得賞金　12,680,000円 地方収得賞金　12,785,000円

北海道：2016/06/09～　9戦0勝（2着1回、3着3回） 北海道：2014/05/28～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2014/06/19～　6戦2勝（2着2回、3着0回）

愛知：2016/12/01～　10戦3勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/01/13～　28戦3勝（2着4回、3着3回） 南関東：2015/07/01～　38戦6勝（2着4回、3着6回）

南関東：2017/08/07～　19戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2014　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

◆2017　新春ペガサスC［名古屋］　1着 11R　第64回クイーン賞〔JpnⅢ〕

◆2017　スプリングC［名古屋］　3着 7R 1枠1番

5枠6番 アルティマウェポン 調教師　林和弘（北海道） 

3R ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 牝5歳 馬主　幅田昌伸

1枠1番 牝7歳 馬主　安味宣光 栗毛 生年月日　2013年4月25日

タイセイノワール 調教師　山田信大（船橋） 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　辻牧場

牝2歳 馬主　田中成奉 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場 母　レインボーアーチ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

青鹿毛 生年月日　2016年4月26日 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町 地方収得賞金　6,700,000円　　中央収得賞金　24,200,000円

父　アッミラーレ 生産牧場　柏木一則 地方収得賞金　15,265,000円 JRA：2016/02/20～　13戦3勝（2着0回、3着0回）

母　タイセイクインス（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 北海道：2013/05/30～　11戦2勝（2着0回、3着0回） 　うち地方競馬参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　600,000円 南関東：2013/12/04～　79戦1勝（2着16回、3着17回） 北海道：2018/06/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 7枠9番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 パノラマ 調教師　新井清重（船橋） ◆2018　レディスプレリュード［大井］　3着

ビッグインパクト 調教師　米谷康秀（船橋） 牡4歳 馬主　伊藤壽孝 5枠5番

牡2歳 馬主　廣松光成 鹿毛 生年月日　2014年4月18日 タイムビヨンド 調教師　堂山芳則（北海道） 

黒鹿毛 生年月日　2016年6月7日 父　アドマイヤムーン 生産牧場　松浦牧場 牝6歳 馬主　木谷ツヤ

父　タニノギムレット 生産牧場　豊洋牧場 母　ティエッチグリーン（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2012年4月9日

母　スマイルダンサー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 地方収得賞金　6,368,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　船越牧場

地方収得賞金　600,000円 北海道：2017/04/18～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 母　ブルーダイナ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

北海道：2018/08/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 笠松：2017/06/30～　13戦3勝（2着4回、3着2回） 地方収得賞金　39,540,000円　　中央収得賞金　3,000,000円

7枠7番 南関東：2018/01/16～　12戦4勝（2着0回、3着4回） 北海道：2014/05/14～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

キャッスルキング 調教師　渋谷信博（船橋） 南関東：2015/01/20～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

牡2歳 馬主　城市公 8R 北海道：2015/04/22～　7戦1勝（2着5回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2016年4月6日 5枠5番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

父　リーチザクラウン 生産牧場　城市公 クインザクイン 調教師　新井清重（船橋） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

母　キャッスルスピカ（父　タイキブリザード） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　伊藤將 南関東：2016/01/14～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　580,000円 鹿毛 生産牧場　つつみ牧場 北海道：2016/05/24～　8戦5勝（2着1回、3着2回）

北海道：2018/05/17～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 父　ファスリエフ 生年月日　2014年4月18日 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着2回）

母　レスティヴコマンダ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 南関東：2017/01/23～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

4R 地方収得賞金　8,565,000円 北海道：2017/11/09～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

6枠6番 北海道：2016/08/30～　6戦1勝（2着3回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

マチュピチュ 調教師　張田京（船橋） 南関東：2016/12/30～　25戦2勝（2着5回、3着1回） ◆2016　道営記念［門別］　1着　　◆2016ノースクイーンC［門別］　1着

牝2歳 馬主　泉一郎 ◆2016　ヒダカソウC［門別］　2着　　◆2015　北海優駿［門別］　2着　

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 9R ◆2015　王冠賞［門別］　2着　　◆2015　ダービーグランプリ［水沢］　2着

父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場 4枠4番 ◆2016　クイーン賞［船橋］　3着　　◆2018　瑞穂賞［門別］　3着　　

母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町 エムオークィーン 調教師　齊藤敏（船橋） ◆2016　ビューチフル・ドリーマーC［水沢］　3着　　◆2015　北斗盃［門別］　3着

地方収得賞金　1,740,000円 牝3歳 馬主　大浅貢

北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年4月25日 12R

南関東：2018/11/05～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 父　スマートファルコン 生産牧場　★橋本牧場 6枠6番

母　コンサートクィーン（父　カコイーシーズ） 産地　安平町 エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

5R 地方収得賞金　9,310,000円 牡4歳 馬主　吉田勝己

2枠2番 北海道：2017/05/18～　12戦2勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2014年4月22日

ドラゴンクイン 調教師　新井清重（船橋） 南関東：2017/12/04～　14戦4勝（2着2回、3着1回） 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

牝3歳 馬主　伊藤將 5枠5番 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

芦毛 生年月日　2015年4月30日 ハングリーハート 調教師　出川克己（船橋） 地方収得賞金　13,222,000円

父　シルバーチャーム 生産牧場　田村靖典 牡3歳 馬主　吉田照哉 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

母　サクラマシェリ（父　キングカメハメハ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2015年5月2日 南関東：2016/10/11～　18戦2勝（2着3回、3着3回）

地方収得賞金　1,850,000円 父　アッミラーレ 生産牧場　社台ファーム

北海道：2017/07/06～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ハートサムデイ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

南関東：2018/01/04～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　8,270,000円

北海道：2017/05/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2017/10/24～　12戦3勝（2着2回、3着2回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　⑧エイシンセドリック

4R　②ローザルーナ　⑦ポートカナベラル

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 5R　①マッテマシタ　⑥フジノローズ

船橋2R　⑨アイファーフォルテ 7R　③トリップオブラブ　⑧エムティアミーゴ

　　　4R　⑥マチュピチュ 8R　③エッジ　⑧フォースアフリート

　　　5R　⑩ホウオウシックス 10R　①ホープライズ　⑧ワンダフルキングス

　　11R　⑤タイムビヨンド 11R　④センザンルビー

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
船橋3R　①タイセイノワール 1R　⑤チビッコミーチャン

　　　6R　⑤ジェットシティ 2R　②ハシノオージャ　③ホイッスルベルン

　　　7R　①モリトカチグリ 3R　②ドボジョ　③ゴリョウサン　⑧チェリールックス

9R　④パッションアイコ　⑦ライプネス　⑧ハーキーステップ

　　　⑪イケノオテンチャン

10R　①キール　⑨コーズウェイ　⑫メイクアラッシュ

11R　③オトコギ　

12R　④マケマケ

12/12(水) 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・クイーン賞に、ホッカイドウ競馬の

①アルティマウェポン（写真左）

⑤タイムビヨンド（写真右）が参戦！

応援よろしくお願いします♪


