1/14(木) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
3R
7枠9番

10R
7枠8番

サンドビューティ

11R チバテレ盃【準重賞】（報知グランプリカップTR）
6枠7番

調教師 山下貴之（船橋）

ゴーマイウェイ

馬主 谷岡真喜

牡5歳

生年月日 2017年4月9日

青毛

父 サクラゼウス

生産牧場 谷岡スタット

母 サクラコンドル（父 サンデーサイレンス）

産地 新ひだか町

牝4歳
鹿毛

転入後
初出走

調教師 佐々木功（船橋）

リンゾウチャネル

調教師 矢野義幸（船橋）

馬主 酒井孝敏

牡5歳

馬主 木谷ツヤ

生年月日 2016年3月19日

黒鹿毛

生年月日 2016年4月12日

父 ローレルゲレイロ

生産牧場 新生ファーム

父 モンテロッソ

生産牧場 川上牧場

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 ワールドレデー（父 タヤスツヨシ）

産地 新冠町

前走
２着

地方収得賞金 1,518,000円

地方収得賞金 23,930,000円

地方収得賞金 59,350,000円

北海道：2019/08/15～ 13戦4勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/05/23～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/06/20～ 14戦10勝（2着3回、3着0回）

南関東：2018/11/01～ 9戦1勝（2着1回、3着0回）

5R
7枠9番

うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/06/06～ 6戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/04/07～ 9戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/10/02～ 19戦2勝（2着9回、3着2回）

◆2019 楠賞［園田］ 1着

◆2019 北海優駿［門別］ 1着

◆2019 王冠賞［門別］ 1着

マリエリーノ

調教師 佐々木清明（船橋）

8枠9番

牝5歳

馬主 和氣竜彦

マコトハインケル

調教師 川島正一（船橋）

◆2018 ジュニアグランプリ［盛岡］ 1着

栗毛

生年月日 2016年3月20日

牡6歳

馬主 尾田左知子

◆2018 鎌倉記念［川崎］ 2着

父 セイントアレックス

生産牧場 沖田牧場

芦毛

生年月日 2015年3月29日

◆2020 東京記念［大井］ 3着

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 マコトスパルビエロ

生産牧場 出口繁夫

地方収得賞金 3,605,000円

母 マコトジョワイユー（父 フジキセキ）

産地 様似町

北海道：2018/05/02～ 10戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金 25,525,000円

12R
3枠3番

南関東：2018/11/15～ 22戦0勝（2着2回、3着1回）

北海道：2017/05/23～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

エニークラップス

岩手：2017/09/17～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

牡7歳

JRA：2018/02/17～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛

岩手：2018/06/10～ 9戦2勝（2着3回、3着0回）

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
産地 白老町

7R
4枠6番

◆2019 北斗盃［門別］ 1着

調教師 出川克己（船橋）
前走
３着

馬主 吉田勝己
生年月日 2014年4月22日

スピーディーゴッド

調教師 矢野義幸（船橋）

東海：2019/02/13～ 13戦2勝（2着6回、3着2回）

母 デザートレジーナ（父 タヤスツヨシ）

牡5歳

馬主 （株）Ｎｉｃｋｓ

南関東：2019/11/01～ 11戦6勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金 27,297,000円

鹿毛

生年月日 2016年3月11日

◆2018 オパールC［盛岡］ 2着

北海道：2016/05/31～ 3戦2勝（2着0回、3着0回）

父 シニスターミニスター

生産牧場 静内山田牧場

母 マトゥリアルカ（父 クリプティックラスカル）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 3,999,000円
北海道：2018/05/23～ 7戦0勝（2着1回、3着0回）
岩手：2018/10/15～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）
南関東：2019/01/01～ 27戦1勝（2着1回、3着2回）

8R
5枠5番

南関東：2016/10/11～ 41戦3勝（2着6回、3着10回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

5枠5番

1R ⑤アンデサイト
2R ①グレートロマン ④ボルドーオペラ ⑦ファンアンドトーチ
⑧ヴァラデロ ⑨コマフォーゼ
3R ⑤スーパーラッド
5R ①ヒロシゲシルバー ⑧ベガクイン
7R ②ヒートアップ ③ドーベルフラッシュ
8R ④ヤコウレッシャ
11R第26回マイル争覇 ②エイシンハルニレ ④ゴールドリング

ホワイトパス

調教師 伊藤滋規（船橋）

牡5歳

馬主 杉浦和也

芦毛

生年月日 2016年3月26日

父 ダンカーク

生産牧場 サンローゼン

母 ミキノウインク（父 ワイルドラッシュ）

産地 新冠町

地方収得賞金 16,565,000円
北海道：2018/08/09～ 6戦1勝（2着2回、3着1回）

タイムオブザーバー

調教師 薮口一麻（浦和）

牝4歳

馬主 岡田孝之

鹿毛

生年月日 2017年5月19日

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手

父 ルースリンド

生産牧場 大北牧場

母 クォーク（父 ネオユニヴァース）

産地 浦河町

2R ④カールグリン ⑤エイシンヒーロー ⑨スプーマビオンダ
⑪ムグンファ
3R ③カモーンツバサ ⑤イリア ⑦サカベンタロー
4R ①クラサンムーン ②タートルブライアン ⑩イスズスカーレット
5R ⑩ゴールドカムイ
6R ⑧ヘイセイノキセキ
8R ②アナザードア
10R ①マジカルフェイス
11R第22回兵庫クイーンセレクション ①ハナウタマジリ
⑦アイルビーゼア ⑩ニジイロ
12R ⑧フジノラビット ⑨ヴィクトリアグラス ⑩イヴリーヌ

船橋3R
5R
6R
7R
12R

地方収得賞金 2,369,000円
北海道：2019/06/06～ 7戦1勝（2着0回、3着0回）
東海：2019/10/18～ 12戦2勝（2着3回、3着0回）
北海道：2020/09/17～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2020/10/21～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

9R
6枠6番

ボーダレスガール

調教師 佐藤裕太（船橋）

牝6歳

馬主 吉田照哉

栗毛

生年月日 2015年2月25日

●本日の騎乗予定 山本 咲希到騎手

父 ゴールドアリュール

生産牧場 （有）社台コーポレーション白老ファーム

母 マサノミネルバ（父 ラムタラ）

産地 白老町

姫路3R
4R
7R
10R
12R

地方収得賞金 12,660,000円
北海道：2017/05/24～ 5戦2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）
南関東：2018/02/08～ 25戦3勝（2着2回、3着3回）
◆2017 フルールC［門別］ 1着

④リュウノタケシツウ
①クラサンムーン
③ダウンタウンスピカ
⑥クールブルーズ
⑨ヴィクトリアグラス

南関東：2019/07/16～ 22戦6勝（2着2回、3着0回）

④ディヴェルシオーネ
⑧サフランフラワー
⑩ゴールドメジャー
⑫ペイシャスワン
⑪エイシンレーザー

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
船橋1R
3R
6R
9R
10R
11R
12R

⑦ドリーミーサマー
⑫シーブックカフェ
①ニシノキスミー
⑥ボーダレスガール
⑤キングアンドアイ
②マイネルクラース
⑨バカラ

応援よろしくね♪

