
2R 7R 10R

1枠1番 6枠7番 5枠5番

リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） ミスシェーンハイト 調教師　新井清重（船橋） ニッポンダエモン 調教師　新井清重（船橋） 

牡3歳 馬主　蓑島竜一 牝3歳 馬主　田村誠 牡4歳 馬主　大久保和夫

黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日 栗毛 生年月日　2016年4月4日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月8日

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　野坂牧場 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　田村靖典 父　サウスヴィグラス 生産牧場　土田和男

母　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町 母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 母　スタートウショウ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　3,506,000円 地方収得賞金　4,633,000円 地方収得賞金　9,303,000円

北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　11戦2勝（2着3回、3着1回） 北海道：2017/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2017/10/15～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/01/17～　13戦0勝（2着2回、3着1回） 7枠9番 北海道：2018/05/30～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 岩手：2018/12/02～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

3R 牡5歳 馬主　山口明彦 南関東：2019/02/20～　7戦1勝（2着3回、3着0回）

1枠1番 鹿毛 生年月日　2014年2月11日 ◆2017　若駒賞［盛岡］　1着

クラマサゴールド 調教師　矢野義幸（船橋） 父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦 6枠7番

牡3歳 馬主　倉見政敏 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

芦毛 生年月日　2016年3月30日 地方収得賞金　7,493,000円 牡5歳 馬主　高橋勉

父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 北海道：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

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 南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

地方収得賞金　1,723,000円 北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回） 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

北海道：2018/05/23～　17戦2勝（2着3回、3着2回） 南関東：2019/01/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　13,365,000円

南関東：2019/08/31～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/04/17～　14戦2勝（2着0回、3着3回） 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

7枠12番 南関東：2019/11/26～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/01/11～　53戦3勝（2着6回、3着9回）

ノースヒビキ 調教師　長谷川忍（浦和） 8枠11番

牝3歳 馬主　早川正行 ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和） 11R

黒鹿毛 生年月日　2016年4月9日 牡4歳 馬主　村上卓史 7枠10番

父　ベルシャザール 生産牧場　元茂義一 栗毛 生年月日　2015年3月27日 キングバイデン 調教師　山田信大（船橋） 

母　キテキ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町 父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場 牡3歳 馬主　大久保和夫

地方収得賞金　1,352,000円 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2016年5月16日

北海道：2018/08/23～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,402,000円 父　フレンチデピュティ 生産牧場　厚賀古川牧場

笠松：2018/11/23～　13戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 母　コパノベンザイテン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

南関東：2019/08/20～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 愛知：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回） 地方収得賞金　1,050,000円

南関東：2019/09/12～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

5R 岩手：2018/120/20～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

4枠5番 8R 南関東：2019/03/15～　4戦3勝（2着0回、3着1回）

ドクターワイ 調教師　新井清重（船橋） 7枠8番

牡4歳 馬主　福永實 ビービーアルバ 調教師　新井清重（船橋） 12R

鹿毛 生年月日　2015年3月22日 牡2歳 馬主　（有）坂東牧場 1枠1番

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　浅川牧場 栗毛 生年月日　2017年4月29日 シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 

母　グリーンヒルソング（父　ディアブロ） 産地　新冠町 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 セン4歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　2,571,000円 母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年4月1日

北海道：2017/08/16～　26戦3勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　4,055,000円 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム

笠松：2019/08/29～　6戦4勝（2着2回、3着0回） 北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

南関東：2019/10/29～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　4,865,000円

6R 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

2枠2番 9R 南関東：2017/12/30～　16戦0勝（2着1回、3着5回）

フェデリース 調教師　米谷康秀（船橋） 4枠5番 6枠9番

牝4歳 馬主　伊達泰明 ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） リュウジン 調教師　坂本昇（船橋）

鹿毛 生年月日　2015年3月1日 牝4歳 馬主　立山伸二 牡3歳 馬主　西村專次

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 栗毛 生年月日　2015年2月21日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月30日

母　シュベリーン（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 父　モンテロッソ 生産牧場　船越伸也

地方収得賞金　5,909,000円 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 母　チリペッパー（父　マンハッタンカフェ） 産地　平取町

北海道：2017/05/24～　11戦1勝（2着4回、3着0回） 地方収得賞金　6,289,000円 地方収得賞金　3,720,000円

南関東：2018/02/23～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/16～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/08/23～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 岩手：2018/12/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/11～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2018/05/31～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2019/04/17～　8戦1勝（2着1回、3着0回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2019/01/04～　13戦0勝（2着1回、3着1回）

1R　⑦フィヨルドツアー　⑧マメチキータ　⑩オーゴンノカゼ 6枠8番

2R　①エイシンオプション ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 

3R　⑤モリノハート　⑫ドラジュワール 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

4R　⑧シャインボルテージ 黒鹿毛 生年月日　2016年1月31日

6R　①エルポデール 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム

9R　③マジョリティー　⑤キャッチザウェーブ　⑦ユアザスター 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

　　　⑩シーズアレインボー　⑪ダンストンラソ 地方収得賞金　4,860,000円

10R第18回寒菊賞　①ナーリー　③ウォールフラワー　⑤シンボ 北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

　　　⑥バイクミレー　⑧エイシンハルニレ　⑩アルマドール 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

　　　⑪チャルメーラ 南関東；2018/12/31～　10戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着

◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
船橋1R　④タイムスリップ

　　　2R　⑩トゥモローアンセム

　　　3R　①クラマサゴールド

　　　7R　⑦ミスシェーンハイト

　　　9R　⑦ペイシャディア

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
船橋3R　⑭ネクストスクワッド

　　　9R　②ペラッチ

　　10R　⑥スターシード

　　12R　⑦テンノウザン

12/9（月） 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

前走
３着

前走
１着

前走
３着

前走
２着

前走
３着

今後のダートグレード競走

●12/11(水)船橋競馬場 第65回クイーン賞
JpnⅢ・3歳以上オープン牝 ダート1,800ｍ

●12/18(水)川崎競馬場 第70回全日本2歳優駿
JpnⅠ・2歳オープン ダート1,600ｍ

●12/19(木)名古屋競馬場 第19回名古屋グランプリ
JpnⅡ・3歳以上オープン ダート2,500ｍ

落合玄太騎手が本日より期間限定騎乗をスタート！

（来年1/31まで、期間内は船橋・岡林光浩厩舎所属）

応援よろしくお願いします♪

前走
３着


