
1R 7R 船橋11R　第64回船橋記念〔SⅢ〕

5枠5番 1枠1番 5枠6番

スルガクイーン 調教師　岡林光浩（船橋） アザミ 調教師　内野健二（浦和） キャンドルグラス 調教師　川島正一（船橋）

牝4歳 馬主　山本美佐江 牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牡6歳 馬主　吉田照哉

黒鹿毛 生年月日　2016年4月18日 鹿毛 生年月日　2014年4月5日 栗毛 生年月日　2014年5月7日

父　フリオーソ 生産牧場　対馬正 父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

母　シルクロマンス（父　Ｂｅｎｎｙ　ｔｈｅ　Ｄｉｐ） 産地　新冠町 母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町 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

地方収得賞金　653,000円 地方収得賞金　8,767,000円 地方収得賞金　78,440,000円

北海道：2018/10/04～　10戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/12/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2017/02/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着3回） 南関東：2016/12/14～　22戦8勝（2着3回、3着4回）

2R 南関東：2018/01/31～　36戦4勝（2着5回、3着0回） ◆2019　'19ウインタースプリント［大井］　1着

8枠12番 5枠5番 ◆2018　'18ウインタースプリント［大井］　1着

リュウノスターダム 調教師　齊藤敏（船橋） シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋） ◆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

牡6歳 馬主　蓑島竜一 牡7歳 馬主　吉田照哉 ◆2018　ゴールドC［浦和］　3着　　◆2018　アフター5スター賞［大井］　3着

鹿毛 生年月日　2014年5月18日 栗毛 生年月日　2013年5月3日 ◆2017　羽田盃[大井]　3着　　◆2017　ブルーバードC[船橋]　3着

父　ファスリエフ 生産牧場　村上牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 8枠13番

母　ドリームスタート（父　Ｄｉｅｓｉｓ） 産地　新冠町 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市 ストロングハート 調教師　内田勝義（川崎） 

地方収得賞金　4,537,000円 地方収得賞金　12,780,000円 牝5歳 馬主　（有）グランド牧場

北海道：2016/05/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2015年5月22日

岩手：2016/08/28～　16戦1勝（2着3回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

南関東：2017/08/07～　28戦2勝（2着0回、3着3回） 南関東：2016/01/18～　34戦5勝（2着4回、3着6回） 母　ファーストレディ（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

◆2015　知床賞［盛岡］　3着 地方収得賞金　43,300,000円

4R 北海道：2017/07/19～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

5枠5番 8R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） 1枠1番 南関東：2017/12/31～　12戦1勝（2着1回、3着2回）

牝7歳 馬主　（株）馬事学院 リュウノオラトリオ 調教師　齊藤敏（船橋） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 牡4歳 馬主　蓑島竜一 ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2017　リリーC［門別］　1着

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 栗毛 生年月日　2016年3月7日 ◆2017　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着  ◆2017　フローラルC［門別］　2着

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　高橋農場 ◆2019　しらさぎ賞［浦和］　3着　　◆2018　ユングフラウ賞［浦和］　3着

地方収得賞金　6,070,000円 母　ダイタクドクター（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　伊達市 ◆2017　ローレル賞［川崎］　3着

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,795,000円

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/07/18～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 12R

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2018/12/13～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 5枠5番

南関東：2017/01/31～　54戦2勝（2着4回、3着7回） 2枠2番 リンノストーン 調教師　林正人（船橋） 

ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） 牝5歳 馬主　平井ひろみ

5R 牝5歳 馬主　立山伸二 青鹿毛 生年月日　2015年3月27日

6枠6番 栗毛 生年月日　2015年2月21日 父　スマートロビン 生産牧場　中村雅明

ストーミーラヴ 調教師　新井清重（船橋） 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 母　サンマルフェアー（父　アドマイヤドン） 産地　浦河町

牝3歳 馬主　（有）上水牧場 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 地方収得賞金　15,780,000円

栗毛 生年月日　2017年4月20日 地方収得賞金　6,889,000円 北海道：2017/05/24～　8戦3勝（2着0回、3着2回）

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　上水牧場 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

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 南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/02/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,480,000円 北海道：2018/05/31～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2019/04/24～　13戦1勝（2着3回、3着0回）

北海道：2019/07/10～　7戦2勝（2着0回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/04～　14戦0勝（2着1回、3着2回） ◆2017　平和賞［船橋］　1着

7枠7番 6枠6番

エラボレート 調教師　米谷康秀（船橋） 10R ヤマノプレミアム 調教師　矢野義幸（船橋）

牡3歳 馬主　伊達泰明 5枠5番 牡4歳 馬主　山口明彦

黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日 アクアリーブル 調教師　佐藤賢二（船橋） 鹿毛 生年月日　2016年3月19日

父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2017年3月13日 母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町

地方収得賞金　1,475,000円 父　パイロ 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　8,750,000円

北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回） 母　アスカリーブル（父　ブラックタキシード） 産地　日高町 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着3回、3着3回）

南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,735,000円 南関東：2019/01/16～　12戦2勝（2着0回、3着3回）

北海道：2019/05/15～　10戦2勝（2着0回、3着2回） 7枠8番

6R 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回） キングバイデン 調教師　山田信大（船橋） 

6枠6番 ◆2019　知床賞［盛岡］　1着 牡4歳 馬主　大久保和夫

ビッグバンド 調教師　山田信大（船橋） 6枠6番 鹿毛 生年月日　2016年5月16日

牡3歳 馬主　（株）レックス トーケンマコット 調教師　山本学（船橋） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　厚賀古川牧場

栗毛 生年月日　2017年4月4日 牝3歳 馬主　トーケンサービス（株） 母　コパノベンザイテン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 黒鹿毛 生年月日　2017年2月13日 地方収得賞金　8,110,000円

母　アラマサマンボウ（父　ストラヴィンスキー） 産地　新冠町 父　マジンプロスパー 生産牧場　ハシモトフアーム 北海道：2018/06/14～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,190,000円 母　コヴェンティナ（父　シンボリクリスエス） 産地　新冠町 岩手：2018/120/20～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,345,000円 南関東：2019/03/15～　5戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/12/12～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/04/24～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

7枠9番 南関東：2019/09/24～　5戦1勝（2着1回、3着0回） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
ミホスローロリス 調教師　新井清重（船橋） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 1R　①ダブルポジション　⑥オーシャンスカイ　⑦マジックガール

牝3歳 馬主　福原晃 2R　②ユキノボタン

鹿毛 生年月日　2017年5月21日 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 4R　②サイレントウイナー　⑧サクラエ

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 船橋2R　①サバイバルオオオク 6R　①エイシンセドリック　③スターインステルス　⑥タキオンボウル

母　タイムトゥラン（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 　　　⑦ゴールデンビコー　⑩パノラマ

地方収得賞金　1,975,000円 船橋1R　⑤スルガクイーン 7R　⑤ナツミフルーリー　⑦ラヴウォリアー

北海道：2019/06/19～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　3R　④ナチュラルスタイル 8R　①ランタン

8枠10番 　　　4R　⑪トウカイマーレ 10R　⑤ボルドープリュネ　⑥ローズレイジング　⑦キセキタイム

フランキー 調教師　山中尊徳（船橋） 　　　8R　⑥カフェドラペ

牡3歳 馬主　伊達泰明 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
芦毛 生年月日　2017年5月20日 1R　②チビッコミーチャン

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 2R　④タートルブライアン　⑦アーネストベルン　⑩ゴールドライセンス

母　リリーマルレーン（父　アフリート） 産地　日高町 3R　①マケマケ　④アアラヴァ　⑤チョウキャプテン

地方収得賞金　1,908,000円 7R　①エラミカ　②ウィナーズヒロイン

北海道：2019/07/03～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 8R　⑤マルメロ　⑥アポストル

金沢：2019/09/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 10R　⑨バンローズキングス

南関東：2019/12/12～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 11R　①キングクリチャン　⑥コンドルダンス
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応援してね♪


