
1R 5R 9R
1枠1番 2枠2番 1枠1番
コルディリエーラ 調教師　高橋清顕（大井） ダマスクインゴット 調教師　小野寺晋廣（大井） デロニクスレギア 調教師　寺田新太郎（大井）

牝2歳 馬主　伊達敏明 牡4歳 馬主　江里口弘一郎 牡3歳 馬主　廣瀬由一

栗毛 生年月日　2013年4月15日 栗毛 生年月日　2011年2月5日 鹿毛 生年月日　2012年4月9日

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　ロージズインメイ 生産牧場　社台ファーム 父　フサイチホウオー 生産牧場　高村伸一

母　デラセーラ（父　Ｍａｒｉａ’ｓ　Ｍｏｎ） 産地　日高町 母　ダマスクローズ（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 母　ロサガリカ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町

地方収得賞金　1,280,000円 地方収得賞金　3,660,000円 地方収得賞金　5,056,000円

北海道：2015/07/01〜　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2013/04/24〜　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/07/24〜　6戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/11/24〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 金沢：2014/10/21〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 南関東：2014/02/07〜　21戦0勝（2着4回、3着1回） 南関東：2014/12/10〜　14戦3勝（2着1回、3着1回）

キキ 調教師　山本学（船橋） 5枠7番 1枠2番
牝2歳 馬主　手嶋康雄 サメノコキック 調教師　田中康弘（大井） パツキン 調教師　渡部則夫（大井）

鹿毛 生年月日　2013年4月29日 牝5歳 馬主　深見光春 牝4歳 馬主　岡井元憲

父　ロージズインメイ 生産牧場　佐竹学 鹿毛 生年月日　2010年2月21日 栗毛 生年月日　2011年4月30日

母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　新ひだか町 父　タイムパラドックス 生産牧場　大川牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　村下明博

地方収得賞金　1,344,000円 母　ニシノグレート（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　厚真町 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町

北海道：2015/05/06〜　9戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　6,670,000円 地方収得賞金　5,510,000円

南関東：2015/11/11〜　3戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2012/06/13〜　12戦0勝（2着1回、3着3回） 北海道：2013/05/30〜　7戦1勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 名古屋：2012/12/14〜　18戦3勝（2着5回、3着1回） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

リコーヴィッカース 調教師　蛯名雄太（大井） 　　うち他地区参戦：1戦0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）

牡2歳 馬主　土橋正雄 南関東：2013/10/01〜　40戦3勝（2着6回、3着3回） 南関東：2013/12/31〜　25戦1勝（2着2回、3着3回）

栗毛 生年月日　2013年5月6日 6枠9番 7枠13番
父　デュランダル 生産牧場　リコーファーム リンノメサイア 調教師　佐々木功（船橋） グランドヘヴン 調教師　山本学（船橋）

母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 牝3歳 馬主　光安了 牡3歳 馬主　泉俊二

地方収得賞金　1,075,000円 鹿毛 生年月日　2012年3月22日 鹿毛 生年月日　2012年4月29日

北海道：2015/06/24〜　8戦2勝（2着2回、3着0回） 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　バンブー牧場 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

4枠4番 母　クリスタルバンブー（父　クロフネ） 産地　浦河町 母　ニューヘヴン（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

ドンブルーローズ 調教師　佐藤厚弘（船橋） 地方収得賞金　2,447,000円 地方収得賞金　3,978,000円

牝2歳 馬主　（株）ドン 北海道：2015/04/23〜　9戦4勝（2着3回、3着2回） 北海道：2014/05/15〜　6戦1勝（2着0回、3着2回）

青鹿毛 生年月日　2013年4月24日 南関東：2015/11/10〜　2戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2014/10/01〜　9戦1勝（2着2回、3着1回）

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　村上雅規 7枠12番 北海道：2015/10/22〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ヴァリュー（父　Ｂｅｌｏｎｇ　ｔｏ　Ｍｅ） 産地　新冠町 エステバン 調教師　堀江仁（大井） 南関東：2015/12/07〜　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,205,000円 牡3歳 馬主　佐藤正晴

北海道：2015/06/16〜　5戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年4月16日 10R　第61回東京大賞典（G1）
南関東：2015/10/08〜　3戦0勝（2着0回、3着1回） 父　ファルブラヴ 生産牧場　折手牧場 2枠2番
5枠6番 母　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 プレティオラス 調教師　森下淳平（大井）

シーズアレインボー 調教師　鷹見浩（大井） 地方収得賞金　2,728,000円 牡6歳 馬主　伊達泰明

牝2歳 馬主　（有）グランド牧場 北海道：2014/08/20〜　4戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2009年6月6日

鹿毛 生年月日　2013年3月5日 笠松：2014/10/31〜　14戦1勝（2着0回、3着1回） 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 　　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 南関東：2015/10/16〜　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　125,992,000円

地方収得賞金　1,320,000円 8枠13番 北海道：2011/08/10〜　6戦1勝（2着2回、3着0回）

北海道：2015/05/28〜　9戦2勝（2着0回、3着1回） ニュートリノビーム 調教師　栗田泰昌（大井） 南関東：2011/11/30〜　19戦4勝（2着0回、3着2回）

7枠9番 牡4歳 馬主　大矢時夫 JRA：2014/09/20〜　3戦0勝（2着0回、3着0回）

ハニーレイ 調教師　鈴木啓之（大井） 鹿毛 生年月日　2011年5月16日 南関東：2014/12/29〜　7戦2勝（2着0回、3着1回）

牝2歳 馬主　中村善春 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　大矢牧場 ◆2012羽田盃3着　◆2012東京ダービー1着

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 母　ベティボルテクス（父　ジェニュイン） 産地　日高町 ◆2013東京記念1着

父　サムライハート 生産牧場　サンローゼン 地方収得賞金　3,538,000円 ◆2015大井記念1着　◆2015東京記念1着

母　ミスバレンタイン（父　ラムタラ） 産地　新冠町 北海道：2013/08/29〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 4枠6番
地方収得賞金　1,260,000円 南関東：2014/01/21〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） ハッピースプリント 調教師　森下淳平（大井）

北海道：2015/06/11〜　5戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2014/06/17〜　9戦1勝（2着2回、3着2回） 牡4歳 馬主　（有）辻牧場

8枠11番 南関東：2014/10/22〜　22戦1勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2011年3月6日

キタサンブイロード 調教師　米田英世（大井） 父　アッミラーレ 生産牧場　辻牧場

牡2歳 馬主　（有）大野商事 6R 母　マーゴーン（父　Ｄａｙｊｕｒ） 産地　浦河町

鹿毛 生年月日　2013年4月24日 5枠7番 地方収得賞金　250,400,000円

父　ファスリエフ 生産牧場　古川優 テイキットイージー 調教師　堀江仁（大井） 中央収得賞金　4,500,000（内付加賞金　0円）

母　キタサンエージャン（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 牡3歳 馬主　鈴木伸哉 北海道：2013/05/15〜　7戦5勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,245,000円 鹿毛 生年月日　2012年2月21日 　　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/08/05〜　7戦2勝（2着3回、3着1回） 父　シベリアンホーク 生産牧場　山岡牧場 　　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠12番 母　シベリアンリリー（父　タマモクロス） 産地　新冠町 南関東：12戦4勝（2着1回、3着2回）

ジャスティス 調教師　辻野豊（大井） 地方収得賞金　2,306,000円 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　東邦男 北海道：2014/07/22〜　4戦1勝（2着1回、3着1回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2013年2月19日 南関東：2014/12/23〜　14戦0勝（2着4回、3着1回） ◆2013サンライズカップ（H2）1着　◆2013北海道2歳優駿（JpnⅢ）1着

父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム 8枠14番 ◆2013全日本2歳優駿（ＪpnⅠ）1着

母　ベルモントピノコ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町 アマクサボーイ 調教師　佐々木功（船橋） ◆2014京浜盃1着　◆2014羽田盃1着

地方収得賞金　1,160,000円 牡6歳 馬主　中島稔 ◆2014ジャパンダートダービー（ＪpnⅠ）2着
北海道：2015/04/29〜　13戦1勝（2着2回、3着4回） 青毛 生年月日　2009年4月11日 ◆2015かしわ記念（ＪpnⅠ）3着　◆2015帝王賞（ＪpnⅠ）3着
金沢：2015/11/29〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　アッミラーレ 生産牧場　坂本晴美 ◆2015浦和記念（JpnⅢ）1着
◆2015金沢ヤングチャンピオン3着 母　ミナミノモンロー（父　タマモクロス） 産地　浦河町 6枠9番

地方収得賞金　9,447,000円 ファルコンクロウ 調教師　岡田一男（浦和）

2R 北海道：2011/05/12〜　9戦1勝（2着2回、3着0回） 牡6歳 馬主　上野耕一

2枠2番 佐賀：2011/10/16〜　7戦2勝（2着2回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2009年4月10日

タイセイソレイユ 調教師　鷹見浩（大井） 南関東：2012/07/12〜　62戦3勝（2着0回、3着2回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド

牡2歳 馬主　田中成奉 ◆2011九州ジュニアチャンピオン3着 母　キョウエイビリーブ（父　トニービン） 産地　新ひだか町

栗毛 生年月日　2013年5月13日 地方収得賞金　36,241,000円

父　プリサイスエンド 生産牧場　高岸順一 7R 北海道：2011/05/12〜　19戦2勝（2着0回、3着2回）

母　フリスカ（父　ステイゴールド） 産地　浦河町 8枠13番 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,085,000円 ヤングエンパイア 調教師　辻野豊（大井） 南関東：2012/11/05〜　41戦8勝（2着6回、3着7回）

北海道：2015/05/20〜　10戦2勝（2着3回、3着1回） 牡6歳 馬主　（有）ターフ・スポート ◆2015勝島王冠2着

7枠10番 鹿毛 生年月日　2009年3月31日 8枠14番
ジャストフォファン 調教師　中村護（大井） 父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 タッチデュール 調教師　山中輝久（笠松）

牡2歳 馬主　中村善春 母　チョウカイパープル（父　アンバーシヤダイ） 産地　浦河町 牝6歳 馬主　（有）ホースケア

鹿毛 生年月日　2013年2月11日 地方収得賞金　9,563,000円 鹿毛 生年月日　2009年4月10日

父　バゴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 北海道：2011/06/07〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 父　タップダンスシチー 生産牧場　門別正

母　サパス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　タッチノネガイ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,350,000円 JRA：2012/01/14〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　23,511,000円

北海道：2015/06/24〜　6戦3勝（2着1回、3着0回） 南関東：2012/06/26〜　39戦6勝（2着1回、3着6回） 北海道：2011/06/01〜　9戦2勝（2着1回、3着0回）

7枠11番 笠松：2011/10/14〜　108戦15勝（2着7回、3着12回）

ノーザンミント 調教師　柏木一夫（大井） 8R 　　うち他地区参戦：47戦1勝（2着2回、3着2回）

牝2歳 馬主　中田留明 3枠4番 ◆2011ゴールドウィング賞3着　◆2011ジュニアクラウン1着

黒鹿毛 生年月日　2013年2月25日 ミラノボヴィッチ 調教師　橋本和馬（大井） ◆2011プリンセス特別1着

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　木村牧場 牝7歳 馬主　村田裕子 ◆2013オータムC3着　◆2013兵庫クイーンC1着

母　ゴールドミント（父　アグネスワールド） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2008年4月11日 ◆2013東海ゴールドC3着

地方収得賞金　1,090,000円 父　ノボジャック 生産牧場　矢野牧場 ◆2014金沢スプリントC　◆2014兵庫サマークイーン賞3着

北海道：2015/07/09〜　5戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ヴァーダントヒル（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 ◆2014くろゆり賞1着 ◆2014ビューチフル・ドリーマーC2着

南関東：2015/11/24〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　19,384,500円 ◆2014秋桜賞2着 ◆2014東海ゴールドC2着

北海道：2010/04/28〜　11戦2勝（2着2回、3着0回） ◆2015白銀争覇3着 ◆2015読売レディスC3着

3R 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 笠松：2010/11/11〜　18戦4勝（2着2回、3着0回） 11R
ハクシンナデシコ 調教師　久保與造（大井） 　　うち他地区参戦：3戦0勝（2着1回、3着0回） 4枠8番
牝3歳 馬主　榊原勝好 兵庫：2012/03/22〜　35戦11勝（2着1回、3着4回） スイスヨーデル 調教師　椎名廣明（船橋）

黒鹿毛 生年月日　2012年3月7日 南関東：2014/06/25〜　23戦3勝（2着3回、3着2回） 牝3歳 馬主　櫻井盛夫

父　エイシンデピュティ 生産牧場　川上悦夫 ◆2010プリンセス特別1着 鹿毛 生年月日 2012年3月29日

母　ディーズプレスト（父　ブラックタイアフェアー） 産地　新冠町 ◆2011ゴールドジュニア1着 父　サムライハート 生産牧場　有限会社石川牧場

地方収得賞金　1,318,500円 ◆2011園田クイーンセレクション2着 母　ベベコリエンド（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町

北海道：2014/07/22〜　7戦0勝（2着2回、3着3回） 4枠6番 地方収得賞金　5,611,000円

兵庫：2014/11/14〜　17戦1勝（2着3回、3着1回） アザヤカサクラ 調教師　荒井朋弘（大井） 北海道：2014/07/16〜　2戦1勝（2着0回、3着1回）

7枠12番 牝7歳 馬主　伊藤將 南関東：2014/10/30〜　17戦3勝（2着0回、3着3回）

ミスマルレイナ 調教師　上杉昌宏（大井） 芦毛 生年月日　2008年6月1日 8枠16番
牝3歳 馬主　大山和成 父　サウスヴィグラス 生産牧場　長浜忠 アンジェリコ 調教師　佐野謙二（大井）
栗毛 生年月日　2012年2月21日 母　キョウワスピカ（父　オグリキャップ） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　和田博美
父　スクリーンヒーロー 生産牧場　坂本健一 地方収得賞金　22,175,000円 鹿毛 生年月日 2012年4月11日
母　タヒチアンメモリ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新ひだか町 北海道：2010/09/08〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　稲原牧場
地方収得賞金　1,537,000円 名古屋：2010/12/02〜　19戦7勝（2着4回、3着4回） 母　エアリング（父　ダンシングブレーヴ） 産地　平取町
北海道：2014/06/19〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 　　うち他地区参戦：3戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　5,421,000円
笠松：2014/08/11〜　15戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2012/01/20〜　44戦5勝（2着8回、3着10回） 北海道：2014/05/14〜　7戦1勝（2着3回、3着0回）
金沢：2015/04/04〜　16戦2勝（2着0回、3着2回） 7枠11番 南関東：2014/12/26〜　19戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/11/25〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） リコーマノア 調教師　荒山勝徳（大井）

◆2015加賀友禅賞3着 牡4歳 馬主　土橋正雄 12R
栗毛 生年月日　2011年4月8日 1枠1番

4R 父　ニューイングランド 生産牧場　朝野勝洋 ポップレーベル 調教師　村上頼章（大井）

2枠2番 母　パーシャンスポット（父　パーシヤンボーイ） 産地　新ひだか町 牡4歳 馬主　（有）サンデーレーシング

サプライズラテ 調教師　蛯名雄太（大井） 地方収得賞金　9,774,000円 鹿毛 生年月日 2011年3月6日
牡3歳 馬主　吉田照哉 北海道：2013/07/17〜　7戦2勝（2着1回、3着2回） 父　カンパニー 生産牧場　ノーザンファーム
黒鹿毛 生年月日　2012年3月17日 南関東：2014/04/02〜　17戦4勝（2着1回、3着4回） 母　ポップチャート（父　アフリート） 産地　安平町
父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 8枠14番 地方収得賞金　9,751,000円

母　ミルククラウン（父　Ｍｒ．　Ｇｒｅｅｌｅｙ） 産地　千歳市 ラブミーブルー 調教師　松浦裕之（大井） 北海道：2013/06/04〜　6戦3勝（2着0回、3着1回）
地方収得賞金　1,390,000円 牝4歳 馬主　小林祥晃 南関東：2014/09/22〜　12戦0勝（2着3回、3着1回）
北海道：2014/06/11〜　5戦1勝（2着0回、3着3回） 栗毛 生年月日　2011年4月16日 ◆2013ブリーダーズゴールドジュニアカップ（H1）1着
南関東：2014/10/24〜　8戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　サンローゼン 3枠5番
5枠6番 母　イゾラトウショウ（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 エイコースナイパー 調教師　阪本一栄（大井）

エピルス 調教師　橋本和馬（大井） 地方収得賞金　11,880,000円 牡4歳 馬主　山田祐三
牡3歳 馬主　村田裕子 北海道：2013/05/23〜　7戦2勝（2着2回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日 2011年5月26日
鹿毛 生年月日　2012年4月13日 南関東：2013/12/31〜　3戦0勝（2着0回、3着1回） 父　ウインラディウス 生産牧場　山田祐三
父　ノボジャック 生産牧場　土井仁 北海道：2014/04/23〜　9戦1勝（2着1回、3着2回） 母　モモスター（父　ヤマニンスキー） 産地　新冠町
母　エイユーアグネス（父　ダンスインザダーク） 産地　様似町 JRA：2015/01/12〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,917,000円
地方収得賞金　1,440,000円 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/06/04〜　6戦1勝（2着2回、3着1回）
北海道：2014/06/11〜　11戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/09/29〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/01/23〜　27戦3勝（2着5回、3着7回）
南関東：2015/03/18〜　7戦0勝（2着0回、3着2回） ◆2013エーデルワイス賞（JPN3）2着 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
8枠11番 ◆2013ブロッサムカップ（H3）1着 6枠11番
フィニッシュブロー 調教師　久保與造（大井） ◆2014北斗盃（H2）1着 ベストポジション 調教師　藤田輝信（大井）
牡3歳 馬主　望月朋子 牝4歳 馬主　三嶋昌春
栗毛 生年月日　2012年3月22日 栗毛 生年月日 2011年2月9日
父　スニッツェル 生産牧場　ユートピア牧場 父　ディープスカイ 生産牧場　三嶋牧場
母　アブソルートライン（父　ダンスインザダーク） 産地　登別市 母　ポールポジション２（父　Ｐｉｖｏｔａｌ） 産地　浦河町
地方収得賞金　1,416,000円 地方収得賞金　10,432,000円
北海道：2014/07/02〜　19戦3勝（2着4回、3着4回） 北海道：2013/05/16〜　9戦3勝（2着2回、3着3回）

南関東：2013/12/31〜　13戦5勝（2着1回、3着0回）
7枠14番
モリデンボス 調教師　鈴木啓之（大井）
牡4歳 馬主　森田芳男

服部茂史騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！ 鹿毛 生年月日 2011年5月4日
2R　⑩ジャストフォファン 父　アメリカンボス 生産牧場　森田芳男
3R　①シャドウリクルート 母　リハクタンス（父　フレンチグローリー） 産地　新冠町

6R　②サンクランティ 地方収得賞金　10,435,000円

8R　⑫カリントチャン 北海道：2013/06/04〜　5戦2勝（2着1回、3着0回）

11R　⑥フロムミートゥユー 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

12R　⑭モリデンボス 南関東：2014/02/07〜　10戦2勝（2着0回、3着0回）

12/29（火）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

服部茂史騎手

ホッカイドウ競馬所属の
宮崎光行騎手が騎乗します！
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本日はホッカイドウ競馬出身馬が多数出走します！
暮れの大一番・東京大賞典には４頭が参戦！

みんな頑張れ！


