
3R 6R 10R

3枠3番 3枠4番 1枠1番

モリノソレイユ 調教師　齊藤敏（船橋） クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和） フィーユドトネール 調教師　川島正一（船橋） 

牝3歳 馬主　森和久 牡8歳 馬主　倉見利弘 牝5歳 馬主　（有）キャロットファーム

青鹿毛 生年月日　2016年3月21日 黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 栗毛 生年月日　2014年3月18日

父　カネヒキリ 生産牧場　村田牧場 父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

母　クイックレスポンス（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ） 産地　新冠町 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 母　マンハッタン（父　アフリート） 産地　安平町

地方収得賞金　570,000円 地方収得賞金　11,286,000円 地方収得賞金　7,775,000円

北海道：2018/06/14～　6戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/05/08～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：2016/06/23～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠5番 南関東：2013/12/03～　93戦6勝（2着9回、3着7回） 南関東：2016/12/08～　13戦4勝（2着3回、3着0回）

ナレディ 調教師　新井清重（船橋） 4枠6番

牝3歳 馬主　谷岡康成 ラクルース 調教師　山中尊徳（船橋） 11R

黒鹿毛 生年月日　2016年3月14日 セン8歳 馬主　（株）馬事学院 1枠1番

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　谷岡牧場 芦毛 生年月日　2011年4月13日 モリデンルンバ 調教師　坂本昇（船橋）

母　コペノイコロ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 牡6歳 馬主　森田芳男

地方収得賞金　500,000円 母　デスティーノ（父　ジェネラス） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2013年4月21日

北海道：2018/10/18～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,031,000円 父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男

北海道：2013/06/13～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ナイスクラップ（父　ディアブロ） 産地　新冠町

4R 南関東：2013/11/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　30,880,000円

8枠11番 JRA：2014/11/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/17～　7戦3勝（2着1回、3着2回）

リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） 南関東：2015/02/23～　38戦5勝（2着2回、3着5回） 南関東：2015/11/11～　20戦3勝（2着3回、3着1回）

牝6歳 馬主　土橋正雄 5枠8番 ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　1着

黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日 クインザドリーム 調教師　新井清重（船橋） ◆2015　平和賞［船橋］　2着

父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム 牝5歳 馬主　伊藤將 2枠2番

母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2014年5月30日 クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

地方収得賞金　5,896,000円 父　フリオーソ 生産牧場　長浜忠 牡6歳 馬主　伊藤將

北海道：2015/08/20～　6戦1勝（2着2回、3着3回） 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

南関東：2016/01/18～　20戦3勝（2着4回、3着0回） 地方収得賞金　3,800,000円 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

北海道：2016/06/09～　9戦0勝（2着1回、3着3回） 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

5R 愛知：2016/12/01～　10戦3勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　26,625,000円

1枠1番 南関東：2017/08/07～　23戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

アンビートゥン 調教師　米谷康秀（船橋） ◆2017　新春ペガサスC［名古屋］　1着 南関東：2015/12/28～　36戦5勝（2着7回、3着2回）

牡3歳 馬主　（有）辻牧場 ◆2017　スプリングC［名古屋］　3着

黒鹿毛 生年月日　2016年3月22日 12R

父　シニスターミニスター 生産牧場　辻牧場 7R 3枠4番

母　カンシャノキモチ（父　カリズマティック） 産地　浦河町 6枠7番 エフェルヴェソンス 調教師　高橋清顕（大井） 

地方収得賞金　2,340,000円 オルガンパイプ 調教師　山本学（船橋） 牡4歳 馬主　伊達泰明

北海道：2018/05/02～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 牝4歳 馬主　手嶋康雄 鹿毛 生年月日　2015年4月16日

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年3月6日 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐竹学 母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町

3枠3番 母　キャッツプライド（父　Ｈｅｎｎｅｓｓｙ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　6,769,000円

オスピタリタ 調教師　佐藤裕太（船橋） 地方収得賞金　2,075,000円 北海道：2017/06/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　吉田照哉 北海道：2017/07/12～　17戦4勝（2着2回、3着4回） 金沢：2017/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2016年5月8日 南関東：2018/12/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/02～　9戦1勝（2着2回、3着2回）

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム

母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 9R ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
地方収得賞金　3,500,000円 7枠10番 船橋5R　⑩リュウノオラトリオ

北海道：2018/05/10～　5戦2勝（2着0回、3着0回） クインザクイン 調教師　新井清重（船橋） 　　　6R　⑦ブラックゼウス

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　伊藤將 　　　7R　⑤シールヴィクトリー

北海道：2018/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生産牧場　つつみ牧場 　　10R　⑧シャインメルシー

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ファスリエフ 生年月日　2014年4月18日 　　11R　⑩キタノイットウセイ

7枠7番 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 　　12R　⑤ダテノタイフーン

ビービージェンマ 調教師　稲益貴弘（船橋） 地方収得賞金　8,565,000円 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 北海道：2016/08/30～　6戦1勝（2着3回、3着1回） 船橋1R　③ベルロビン

鹿毛 生年月日　2016年2月18日 南関東：2016/12/30～　27戦2勝（2着5回、3着1回） 　　　2R　⑩サツマキリコ

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 　　　3R　⑥レッツエンドカーブ

母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　6R　②カジノクイーン

地方収得賞金　2,580,000円 1R　①ソウゲンノカゼ　②ポルヴォロン　③ブルーリバンド 　　　9R　⑪プリトヴィツェ

北海道：2018/07/19～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 2R　②ディーエスプロット　③イチムジン　⑥シングンファイター 　　10R　⑨ネージュフレーズ

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 3R　①ホープスター　⑤オリオンアンジュ　⑥アッパレダイテン　⑦ランタン 　　12R　⑧モリトカチグリ

南関東：2018/12/11～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 5R　⑥エナジーウェーブ　⑦エルポデール

7枠10番 7R　⑥ゴールドパートナー　⑦ガンバレアナコンダ　⑩ルッセカッテル

リュウノオラトリオ 調教師　齊藤敏（船橋） 8R　⑥シグラップドゥース

牡3歳 馬主　蓑島竜一 10R　④コスモカストル　⑥エイシンスリーエス

栗毛 生年月日　2016年3月7日 11R　⑤サザンオールスター

父　サウスヴィグラス 生産牧場　高橋農場

母　ダイタクドクター（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　伊達市 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　3,835,000円 2R　②ハッピーアントニア　④カムオンルンルン　⑥ノンノン　⑦ロケットロード

北海道：2017/07/18～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 3R　⑦チビッコミーチャン　⑧リュウノテラス　⑨サンデーヒカル

南関東：2018/12/13～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 8R　④ウィナーズヒロイン　⑥アイオブザタイガー　⑨パッションアイコ

8枠11番 9R　③ヤマノミラクル　⑥ローザーブルー

キャッスルキング 調教師　渋谷信博（船橋） 10R　⑨メイクアラッシュ　⑩シップオブテセウス

牡3歳 馬主　城市公 11R　④スターレーン　⑫チェリーサマー

鹿毛 生年月日　2016年4月6日 12R　⑦チョウコイコイ　⑪メサヴェルデ

父　リーチザクラウン 生産牧場　城市公

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

地方収得賞金　3,480,000円

北海道：2018/05/17～　11戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2018/12/12～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

1/18（金） 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

転入後
初出走

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

五十嵐冬樹騎手は本日が

南関東での期間限定騎乗最終日！

応援よろしくお願いします♪


