12/3(木) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
2R
8枠11番

9R
4枠4番

マリエリーノ

調教師 佐々木清明（船橋）

ニッポンダエモン

牝4歳

馬主 和氣竜彦

牡5歳

栗毛

生年月日 2016年3月20日

黒鹿毛

父 セイントアレックス

生産牧場 沖田牧場

母 イエスミートゥー（父 アドマイヤジャパン）

産地 日高町

12R
1枠1番
調教師 新井清重（船橋）

エニークラップス

調教師 出川克己（船橋）

馬主 大久保和夫

牡6歳

馬主 吉田勝己

生年月日 2015年5月8日

栗毛

生年月日 2014年4月22日

父 サウスヴィグラス

生産牧場 土田和男

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

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 デザートレジーナ（父 タヤスツヨシ）

産地 白老町

前走
３着

地方収得賞金 3,605,000円

地方収得賞金 16,983,000円

地方収得賞金 26,547,000円

北海道：2018/05/02～ 10戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2017/06/29～ 4戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2016/05/31～ 3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/15～ 21戦0勝（2着2回、3着1回）

岩手：2017/10/15～ 3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/10/11～ 40戦3勝（2着6回、3着9回）

北海道：2018/05/30～ 6戦0勝（2着1回、3着0回）

3枠3番

岩手：2018/12/02～ 2戦0勝（2着1回、3着0回）

ホワイトパス

調教師 伊藤滋規（船橋）

南関東：2019/02/20～ 15戦3勝（2着4回、3着1回）

牡4歳

馬主 杉浦和也

調教師 山本学（船橋）

◆2017 若駒賞［盛岡］ 1着

芦毛

生年月日 2016年3月26日

馬主 手嶋康雄

6枠8番

父 ダンカーク

生産牧場 サンローゼン

生年月日 2018年5月29日

プレイングファイア

調教師 山田信大（船橋）

母 ミキノウインク（父 ワイルドラッシュ）

産地 新冠町

父 マジェスティックウォリアー

生産牧場 田湯牧場

牡4戦

馬主 （株）レックス

地方収得賞金 16,565,000円

母 キャストロメファ（父 トワイニング）

産地 新ひだか町

栗毛

生年月日 2016年4月15日

北海道：2018/08/09～ 6戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金 4,950,000円

父 トビーズコーナー

生産牧場 様似堀牧場

南関東：2019/07/16～ 20戦6勝（2着2回、3着0回）

北海道：2020/06/18～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

母 ファイヤーオパール（父 アグネスタキオン）

産地 様似町

南関東：2020/10/27～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 12,655,000円

5枠5番

北海道：2018/06/06～ 6戦2勝（2着0回、3着0回）

笠松9R 第16回笠松グランプリ〔SPⅠ〕
3枠3番

調教師 渡邊貴光（船橋）

南関東：2019/04/16～ 14戦4勝（2着4回、3着2回）

エイシンエンジョイ

馬主 目谷一幸

7枠10番

牡5歳

生年月日 2018年5月14日

キングキャヴィア

調教師 山田信大（船橋）

栗毛

父 メイショウボーラー

生産牧場 一倉牧場

牡3歳

馬主 組）寿組合

父 サウスヴィグラス

生産牧場 栄進牧場

母 トゥーラムール（父 スペシャルウィーク）

産地 浦河町

鹿毛

生年月日 2017年4月20日

母 エーシンジョイフル（父 オペラハウス）

産地 浦河町

地方収得賞金

2,830,000円

父 クロフネ

生産牧場 カタオカステーブル

地方収得賞金 43,815,000円

北海道：2020/06/18～ 6戦1勝（2着0回、3着1回）

母 ゴールドキャヴィア（父 ゴールドアリュール）

産地 新ひだか町

北海道：2017/08/02～ 7戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/10/26～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 14,430,000円

南関東：2018/04/17～ 9戦2勝（2着1回、3着2回）

北海道：2019/05/08～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

兵庫：2019/03/07～ 16戦8勝（2着3回、3着2回）

南関東：2019/12/11～ 10戦3勝（2着1回、3着4回）

◆2020 兵庫ゴールドC［園田］ 1着

◆2020 優駿スプリント［大井］ 3着

◆2020 白銀争覇［笠松］ 1着
◆2019 サマーC［笠松］ 1着

5R
2枠2番

キャストロポポ
牡2歳

前走
１着

黒鹿毛

リンクスショウ
牡2歳

前走
１着

鹿毛

6R
5枠7番

調教師 橋本忠明（兵庫）
馬主 平井克彦

前走
１着

生年月日 2015年4月16日

兵庫競馬
所 属

◆2020 園田FCスプリント［園田］ 1着

◆2019 園田チャレンジC［園田］ 1着

カゲカツ

調教師 長谷川忍（浦和）

8枠12番

牡6歳

馬主 爲永良弘

オルガンパイプ

調教師 山本学（船橋）

◆2020 園田ウインターC［園田］ 2着

栗毛

生年月日 2014年4月3日

牝5歳

馬主 手嶋康雄

◆2020 飛山濃水杯［笠松］ 3着

父 ロードアルティマ

生産牧場 藤春修二

栗毛

生年月日 2015年3月6日

4枠4番

母 エメラルドコースト（父 ダンスインザダーク）

産地 浦河町

父 サウスヴィグラス

生産牧場 佐竹学

ジャスパーシャイン

地方収得賞金 8,193,000円

母 キャッツプライド（父 Ｈｅｎｎｅｓｓｙ）

産地 新ひだか町

牡3歳

北海道：2016/05/04～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 14,705,000円

栗毛

北海道：2017/07/12～ 17戦4勝（2着2回、3着4回）

父 Ｖｉｏｌｅｎｃｅ

生産牧場 Ｈｉｇｈｆｉｅｌｄ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

兵庫：2016/12/22～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/14～ 15戦6勝（2着3回、3着0回）

母 Ｇｏｌｄｅｎ Ｍａｄｅ（父 Ａｌｌｅｎ’ｓ Ｐｒｏｓｐｅｃｔ）

産地 加国

北海道：2017/06/21～ 8戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2020/04/22～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 11,350,000円

南関東：2017/11/24～ 47戦1勝（2着8回、3着4回）

南関東：2020/07/18～ 5戦0勝（2着1回、3着1回）

JRA：2020/01/06～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2019 園田FCスプリント［園田］ 2着

◆2019 兵庫ゴールドC［園田］ 3着
調教師 佐久間雅貴（北海道）
馬主 加藤和夫

前走
１着

生年月日 2017年4月3日

ホッカイドウ競馬
所 属

うち地方競馬参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7R
1枠1番

10R
2枠2番

北海道：2020/08/18～ 5戦5勝（2着0回、3着0回）
◆2020 道営スプリント［門別］ 1着

モリノラスボス

調教師 齊藤敏（船橋）

アキロック

調教師 米谷康秀（船橋）

5枠5番

牡5歳

馬主 森和久

牡4歳

馬主 （株）ＭＭＣ

メイショウアイアン

調教師 田中淳司（北海道）

鹿毛

生年月日 2015年4月20日

黒鹿毛

生年月日 2016年4月9日

牡10歳

馬主 松本好雄

父 エスポワールシチー

生産牧場 笹川大晃牧場

父 スマートロビン

生産牧場 サンシャイン牧場

鹿毛

生年月日 2010年2月15日

母 ヤマイチジャスミン（父 ファスリエフ）

産地 森町

母 コンテッサ（父 ブライアンズタイム）

産地 日高町

父 マヤノトップガン

生産牧場 藤沢牧場
産地 新ひだか町

地方収得賞金 9,960,000円

地方収得賞金 11,544,000円

母 デヒアバーズ（父 デヒア）

北海道：2017/05/17～ 8戦3勝（2着2回、3着0回）

北海道：2018/06/28～ 7戦1勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金 45,255,000円

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/11～ 20戦3勝（2着5回、3着3回）

JRA：2012/08/19～ 36戦4勝（2着2回、3着1回）

うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠5番

北海道：2018/06/21～ 21戦7勝（2着6回、3着2回）

中央収得賞金 49,120,000円（付加賞金 163,000円）

JRA：2018/02/18～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

レインハート

調教師 加藤誠一（川崎）

南関東：2018/12/21～ 13戦0勝（2着0回、3着4回）

牡6歳

馬主 橋本義次

◆2020 北海道スプリントC［門別］ 1着

◆2017 ジュニアグランプリ［盛岡］ 1着

鹿毛

生年月日 2014年5月16日

◆2019 グランシャリオ門別スプリント［門別］ 1着

父 サムライハート

生産牧場 川向高橋育成牧場

◆2020 グランシャリオ門別スプリント[門別］ 2着

母 モルフェプリンセス（父 モルフェデスペクタ）

産地 平取町

◆2019 道営スプリント[門別］2着 ◆2019 北海道スプリントC[門別］2着

8R
2枠2番

地方収得賞金 15,949,000円

クラファイン

調教師 玉井勝（船橋）

牝3歳

馬主 倉見利弘

栗毛

生年月日 2017年3月15日

父 サイレントディール
母 クラフィンライデン（父 ワカオライデン）

中央収得賞金 4,000,000円（付加賞金 28,000円）

うち他地区参戦：7戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2018 道営スプリント［門別］ 2着

◆2020 ウポポイオータムスプリント［門別］ 1着
◆2018 絆C［盛岡］ 1着

◆2018 グランシャリオ門別スプリント［門別］ 2着

6枠7番

北海道：2016/05/18～ 8戦1勝（2着2回、3着3回）

ニュータウンガール

調教師 井上孝彦（笠松）

南関東：2018/05/04～ 26戦4勝（2着4回、3着0回）

牝3歳

馬主 （有）新生ファーム

生産牧場 倉見牧場

7枠9番

鹿毛

生年月日 2017年5月7日

産地 日高町

シュヴァルダムール

調教師 川島正一（船橋）

父 スズカコーズウェイ

生産牧場 新生ファーム

馬主 吉田照哉

母 サジッタ（父 ネオユニヴァース）

産地 日高町

生年月日 2015年4月1日

地方収得賞金 33,100,000円

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 4,194,000円

セン5歳

北海道：2019/06/06～ 9戦1勝（2着0回、3着1回）

鹿毛

南関東：2019/12/11～ 16戦1勝（2着0回、3着1回）

父 フレンチデピュティ

生産牧場 社台ファーム

北海道：2019/06/26～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠6番

母 ノンストップラブ（父 サンデーサイレンス）

産地 千歳市

東海：2019/09/12～ 13戦7勝（2着3回、3着0回）

ギエムボレロ

前走
１着

調教師 阿井正雄（船橋）

地方収得賞金 14,805,000円

馬主 （株）ＭＭＣ

北海道：2017/06/29～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

◆2020 東海ダービー［名古屋］ 1着

生年月日 2017年4月24日

南関東：2017/12/30～ 23戦5勝（2着1回、3着5回）

◆2020 スプリングC［名古屋］ 1着

父 サウスヴィグラス

生産牧場 坂牧場

7枠10番

◆2020 ライデンリーダー記念［笠松］ 1着

母 キャンベルイモン（父 バブルガムフェロー）

産地 日高町

ガーネットノーム

調教師 伊藤滋規（船橋）

◆2019 ジュニアキング［笠松］ 1着

地方収得賞金 6,175,000円

牝5歳

馬主 （有）木村牧場

◆2020 岐阜金賞［笠松］ 2着

北海道：2019/06/13～ 8戦1勝（2着2回、3着0回）

鹿毛

生年月日 2015年4月6日

◆2019 ラブミーチャン記念［笠松］ 2着

南関東：2019/12/11～ 8戦2勝（2着1回、3着1回）

父 ヴァーミリアン

生産牧場 木村牧場

7枠10番

母 サウスサプライズ（父 サウスヴィグラス）

産地 日高町

牝3歳

前走
２着

栗毛

アティテュード
牝5歳

前走
３着

黒鹿毛

ホッカイドウ競馬
所 属

うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

調教師 山中尊徳（船橋）

地方収得賞金 14,246,000円

馬主 伊達泰明

北海道：2017/05/23～ 6戦1勝（2着2回、3着1回）

生年月日 2015年5月12日

南関東：2017/10/26～ 48戦3勝（2着5回、3着3回）

父 フェデラリスト

生産牧場 サンシャイン牧場

母 ハーミア（父 フィガロ）

産地 日高町

地方収得賞金 9,833,000円

11R 第66回クイーン賞〔JpnⅢ〕
4枠6番

北海道：2017/06/21～ 3戦0勝（2着1回、3着0回）

アブソルートクイン

岩手：2017/08/22～ 1戦0勝（2着1回、3着0回）

牝4歳

金沢：2017/10/15～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

栗毛

南関東：2017/11/09～ 31戦3勝（2着5回、3着3回）

8枠12番

◆2020 梅桜賞［名古屋］ 1着
◆2019 ジュニアクラウン［笠松］ 1着

◆2020 MRO金賞［金沢］ 2着

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

調教師 米谷康秀（船橋）
前走
２着

◆2020 駿蹄賞［名古屋］ 1着

2R ②ブリランティーナ ③サイレントシズカ ④ファイナルネイア ⑤カサリリー
⑥アシハライ ⑦ツダグローリー ⑧プロージット ⑨キューテット
3R ①ピンチガチャンス ③アカクサクハナ ⑥チュンチュンマル
4R ②ビーナスリング ③レッツシンク ④ヒートアップ
5R ①タッチウェーブ
6R ⑤ベアーレ ⑥スーパーラッド
8R ⑧ポアンカレ

馬主 廣松光成
生年月日 2016年5月14日

●本日の騎乗予定 阿部 龍騎手

父 カネヒキリ

生産牧場 長谷部牧場

母 アイディアルクイン（父 アスワン）

産地 日高町

笠松8R ⑦ランランコハク
9R ④ジャスパーシャイン

クレンジングハード

調教師 山中尊徳（船橋）

地方収得賞金 18,368,000円

●本日の騎乗予定 落合 玄太騎手

牝3歳

馬主 小林祐介

北海道：2018/07/12～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛

生年月日 2017年3月17日

南関東：2019/03/15～ 17戦4勝（2着4回、3着1回）

父 カジノドライヴ

生産牧場 西村和夫

◆2020 クイーンズオーディション［船橋］ 2着

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

◆2018 ブロッサムC［門別］ 3着

笠松2R
5R
8R
9R

地方収得賞金 4,459,000円

6枠10番

●本日の騎乗予定 馬渕 繁治騎手

北海道：2019/05/09～ 12戦0勝（2着0回、3着1回）

ナラ

岩手：2019/12/15～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳

南関東：2020/01/10～ 9戦2勝（2着0回、3着0回）

鹿毛

調教師 湯前良人（笠松）
前走
1着

馬主 （有）ホースケア
生年月日 2016年4月21日

父 シニスターミニスター

生産牧場 グランド牧場

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手

母 グランドエナジー（父 フレンチデピュティ）

産地 新ひだか町

船橋5R ①トーセンダーウィン
6R ⑧ボーンレガシー
8R ⑥ギエムボレロ

地方収得賞金 7,236,000円
笠松：2018/12/13～ 46戦9勝（2着3回、3着7回）
うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

船橋1R
5R
8R
9R
12R

うち他地区参戦：20戦0勝（2着2回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R ⑥スーパーウインド ⑦ダーリングリップ
3R ④ファルサ
5R ②イスズスカーレット
6R ④タートルブライアン
8R ⑤ハシノオージャ ⑥ブラッドクロス
9R ⑦エリュシオン ⑧クベーラ
10R ④ハタノキセキ
11R ③スターインステルス ⑨グレイトボルケーノ

笠松1R
2R
6R
8R

⑦ツダグローリー
①タッチウェーブ
②エイシンソプラノ
⑤メイショウアイアン
④アイアンロード
⑤カサリリー
⑦ルクリリ
⑨プルメリアワン

北海道：2018/05/23～ 8戦1勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
①グレイスディーヴァ
⑤リンクスショウ
⑦アートオブライフ
⑥ファントムバレット
①エニークラップス

◆2020 尾張名古屋杯［名古屋］ 2着
◆2019 岐阜金賞［笠松］ 3着

◆2019 ぎふ清流C［笠松］ 3着

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手
園田1R ⑨シェナフブキ
3R ②ニシノモエ
11R ⑩ジェミーウェイ

笠松競馬
所 属

笠松競馬
所 属

笠松グランプリには
ホッカイドウ競馬から2頭が参戦！
応援よろしくお願いします♪

