
2R 5R 9R

1枠1番 2枠2番 2枠2番

タスカルーサ 調教師　佐野謙二（大井） ジュヴァンセル 調教師　堀千亜樹（大井） フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） 

牝2歳 馬主　和田博美 牝3歳 馬主　藤沢澄雄 牝2歳 馬主　橋本富夫

鹿毛 生年月日　2013年3月16日 栗毛 生年月日　2012年2月29日 鹿毛 生年月日　2013年6月4日

父　デュランダル 生産牧場　飛野牧場 父　タイキシャトル 生産牧場　藤沢牧場 父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム

母　レッドバラード（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　新ひだか町 母　プロヴァンス（父　サツカーボーイ） 産地　新ひだか町 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,020,000円 地方収得賞金　1,045,000円 地方収得賞金　1,700,000円

北海道：2015/05/14～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/08/14～　21戦3勝（2着2回、3着1回） 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

南関東：2015/11/04～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠4番 南関東：2015/12/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 4枠6番

バジガクパルフェ 調教師　久保田信之（大井） 牡3歳 馬主　角井紀夫 タケショウメーカー 調教師　山本学（船橋）

牝2歳 馬主　（株）馬事学院 黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日 牝2歳 馬主　（有）ナイト商事

芦毛 生年月日　2013年4月14日 父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場 鹿毛 生年月日　2013年4月24日

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 父　エンパイアメーカー 生産牧場　富菜牧場

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 地方収得賞金　1,025,000円 母　タケショウレジーナ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

地方収得賞金　796,000円 北海道：2014/07/16～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,117,000円

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2014/09/24～　21戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2015/05/05～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/11/09～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/11/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6R 4枠7番

3枠4番 4枠5番 カミノメグリアイ 調教師　佐藤壽（大井）

リンカーンシャー 調教師　遠藤茂（大井） アイアンガール 調教師　荒山勝徳（大井） 牝2歳 馬主　宇賀神英子

牝2歳 馬主　峰哲馬 牝4歳 馬主　大坪邦夫 芦毛 生年月日　2013年3月23日

栗毛 生年月日　2013年4月25日 青鹿毛 生年月日　2011年3月31日 父　クロフネ 生産牧場　杵臼牧場

父　テレグノシス 生産牧場　藤吉牧場 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　加藤牧場 母　スプンキーウーマン（父　アルカセット） 産地　浦河町

母　レディーエンブレム（父　キンググローリアス） 産地　新ひだか町 母　ハリケンアスリート（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 地方収得賞金　2,460,000円

地方収得賞金　820,000円 地方収得賞金　6,413,000円 北海道：2015/04/22～　7戦0勝（2着3回、3着0回）

北海道：2015/07/09～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2013/04/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/09/18～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠7番 南関東：2014/01/21～　14戦1勝（2着2回、3着1回） 6枠10番

ローラーボーラー 調教師　朝倉実（大井） ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 

牝2歳 馬主　中川忠重 7R 牡2歳 馬主　吉田照哉

黒鹿毛 生年月日　2013年3月16日 1枠1番 栗毛 生年月日　2013年2月19日

父　メイショウボーラー 生産牧場　高柳隆男 リュウノハヤテ 調教師　齊藤敏（船橋） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

母　ケイエスホノカ（父　アフリート） 産地　日高町 牡4歳 馬主　蓑島竜一 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

地方収得賞金　790,000円 鹿毛 生年月日　2011年5月30日 地方収得賞金　2,735,000円

北海道：2015/06/10～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大塚牧場 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

6枠9番 母　イノリ（父　クリミナルタイプ） 産地　新ひだか町 南関東：2015/11/25～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

シナバー 調教師　堀江仁（大井） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　6,311,000円

牡2歳 馬主　望月朋子 北海道：2013/06/05～　15戦1勝（2着0回、3着4回） 10R

鹿毛 生年月日　2013年1月16日 岩手：2013/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 3枠6番

父　ヴァーミリアン 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 南関東：2014/02/13～　30戦1勝（2着6回、3着3回） マヒナズヒル 調教師　月岡健二（大井） 

母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町 ◆2014　寒菊賞［水沢］　3着 牝5歳 馬主　尾田信夫

地方収得賞金　880,000円 4枠6番 鹿毛 生年月日　2010年4月10日

北海道：2015/05/20～　9戦1勝（2着2回、3着1回） トリプルクラウン 調教師　鈴木啓之（大井） 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ノーザンファーム

7枠12番 牡3歳 馬主　西森鶴 母　モアムーンライト（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　安平町

プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 栗毛 生年月日　2012年2月2日 地方収得賞金　8,986,000円

牡2歳 馬主　本田千恵 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　大北牧場 北海道：2012/08/23～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2013年3月7日 母　ミスランタナ 産地　浦河町 南関東：2012/10/26～　24戦3勝（2着1回、3着4回）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　4,417,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 北海道：2014/07/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 8枠15番

地方収得賞金　1,020,000円 南関東：2014/12/30～　12戦1勝（2着3回、3着1回） アナモルフォーシス 調教師　上杉昌宏（大井） 

北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回） 7枠11番 牝3歳 馬主　野島泰

サカベンツヨシ 調教師　赤嶺本浩（大井） 鹿毛 生年月日　2012年5月30日

3R 牡3歳 馬主　坂本勉 父　シニスターミニスター 生産牧場　野島牧場

3枠3番 鹿毛 生年月日　2012年4月24日 母　サンクイーン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

バジガクスペラーレ 調教師　久保田信之（大井） 父　ブラックタキシード 生産牧場　社台牧場 地方収得賞金　3,630,000円

牝2歳 馬主　（株）馬事学院 母　グリーンヒルスター（父　Ｍｕｔａｋｄｄｉｍ） 産地　白老町 北海道：2014/06/12～　8戦1勝（2着1回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2013年3月24日 地方収得賞金　4,456,000円 名古屋：2014/11/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

父　アジュディケーティング 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 北海道：2014/05/15～　9戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/03/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

母　カフェドフレール（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 南関東：2015/01/22～　14戦1勝（2着2回、3着1回 北海道：2015/05/06～　10戦4勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　850,000円

北海道：2015/05/28～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 8R ●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
金沢：2015/07/28～　6戦1勝（2着3回、3着1回） 4枠7番 3R　②ビジュサーク

南関東：2015/11/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回） フレッシュメイト 調教師　稲葉道行（浦和） 4R　⑤カラーマーメイド

5枠5番 牡7歳 馬主　大黒富美子 6R　④スマートゾロ

クインザヒーロー 調教師　田中康弘（大井） 青鹿毛 生年月日　2008年4月29日 7R　⑬クラバウターマン

牡2歳 馬主　伊藤將 父　ブラックホーク 生産牧場　池田牧場 8R　⑬ナイキフェイム

鹿毛 生年月日　2013年5月2日 母　ロドリゴエミリ（父　ロドリゴデトリアーノ） 産地　新ひだか町 9R　⑭サンデードライブ

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠 地方収得賞金　24,148,000円 10R　①コスモスピカ

母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町 北海道：2010/09/09～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　920,000円 南関東：2011/01/24～　59戦9勝（2着10回、3着11回）

北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 6枠10番

ダイリンウィーク 調教師　佐々木功（船橋）

4R 牡6歳 馬主　廣松一義

3枠3番 鹿毛 生年月日　2009年5月7日

ゴーフォーイット 調教師　中道啓二（大井） 父　スターリングローズ 生産牧場　樋渡信義

牝3歳 馬主　野島泰 母　エレガンスローズ（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

栗毛 生年月日　2012年4月12日 地方収得賞金　21,594,000円

父　タイキシャトル 生産牧場　野島牧場 北海道：2011/07/14～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

母　スイートウインク（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 佐賀：2011/10/16～　11戦4勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　855,000円 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/06/18～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2012/10/30～　27戦6勝（2着5回、3着1回）

南関東：2015/01/22～　5戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2011　九州ジュニアチャンピオン［佐賀］　1着

5枠5番 ◆2012　飛燕賞［佐賀］・九州ダービー栄城賞［佐賀］　2着

カラーマーメイド 調教師　小野寺晋廣（大井） 7枠12番

牝3歳 馬主　津田浩一 グッドグラッド 調教師　納谷和玖（大井）

黒鹿毛 生年月日　2012年5月10日 牡6歳 馬主　（有）アシスタント

父　ケイムホーム 生産牧場　豊洋牧場 黒鹿毛 生年月日　2009年3月19日

母　カラーガード（父　スペシャルウィーク） 産地　日高町 父　ソングオブウインド 生産牧場　★橋本牧場

地方収得賞金　1,024,000円 母　ワレンダークイン（父　ワレンダー） 産地　安平町

北海道：2014/07/03～　15戦3勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　18,251,000円

7枠8番 北海道：2012/05/17～　35戦15勝（2着7回、3着7回）

ネクストワールド 調教師　小野寺晋廣（大井） 南関東：2015/02/05～　11戦2勝（2着2回、3着1回）

牡3歳 馬主　江里口弘一郎 ◆2014　星雲賞［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2012年5月5日 ◆2013　瑞穂賞［門別］・2014　コスモバルク記念［門別］・赤レンガ記念［門別］　2着

父　マルカシェンク 生産牧場　キューピットファーム ◆2014　ステイヤーズカップ［門別］　3着

母　エコデザイア（父　ボストンハーバー） 産地　新ひだか町 8枠15番

地方収得賞金　667,000円 フジノドラマ 調教師　井上弘之（大井） 

北海道：2014/07/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　三浦良三

岩手：2014/09/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年5月3日

南関東：2014/12/30～　14戦0勝（2着0回、3着0回） 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　加野牧場

母　ボラーレカンターレ（父　マルゼンスキー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　14,180,000円

北海道：2014/08/27～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2014/11/26～　8戦5勝（2着0回、3着2回）

◆2015　ロジータ記念［川崎］　3着

12/28（月） 大井　ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援してね♪
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