
2R 4R 8R

1枠1番 8枠11番 8枠12番

ラクルース 調教師　山中尊徳（船橋） コアレスダンサー 調教師　山中尊徳（船橋） クインザクイン 調教師　新井清重（船橋） 

セン8歳 馬主　（株）馬事学院 牝4歳 馬主　小林昌志 牝5歳 馬主　伊藤將

芦毛 生年月日　2011年4月13日 鹿毛 生年月日　2015年4月26日 鹿毛 生産牧場　つつみ牧場

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　雅牧場 父　ファスリエフ 生年月日　2014年4月18日

母　デスティーノ（父　ジェネラス） 産地　日高町 母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 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

地方収得賞金　11,351,000円 地方収得賞金　1,796,000円 地方収得賞金　8,890,000円

北海道：2013/06/13～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/05/09～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/08/30～　6戦1勝（2着3回、3着1回）

南関東：2013/11/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/13～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/12/30～　31戦2勝（2着5回、3着2回）

JRA：2014/11/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/02/23～　40戦5勝（2着3回、3着5回） 5R 10R

2枠2番 5枠5番 5枠7番

クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和） ドラゴンクイン 調教師　新井清重（船橋） ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋）

牡8歳 馬主　倉見利弘 牝4歳 馬主　伊藤將 牡6歳 馬主　安味宣光

黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 芦毛 生年月日　2015年4月30日 鹿毛 生年月日　2013年3月28日

父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 父　シルバーチャーム 生産牧場　田村靖典 父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光

母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 母　サクラマシェリ（父　キングカメハメハ） 産地　日高町 母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町

地方収得賞金　11,286,000円 地方収得賞金　2,175,000円 地方収得賞金　14,368,000円

北海道：2013/05/08～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：2017/07/06～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/05/13～　13戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2013/12/03～　96戦6勝（2着9回、3着7回） 南関東：2018/01/04～　13戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2015/12/09～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠4番 北海道：2016/04/21～　14戦2勝（2着3回、3着2回）

ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） 6R 南関東：2016/12/05～　4戦2勝（2着1回、3着0回）

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 5枠6番 北海道：2017/04/19～　14戦2勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2013年3月31日 アキレアガール 調教師　池田孝（川崎） 南関東：2018/03/13～　14戦3勝（2着1回、3着2回）

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ

母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年3月31日 11R

地方収得賞金　6,240,000円 父　タニノギムレット 生産牧場　村下清志 4枠5番

北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　メイレディ（父　ジェニュイン） 産地　浦河町 リュウノハヤテ 調教師　齊藤敏（船橋）

金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　2,176,000円 牡8歳 馬主　蓑島竜一

南関東：2016/11/11～　47戦3勝（2着3回、3着5回） 北海道：2017/05/03～　12戦2勝（2着5回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2011年5月30日

南関東：2018/10/16～　7戦0勝（2着2回、3着0回） 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大塚牧場

3R 母　イノリ（父　クリミナルタイプ） 産地　新ひだか町

1枠1番 7R 地方収得賞金　14,084,000円

アブソルートクイン 調教師　米谷康秀（船橋） 2枠2番 北海道：2013/06/05～　15戦1勝（2着0回、3着4回）

牝3歳 馬主　廣松光成 クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 岩手：2013/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2016年5月14日 牡5歳 馬主　倉見利弘 南関東：2014/02/13～　69戦4勝（2着9回、3着6回）

父　カネヒキリ 生産牧場　長谷部牧場 芦毛 生年月日　2014年5月4日 ◆2013　寒菊賞［水沢］　3着

母　アイディアルクイン（父　アスワン） 産地　日高町 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 8枠14番

地方収得賞金　1,325,000円 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 プリサイスサンデー 調教師　野口孝（浦和） 

北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　25,545,000円 セン7歳 馬主　前田敏文

◆2018　ブロッサムC［門別］　3着 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回） 栗毛 生年月日　2012年4月19日

2枠2番 南関東：2016/12/06～　30戦3勝（2着5回、3着1回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　真歌伊藤牧場

シービーエンブレム 調教師　林幻（船橋） ◆2017　'17スターバーストカップ［大井］　1着 母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町

牡3歳 馬主　村上正幸 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着 地方収得賞金　3,624,000円

青鹿毛 生年月日　2016年5月7日 ◆2018　'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着 北海道：2014/05/15～　39戦7勝（2着3回、3着10回）

父　シビルウォー 生産牧場　小林孝幸 8枠8番 南関東：2017/02/28～　24戦2勝（2着3回、3着4回）

母　ワイズトウショウ（父　キングヘイロー） 産地　むかわ町 クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

地方収得賞金　770,000円 牡6歳 馬主　伊藤將 12R

北海道：2018/08/15～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年5月2日 8枠14番

南関東：2019/02/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠 ヒガシウィザード 調教師　渡邊貴光（船橋）

4枠4番 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　梁川正普

キャッスルワンダー 調教師　渋谷信博（船橋） 地方収得賞金　27,375,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日

牡3歳 馬主　城市公 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場

栗毛 生年月日　2016年5月9日 南関東：2015/12/28～　39戦5勝（2着7回、3着2回） 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

父　グラスワンダー 生産牧場　城市公 地方収得賞金　6,704,000円

母　ジーガートップラン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,225,000円 名古屋2R　⑥ソウゲンノカゼ　⑧ホープスター 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/05/31～　10戦1勝（2着5回、3着1回） 　　　　 3R　②ブルーリバンド　⑦イチムジン 南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 　　　　 4R　⑤ユキナ　⑥エナジーウェーブ 北海道：2018/05/03～　10戦3勝（2着2回、3着1回）

リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） 　　　　 6R　①ルッセカッテル ◆2017　知床賞［盛岡］　2着

牡3歳 馬主　蓑島竜一 　　　　 7R　①シグラップドゥース　⑦ガンバレアナコンダ ◆2017　南部駒賞［水沢］　3着

黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日 　　　　　　　 ⑨ベーカークイン

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　野坂牧場 　　　　 8R　⑥エイシンレインボー　⑧フライングサラ

母　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町 　　　　 9R　⑨コスモカストル

地方収得賞金　1,874,000円 　　　　 10R　③エイシンスリーエス　④クラリテディーオ

北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　　 11R　③オトコギ　⑧ゴールドトランプ　⑨ユーセイスラッガー 

岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　　 12R　②サウスコンサート

南関東：2019/01/17～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

6枠8番

キングバイデン 調教師　山田信大（船橋） 

牡3歳 馬主　大久保和夫

鹿毛 生年月日　2016年5月16日

父　フレンチデピュティ 生産牧場　厚賀古川牧場

母　コパノベンザイテン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,050,000円

北海道：2018/06/14～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

岩手：2018/120/20～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

7枠9番

サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

牡3歳 馬主　吉田照哉

芦毛 生年月日　2016年2月23日

父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市

地方収得賞金　1,025,000円

北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/12/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠12番

アキロック 調教師　米谷康秀（船橋） 

牡3歳 馬主　（株）ＭＭＣ

黒鹿毛 生年月日　2016年4月9日

父　スマートロビン 生産牧場　サンシャイン牧場

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

地方収得賞金　1,240,000円

北海道：2018/06/28～　7戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2018/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

3/15(金) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後

前走
２着

前走
３着

転入後
前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
３着

◎次週のダートグレード競走

3/21（祝木）高知競馬場 第21回黒船賞
JpnⅢ 4歳以上オープン・別定 ダート1,400ｍ

3/24（日） 中山競馬場 第26回マーチS
GⅢ 4歳以上オープン・ハンデ ダート1,800ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外で発売します！

（マーチSはAiba札幌駅前での発売なし）

◎門別競馬場 能力検査の開催日程

３／１４・２１・２８

４／４・１１（すべて木）

上記日程は、門別競馬場スタンドで

一般見学も可能です！

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


