
2R 6R 9R

5枠6番 1枠1番 3枠3番

アラレチャン 調教師　宇野木博徳（浦和） ポップディーヴァ 調教師　米谷康秀（船橋） アティテュード 調教師　山中尊徳（船橋）

牝6歳 馬主　太田匡哉 牝3歳 馬主　会田裕一 牝6歳 馬主　伊達泰明

鹿毛 生年月日　2015年4月5日 鹿毛 生年月日　2018年3月23日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日

父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 父　シニスターミニスター 生産牧場　川島正広 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場

母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 母　テーマソング（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,212,000円 地方収得賞金　2,168,000円 地方収得賞金　10,058,000円

北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/06/25～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2017/12/12～　46戦0勝（2着1回、3着5回） 岩手：2020/09/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

3R スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋） 南関東：2017/11/09～　33戦3勝（2着5回、3着3回）

6枠7番 牡3歳 馬主　酒井孝敏 4枠5番

エムオーワールド 調教師　齊藤敏（船橋） 栗毛 生年月日　2018年2月24日 タックドゥ 調教師　出川克己（船橋）

牝4歳 馬主　大浅貢 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 牝4歳 馬主　首藤徳

栗毛 生年月日　2017年3月17日 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2017年3月15日

父　ストロングリターン 生産牧場　ノースガーデン 地方収得賞金　2,200,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　シンユウフアーム

母　トーセンアモーレ（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ビクトリーレディー（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町

地方収得賞金　930,000円 南関東：2020/10/26～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,210,000円

北海道：2019/05/22～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 3枠3番 北海道：2019/08/01～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/02/12～　6戦0勝（2着0回、3着0回） デスブロー 調教師　矢野義幸（船橋） 南関東：2020/01/10～　12戦1勝（2着3回、3着1回）

牝3歳 馬主　石瀬丈太郎 8枠13番

4R 芦毛 生年月日　2018年4月7日 クラファイン 調教師　玉井勝（船橋）

4枠4番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ムラカミファーム 牝4歳 馬主　倉見利弘

ジャイマオウリボン 調教師　伊藤滋規（船橋） 母　ホワイトプラネット（父　クロフネ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2017年3月15日

牝3歳 馬主　田中大 地方収得賞金　2,550,000円 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場

鹿毛 生年月日　2018年4月24日 北海道：2020/05/27～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町

父　ローエングリン 生産牧場　近藤牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,194,000円

母　メイショウグレイス（父　グラスワンダー） 産地　浦河町 8枠9番 北海道：2019/06/06～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,780,000円 トーケンリュウ 調教師　山本学（船橋） 南関東：2019/12/11～　18戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2020/05/21～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 牡3歳 馬主　トーケンサービス（株）

南関東：2020/10/26～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2018年6月21日 10R

父　フリオーソ 生産牧場　マルシチ牧場 5枠5番

5R 母　レーヴドアクトレス（父　コマンダーインチーフ） 産地　青森県 モリデンスター 調教師　山越光（浦和）

3枠3番 地方収得賞金　2,195,000円 牡4歳 馬主　森田芳男

グラスホッパー 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2020/06/25～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

牝3歳 馬主　佐藤弘樹 南関東：2020/12/02～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男

黒鹿毛 生年月日　2018年5月12日 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

父　トゥザワールド 生産牧場　村上進治 8R 地方収得賞金　10,015,000円

母　ウインホイッスル（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 4枠4番 北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　1,235,000円 マナモクプニ 調教師　齊藤敏（船橋） 南関東：2019/12/23～　11戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2020/05/13～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　佐藤弘樹 6枠6番

岩手：2020/10/04～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 芦毛 生年月日　2017年4月2日 プレイングファイア 調教師　山田信大（船橋）

4枠4番 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 牡5歳 馬主　（株）レックス

ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋） 母　ホワイトホーネット（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2016年4月15日

牡3歳 馬主　木村薫 地方収得賞金　4,333,000円 父　トビーズコーナー 生産牧場　様似堀牧場

鹿毛 生年月日　2018年4月22日 北海道：2019/05/22～　13戦3勝（2着5回、3着2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

父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　12,925,000円

母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町 南関東：2020/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/06～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,185,000円 ◆2019　フルールC［門別］　3着 南関東：2019/04/16～　15戦4勝（2着4回、3着2回）

北海道：2020/07/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 6枠7番

南関東：2020/12/01～　1戦0勝（2着0回、3着1回） オスピタリタ 調教師　佐藤裕太（船橋） 11R

6枠8番 牝5歳 馬主　吉田照哉 6枠7番

フォースウィズユー 調教師　山田信大（船橋） 青鹿毛 生年月日　2016年5月8日 エラボレート 調教師　米谷康秀（船橋）

牝3歳 馬主　沖田方子 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム 牡4歳 馬主　伊達泰明

鹿毛 生年月日　2018年4月15日 母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日

父　トーセンホマレボシ 生産牧場　沖田牧場 地方収得賞金　6,446,000円 父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場

母　カザグルマ（父　ソウルオブザマター） 産地　日高町 北海道：2018/05/10～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

地方収得賞金　1,200,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,995,000円

北海道：2020/07/16～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/09～　13戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回）

8枠11番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/11～　12戦3勝（2着4回、3着1回）

イヤサカ 調教師　山中尊徳（船橋）

牝3歳 馬主　岡田将一 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 ●本日の騎乗予定　石川 倭騎手
芦毛 生年月日　2018年5月14日 船橋5R　⑧フォースウィズユー 佐賀5R　②スーパーブラウン

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　岡田スタツド 　　　9R　①リトルマンマミーア 　　　6R　⑫オドルキツネ

母　スマーティコジーン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 　　　7R　⑥ジュベルハフィート

地方収得賞金　1,620,000円 船橋2R　⑦アマイロ 　　　8R　①コスモフラッター

北海道：2020/07/23～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 　　　3R　⑪ジャンティーユ 　　　9R　①アンファスエシャペ

8枠12番 　　　5R　④ドドーニサンサン 　　10R　⑧カクリョウ

ペタル 調教師　林幻（船橋） 　　　8R　⑤ツキマデトドケ ※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。

牝3歳 馬主　中村祐子 　　　9R　⑪サウンディングベル

鹿毛 生年月日　2018年3月25日 　　10R　③グラビット

父　ロードカナロア 生産牧場　ケイアイファーム 　　11R　③レーヴ

母　ベルフィオーレ（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,155,000円

北海道：2020/05/27～　11戦1勝（2着4回、3着1回）

1/11(月祝) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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