
2R 6R 10R

2枠2番 1枠1番 7枠9番

タックドゥ 調教師　出川克己（船橋） ラクルース 調教師　山中尊徳（船橋） スセソール 調教師　山中尊徳（船橋） 

牝3歳 馬主　谷岡康成 セン9歳 馬主　（株）馬事学院 セン8歳 馬主　伊達泰明

栗毛 生年月日　2017年3月15日 芦毛 生年月日　2011年4月13日 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　シンユウフアーム 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場

母　ビクトリーレディー（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 母　デスティーノ（父　ジェネラス） 産地　日高町 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　600,000円 地方収得賞金　12,376,000円 地方収得賞金　13,540,000円

北海道：2019/08/01～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/06/13～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/05/12～　9戦4勝（2着3回、3着0回）

6枠7番 南関東：2013/11/12～　10戦2勝（2着0回、3着0回） 金沢：2016/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

サロルン 調教師　岡林光浩（船橋） JRA：2014/11/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/04/19～　11戦4勝（2着2回、3着2回）

牡3歳 馬主　吉田和美 南関東：2015/02/23～　46戦6勝（2着3回、3着6回） 南関東：2017/12/12～　31戦5勝（2着5回、3着5回）

鹿毛 生年月日　2017年5月21日 7枠10番

父　ロードカナロア 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 7R スパンブリー 調教師　山田信大（船橋）

母　グインネヴィア（父　スペシャルウィーク） 産地　白老町 8枠13番 牡4歳 馬主　大久保和夫

地方収得賞金　500,000円 ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） 青鹿毛 生年月日　2016年3月17日

北海道：2019/11/07～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝9歳 馬主　岡本育枝 父　サンカルロ 生産牧場　ゼットステーブル

8枠11番 栗毛 生年月日　2011年3月29日 母　フューチャーセイル（父　クロフネ） 産地　安平町

クレンジングハード 調教師　山中尊徳（船橋） 父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 地方収得賞金　5,653,000円

牝3歳 馬主　小林祐介 母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年3月17日 地方収得賞金　10,057,000円 岩手：2018/10/06～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

父　カジノドライヴ 生産牧場　西村和夫 北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 金沢：2019/03/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

母　イマスグキスミー（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町 兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） 南関東：2019/07/14～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　525,000円 南関東：2014/08/13～　91戦4勝（2着5回、3着11回）

北海道：2019/05/09～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 11R

岩手：2019/12/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 8R 4枠4番

5枠5番 サージュ 調教師　齊藤敏（船橋） 

3R ハウマーナ 調教師　田邊陽一（川崎） 牡4歳 馬主　市川智

8枠11番 牝6歳 馬主　（株）紅谷 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

スピカプレイス 調教師　林幻（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2014年4月17日 父　サクラプレジデント 生産牧場　山田牧場

牝8歳 馬主　細川大輔 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 母　サクラブルース（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町

青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 地方収得賞金　11,480,000円 中央収得賞金　1,600,000円

父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 地方収得賞金　10,568,000円 北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 北海道：2016/05/12～　11戦3勝（2着2回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　9,916,000円 南関東：2017/01/02～　31戦3勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/10/22～　15戦0勝（2着4回、3着3回）

北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 7枠9番 ◆2019　東京湾C［船橋］　3着

笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） ミスシェーンハイト 調教師　新井清重（船橋） 8枠8番

南関東：2015/09/10～　57戦5勝（2着8回、3着7回） 牝4歳 馬主　田村誠 ホワイトヘッド 調教師　川島正一（船橋）

栗毛 生年月日　2016年4月4日 牡4歳 馬主　吉田勝己

4R 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　田村靖典 芦毛 生年月日　2016年3月26日

3枠3番 母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 父　ダンカーク 生産牧場　坂東牧場

アナザードア 調教師　佐藤裕太（船橋） 地方収得賞金　4,633,000円 母　ワナビーザベスト（父　ステイゴールド） 産地　平取町

牝6歳 馬主　（有）サンデーレーシング 北海道：2018/08/02～　11戦2勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　17,700,000円

鹿毛 生年月日　2014年1月20日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

父　ヴァーミリアン 生産牧場　ノーザンファーム 南関東：2019/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/03/20～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

母　シークレットルーム（父　タイキシャトル） 産地　安平町 ◆2019　黒潮盃［大井］　3着　　◆2019　京浜盃［大井］　3着

地方収得賞金　6,215,000円 9R

北海道：2016/06/09～　7戦2勝（2着1回、3着2回） 4枠6番 12R

兵庫：2016/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋） 2枠2番

南関東：2017/10/24～　22戦1勝（2着2回、3着2回） 牡7歳 馬主　安味宣光 エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

6枠7番 鹿毛 生年月日　2013年3月28日 牡6歳 馬主　吉田勝己

クラマサゴールド 調教師　矢野義幸（船橋） 父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光 栗毛 生年月日　2014年4月22日

牡4歳 馬主　倉見政敏 母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

芦毛 生年月日　2016年3月30日 地方収得賞金　14,608,000円 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 北海道：2015/05/13～　13戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　21,222,000円

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 南関東：2015/12/09～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,723,000円 北海道：2016/04/21～　14戦2勝（2着3回、3着2回） 南関東：2016/10/11～　28戦3勝（2着4回、3着7回）

北海道：2018/05/23～　17戦2勝（2着3回、3着2回） 南関東：2016/12/05～　4戦2勝（2着1回、3着0回） 5枠6番

南関東：2019/08/31～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/04/19～　14戦2勝（2着2回、3着1回） ヒガシウィザード 調教師　渡邊貴光（船橋）

南関東：2018/03/13～　19戦3勝（2着1回、3着2回） 牡5歳 馬主　梁川正普

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日

船橋2R　②タックドゥ ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場

　　　4R　⑦クラマサゴールド 1R　①ブラウンペガサス　③トキノマドンナ　④グローリアスレラ 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

　　　8R　⑨ミスシェーンハイト 　　　⑥リモージュ　⑦フレッシュライン　⑨ニャンダカンダ 地方収得賞金　14,014,000円

　　　9R　⑥ストーミーダンディ 2R　⑤ナイトキャップ　⑥ノーシークレッツ　⑦ズイーガー 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 　　　⑧ピコリーヌ　⑩クリスタルアイ 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

船橋2R　①スカイチェイサー 4R　⑤スカイガーデン　⑥ポジティブ　⑦ハウメニーローズ 南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

　　　3R　⑪スピカプレイス 　　　⑨ビオレソリエス 北海道：2018/05/03～　10戦3勝（2着2回、3着1回）

　　　6R　③エレディア 6R　④デルグレネ 南関東：2019/01/02～　9戦3勝（2着1回、3着2回）

　　　7R　⑩レオディーセ 9R　②キングレイジング ◆2017　知床賞［盛岡］　2着

　　　9R　⑦ライブロック 10R　①カツゲキマドンナ ◆2017　南部駒賞［水沢］　3着

　　11R　⑥ザンブローネ 11R　⑤タイセイプロスパー　⑧シーイズアレディ

12R　⑦オクシー　⑨マッテマシタ

1/10(金) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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