
2R 3R 8R

1枠1番 5枠5番 3枠3番

クラファイン 調教師　玉井勝（船橋） ギエムボレロ 調教師　米谷康秀（船橋） アザミ 調教師　内野健二（浦和）

牝2歳 馬主　倉見利弘 牝2歳 馬主　（株）ＭＭＣ 牝5歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

栗毛 生年月日　2017年3月15日 栗毛 生年月日　2017年4月24日 鹿毛 生年月日　2014年4月5日

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　坂牧場 父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 母　キャンベルイモン（父　バブルガムフェロー） 産地　日高町 母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　785,000円 地方収得賞金　1,040,000円 地方収得賞金　8,767,000円

北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/06/13～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

4枠4番 6枠6番 笠松：2017/02/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

エラボレート 調教師　米谷康秀（船橋） ヒガシブレーヴ 調教師　渡邊貴光（船橋） 金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着3回）

牡2歳 馬主　伊達泰明 牡2歳 馬主　梁川正普 南関東：2018/01/31～　34戦4勝（2着5回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日 鹿毛 生年月日　2017年4月7日 6枠7番

父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋）

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 牝7歳 馬主　佐藤陽一

地方収得賞金　915,000円 地方収得賞金　1,125,000円 鹿毛 生年月日　2012年4月21日

北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド

5枠5番 7枠7番 母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町

スカイハンター 調教師　玉井昇（船橋） ストーミーラヴ 調教師　新井清重（船橋） 地方収得賞金　16,692,000円

牡2歳 馬主　須貝廣次 牝2歳 馬主　（有）上水牧場 北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2017年4月9日 栗毛 生年月日　2017年4月20日 南関東：2015/01/14～　67戦5勝（2着5回、3着10回）

父　トゥザグローリー 生産牧場　千島北斗牧場 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　上水牧場

母　スカーリイベイビー（父　Ｒｉｚｚｉ） 産地　小清水町 母　ティンバーランド（父　ティンバーカントリー） 産地　むかわ町 11R　第65回クイーン賞（指定交流）〔JpnⅢ〕

地方収得賞金　675,000円 地方収得賞金　1,480,000円 5枠5番

北海道：2019/05/29～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 北海道：2019/07/10～　7戦2勝（2着0回、3着2回） ナラ 調教師　湯前良人（笠松）

7枠8番 牝3歳 馬主　（有）ホースケア

キングキャヴィア 調教師　山田信大（船橋） 4R 鹿毛 生年月日　2016年4月21日

牡2歳 馬主　組）寿組合 8枠9番 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

鹿毛 生年月日　2017年4月20日 ソングウィズローズ 調教師　渡邊貴光（船橋） 母　グランドエナジー（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町

父　クロフネ 生産牧場　カタオカステーブル 牝2歳 馬主　梁川正普 地方収得賞金　3,785,000円

母　ゴールドキャヴィア（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町 黒鹿毛 生年月日　2017年4月5日 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　655,000円 父　ロージズインメイ 生産牧場　ヤナガワ牧場 笠松：2018/12/13～　25戦2勝（2着1回、3着7回）

北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 母　メイショウネイロ（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠10番 地方収得賞金　1,120,000円 　うち他地区参戦：　10戦0勝（2着0回、3着0回）

リュウノロー 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2019/06/19～　7戦1勝（2着2回、3着2回） ◆2019　岐阜金賞［笠松］　3着　　◆2019　ぎふ清流C［笠松］　3着

牡2歳 馬主　蓑島竜一 5枠6番

鹿毛 生年月日　2017年2月3日 5R スターレーン 調教師　松浦聡志（兵庫）

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　三石川上牧場 2枠2番 牝5歳 馬主　須田靖之

母　レディーメグネイト（父　ファスリエフ） 産地　新ひだか町 タイヨウノウタ 調教師　酒井一則（浦和） 鹿毛 生年月日　2014年3月9日

地方収得賞金　870,000円 牝3歳 馬主　太田雅貴 父　スマートファルコン 生産牧場　明治牧場

北海道：2019/08/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年5月16日 母　アリーペデ（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町

岩手：2019/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　中本隆志 地方収得賞金　17,006,000円

母　ディマー（父　Ｃａｅｒｌｅｏｎ） 産地　新冠町 北海道：2016/06/08～　6戦2勝（2着1回、3着2回）

●名古屋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　2,874,000円 兵庫：2016/10/06～　23戦4勝（2着10回、3着4回）

2R　⑥ハッピーフェイス 北海道：2018/08/30～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2019/04/23～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

4R　⑦ベロナサンライズ 高知：2018/12/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2019/09/27～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

5R　①ビジネスチャンス 笠松：2019/02/06～　5戦1勝（2着0回、3着2回） ◆2017　ル・プランタン賞［佐賀］　1着

7R　①エイシンサクラソウ　②アニマーダ　④タイムオブザーバー 南関東：2019/05/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　秋桜賞［名古屋］　2着　　◆2018　読売レディス杯［金沢］　2着

　　　⑥バットウタイ　⑦ツナグ 4枠4番 ◆2017　若草賞［名古屋］　2着　　◆2017　梅桜賞［名古屋］　2着

8R　①エイシンレインボー　⑩スーパーラッド コパノリスティー 調教師　山中尊徳（船橋） ◆2017　園田クイーンセレクション［園田］　2着　　◆2016　兵庫若駒賞［園田］　2着

9R　⑨プラチナクイン 牝4歳 馬主　小林祐介 ◆2018　兵庫クイーンC［園田］　3着　　◆2018　佐賀ヴィーナスC［佐賀］　3着

10R　⑤ゴールドリング 鹿毛 生年月日　2015年3月13日 6枠8番

11R　②ユーセイスラッガー　⑦カツゲキジャパン　⑨アビゲイル　⑪ヨミ 父　メイショウボーラー 生産牧場　鮫川啓一 アルティマウェポン 調教師　林和弘（北海道） 

母　マッジョーレ（父　キンググローリアス） 産地　浦河町 牝6歳 馬主　幅田昌伸

●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　3,662,000円 栗毛 生年月日　2013年4月25日

1R　③リュウノテラス 北海道：2017/06/01～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　辻牧場

3R　③パレスドラゴン　④ドリームリン 岩手：2017/11/25～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 母　レインボーアーチ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

4R　⑦フィールザゴッデス　⑨チビッコミーチャン 北海道：2018/05/03～　11戦2勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　11,450,000円　　中央収得賞金　24,200,000円

5R　②スーパーウインド　⑤ブルーベルファイト 南関東：2018/12/20～　11戦1勝（2着2回、3着2回） JRA：2016/02/20～　13戦3勝（2着0回、3着0回）

7R　⑩ダイヤファントム 　うち地方競馬参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8R　⑤コエミ　⑦スーパーローズ　⑧ナットビーワン　⑩ボーイッシュガール ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 北海道：2018/06/21～　11戦1勝（2着0回、3着1回）

9R　④イケノオテンチャン　⑤ハドロサウルス 船橋2R　⑤スカイハンター 　うち他地区参戦：5戦0勝（2着0回、3着1回）

　　　5R　②タイヨウノウタ ◆2018　レディスプレリュード［大井］　3着

　　　9R　⑫キセキノホシ

　　11R　②ナムラメルシー 12R

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 3枠4番

船橋4R　⑨ソングウィズローズ マコトハインケル 調教師　鮫島一歩(栗東)

　　12R　⑭キタノナシラ 牡4歳 馬主　（株）ディアマント

芦毛 生年月日　2015年3月29日

父　マコトスパルビエロ 生産牧場　出口繁夫

母　マコトジョワイユー（父　フジキセキ） 産地　様似町

地方収得賞金　11,525,000円

北海道：2017/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

岩手：2017/09/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

JRA：2018/02/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2018/06/10～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

愛知：2019/02/13～　14戦2勝（2着6回、3着2回）

南関東：2019/11/01～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

◆2018　オパールC［盛岡］　2着

12/11(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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船橋11R・クイーン賞に

アルティマウェポンが参戦！

応援よろしくお願いします♪
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