
5R 9R 11R

6枠7番 3枠4番 2枠2番

インナーブル 調教師　内野健二（浦和） スピカプレイス 調教師　林幻（船橋） アットザヘルム 調教師　佐藤裕太（船橋） 

牡7歳 馬主　長橋秀雄 牝7歳 馬主　細川大輔 牡5歳 馬主　（株）レックス

栗毛 生年月日　2012年4月27日 青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 黒鹿毛 生年月日　2014年5月4日

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　坂東牧場 父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 父　バンブーエール 生産牧場　田中春美

母　マチカネアズサユミ（父　ティンバーカントリー）産地　平取町 母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 母　アポロヘルム（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　11,195,000円 地方収得賞金　9,916,000円 地方収得賞金　27,783,000円

北海道：2014/07/02～　7戦0勝（2着2回、3着3回） 北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

兵庫：2014/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/04/10～　24戦8勝（2着5回、3着3回）

南関東：2015/02/24～　41戦5勝（2着3回、3着3回） 南関東：2015/09/10～　55戦5勝（2着8回、3着7回） 3枠3番

8枠11番 グリードパルフェ 調教師　山田信大（船橋） 

ラクルース 調教師　山中尊徳（船橋） 10R 牡3歳 馬主　菊地昌廣

セン8歳 馬主　（株）馬事学院 1枠1番 芦毛 生年月日　2016年4月3日

芦毛 生年月日　2011年4月13日 ハングリーハート 調教師　出川克己（船橋） 父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 牡4歳 馬主　吉田照哉 母　エムオーフィーバー（父　メジロマックイーン） 産地　浦河町

母　デスティーノ（父　ジェネラス） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2015年5月2日 地方収得賞金　31,550,000円

地方収得賞金　12,376,000円 父　アッミラーレ 生産牧場　社台ファーム 北海道：2018/08/09～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2013/06/13～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ハートサムデイ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市 南関東：2018/12/11～　11戦1勝（2着4回、3着1回）

南関東：2013/11/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　13,460,000円 ◆2019　黒潮盃［大井］　2着　　◆2019　東京湾C［船橋］　2着

JRA：2014/11/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2019　戸塚記念［川崎］　3着　　◆2018　サッポロクラシックC［門別］　3着

南関東：2015/02/23～　45戦6勝（2着3回、3着6回） 南関東：2017/10/24～　20戦4勝（2着3回、3着5回） 4枠5番

3枠3番 サクセッサー 調教師　佐藤賢二（船橋）

7R マッドドッグ 調教師　佐藤裕太（船橋） 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

6枠9番 牡4歳 馬主　（株）ドン 鹿毛 生年月日　2016年1月30日

サダムシーズン 調教師　稲益貴弘（船橋） 栗毛 生年月日　2015年5月16日 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　新生ファーム

牡6歳 馬主　大西美生子 父　パイロ 生産牧場　米田牧場 母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2013年3月23日 母　スマイリングルーラ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　27,595,000円

父　タイキシャトル 生産牧場　吉田牧場 地方収得賞金　16,465,000円 北海道：2018/06/28～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

母　ワカサイティング（父　アグネスワールド） 産地　安平町 北海道：2017/06/08～　5戦2勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/01/15～　8戦1勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　9,971,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2019　東京湾C［船橋］　1着

北海道：2015/06/24～　14戦4勝（2着4回、3着1回） 南関東：2018/01/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　クラウンカップ［川崎］　2着

南関東：2016/11/09～　29戦4勝（2着6回、3着7回） 北海道：2018/05/22～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 7枠10番

8枠14番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

フェアリーキス 調教師　大宮和也（大井） 南関東：2018/11/06～　12戦2勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　倉見利弘

牝6歳 馬主　小橋亮太 ◆2018　王冠賞［門別］　2着　　◆2017　鎌倉記念［川崎］　2着 芦毛 生年月日　2014年5月4日

鹿毛 生年月日　2013年6月4日 ◆2017　南部駒賞［水沢］　2着 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 7枠8番 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

母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 リンノストーン 調教師　林正人（船橋） 地方収得賞金　31,270,000円

地方収得賞金　10,898,000円 牝4歳 馬主　平井ひろみ 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2015年3月27日 南関東：2016/12/06～　42戦3勝（2着5回、3着3回）

南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 父　スマートロビン 生産牧場　中村雅明 ◆2017　'17スターバーストカップ［大井］　1着

北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　サンマルフェアー（父　アドマイヤドン） 産地　浦河町 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

南関東：2017/01/10～　57戦3勝（2着3回、3着4回） 地方収得賞金　15,780,000円 ◆2018　'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

北海道：2017/05/24～　8戦3勝（2着0回、3着2回）

8R 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回） 12R

5枠5番 南関東：2018/02/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 1枠1番

エラスムス 調教師　張田京（船橋） 北海道：2019/04/24～　13戦1勝（2着3回、3着0回） スセソール 調教師　山中尊徳（船橋） 

牡6歳 馬主　吉田照哉 ◆2017　平和賞［船橋］　1着 セン7歳 馬主　伊達泰明

青鹿毛 生年月日　2013年3月4日 8枠10番 青鹿毛 生年月日　2012年2月29日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム マッサンゴールド 調教師　山田信大（船橋） 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場

母　マストシーストップ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 牡6歳 馬主　大久保和夫 母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

地方収得賞金　27,259,000円 栗毛 生年月日　2013年4月21日 地方収得賞金　13,240,000円

北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 父　スターリングローズ 生産牧場　宝寄山忠則 北海道：2016/05/12～　9戦4勝（2着3回、3着0回）

南関東：2015/12/09～　38戦6勝（2着8回、3着6回） 母　ツルノゴゼン（父　アグネスゴールド） 産地　日高町 金沢：2016/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠6番 地方収得賞金　23,820,000円 北海道：2017/04/19～　11戦4勝（2着2回、3着2回）

オルガンパイプ 調教師　山本学（船橋） 北海道：2015/06/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/12～　29戦5勝（2着5回、3着5回）

牝4歳 馬主　手嶋康雄 岩手：2016/04/09～　8戦3勝（2着3回、3着0回）

栗毛 生年月日　2015年3月6日 南関東：2016/11/08～　30戦10勝（2着6回、3着2回） ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐竹学 船橋11R　⑩クラトリガー

母　キャッツプライド（父　Ｈｅｎｎｅｓｓｙ） 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！ ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
地方収得賞金　11,435,000円 1R　①ホッカイカグラ　②コスモサンシャイン　③イッセイ 船橋7R　⑧キタノキセキ

北海道：2017/07/12～　17戦4勝（2着2回、3着4回） 　　　⑤ゴールドポケット 　　　9R　⑥ゲンパチキララ

南関東：2018/12/14～　13戦6勝（2着2回、3着0回） 2R　③ラキリン　⑤シングンバルドー　⑥オリオンネージュ 　　10R　③マッドドッグ

6枠8番 　　　⑧ベガクイン　⑨エイシンハマナス　⑩シナノアサヤケ

ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 3R　⑧フライングサラ ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
牝4歳 馬主　（有）木村牧場 4R　③エムオーブラック　⑤セユウスマート 1R　⑧スイートジェル

鹿毛 生年月日　2015年4月6日 5R　②エイシンスリーエス 2R　①プロフーモ　②スモウブインタリズ　③カモーンツバサ

父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場 6R　①アベニンマルカート　②アッパレダイテン 　　　④ヘヴンリージェガー　⑤クラモン　⑥ハタノフリージア

母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 7R　⑥アーネストウイシュ　⑦ベーカークイン 　　　⑦ハタノシュバルツ　⑧エンドレスキング

地方収得賞金　11,600,000円 8R　⑧アウトザブルー 3R　①サラサ　④レコパンサムライ　⑦ファルサ　⑧レッドシャリオン

北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 9R　③レッドプルーフ　⑥コッチネッラ 4R　③アベニンバード

南関東：2017/10/26～　33戦3勝（2着4回、3着3回） 10R　②ミオサヴァイブ　⑥モリノラピス 5R　④クラトキン　⑦カリスマパンサー

8R　⑦ローザーブルー

9R　②エイシントカチ　

10R　⑤エスプリゾーン

11R　①リコーアナコンダ

12/13(金) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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