
2R 6R 10R

7枠10番 3枠3番 6枠9番

ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） エラスムス 調教師　張田京（船橋）

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 牝4歳 馬主　立山伸二 牡6歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2013年3月31日 栗毛 生年月日　2015年2月21日 青鹿毛 生年月日　2013年3月4日

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 母　マストシーストップ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

地方収得賞金　5,440,000円 地方収得賞金　4,695,000円 地方収得賞金　14,179,000円

北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/12/09～　27戦5勝（2着4回、3着5回）

南関東：2016/11/11～　44戦2勝（2着3回、3着5回） 北海道：2018/05/31～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 7枠12番

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） モリノラスボス 調教師　佐藤賢二（船橋）

3R 南関東：2019/01/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　森和久

3枠3番 7枠9番 鹿毛 生年月日　2015年4月20日

アバロン 調教師　佐藤賢二（船橋） フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） 父　エスポワールシチー 生産牧場　笹川大晃牧場

牡4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 牝6歳 馬主　橋本富夫 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町

鹿毛 生年月日　2015年5月3日 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 地方収得賞金　8,960,000円

父　ショウナンカンプ 生産牧場　赤石久夫 父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 北海道：2017/05/17～　8戦3勝（2着2回、3着0回）

母　アンドロメダ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,665,000円 地方収得賞金　10,598,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/09/14～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） JRA：2018/02/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/14～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/12/21～　2戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

4R 南関東：2017/01/10～　42戦3勝（2着3回、3着3回）

5枠6番 11R　チバテレ盃（準重賞）

クリムパルフェ 調教師　新井清重（船橋） 7R 6枠9番

牝3歳 馬主　（有）上水牧場 3枠3番 ソッサスブレイ 調教師　山本学（船橋）

鹿毛 生年月日　2016年5月6日 ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋） 牡5歳 馬主　手嶋康雄

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　真壁信一 牝7歳 馬主　佐藤陽一 栗毛 生年月日　2014年4月17日

母　クリミナルコード（父　Ｒｅｄ　Ｒａｎｓｏｍ） 産地　むかわ町 鹿毛 生年月日　2012年4月21日 父　コンデュイット 生産牧場　コスモヴューファーム

地方収得賞金　1,202,500円 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド 母　ベリーフ（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　41,305,000円

南関東：2019/01/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,042,000円 北海道：2016/05/04～　11戦2勝（2着3回、3着1回）

8枠12番 北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2016/12/05～　21戦4勝（2着3回、3着2回）

リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） 南関東：2015/01/14～　54戦4勝（2着5回、3着9回） ◆2017　東京湾カップ［船橋］　1着

牡3歳 馬主　蓑島竜一 6枠8番 ◆2017　黒潮盃［大井］　3着

黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日 ペキノワ 調教師　佐藤裕太（船橋） 7枠11番

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　野坂牧場 牝4歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

母　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2015年4月17日 牡7歳 馬主　市川智

地方収得賞金　979,000円 父　カネヒキリ 生産牧場　岡田スタツド 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 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 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,715,000円 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

北海道：2017/08/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　58,518,000円

5R 南関東：2018/03/12～　9戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/05/15～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

1枠1番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/09/25～　40戦5勝（2着7回、3着5回）

エメラルドリング 調教師　新井清重（船橋） ◆2016　フリオーソレジェンドカップ［船橋］　1着

牝3歳 馬主　（有）辻牧場 8R ◆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

鹿毛 生年月日　2016年5月5日 4枠6番 ◆2016　マイルグランプリ［大井］　2着　　◆2014　平和賞［船橋］　2着

父　ワークフォース 生産牧場　辻牧場 ベルセルク 調教師　坂本昇（船橋） ◆2017　京成盃グランドマイラーズ［船橋］　3着

母　スズカモンスーン（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ）産地　浦河町 牡4歳 馬主　原久美子 ◆2015　'15雲取賞［大井］　3着　◆2015　優駿スプリント［大井］　3着

地方収得賞金　925,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年4月26日

北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 父　マンハッタンカフェ 生産牧場　イスズ牧場 12R

南関東：2018/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　サンデープレゼント（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 6枠9番

2枠2番 地方収得賞金　4,726,000円 クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋）

ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 北海道：2017/06/29～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 牡7歳 馬主　倉見利弘

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 佐賀：2017/10/21～　16戦5勝（2着5回、3着2回） 芦毛 生年月日　2012年4月26日

鹿毛 生年月日　2016年4月7日 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場

父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場 ◆2018　飛燕賞［佐賀］　1着 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

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 ◆2018　佐賀皐月賞［佐賀］　2着　　◆2018　背振山賞［佐賀］　2着 地方収得賞金　21,822,000円

地方収得賞金　980,000円 ◆2018　筑紫野賞［佐賀］　2着 北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2018　ロータスクラウン賞［佐賀］　3着　　◆2018　九州ダービー栄城賞［佐賀］　3着 南関東：2014/12/04～　56戦2勝（2着11回、3着5回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠8番 7枠12番

南関東：2018/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ヒガシウィザード 調教師　渡邊貴光（船橋） レインハート 調教師　山下貴之（船橋） 

3枠3番 牡4歳 馬主　梁川正普 牡5歳 馬主　（有）カネショウ

ダイナミックスルー 調教師　野口孝（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日 鹿毛 生年月日　2014年5月16日

牝3歳 馬主　千田裕美 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場 父　サムライハート 生産牧場　川向高橋育成牧場

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 母　モルフェプリンセス（父　モルフェデスペクタ） 産地　平取町

父　ロードバリオス 生産牧場　原フアーム 地方収得賞金　5,304,000円 地方収得賞金　9,639,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　28,000円）

母　レーヴドアクトレス（父　コマンダーインチーフ） 産地　新ひだか町 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/05/18～　8戦1勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　1,110,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/05/04～　10戦3勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/12/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 8枠13番

8枠12番 ◆2017　知床賞［盛岡］　2着 エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） ◆2017　南部駒賞［水沢］　3着 牡5歳 馬主　吉田勝己

牡3歳 馬主　吉田照哉 栗毛 生年月日　2014年4月22日

芦毛 生年月日　2016年2月23日 9R 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

父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム 1枠1番 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 地方収得賞金　13,872,000円

地方収得賞金　700,000円 牡5歳 馬主　高橋勉 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2014年4月26日 南関東：2016/10/11～　19戦2勝（2着3回、3着4回）

南関東：2018/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 地方収得賞金　11,465,000円 2R　②ユキナ　⑨リコートルーパー

船橋2R　③ハピネストソング 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 3R　⑥ファイナルマーク　⑦ヴェルグンデ　⑧タイムメイテル

　　　5R　⑫サーフシェイパー 南関東：2017/01/11～　39戦3勝（2着5回、3着8回） 4R　④リンノプレミアム　⑥ズオズオエンジェル　⑦ドミノパス　⑧キティホーク

　　　8R　⑦エヌティプリンス 5枠6番 5R　③ボンヤリ

　　　9R　⑨レクラドリール マッサンゴールド 調教師　山田信大（船橋） 6R　③ダンスアワード　⑧クラリテディーオ

　　10R　③ラヴコネクション 牡6歳 馬主　大久保和夫 7R　②フライングサラ　③ティーガー　⑧ベーカークイン

　　11R　⑫ヒラボクプリンス 栗毛 生年月日　2013年4月21日 8R　②スーパーラッド

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 父　スターリングローズ 生産牧場　宝寄山忠則 9R　②コッチネッラ　⑩レッドプルーフ

船橋1R　③ピレニーズキング 母　ツルノゴゼン（父　アグネスゴールド） 産地　日高町 10R　④ベロナサンライズ　⑤ポタラ　⑧ハナミン

　　　6R　②ハンサムウーマン 地方収得賞金　15,420,000円 12R　④マイサクラ

　　　7R　⑧ペキノワ 北海道：2015/06/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

　　　8R　⑧ヒガシウィザード 岩手：2016/04/09～　8戦3勝（2着3回、3着0回） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
　　　9R　③シャインプラチナム 南関東：2016/11/08～　22戦7勝（2着6回、3着2回） 2R　②ホワイトスパロウ　③スターダムフロント

7枠9番 6R　①サカベンツヨシ　⑧ミミ

レクラドリール 調教師　山中尊徳（船橋） 7R　⑤コンドルノユメ

牝5歳 馬主　伊達泰明 8R　⑦ピラミッドベニー

栗毛 生年月日　2014年5月10日 9R　⑧シリカ

父　マヤノトップガン 生産牧場　サンシャイン牧場 10R　④チェリーベアハート

母　メイルリヒト（父　フジキセキ） 産地　日高町 11R　第20回園田クイーンセレクション

地方収得賞金　11,520,000円 　　　　③トカロン　⑩イケノオテンチャン　⑫ナラ

北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 12R　⑨マルメロ

南関東：2016/12/14～　33戦2勝（2着4回、3着2回）

北海道：2018/10/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/14～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

8枠11番

オーバークロック 調教師　佐藤裕太（船橋） 

セン8歳 馬主　吉田照哉

栗毛 生年月日　2011年2月14日

父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム

母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　千歳市

地方収得賞金　23,268,000円

北海道：2013/05/08～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2013/12/02～　37戦12勝（2着6回、3着1回）

8枠12番

ハングリーハート 調教師　出川克己（船橋）

牡4歳 馬主　吉田照哉

栗毛 生年月日　2015年5月2日

父　アッミラーレ 生産牧場　社台ファーム

母　ハートサムデイ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

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～　13戦3勝（2着2回、3着2回）

1/17（木） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
３着

前走
２着

前走
３着

前走
１着

前走
３着

１月及び２月に開催する
船橋競馬における騎手の防寒対策について

船橋競馬では今年度１月及び２月はナイター
開催を行います。
この時期は厳冬期であるため、騎手の健康管

理面を考慮し、すべての競走（２月のJRA交
流競走は除く）において、アンダーシャツ分と
して馬の負担重量を０．５㎏加増します。

（船橋競馬ホームページより引用・抜粋）

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


