
1R 7R 12R

1枠1番 6枠6番 7枠7番

コアレスダンサー 調教師　山中尊徳（船橋） リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） マッドドッグ 調教師　佐藤裕太（船橋）

牝3歳 馬主　小林昌志 牝5歳 馬主　土橋正雄 牡3歳 馬主　（株）ドン

鹿毛 生年月日　2015年4月26日 黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日 栗毛 生年月日　2015年5月16日

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　雅牧場 父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム 父　パイロ 生産牧場　米田牧場

母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 母　スマイリングルーラ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　675,000円 地方収得賞金　5,152,000円 地方収得賞金　12,765,000円

北海道：2018/05/09～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2015/08/20～　6戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2017/06/08～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

3枠3番 南関東：2016/01/18～　18戦3勝（2着2回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回）

ホープフロムノース 調教師　波多野健（船橋） 南関東：2018/01/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　（有）ターフ・スポート 8R 北海道：2018/05/22～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年4月11日 8枠10番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋） 南関東：2018/11/06～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　マイホープ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　浦河町 牡5歳 馬主　吉田照哉 ◆2018　王冠賞［門別］　2着　　◆2017　鎌倉記念［川崎］　2着

地方収得賞金　761,000円 栗毛 生年月日　2013年5月3日 ◆2017　南部駒賞［水沢］　2着

北海道：2017/05/17～　17戦2勝（2着0回、3着4回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 8枠8番

南関東：2018/11/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市 ニャチャン 調教師　山田信大（川崎）

地方収得賞金　9,505,000円 牝5歳 馬主　大久保和夫

2R 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 芦毛 生年月日　2013年3月8日

2枠2番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　クーリンガー 生産牧場　静内酒井牧場

ショウモクリリー 調教師　山浦武（船橋） 南関東：2016/01/18～　22戦4勝（2着2回、3着4回） 母　クーチュア（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　原久美子 ◆2015　知床賞［盛岡］　3着 地方収得賞金　18,913,000円

黒鹿毛 生年月日　2015年4月13日 北海道：2015/08/20～　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　村田牧場 9R 岩手：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　クロワラモー（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 8枠10番 愛知：2016/02/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　736,000円 ポップレーベル 調教師　川島正一（船橋） 岩手：2016/04/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2017/05/10～　22戦2勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　（有）サンデーレーシング 南関東：2016/07/06～　20戦7勝（2着3回、3着3回）

南関東：2018/11/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2011年3月6日

父　カンパニー 生産牧場　ノーザンファーム ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
5R 母　ポップチャート（父　アフリート） 産地　安平町 1R　②ロージーロージー　④ポアンカレ　⑥ナラ

4枠4番 地方収得賞金　17,076,000円 2R　④カリーナ　⑩アクアスクリーン

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） 北海道：2013/06/04～　6戦3勝（2着0回、3着1回） 3R　③アムールドランジュ

牝5歳 馬主　（株）馬事学院 南関東：2014/09/22～　37戦1勝（2着7回、3着5回） 4R　⑧リックヒナチャン　⑨ユキナ

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 ◆2013　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　1着 5R　①ジョースパーク

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 7R　⑤ラヴィンユー

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 10R 8R　⑧トカロン

地方収得賞金　3,975,000円 4枠4番 9R　⑧バジガクスペラーレ

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） ツナグテ 調教師　林隆之（川崎） 11R　①ユリカゴ　⑦クマリ　⑧サクラエ　⑩スーパーラッド

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 牝7歳 馬主　佐久間拓士

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 芦毛 生年月日　2011年5月14日 笠松10R第5回ジュニアキング

南関東：2017/01/31～　34戦1勝（2着4回、3着5回） 父　デュランダル 生産牧場　シンボリ牧場 3枠3番

8枠8番 母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町 エリアント 調教師　笹野博司（笠松）

ラクルース 調教師　山中尊徳（船橋） 地方収得賞金　20,071,000円 牝2歳 馬主　谷謙介

セン7歳 馬主　（株）馬事学院 北海道：2013/06/20～　7戦1勝（2着5回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年5月21日

芦毛 生年月日　2011年4月13日 南関東：2014/04/01～　42戦6勝（2着6回、3着10回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　築紫洋

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 6枠7番 母　メンフィスベル（父　Ｃｒｙｐｔｏｃｌｅａｒａｎｃｅ） 産地　新ひだか町

母　デスティーノ（父　ジェネラス） 産地　日高町 スウィフトハート 調教師　林正人（船橋） 地方収得賞金　2,745,000円

地方収得賞金　10,671,000円 牡4歳 馬主　平井ひろみ 北海道：2018/06/13～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2013/06/13～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2014年5月13日 笠松：2018/09/06～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2013/11/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回） 父　スウィフトカレント 生産牧場　碧雲牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

JRA：2014/11/08～　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 ◆2018　秋風ジュニア［笠松］　2着　　◆2018　ジュニアクラウン［笠松］　3着

南関東：2015/02/23～　37戦5勝（2着1回、3着5回） 地方収得賞金　11,180,000円 4枠4番

北海道：2016/06/08～　15戦2勝（2着3回、3着4回） ボルドープラージュ 調教師　笹野博司（笠松）

6R 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

7枠8番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年2月23日

リュウノオラトリオ 調教師　齊藤敏（船橋） 南関東：2018/01/19～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　ビッグレッドファーム

牡2歳 馬主　蓑島竜一 北海道：2018/10/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　マイネマリアンヌ（父　ダイワメジャー） 産地　新冠町

栗毛 生年月日　2016年3月7日 ◆2016　サンライズC［門別］　2着 地方収得賞金　8,800,000円

父　サウスヴィグラス 生産牧場　高橋農場 ◆2016　北海道2歳優駿［門別］　3着 北海道：2018/05/22～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

母　ダイタクドクター（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　伊達市 8枠11番 笠松：2018/09/06～　3戦3勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,760,000円 ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋） ◆2018　ラブミーチャン記念［笠松］　1着

北海道：2017/07/18～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 牡5歳 馬主　安味宣光 ◆2018　秋風ジュニア［笠松］　1着　　◆2018　ジュニアクラウン［笠松］　1着

8枠9番 鹿毛 生年月日　2013年3月28日 5枠5番

アアラヴァ 調教師　山崎裕也（川崎） 父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光 セントサレディー 調教師　笹野博司（笠松） 

牝2歳 馬主　百瀬裕規 母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町 牝2歳 馬主　杉浦和也

青鹿毛 生年月日　2016年5月14日 地方収得賞金　11,768,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日

父　ローズキングダム 生産牧場　タニグチ牧場 北海道：2015/05/13～　13戦2勝（2着1回、3着1回） 父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場

母　ドリームレディ（父　ロージズインメイ） 産地　新冠町 南関東：2015/12/09～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　エイシンルンルン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,129,000円 北海道：2016/04/21～　14戦2勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　756,000円

北海道：2018/07/05～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/12/05～　4戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/10/16～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/04/19～　14戦2勝（2着2回、3着1回） 笠松：2018/10/19～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/03/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 7枠8番

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ マッチデース 調教師　笹野博司（笠松） 

1R　①フレアリングデット　⑧ブルーベルファイト ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 牡2歳 馬主　谷謙介

4R　③ローズメジャー 船橋4R　⑧キタノガンリュウ 青鹿毛 生年月日　2016年5月2日

6R　①リコーヴィニャーレ 　　　5R　①ディレットーレ 父　ベーカバド 生産牧場　岡田牧場

8R　③バクシンスカイ 　　　6R　⑧リュウノオラトリオ 母　ダンツバーゴ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町

9R　①マルメロ 　　10R　①ロードゼスト 地方収得賞金　623,000円

10R　第61回園田金盃 ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 北海道：2018/07/04～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

       ①エイシンホクトセイ　⑦サウスウインド　 船橋9R　⑥グリターテソーロ 笠松：2018/08/17～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
船橋1R　②カシャーサ

　　　4R　②ライトビューティ

　　　7R　⑦テイケイパステル
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