
3R 8R 10R

4枠4番 4枠4番 5枠5番

リュウジン 調教師　坂本昇（船橋） ニッポンダエモン 調教師　新井清重（船橋） エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

牡4歳 馬主　西村專次 牡5歳 馬主　大久保和夫 牡6歳 馬主　高橋勉

黒鹿毛 生年月日　2016年4月30日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月8日 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

父　モンテロッソ 生産牧場　船越伸也 父　サウスヴィグラス 生産牧場　土田和男 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

母　チリペッパー（父　マンハッタンカフェ） 産地　平取町 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 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

地方収得賞金　3,720,000円 地方収得賞金　9,663,000円 地方収得賞金　13,365,000円

北海道：2018/08/16～　6戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

岩手：2018/12/10～　2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：2017/01/11～　55戦3勝（2着6回、3着9回）

南関東：2019/04/17～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/30～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

岩手：2018/12/02～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 11R

5R 南関東：2019/02/20～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 3枠3番

1枠1番 ◆2017　若駒賞［盛岡］　1着 ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（船橋）

オールパスレル 調教師　山下貴之（船橋） 5枠5番 牡4歳 馬主　杉浦和也

牝5歳 馬主　（有）キャロットファーム エウリディーチェ 調教師　川島正一（船橋） 芦毛 生年月日　2016年3月26日

黒鹿毛 生年月日　2015年4月12日 牝4歳 馬主　吉田晴哉 父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 鹿毛 生年月日　2016年3月16日 母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

母　ブリッジトウショウ（父　アグネスワールド） 産地　新ひだか町 父　シンボリクリスエス 生産牧場　追分ファーム 地方収得賞金　7,725,000円

地方収得賞金　6,165,000円 母　ヌチバナ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2017/08/09～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　7,245,000円 南関東：2019/07/16～　9戦3勝（2着2回、3着0回）

南関東：2017/11/08～　17戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/06/13～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 4枠4番

7枠8番 南関東：2019/02/21～　9戦3勝（2着1回、3着3回） クルーズラミレス 調教師　山中尊徳（船橋） 

ラッキーメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 6枠6番 牡4歳 馬主　大久保和夫

牝4歳 馬主　山口明彦 オルガンパイプ 調教師　山本学（船橋） 青鹿毛 生年月日　2016年4月23日

栗毛 生年月日　2016年2月8日 牝5歳 馬主　手嶋康雄 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　静内酒井牧場

父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 栗毛 生年月日　2015年3月6日 母　クリスタルブランカ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町

母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐竹学 地方収得賞金　8,075,000円

地方収得賞金　4,400,000円 母　キャッツプライド（父　Ｈｅｎｎｅｓｓｙ） 産地　新ひだか町 北海道：2018/06/06～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2018/06/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　12,635,000円 南関東：2019/01/16～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/01/09～　19戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2017/07/12～　17戦4勝（2着2回、3着4回） 岩手：2019/06/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/14～　14戦6勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/12/17～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

6R 7枠8番 ◆2019　ウイナーC［水沢］　1着

4枠4番 ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 8枠12番

コアレスダンサー 調教師　山中尊徳（船橋） 牝5歳 馬主　（有）木村牧場 フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

牝5歳 馬主　小林昌志 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 牡6歳 馬主　山口明彦

鹿毛 生年月日　2015年4月26日 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　雅牧場 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 地方収得賞金　11,600,000円 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

地方収得賞金　5,296,000円 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　14,609,000円

北海道：2018/05/09～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/10/26～　35戦3勝（2着4回、3着3回） 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

南関東：2018/12/13～　16戦2勝（2着2回、3着4回） 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

5枠5番 9R 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

イコライザー 調教師　矢野義幸（船橋） 3枠4番 南関東：2017/12/21～　42戦3勝（2着4回、3着4回）

牡4歳 馬主　（有）新生ファーム ドクターワイ 調教師　新井清重（船橋）

黒鹿毛 生年月日　2016年2月19日 牡5歳 馬主　福永實 12R

父　カネヒキリ 生産牧場　新生ファーム 鹿毛 生年月日　2015年3月22日 5枠8番

母　シャンハイロック（父　ロックオブジブラルタル）産地　日高町 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　浅川牧場 ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和）

地方収得賞金　3,875,000円 母　グリーンヒルソング（父　ディアブロ） 産地　新冠町 牡5歳 馬主　村上卓史

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　3,771,000円 栗毛 生年月日　2015年3月27日

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/08/16～　26戦3勝（2着3回、3着2回） 父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場

南関東：2019/02/11～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 笠松：2019/08/29～　6戦4勝（2着2回、3着0回） 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町

◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 南関東：2019/12/19～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,582,000円

8枠12番 4枠5番 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

フェデリース 調教師　米谷康秀（船橋） リュウノロック 調教師　齊藤敏（船橋） 愛知：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回）

牝5歳 馬主　伊達泰明 牡4歳 馬主　蓑島竜一 南関東：2019/09/12～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年3月1日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日

父　フィガロ 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　野坂牧場 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
母　シュベリーン（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 母　ヘイハニー（父　Ｃｈｅｒｏｋｅｅ　Ｒｕｎ） 産地　新ひだか町 船橋3R　⑩ダブルクラッチ

地方収得賞金　5,909,000円 地方収得賞金　4,186,000円 　　　6R　⑤イコライザー

北海道：2017/05/24～　11戦1勝（2着4回、3着0回） 北海道：2018/05/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 　　12R　④トゥモローアンセム

南関東：2018/02/23～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 岩手：2018/08/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
北海道：2018/08/23～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/01/17～　15戦0勝（2着3回、3着1回） 船橋2R　⑩ディグニティバイオ

南関東：2018/12/11～　11戦1勝（2着2回、3着2回） 8枠13番 　　　3R　①ヴィットリオ

シュヴァルダムール 調教師　川島正一（船橋） 　　　4R　①トーケンマッキー

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ セン5歳 馬主　吉田照哉 　　　9R　⑭モードフランス

1R　②オーゴンフェアリー　③アイアンルビー　⑦ヨシカツムーン 鹿毛 生年月日　2015年4月1日 　　10R　①ケイアイテディ

2R　①バーブル　③ナウアイムヒア　④ランタナガール　⑥レパルス 父　フレンチデピュティ 生産牧場　社台ファーム 　　12R　⑨テンノウザン

3R　①モリノハート 母　ノンストップラブ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

5R　②エルポデール 地方収得賞金　6,565,000円

6R　②フォローユアハート 北海道：2017/06/29～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

8R　①ポエムロビン　⑦ゲットザグルーブ　⑨ユアザスター　⑪ラトーヌシャイン 南関東：2017/12/30～　17戦1勝（2着1回、3着5回）

9R　④アウトスタンディン

10R　⑦ペキノワ ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
2R　③ハッピーアントニア

3R　⑧ラストスナイパー　⑨エムオーシャルマン

4R　②ポートカナベラル

5R　④テロメア　⑨タグヤ

6R　⑧トリップオブラブ　⑨リックソダネー

9R　①ビーナスリング　⑧アクアスクリーン　⑨ムク

10R　⑤ライトリー　⑦グレイン

11R　③ハタノサンドリヨン

1/7(火) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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３着

前走
２着

前走
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１着

前走
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前走
１着

前走
１着

前走
２着

応援よろしくね♪


