
1R 6R 10R　第9回東京シンデレラマイル〔ＳⅢ〕

2枠2番 3枠4番 2枠4番

スピーティーズ 調教師　嶋田幸晴（大井） プラチナグルーム 調教師　荒井朋弘（大井） クラカルメン 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝2歳 馬主　立山伸二 牝3歳 馬主　谷謙介 牝6歳 馬主　倉見利弘

栗毛 生年月日　2013年5月20日 黒鹿毛 生年月日　2012年3月5日 栃栗毛 生年月日　2009年5月1日

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　鳥井征士 父　ストラヴィンスキー 生産牧場　谷岡スタット 父　スターキングマン 生産牧場　倉見牧場

母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町 母　サクラプラチナ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

地方収得賞金　2,235,000円 地方収得賞金　2,232,000円 地方収得賞金　34,360,000円

北海道：2015/09/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/12～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2011/07/05～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/11/24～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 名古屋：2014/09/04～　13戦1勝（2着3回、3着2回） 南関東：2012/03/19～　57戦7勝（2着11回、3着6回）

6枠9番 兵庫：2015/03/19～　18戦2勝（2着1回、3着2回） ◆2015　'15シーサイドカップ［大井］　2着

プレシューズ 調教師　須田和伸（大井） 　うち他地区遠征：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2014　'14クリスタルナイトカップ［大井］　3着

牝2歳 馬主　高藤鐘三 6枠9番 4枠7番

青鹿毛 生年月日　2013年3月11日 オトメローズ 調教師　佐々木功（船橋） ジュウニントイロ 調教師　田邊陽一（川崎） 

父　ファスリエフ 生産牧場　シンユウフアーム 牝3歳 馬主　中島稔 牝7歳 馬主　桜井忠隆

母　マジカルミステリー（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2012年3月19日 黒鹿毛 生年月日　2008年5月6日

地方収得賞金　1,755,000円 父　アサクサデンエン 生産牧場　藤本牧場 父　マーベラスサンデー 生産牧場　野島牧場

北海道：2015/05/27～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 母　オトヒメ（父　メジロライアン） 産地　新ひだか町 母　クインオブウインク（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

南関東：2015/11/26～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　2,116,000円 地方収得賞金　31,198,000円

6枠10番 北海道：2014/07/30～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2010/11/02～　8戦3勝（2着2回、3着1回）

リコールクレール 調教師　荒山勝徳（大井） 名古屋：2014/12/05～　22戦6勝（2着1回、3着2回） 南関東：2011/11/11～　43戦13勝（2着10回、3着5回）

牝2歳 馬主　土橋正雄 南関東：2015/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠8番

黒鹿毛 生年月日　2013年2月22日 6枠10番 クロタカ 調教師　宗形竹見（大井） 

父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム サンシャインラブ 調教師　渡邉和雄（大井） 牝6歳 馬主　（有）槇本牧場

母　ギブソンガール（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 牡3歳 馬主　遠藤喜松 黒鹿毛 生年月日　2009年5月4日

地方収得賞金　1,900,000円 鹿毛 生年月日　2012年5月28日 父　シーキングザダイヤ 生産牧場　槇本牧場

北海道：2015/07/29～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 母　ラプンツェル（父　デヒア） 産地　北海道沙流郡日高町

母　スイートローラ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　14,730,000円 中央収得賞金　27,680,000円

2R 地方収得賞金　2,144,000円 北海道：2012/06/06～　10戦9勝（2着1回、3着0回）

4枠4番 北海道：2014/06/26～　11戦1勝（2着4回、3着1回） 南関東：2012/12/29～　5戦5勝（2着0回、3着0回）

ギガビーム 調教師　納谷和玖（大井） 南関東：2014/12/30～　18戦0勝（2着3回、3着0回） JRA：2013/07/14～　19戦2勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　土井和則 南関東：2015/06/04～　7戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年3月31日 7R 5枠9番

父　ブラックタイド 生産牧場　土井牧場 3枠3番 ティーズアライズ 調教師　嶋田幸晴（大井） 

母　アラビアータ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 モエレピンクダイヤ 調教師　齊藤敏（船橋） 牝3歳 馬主　立山伸二

地方収得賞金　1,455,000円 牝6歳 馬主　中村和夫 栗毛 生年月日　2012年5月5日

北海道：2015/07/16～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生産牧場　中村和夫 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　杵臼牧場

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドヘイロー 生年月日　2009年4月29日 母　ナムラエラン（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

8枠8番 母　イブキピンクレディ（父　ノーザンテースト） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　33,930,000円

ノースマジカル 調教師　米田英世（大井） 地方収得賞金　12,777,000円 北海道：2014/05/06～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　早川正行 北海道：2011/05/18～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2013年3月18日 南関東：2012/05/02～　44戦6勝（2着9回、3着9回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　サムライハート 生産牧場　高岸順一 7枠12番 南関東：2014/11/25～　8戦1勝（2着1回、3着0回）

母　ラフォーレ（父　バンブーアトラス） 産地　浦河町 コパノリボーン 調教師　宗形竹見（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,275,000円 牡3歳 馬主　小林祥晃 ◆2015　東京プリンセス賞［大井］　１着

北海道：2015/08/19～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年4月24日 ◆2014　東京2歳優駿牝馬［大井］　２着

南関東：2015/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡牧場 ◆2014　栄冠賞［門別］　１着

母　サクラロマンス（父　サクラホクトオー） 産地　新ひだか町 6枠11番

3R 地方収得賞金　4,762,000円 スターローズ 調教師　山本学（船橋） 

2枠2番 北海道：2014/08/27～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 牝3歳 馬主　泉俊二

インカレッジ 調教師　遠藤茂（大井） 南関東：2014/11/12～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年4月7日

牝4歳 馬主　阿部東亜子 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

鹿毛 生年月日　2011年5月19日 8R 母　ローズカーニバル（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新ひだか町

父　キングヘイロー 生産牧場　田中春美 4枠6番 地方収得賞金　24,755,000円

母　ディアレイラ（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町 ビービーエレバン 調教師　出川克己（船橋） 北海道：2014/04/23～　9戦3勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,968,000円 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 南関東：2014/12/15～　7戦3勝（2着1回、3着0回）

北海道：2013/07/30～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年3月26日 ◆2015　ユングフラウ賞［浦和］　1着

岩手：2013/12/07～　14戦1勝（2着3回、3着4回） 父　ルールオブロー 生産牧場　高橋啓 ◆2015　東京プリンセス賞［大井］　2着

南関東：2014/12/04～　16戦0勝（2着3回、3着0回） 母　シャナイア（父　コマンダーインチーフ） 産地　平取町

地方収得賞金　4,578,000円 11R

4R 北海道：2014/06/25～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 5枠10番

6枠9番 南関東：2015/01/14～　11戦2勝（2着1回、3着0回） リンノフォーマリア 調教師　橋本和馬（大井） 

エイダイサンボーイ 調教師　辻野豊（大井） 牝4歳 馬主　和田博美

牡5歳 馬主　増澤一明 9R 青鹿毛 生年月日　2011年5月4日

芦毛 生年月日　2010年3月7日 1枠1番 父　パイロ 生産牧場　佐竹学

父　ヒシミラクル 生産牧場　東振牧場 クラトイトイトイ 調教師　矢野義幸（船橋） 母　ウマヒトスジ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　新ひだか町

母　エイダイマリア（父　ウォーニング） 産地　むかわ町 牝2歳 馬主　倉見利弘 地方収得賞金　8,224,000円

地方収得賞金　4,745,000円 鹿毛 生年月日　2013年4月18日 北海道：2013/06/26～　5戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2012/06/28～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 父　ブラックタイド 生産牧場　倉見牧場 南関東：2013/12/30～　12戦3勝（2着1回、3着2回）

南関東：2012/12/28～　38戦2勝（2着3回、3着3回） 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町 ◆2013　ブロッサムカップ［門別］　2着

地方収得賞金　1,910,000円

5R 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 12R

3枠3番 2枠3番 7枠11番

タイセイスウォード 調教師　鷹見浩（大井） キーパンチャー 調教師　阪本一栄（大井） クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋）

牡3歳 馬主　田中成奉 牡2歳 馬主　山田祐三 牡3歳 馬主　倉見利弘

芦毛 生年月日　2012年3月19日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日 芦毛 生年月日　2012年4月26日

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　上水牧場 父　スズカマンボ 生産牧場　山田祐三 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場

母　アントワープ（父　キングカメハメハ） 産地　むかわ町 母　アウスレーゼ（父　ゼネラリスト） 産地　新冠町 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

地方収得賞金　2,245,000円 地方収得賞金　4,830,000 中央収得賞金　2,400,000円 地方収得賞金　7,361,000円

北海道：2014/04/29～　10戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2015/05/06～　8戦3勝（2着2回、3着1回） 北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/04～　12戦0勝（2着8回、3着1回）

　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1回、3着0回）

JRA：2014/12/13～　10戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2015　ジュニアグランプリ［盛岡］　2着 本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2015/11/05～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 7枠13番 1R　①リュウワンカーリー　②ツキノヒカリ　③トーイキララ

5枠7番 イケノパシスタ 調教師　岡野尚光（大井）   　　⑤ハラペコ　⑥スーパーラッド

ジュメーリイ 調教師　納谷和玖（大井） 牝2歳 馬主　池添安雄 2R　②チェリーオータム　③リン　⑤タカラハニー

牝3歳 馬主　宮澤健 鹿毛 生年月日　2013年5月28日   　　⑦グッドフォーユー　⑧ノアナイト

鹿毛 生年月日　2012年3月12日 父　ブラックタイド 生産牧場　池添安雄 3R　②スズランクリーク　⑧キネマオブクイーン

父　ソングオブウインド 生産牧場　高橋フアーム 母　イケノナイン（父　ジェリ） 産地　日高町 4R　②アイファーヨドヒメ　⑧モエレスマイルバー

母　コンゴウマドンナ（父　マーベラスサンデー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,925,000円 5R　①チェリーサイクロン　⑦ラブメデューサ　⑧チェリーブラウン

地方収得賞金　2,166,000円 北海道：2015/05/28～　9戦2勝（2着4回、3着1回） 6R　②フロイント

北海道：2014/04/23～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/11/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 7R　⑤モリデンビーツ

高知：2015/01/10～　17戦3勝（2着4回、3着1回） 8R　③ココモ　④ビナファイター　⑦リックカグラ　⑧ハッピーガール

南関東：2015/11/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手 9R　⑨サワヤカ

4R　⑫エトワールアン 10R　②ベッロポモドーロ　③キニナルーイ　⑥ツリーナッツヒメ

5R　③タイセイスウォード   　　 ⑦アンジェーリカ　⑧ロンリーウーマン　⑩ワタシヲミテネ

6R　⑩サンシャインラブ

9R　⑯エディション

10R　⑩ハッピーウェーブ

11R　⑪ディオレサンス
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