
1R 6R 11R　第63回船橋記念〔SⅢ〕

7枠10番 5枠5番 2枠2番

ホープフロムノース 調教師　波多野健（船橋） ヘイセイノキセキ 調教師　山浦武（船橋） クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

牝4歳 馬主　（有）ターフ・スポート 牝3歳 馬主　沖田方子 牡4歳 馬主　谷謙介

鹿毛 生年月日　2015年4月11日 鹿毛 生年月日　2016年2月10日 栗毛 生年月日　2015年4月14日

父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　沖田牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

母　マイホープ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　浦河町 母　イエスアイキャン（父　スマートボーイ） 産地　日高町 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　926,000円 地方収得賞金　985,000円 地方収得賞金　36,570,000円

北海道：2017/05/17～　17戦2勝（2着0回、3着4回） 北海道：2018/07/18～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/11/05～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 愛知：2017/09/21～　13戦6勝（2着3回、3着0回）

6枠8番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

2R ヤマノプレミアム 調教師　矢野義幸（船橋） 南関東：2018/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

1枠1番 牡3歳 馬主　山口明彦 ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） 鹿毛 生年月日　2016年3月19日 ◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 6枠7番

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町 ユメノヒト 調教師　橋本和馬（大井）

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 地方収得賞金　1,325,000円 牝7歳 馬主　和田博美

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着3回、3着3回） 栗毛 生年月日　2012年3月1日

地方収得賞金　4,110,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　カタオカステーブル

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 8R 母　ベルナデッタ（父　アフリート） 産地　新ひだか町

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 6枠8番 地方収得賞金　18,340,000円

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） フェデリース 調教師　米谷康秀（船橋） 北海道：2014/06/03～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/01/31～　36戦1勝（2着4回、3着5回） 牝4歳 馬主　伊達泰明 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

2枠2番 鹿毛 生年月日　2015年3月1日 南関東：2014/12/31～　42戦4勝（2着7回、3着3回）

スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 ◆2014　ブロッサムカップ［門別］　2着

牝7歳 馬主　細川大輔 母　シュベリーン（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 ◆2014　園田プリンセスカップ［園田］　3着

青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 地方収得賞金　2,969,000円

父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 北海道：2017/05/24～　11戦1勝（2着4回、3着0回） 12R

母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 南関東：2018/02/23～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 2枠2番

地方収得賞金　7,132,000円 北海道：2018/08/23～　5戦0勝（2着1回、3着1回） スウィフトハート 調教師　林正人（船橋） 

北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 牡5歳 馬主　平井ひろみ

笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2014年5月13日

南関東：2015/09/10～　45戦4勝（2着6回、3着6回） 9R 父　スウィフトカレント 生産牧場　碧雲牧場

6枠8番 母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町

3R ペンタス 調教師　林幻（船橋） 地方収得賞金　11,540,000円

7枠9番 牝4歳 馬主　細川大輔 北海道：2016/06/08～　15戦2勝（2着3回、3着4回）

ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） 栗毛 生年月日　2015年5月9日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝8歳 馬主　岡本育枝 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 　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　2011年3月29日 母　イーエルブロッサム（父　ラストタイクーン） 産地　新ひだか町 南関東：2018/01/19～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 地方収得賞金　2,480,000円 北海道：2018/10/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 北海道：2017/05/24～　17戦4勝（2着3回、3着4回） 南関東：2018/12/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　9,889,000円 ◆2016　サンライズC［門別］　2着

北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 10R ◆2016　北海道2歳優駿［門別］　3着

兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） 4枠5番 3枠3番

南関東：2014/08/13～　80戦4勝（2着5回、3着11回） リュウノマックス 調教師　齊藤敏（船橋） チェゴ 調教師　佐藤賢二（船橋） 

牡4歳 馬主　蓑島竜一 牝4歳 馬主　（有）新生ファーム

5R 青鹿毛 生年月日　2015年4月22日 栗毛 生年月日　2015年2月21日

3枠3番 父　アドマイヤマックス 生産牧場　小野瀬竜馬 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　新生ファーム

マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） 母　チーマ（父　ミルジヨージ） 産地　清水町 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

牝3歳 馬主　沖田方子 地方収得賞金　3,660,000円 地方収得賞金　9,430,000円

栗毛 生年月日　2016年3月20日 北海道：2017/05/18～　10戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/06/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 岩手：2017/10/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 笠松：2017/11/09～　4戦2勝（2着1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 南関東：2018/01/17～　9戦0勝（2着3回、3着2回） 北海道：2018/06/20～　9戦3勝（2着1回、3着3回）

地方収得賞金　1,260,000円 4枠5番 ◆2017　ラブミーチャン記念［笠松］　1着　　◆2017　ライデンリーダー記念［笠松］　1着

北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） ◆2017　ジュニアキング［笠松］　2着

南関東：2018/11/15～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡6歳 馬主　冨田藤男 7枠11番

4枠4番 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日 ミスアンナ 調教師　新井清重（船橋） 

ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム 牝5歳 馬主　（有）新生ファーム

牡3歳 馬主　吉田照哉 母　ベルモントピノコ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2014年3月7日

黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日 地方収得賞金　10,015,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回） 母　ミスプロ（父　アフリート） 産地　日高町

母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市 金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　12,698,000

地方収得賞金　845,000円 南関東：2015/12/29～　53戦1勝（2着4回、3着6回） 北海道：2016/05/12～　11戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回） ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着 南関東：2016/12/06～　17戦4勝（2着1回、3着2回）

南関東：2018/11/08～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠7番 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 南関東：2018/11/07～　4戦0勝（2着0回、3着1回）

ビッグインパクト 調教師　米谷康秀（船橋） 船橋3R　⑨ヴァローダムーン 8枠13番

牡3歳 馬主　廣松光成 　　　7R　①イーストスパークル ジャストフォファン 調教師　張田京（船橋）  

黒鹿毛 生年月日　2016年6月7日 　　　8R　⑧フェデリース 牡6歳 馬主　（株）ＭＢＲ

父　タニノギムレット 生産牧場　豊洋牧場 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 鹿毛 生年月日　2013年2月11日

母　スマイルダンサー（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 船橋1R　③ルーナディア 父　バゴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

地方収得賞金　2,110,000円 　　　2R　③カシャーサ 母　サパス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

北海道：2018/08/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　5R　③マリエリーノ 地方収得賞金　15,350,000円

南関東：2018/12/12～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　6R　④ジーガーワールド 北海道：2015/06/24～　6戦3勝（2着1回、3着0回）

7枠9番 　　　7R　⑤イーゼル 南関東：2015/12/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

ジーンジニー 調教師　林幻（船橋） 　　10R　③ベルメーリャ 北海道：2016/04/20～　21戦4勝（2着5回、3着1回）

牝3歳 馬主　（有）グランド牧場 　うち他地区参戦：6戦0勝（2着1回、3着1回）

芦毛 生年月日　2016年3月27日 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/01/16～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 1R　①ゴーウン　⑤サンミゲル ◆2016　王冠賞［門別］　1着

母　バライロー（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町 5R　②レモンホープ　③プラチナクイン　⑧タラレバ ◆2016　オパールC［盛岡］　2着　　◆2016　北斗盃［門別］　2着

地方収得賞金　2,550,000円 6R　③クリスマスベル　⑤モエレキンジトウ　⑦スペシャルヒル ◆2017　せきれい賞［盛岡］　3着　　◆2016　北海優駿［門別］　3着

北海道：2018/07/05～　8戦3勝（2着1回、3着3回） 7R　②ミオサヴァイブ

8枠10番 8R　②ユーセイスラッガー ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
クルーズラミレス 調教師　山中尊徳（船橋） 9R　①アップバング 2R　③サンデーヒロ

牡3歳 馬主　大久保和夫 10R　⑤ゴールドトランプ 5R　⑨ハヤブサタイザン

青鹿毛 生年月日　2016年4月23日 11R　第21回新春ペガサスカップ 8R　②サクラプリマドンナ　⑤ノーマーク

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　静内酒井牧場 　　　②キャッチザウェーブ　⑨ボルドープラージュ　⑫リードメロディー 11R　④タッチワールド

母　クリスタルブランカ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 12R　①フェスティヴムード　⑨リッコドンナ

地方収得賞金　1,205,000円

北海道：2018/06/06～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

1/16（水） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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