
1R 6R 9R

1枠1番 5枠5番 6枠7番

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） アティテュード 調教師　山中尊徳（船橋）

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 牝6歳 馬主　（株）馬事学院 牝4歳 馬主　伊達泰明

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 鹿毛 生年月日　2013年3月31日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町

地方収得賞金　6,070,000円 地方収得賞金　8,120,000円 地方収得賞金　6,893,000円

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/11/11～　71戦4勝（2着4回、3着7回） 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/01/31～　53戦2勝（2着4回、3着7回） 南関東：2017/11/09～　20戦2勝（2着3回、3着5回）

5枠5番 7R 7枠9番

リュウノスターダム 調教師　齊藤敏（船橋） 3枠3番 ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 

牡5歳 馬主　蓑島竜一 マスオ 調教師　野口孝（浦和） 牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場

鹿毛 生年月日　2014年5月18日 牡6歳 馬主　宇田昌隆 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

父　ファスリエフ 生産牧場　村上牧場 栗毛 生年月日　2013年5月17日 父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場

母　ドリームスタート（父　Ｄｉｅｓｉｓ） 産地　新冠町 父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 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

地方収得賞金　4,537,000円 母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 地方収得賞金　6,170,000円

北海道：2016/05/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,528,000円 北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

岩手：2016/08/28～　16戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/08/07～　27戦2勝（2着0回、3着3回） 南関東：2015/12/02～　68戦2勝（2着4回、3着8回） 南関東：2018/12/11～　10戦3勝（2着2回、3着0回）

5枠5番 7枠10番

2R マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） クリムパルフェ 調教師　新井清重（船橋） 

2枠2番 牝3歳 馬主　沖田方子 牝3歳 馬主　（有）上水牧場

フォーサイシア 調教師　阿井正雄（船橋） 栗毛 生年月日　2016年3月20日 鹿毛 生年月日　2016年5月6日

牝3歳 馬主　小池保則 父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　真壁信一

黒鹿毛 生年月日　2016年2月26日 母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町 母　クリミナルコード（父　Ｒｅｄ　Ｒａｎｓｏｍ） 産地　むかわ町

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 地方収得賞金　2,455,000円 地方収得賞金　6,902,500円

母　ダイナミズム（父　Ｒａｈｙ） 産地　白老町 北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　530,000円 南関東：2018/11/15～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/01/02～　13戦2勝（2着0回、3着3回）

北海道：2018/07/11～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 5枠6番

7枠10番 ホープフロムノース 調教師　波多野健（船橋） 10R

ナンタケットミスト 調教師　山本学（船橋） 牝4歳 馬主　（有）ターフ・スポート 8枠12番

牝3歳 馬主　手嶋美季 鹿毛 生年月日　2015年4月11日 サージュ 調教師　齊藤敏（船橋） 

鹿毛 生年月日　2016年3月29日 父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 牡3歳 馬主　市川智

父　ベルシャザール 生産牧場　北田剛 母　マイホープ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

母　スウィープデビル（父　エンドスウィープ） 産地　日高町 地方収得賞金　3,181,000円 父　サクラプレジデント 生産牧場　山田牧場

地方収得賞金　721,000円 北海道：2017/05/17～　17戦2勝（2着0回、3着4回） 母　サクラブルース（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町

北海道：2018/04/25～　23戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/11/06～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　10,440,000円 中央収得賞金　1,600,000円

8枠11番 6枠8番 北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

スルガクイーン 調教師　岡林光浩（船橋） ジャストミート 調教師　水野貴史（浦和） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　山本美佐江 牝4歳 馬主　泉俊二 南関東：2018/10/22～　14戦0勝（2着3回、3着3回）

黒鹿毛 生年月日　2016年4月18日 芦毛 生年月日　2015年4月18日 ◆2019　東京湾C［船橋］　3着

父　フリオーソ 生産牧場　対馬正 父　ワークフォース 生産牧場　グランド牧場

母　シルクロマンス（父　Ｂｅｎｎｙ　ｔｈｅ　Ｄｉｐ） 産地　新冠町 母　スズカカラーズ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 11R　カムイユカラスプリント（船橋記念TR）

地方収得賞金　653,000円 地方収得賞金　3,337,000円 5枠8番

北海道：2018/10/04～　10戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2017/05/31～　19戦2勝（2着2回、3着7回） キャンドルグラス 調教師　川島正一（船橋）

南関東：2018/10/23～　23戦0勝（2着3回、3着2回） 牡5歳 馬主　吉田照哉

5R 8枠11番 栗毛 生年月日　2014年5月7日

2枠2番 ビューティ 調教師　冨田敏男（浦和） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

フランキー 調教師　山中尊徳（船橋） 牡6歳 馬主　冨田藤男 母　ブローザキャンドル（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

牡2歳 馬主　伊達泰明 鹿毛 生年月日　2013年3月14日 地方収得賞金　73,440,000円

芦毛 生年月日　2017年5月20日 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 北海道：2016/06/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　リリーマルレーン（父　アフリート） 産地　日高町 地方収得賞金　8,703,000円 南関東：2016/12/14～　21戦7勝（2着3回、3着4回）

地方収得賞金　508,000円 北海道：2017/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　'19ウインタースプリント［大井］　1着

北海道：2019/07/03～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） ◆2018　'18ウインタースプリント［大井］　1着

金沢：2019/09/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） ◆2019　アフター5スター賞［大井］　2着　　◆2019　フジノウェーブ記念［大井］　2着

4枠4番 笠松：2016/04/38～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　ゴールドC［浦和］　3着　　◆2018　アフター5スター賞［大井］　3着

ボーダーライン 調教師　山本学（船橋） 南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　羽田盃[大井]　3着　　◆2017　ブルーバードC[船橋]　3着

牝2歳 馬主　（株）ファーストビジョン 北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠9番

栗毛 生年月日　2017年3月1日 南関東：2017/09/07～　33戦1勝（2着4回、3着4回） ユニバーサルライト 調教師　佐藤裕太（船橋） 

父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 牡4歳 馬主　（株）レックス

母　ワイルドイマージュ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 ◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 栗毛 生年月日　2015年4月4日

地方収得賞金　500,000円 父　ロジユニヴァース 生産牧場　豊洋牧場

北海道：2019/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 8R 母　ベストミニオン（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

6枠6番 1枠1番 地方収得賞金　32,580,000円

リュウノサンジ 調教師　齊藤敏（船橋） エランヴィタール 調教師　椎名廣明（船橋） 北海道：2017/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　蓑島竜一 牡2歳 馬主　小野美子 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2017年5月22日 鹿毛 生年月日　2017年5月1日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　エピファネイア 生産牧場　守矢牧場 父　スマートファルコン 生産牧場　柏木一則 南関東：2018/03/12～　14戦6勝（2着4回、3着1回）

母　ヒカルヨザクラ（父　チチカステナンゴ） 産地　新冠町 母　タイセイクインス（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 ◆2018　東京湾C［船橋］　2着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　2着

地方収得賞金　610,000円 地方収得賞金　600,000円

北海道：2019/08/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/09/11～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 12R

岩手：2019/09/07～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 2枠2番

8枠8番 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

ビッグバンド 調教師　山田信大（船橋） 船橋1R　⑦マイネルマリポッサ 牡6歳 馬主　伊藤將

牡2歳 馬主　（株）レックス 　　　5R　⑦キタノコマチ 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

栗毛 生年月日　2017年4月4日 　　　7R　①キングズロード 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 　　12R　②クインザヒーロー 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

母　アラマサマンボウ（父　ストラヴィンスキー） 産地　新冠町 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 地方収得賞金　28,850,000円

地方収得賞金　630,000円 船橋2R　④ディグニティバイオ 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　5R　①クラックルビーズ 南関東：2015/12/28～　49戦5勝（2着7回、3着2回）

　　　6R　①エレディア 5枠7番

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　7R　④レディボロニヤ モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 

1R　④エイシンバミューダ　⑦スーパーステンレス 　　　9R　⑤レインボーアメリ 牡6歳 馬主　森田芳男

2R　④ボールドデムーロ 　　10R　③ステラライト 栗毛 生年月日　2013年4月25日

3R　⑥アオシマビーチ　⑪モンテクローネ 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男

4R　①タイムメイテル　⑪ハナミン 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

5R　⑩エイシンベラドンナ 地方収得賞金　27,046,000円

7R　③リコートルーパー 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

9R　②ガンバレアナコンダ 南関東：2015/11/30～　56戦5勝（2着5回、3着7回）

12R　①フォーユアラヴ 8枠12番

ホワイトヘッド 調教師　川島正一（船橋）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡3歳 馬主　吉田勝己

1R　⑦トラノパワー　⑩リコーヴィニャーレ 芦毛 生年月日　2016年3月26日

2R　⑤エイシンライラック　 父　ダンカーク 生産牧場　坂東牧場

3R　②マケマケ　 母　ワナビーザベスト（父　ステイゴールド） 産地　平取町

4R　⑨ハピリン 地方収得賞金　5,500,000円

5R　①イリア 北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

7R　②ミニョンヌ 南関東：2019/03/20～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

8R　⑦エイシンネッケツ　⑨リュウノセレナーデ ◆2019　黒潮盃［大井］　3着　　◆2019　京浜盃［大井］　3着

9R　⑨エアーシャンクス

10R　⑦チェリーベアハート
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