1/13(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
2R
1枠1番

7R
6枠6番

フェアリー

10R
1枠1番

調教師 新井清重（船橋）

スマイルミュ

馬主 新井原博

牝3歳

生年月日 2018年4月29日

黒鹿毛

父 ネオユニヴァース

生産牧場 川上牧場

母 ラスリーズ（父 ブライアンズタイム）

産地 新冠町

牝3歳
鹿毛

転入後
初出走

前走
１着

調教師 張田京（船橋）

シュヴァルダムール

馬主 組）ＳＲＴ

セン6歳

生年月日 2018年4月9日

鹿毛

父 マクフィ

生産牧場 畠山牧場

父 フレンチデピュティ

生産牧場 社台ファーム

母 セイユウスマイル（父 ルールオブロー）

産地 新ひだか町

母 ノンストップラブ（父 サンデーサイレンス）

産地 千歳市

前走
１着

調教師 川島正一（船橋）

前走
２着

馬主 吉田照哉
生年月日 2015年4月1日

地方収得賞金 900,000円

地方収得賞金 5,690,000円

地方収得賞金 15,885,000円

北海道：2020/08/27～ 6戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2020/05/21～ 6戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/06/29～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

5枠6番

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/12/30～ 24戦5勝（2着2回、3着5回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

7枠7番

シュヴノアール

調教師 岡林光浩（船橋）

牝3歳

馬主 （有）ユートピア牧場

南関東：2020/11/30～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）

ゴールドボンバー

調教師 玉井昇（船橋）

鹿毛

生年月日 2018年5月6日

◆2020 ジュニアグランプリ［盛岡］ 3着

牡4歳

馬主 鶴谷義雄

父 マクフィ

生産牧場 (善)橋本牧場

栗毛

生年月日 2017年2月11日

母 ピュアノアール（父 ブラックタイド）

産地 安平町

父 ダンカーク

生産牧場 仲野牧場

母 アンチークショップ（父 Ｆｕｓａｉｃｈｉ Ｐｅｇａｓｕｓ）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 875,000円

8R
8枠13番

北海道：2020/06/11～ 7戦1勝（2着0回、3着1回）

サドンゲイル

調教師 水野貴史（浦和）

地方収得賞金 9,685,000円

南関東：2020/12/02～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡4歳

馬主 泉俊二

北海道：2019/05/22～ 5戦1勝（2着2回、3着0回）

6枠7番

青鹿毛

生年月日 2017年5月13日

南関東：2019/12/04～ 13戦2勝（2着2回、3着3回）

トーケンアーサー

調教師 山本学（船橋）

父 シンボリクリスエス

生産牧場 大川牧場

牝3歳

馬主 トーケンサービス（株）

母 エンゼルアーチ（父 Ｓｍａｒｔ Ｓｔｒｉｋｅ）

産地 厚真町

栗毛

生年月日 2018年3月11日

地方収得賞金 4,325,000円

11R 第65回船橋記念〔SⅢ〕
4枠4番

父 サウスヴィグラス

生産牧場 上水牧場

北海道：2019/05/16～ 12戦0勝（2着2回、3着3回）

キャンドルグラス

調教師 川島正一（船橋）

母 バンダ（父 キングヘイロー）

産地 むかわ町

南関東：2019/11/28～ 20戦1勝（2着1回、3着2回）

牡7歳

馬主 吉田照哉

栗毛

生年月日 2014年5月7日

父 サウスヴィグラス

生産牧場 社台ファーム

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 1,140,000円
北海道：2020/05/27～ 10戦0勝（2着2回、3着2回）
南関東：2020/12/02～ 2戦0勝（2着1回、3着0回）

9R
3枠3番

ビービーアルバ

調教師 新井清重（船橋）

地方収得賞金 114,240,000円

牡4歳

馬主 （有）坂東牧場

北海道：2016/06/08～ 6戦2勝（2着0回、3着1回）

栗毛

生年月日 2017年4月29日

調教師 出川克己（船橋）

父 ビービーガルダン

生産牧場 賀張三浦牧場

南関東：2016/12/14～ 28戦9勝（2着5回、3着5回）

馬主 佐々木徹

母 リーガルアミューズ（父 アグネスタキオン）

産地 日高町

◆2020 船橋記念［船橋］ 1着

生年月日 2017年3月30日

地方収得賞金 11,393,000円

◆2018・19 ウインタースプリント［大井］ 1着

父 シニスターミニスター

生産牧場 シンユウフアーム

北海道：2019/05/08～ 4戦1勝（2着0回、3着2回）

◆2020 習志野きらっとスプリント［船橋］ 2着

母 セイカパンジー（父 ダンシングブレーヴ）

産地 新冠町

南関東：2019/10/29～ 11戦1勝（2着4回、3着2回）

◆2019・20 アフター5スター賞［大井］ 2着

地方収得賞金 1,218,000円

4枠4番

◆2019 フジノウェーブ記念［大井］ 2着

北海道：2020/06/10～ 5戦3勝（2着2回、3着0回）

タッチライフ

3R
6枠8番

ミロヴィーナス
牝4歳
鹿毛

転入後
初出走

前走
１着

牝7歳

6R
6枠8番

前走
３着

芦毛

うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

調教師 岡田一男（浦和）

◆2020 東京スプリント［大井］ 3着

馬主 門別正

◆2018 アフター5スター賞［大井］ 3着

生年月日 2014年4月20日

◆2017 羽田盃[大井] 3着

父 アッミラーレ

生産牧場 門別正

7枠11番

産地 日高町

◆2018 ゴールドC［浦和］ 3着

◆2017 ブルーバードC[船橋] 3着

エリモミサキ

調教師 岡田一男（浦和）

母 チャーミングタンゴ（父 アフリート）

ブロンディーヴァ

調教師 内田勝義（川崎）

牝4歳

馬主 上野耕一

地方収得賞金 23,204,000円

牝4歳

馬主 （有）キャロットファーム

鹿毛

生年月日 2017年2月11日

北海道：2016/05/04～ 9戦2勝（2着0回、3着3回）

栗毛

生年月日 2017年3月18日

父 ディープスカイ

生産牧場 寺井文秀

南関東：2016/12/20～ 60戦5勝（2着4回、3着10回）

父 スマートファルコン

生産牧場 ノーザンファーム

母 マックスビート（父 マイネルセレクト）

産地 えりも町

8枠8番

母 アンソロジー（父 サクラバクシンオー）

産地 安平町

地方収得賞金 2,505,000円

キングキャヴィア

北海道：2019/05/02～ 10戦3勝（2着1回、3着1回）

牡4歳

南関東：2019/12/23～ 6戦0勝（2着0回、3着1回）

鹿毛

調教師 山田信大（船橋）

地方収得賞金 33,600,000円

馬主 組）寿組合

北海道：2019/06/12～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2017年4月20日

南関東：2019/09/03～ 10戦3勝（2着1回、3着2回）

父 クロフネ

生産牧場 カタオカステーブル

◆2019 ローレル賞［川崎］ 1着

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

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

◆2020 優駿スプリント［大井］ 2着

1R
3R
4R
6R

地方収得賞金 15,105,000円

⑩オリオンネージュ
②ハタノシュバルツ ⑪バルドエース
③ローンスター
①シャンパンパーティ ④リコートルーパー
⑤チビノヴィヴィアン ⑦ローザルーナ ⑩ラビゴット
7R ①ティーズダンキー ⑧タカラジマ ⑨オーゴンキング
10R ④アイエススター
11R ①クインザクイン ⑤サザンオールスター
12R ③ファッベラ ⑧スズノスケ ⑨モスザベスト

前走
３着

◆2020 アフター5スター賞［大井］ 3着

◆2019 若武者賞［川崎］ 3着

北海道：2019/05/08～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）
南関東：2019/12/11～ 11戦3勝（2着1回、3着5回）
◆2020 優駿スプリント［大井］ 3着

船橋11Ｒは第65回船橋記念！
スピード勝負の1000メートル戦は
ゴールまでまばたき禁物です☆彡

12R
7枠11番

サーフシェイパー

調教師 出川克己（船橋）

牡5歳

馬主 吉田照哉

芦毛

生年月日 2016年2月23日

父 アサクサキングス

生産牧場 社台ファーム

母 ビーチフラッグ（父 Ｂｏｕｎｄａｒｙ）

産地 千歳市

地方収得賞金 7,305,000円

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

北海道：2018/05/02～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

2R ①ヴィルセキュリティ ③レコパンダンカーク
④ブルックブルックス ⑤トイソー ⑦リコーセイラン
3R ①ジュリエットラブ ⑨ヴィクトオー
4R ③シュラーゲン
6R ①ヴォイテク ⑤アアラヴァ ⑨ファルサ
7R ⑨ローズメジャー
8R ①ミニスター ②ペイバスク ③エイシンイージス
④エイシンニアルコス ⑤アンスリウムシンヤ
⑧エールソングス ⑩エイシンギフト
9R ⑧アルマドール
11R ⑦ハタノキセキ

南関東：2018/12/11～ 25戦1勝（2着4回、3着5回）

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手
姫路6R ⑩メイショウホエール
8R ⑤アンスリウムシンヤ

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手
船橋2R
3R
4R
6R
9R
12R

⑪マクラガセレーネ
④ハンドレッドアーツ
⑦レアフィード
⑧エリモミサキ
④タッチライフ
①ヒラボククイーン

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
船橋2R
5R
6R
7R
8R

⑫シエンブラ
⑩クラーベビクトリア
⑫モリトカチグリ
⑧レーヴエモーション
⑦マロンクラージュ

