12/4(金) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
4R
1枠1番

7R
8枠11番

ニットウナナ

調教師 林隆之（川崎）

ガッサンノリュウ

馬主 藤井謙

牡4歳

生年月日 2015年5月21日

栗毛

父 ゴールドヘイロー

生産牧場 日東牧場

母 ニットウコメット（父 ミホノブルボン）

産地 浦河町

牝5歳

前走
３着

黒鹿毛

11R
2枠2番
調教師 矢野義幸（船橋）

クラファルコン

調教師 矢野義幸（船橋）

馬主 西村專次

牡4歳

馬主 倉見利弘

生年月日 2016年3月25日

鹿毛

生年月日 2016年2月23日

父 フリオーソ

生産牧場 船越伸也

父 ヴァーミリアン

生産牧場 倉見牧場

母 マグナカルタ（父 ルールオブロー）

産地 平取町

母 クラローザ（父 ホリスキー）

産地 日高町

前走
３着

地方収得賞金 4,161,000円

地方収得賞金 2,801,000円

地方収得賞金 20,814,000円

北海道：2018/06/12～ 5戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/07/04～ 17戦1勝（2着1回、3着3回）

北海道：2018/05/02～ 23戦4勝（2着6回、3着6回）

南関東：2018/11/22～ 12戦2勝（2着4回、3着3回）

南関東：2020/01/27～ 14戦1勝（2着2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：2020/02/13～ 9戦4勝（2着3回、3着0回）

5R
4枠4番

8R
6枠10番

4枠6番

ゴーマイウェイ

調教師 佐々木功（船橋）

オルディノ

調教師 川島正一（船橋）

セイコチャン

調教師 波多野健（船橋）

牡4歳

馬主 酒井孝敏

牝2歳

馬主 吉田勝己

牝5歳

馬主 岡田隆寛

青毛

生年月日 2016年3月19日

鹿毛

生年月日 2018年4月20日

栗毛

生年月日 2015年4月6日

父 ローレルゲレイロ

生産牧場 新生ファーム

父 キンシャサノキセキ

生産牧場 ノーザンファーム

父 シニスターミニスター

生産牧場 市川牧場

母 ザスパイスガール（父 マチカネキンノホシ）

産地 日高町

母 レジェンドトレイル（父 フレンチデピュティ）

産地 安平町

母 キョウエイアロマ（父 キングカメハメハ）

産地 むかわ町

地方収得賞金 20,580,000円

地方収得賞金 3,350,000円

地方収得賞金 8,994,000円

北海道：2018/05/23～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2020/06/03～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/06/08～ 6戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2018/11/01～ 9戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/10/15～ 2戦0勝（2着0回、3着1回）

兵庫：2017/12/12～ 10戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/06～ 6戦0勝（2着1回、3着0回）

7枠8番

南関東：2018/08/31～ 22戦4勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/10/02～ 17戦2勝（2着7回、3着2回）

調教師 伊藤滋規（船橋）

8枠13番

6枠10番

馬主 久保潤

エラボレート

調教師 米谷康秀（船橋）

マコトハインケル

生年月日 2018年3月5日

牡3歳

馬主 伊達泰明

牡5歳

父 タイセイレジェンド

生産牧場 様似共栄牧場

黒鹿毛

生年月日 2017年4月21日

芦毛

母 ヘイローマジック（父 キングヘイロー）

産地 様似町

父 ローズキングダム

生産牧場 サンシャイン牧場

父 マコトスパルビエロ

生産牧場 出口繁夫

地方収得賞金 1,115,000円

母 コンテッサ（父 ブライアンズタイム）

産地 日高町

母 マコトジョワイユー（父 フジキセキ）

産地 様似町

北海道：2020/05/21～ 9戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 6,420,000円

地方収得賞金 25,525,000円

北海道：2019/05/22～ 9戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2017/05/23～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/12/11～ 10戦2勝（2着4回、3着0回）

岩手：2017/09/17～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

ジェネシスムーン
牝2歳

転入後
初出走

鹿毛

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6R
1枠1番

調教師 川島正一（船橋）
前走
１着

馬主 尾田左知子
生年月日 2015年3月29日

JRA：2018/02/17～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）
調教師 佐々木清明（船橋）

10R
4枠4番

馬主 沖田方子

エフェルヴェソンス

調教師 米谷康秀（船橋）

南関東：2019/11/01～ 9戦6勝（2着2回、3着0回）

生年月日 2017年3月21日

牡5歳

馬主 伊達泰明

◆2018 オパールC［盛岡］ 2着

父 グラスワンダー

生産牧場 沖田牧場

鹿毛

生年月日 2015年4月16日

8枠14番

母 イエスミートゥー（父 アドマイヤジャパン）

産地 日高町

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

フレアリングダイヤ

調教師 市村誠（大井）

地方収得賞金 2,135,000円

母 ベルガマスク（父 ネオユニヴァース）

産地 日高町

牡5歳

馬主 山口明彦

北海道：2019/05/22～ 6戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金 23,914,000円

黒鹿毛

生年月日 2015年5月19日

南関東：2020/01/09～ 4戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2017/06/08～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

父 ストロングリターン

生産牧場 山口明彦

北海道：2020/06/11～ 10戦1勝（2着2回、3着2回）

金沢：2017/08/22～ 3戦1勝（2着0回、3着1回）

母 フレアリングピュア（父 ブラックホーク）

産地 平取町

2枠2番

南関東：2017/11/02～ 31戦4勝（2着9回、3着4回）

地方収得賞金 38,035,000円

マリースマイル
牝3歳

再転入後
初出走

栗毛

岩手：2018/06/10～ 9戦2勝（2着3回、3着0回）
愛知：2019/02/13～ 13戦2勝（2着6回、3着2回）

リュウノロー

調教師 齊藤敏（船橋）

牡3歳

馬主 蓑島竜一

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

南関東：2017/11/28～ 9戦1勝（2着0回、3着3回）

鹿毛

生年月日 2017年2月3日

北海道：2018/10/04～ 4戦1勝（2着2回、3着1回）

父 ヘニーヒューズ

生産牧場 三石川上牧場

母 レディーメグネイト（父 ファスリエフ）

産地 新ひだか町

1R ④オーミテンペスト
2R ⑧フランキー
3R ③ローズレイジング
4R ⑤ホワイトガンベルト
6R ①コズモポリス ③ボルドーマリー ④マナカナデ
7R ③ステラーポルックス ④ミラクルベルン ⑥プランナイン
8R ⑤フリーゴーイング ⑦ビービーブレイデン ⑧ライトリー
9R第7回ジュニアキング ②シャノンアーサー ③カツゲキダイリン
④ハナウタマジリ ⑤リゾルート ⑦アウタースペース
⑧ベニスビーチ

地方収得賞金 2,250,000円
北海道：2019/08/29～ 3戦0勝（2着2回、3着0回）
岩手：2019/11/02～ 2戦1勝（2着0回、3着1回）
南関東：2019/12/11～ 9戦0勝（2着1回、3着1回）

5枠5番

北海道：2017/05/24～ 13戦3勝（2着3回、3着4回）

リュウノサンジ

調教師 齊藤敏（船橋）

牡3歳

馬主 蓑島竜一

芦毛

生年月日 2017年5月22日

父 エピファネイア

生産牧場 守矢牧場

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

母 ヒカルヨザクラ（父 チチカステナンゴ）

産地 新冠町

1R ①エールソングス ②ヤマノウォー ④ガミラスグレシャス
2R ②フレイムフォース ④フェズンツアイ ⑤エイシンリボーン
⑦エイシンギフト
3R ⑦ヘイセイノキセキ
4R ③モリデンハッピー ⑦ローズメジャー
5R ⑥ゴールドカムイ
8R ⑦エイシントカチ ⑨ヴィクトリアグラス ⑫ローザーブルー
9R ⑧フジノラビット
11R ①シュラーゲン ③レモン ⑫サハラファイター

地方収得賞金 2,255,000円
北海道：2019/08/08～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）
岩手：2019/09/07～ 4戦1勝（2着1回、3着1回）
南関東：2019/12/12～ 11戦0勝（2着1回、3着1回）

●本日の騎乗予定 石川 倭騎手
佐賀1R
2R
6R
9R
10R

⑩グリトニル
⑤クラウンリシャール
②テイエムオペラッコ
⑩ツウカイステラ
⑨オドルキツネ

●本日の騎乗予定 岩橋 勇二騎手
佐賀2R
3R
4R
6R
10R

⑩デイタイム
⑤ローレルティーダ
⑧ノンストップダイヤ
⑧プリンシパルバロネ
⑥ペイシャガンセ

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、本日佐賀競馬の場外発売はありません。ご了承ください。

南関東：2018/12/29～ 5戦1勝（2着0回、3着2回）
北海道：2019/07/31～ 8戦0勝（2着1回、3着4回）
南関東：2019/12/17～ 8戦2勝（2着1回、3着0回）
◆2020 金盃［大井］ 2着
◆2018 東京湾C［船橋］ 3着

◆2018 ブルーバードC［船橋］ 3着

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手
船橋6R ⑦ハンドレッドアーツ
9R ⑦ファムファタル

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手
園田5R ⑦キョウトブッサ
8R ③ナッシング

船橋2R
3R
5R
9R
12R

②ドリーミーサマー
⑤セーヌプロミーズ
⑧ジェネシスムーン
⑪リサオブザナイル
⑨パレスショウグン

応援よろしくね♪

