
1R 8R 11R

4枠5番 8枠12番 1枠1番

ナイスマドンナ 調教師　渡部則夫（大井） メジャーメアリー 調教師　立花伸（大井） ヒメカイドウ 調教師　上杉昌宏（大井）

牝3歳 馬主　藤村榮子 牝3歳 馬主　小林章 牝3歳 馬主　東海物流（有）

鹿毛 生年月日　2012年4月8日 鹿毛 生年月日　2012年5月19日 青鹿毛 生年月日　2012年3月20日

父　サムライハート 生産牧場　黒川賢司 父　ブライアンズタイム 生産牧場　ヤナガワ牧場 父　カルストンライトオ 生産牧場　★橋本牧場

母　マルマツキセキ（父　カコイーシーズ） 産地　平取町 母　ウィムシカルソーツ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町 母　シーフェアリー（父　ユートカイザー） 産地　安平町

地方収得賞金　1,797,000円 地方収得賞金　5,677,000円 地方収得賞金　7,802,000円

北海道：2014/07/03〜　5戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/07/17〜　7戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2014/06/18〜　3戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2014/12/08〜　2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1回） 名古屋：2014/09/04〜　6戦2勝（2着1回、3着2回）

北海道：2015/08/04〜　7戦3勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/12/09〜　17戦1勝（2着0回、3着4回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

8枠14番 ◆2014平和賞3着 兵庫：2015/01/22〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

ホワイトアウト 調教師　阪本一栄（大井） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　吉開智雄 9R 南関東：2015/03/16〜　14戦1勝（2着0回、3着1回）

芦毛 生年月日　2012年5月7日 1枠2番 ◆2014ゴールドウィング賞1着

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　丸村村下ファーム クラマサジョーカー 調教師　矢野義幸（船橋） ◆2014ラブミーチャン記念3着

母　エイシンバーリン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　浦河町 牝5歳 馬主　倉見政敏 ◆2015ゴールドジュニア2着

地方収得賞金　1,591,000円 栗毛 生年月日　2010年3月28日 3枠6番

北海道：2014/08/21〜　11戦1勝（2着0回、3着0回） 父　グリーンアプローズ 生産牧場　倉見牧場 ティープリーズ 調教師　栗田裕光（大井）

母　クラファストレディ（父　シングルロマン） 産地　日高町 牝3歳 馬主　沖田正憲

2R 地方収得賞金　8.971,000円 鹿毛 生年月日　2012年4月5日

6枠10番 北海道：2012/08/07〜　6戦1勝（2着1回、3着1回） 父　アジュディミツオー 生産牧場　沖田牧場

オーブチャン 調教師　水野貴史（浦和） 南関東：2013/01/09〜　47戦5勝（2着2回、3着7回） 母　イエスプリーズ（父　スペシャルウィーク） 産地　日高町

牝3歳 馬主　永田健一 5枠10番 地方収得賞金　10,480,000円

栗毛 生年月日　2012年5月5日 ハヤブサヒカリ 調教師　齊藤敏（船橋） 北海道：2014/06/26〜　3戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ジャングルポケット 生産牧場　猿倉牧場 牡3歳 馬主　市川智 笠松：2014/08/28〜　12戦4勝（2着2回、3着0回）

母　オーブリエチア（父　フジキセキ） 産地　様似町 鹿毛 生年月日　2012年4月26日 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,780,000円 父　ファルブラヴ 生産牧場　有限会社ケイズ 　　うち他地区参戦：4戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2014/07/22〜　8戦1勝（2着2回、3着2回） 母　ダンスインザムーン（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 ◆2014園田プリンセスカップ2着

南関東：2014/12/10〜　19戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　3,677,000円 ◆2014ライデンリーダー記念2着

北海道：2014/07/09〜　4戦0勝（2着1回、3着1回） 4枠8番

3R 兵庫：2014/09/24〜　5戦1勝（2着0回、3着1回） エンターザスフィア 調教師　林正人（船橋）

3枠3番 南関東：2015/01/16〜　21戦1勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　山口裕介

バイスミニスター 調教師　阪本一栄（大井） 8枠15番 鹿毛 生年月日　2012年3月14日

牝6歳 馬主　平井裕 ジュモット 調教師　納谷和玖（大井） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　村本牧場

黒鹿毛 生年月日　2009年2月26日 牝3歳 馬主　（有）アシスタント 母　トーワマドンナ（父　ラムタラ） 産地　新冠町

父　シニスターミニスター 生産牧場　白井牧場 鹿毛 生年月日　2012年3月24日 地方収得賞金　10,464,000円

母　ディマイング（父　Ｓｅｅｋｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｇｏｌｄ） 産地　日高町 父　ファスリエフ 生産牧場　松平牧場 北海道：2014/05/15〜　4戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　7,599,000円 母　セイヴィングス（父　サクラバクシンオー） 産地　日高町 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2011/10/06〜　9戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　3,500,000円 南関東：2017/12/18〜　10戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2012/12/06〜　48戦5勝（2着5回、3着5回） 北海道：2014/07/17〜　4戦2勝（2着0回、3着0回） 6枠12番

4枠6番 南関東：2014/11/25〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） ヒットザトレイル 調教師　荒山勝徳（大井）

ゴールデンウルフ 調教師　朝倉実（大井） 牝5歳 馬主　（有）サンデーレーシング

牡6歳 馬主　神谷裕継 10R　第39回東京2歳優駿牝馬（ＳⅠ） 青鹿毛 生年月日　2010年4月23日

栗毛 生年月日　2009年5月18日 4枠8番 父　ファスリエフ 生産牧場　ノーザンファーム

父　オレハマッテルゼ 生産牧場　イーストファーム シャイニーネーム 調教師　山中輝久（笠松） 母　プレジャートレイル（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

母　イズミビシン（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 牝2歳 馬主　（有）ホースケア 地方収得賞金　16,040,000円

地方収得賞金　8,829,000円 黒鹿毛 生年月日　2013年2月27日 北海道：2012/08/16〜　4戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2011/09/22〜　4戦2勝（2着0回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　下河辺牧場 南関東：2012/12/29〜　28戦5勝（2着7回、3着4回）

南関東：2012/01/06〜　55戦4勝（2着4回、3着4回） 母　スーパーシンガー（父　アフリート） 産地　日高町 7枠14番

　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,137,000円 リコーベルリネッタ 調教師　蛯名雄太（大井） 　　　　

5枠7番 北海道：2015/06/04〜　3戦1勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　土橋正雄

フクノドン 調教師　新井清重（船橋） 笠松：2015/07/25〜　13戦0勝（2着1回、3着5回） 栗毛 生年月日　2012年4月22日

牡4歳 馬主　相川てる 　　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スパイキュール 生産牧場　リコーファーム

栗毛 生年月日　2011年2月5日 　　うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着1回） 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

父　タイムパラドックス 生産牧場　石川栄一 ◆2015園田プリンセスカップ3着 地方収得賞金　7,070,000円

母　マキノギンガ（父　トロットサンダー） 産地　新ひだか町 ◆2015ラブミーチャン記念3着 北海道：2014/08/13〜　5戦1勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　2,445,000円 5枠9番 南関東：2014/11/27〜　9戦2勝（2着2回、3着3回）

北海道：2013/06/25〜　9戦0勝（2着0回、3着3回） リンダリンダ 調教師　角川秀樹（北海道）

佐賀：2014/01/19〜　7戦2勝（2着1回、3着0回） 牝2歳 馬主　（株）ＭＭＣ 12R

南関東：2014/12/12〜　18戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2013年4月22日 8枠10番

父　フレンチデピュティ 生産牧場　ユートピア牧場 オウマタイム 調教師　林正人（船橋）

4R 母　クリムゾンルージュ（父　エンドスウィープ） 産地　登別市 牡3歳 馬主　山口裕介

8枠13番 地方収得賞金　9,100,000円 鹿毛 生年月日　2012年5月10日

ヴァローダムーン 調教師　久保與造（大井） 北海道：2015/04/23〜　8戦4勝（2着2回、3着0回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

牝4歳 馬主　村田裕子 　　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町

栗毛 生年月日　2011年3月29日 ◆2015イノセントカップ（H3）1着 地方収得賞金　54,470,000円

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 ◆2015サッポロクラシックカップ（H2）1着 北海道：2014/05/28〜　4戦1勝（2着1回、3着0回）

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 ◆2015ブロッサムカップ（H3）2着 南関東：2014/09/16〜　9戦3勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　2,776,000円 6枠11番 ◆2014鎌倉記念1着

北海道：2013/05/03〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） ◆2014ハイセイコー記念2着

兵庫：2013/08/30〜　16戦2勝（2着3回、3着4回） 牝2歳 馬主　佐藤聡 ◆2015ニューイヤーカップ3着

南関東：2014/08/13〜　26戦0勝（2着1回、3着3回） 栗毛 生年月日　2013年5月7日 ◆2015京浜盃1着

父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 ◆2015羽田盃2着

5R 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町

2枠2番 地方収得賞金　2,875,000円 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！

リコーエンツォ 調教師　立花伸（大井） 北海道：2015/05/14〜　9戦1勝（2着2回、3着1回） 1R　①マジックショー、④インターベルト、⑤リリーベル、⑥ドクターシャドウ、

牡3歳 馬主　土橋正雄 南関東：2015/10/13〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　⑦カミングクィーン、⑨ポートカナベラル、⑩コパノキャロル

鹿毛 生年月日　2012年2月10日 6枠12番 2R　②チップオンザレース、③バカラスクイーズ、⑥ホワイトドロップ、

父　ピサノデイラニ 生産牧場　藤吉牧場 モダンウーマン 調教師　佐々木仁（川崎） 　　　⑦ゼルエル、⑧ギガパワー、⑩マッピング

母　ウォーネックレス（父　コロナドズクエスト） 産地　新ひだか町 牝2歳 馬主　（有）グランド牧場 3R　②ジャスタードリーム、③ヨーイドンチャン、⑤ルンタウポポ、

地方収得賞金　2,059,000円 栗毛 生年月日　2013年4月7日 　　　⑥ドンウォーリア、⑦フォルスクリール

北海道：2014/06/26〜　15戦4勝（2着7回、3着2回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 4R　②エムザックダイヤ、③スーパーキャット、④リックヒナチャン、

母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町 　　　⑤ダイアナジョン、⑥ベターオフ、⑦ゴッデス、⑨サクラエ

6R 地方収得賞金　21,500,000円 5R　③オグリピンク

6枠9番 北海道：2015/05/27〜　7戦4勝（2着3回、3着0回） 7R　⑤ルンタアグサン

アートショウリ 調教師　久保與造（大井） ◆2015栄冠賞（H2）2着 8R　⑥スターギャル、⑨エーシンモナコ

牡4歳 馬主　大宮豊美 ◆2015フルールカップ（H3）1着 9R　③ヒバリチャン

青鹿毛 生年月日　2011年5月25日 ◆2015リリーカップ（H3）1着

父　ソングオブウインド 生産牧場　大典牧場 ◆2015エーデルワイス賞（JPN3）2着 本日は高知競馬「第46回高知県知事賞」にホッカイドウ競馬出身馬が出走！

母　ミオツクシ（父　ダンシングブレーヴ） 産地　新ひだか町 ◆2015ローレル賞1着 8R　⑩サイモンリッター

地方収得賞金　3,041,000円 7枠13番

北海道：2013/10/03〜　4戦0勝【2着1回、3着1回） ミスミランダー 調教師　尾島徹（笠松） 服部茂史騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！

岩手：2013/12/07〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝2歳 馬主　（有）新生ファーム 2R　⑨ロビンソン

兵庫：2014/01/21〜　5戦2勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2013年3月28日 3R　⑨サブノハリケーン

北海道：2014/07/23〜　5戦3勝（2着1回、3着0回） 父　アッミラーレ 生産牧場　新生ファーム 4R　⑦パラゴン

南関東：2014/11/13〜　13戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ミスプロ（父　アフリート） 産地　日高町 5R　⑭タケノサムライ

地方収得賞金　5,125,000円 9R　⑥オーネットレオ

7R 北海道：2015/05/28〜　10戦3勝（2着2回、3着1回） 10R　⑯オーネットハート

7枠8番 　　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回） 11R　⑩アジュディテイオー

タカラアロマ 調教師　田中康弘（大井） 笠松：2015/11/30〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 12R　①フジノフェアリー

牝3歳 馬主　森谷行秀 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2012年2月20日 ◆2015フルールカップ（H3）2着 桑村真明騎手・阿部龍騎手がホッカイドウ競馬からスポット参戦！
父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 ◆2015ラブミーチャン記念1着 桑村真明騎手

母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 ◆2015プリンセスカップ3着 2R　③グロリアバローズ

地方収得賞金　5,210,000円 7枠14番 10R　⑨[北]リンダリンダ

北海道：2014/05/14〜　13戦1勝（2着4回、3着2回） マックスガーデン 調教師　蛯名雄太（大井） 11R　⑭リコーベルリネッタ

南関東：2015/02/04〜　13戦2勝（2着1回、3着2回） 牝2歳 馬主　平井ひろみ 阿部龍騎手

8枠10番 鹿毛 生年月日　2013年3月27日 10R　⑫モダンウーマン

フクノレクサス 調教師　石井勝男（船橋） 父　アドマイヤマックス 生産牧場　前谷武志 12R　②カネトシイナーシャ
牡5歳 馬主　福本次雄 母　ガーデンパラダイス（父　クロフネ） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2010年5月25日 地方収得賞金　8,000,000円

父　ゴールドアリュール 生産牧場　北光牧場 北海道：2015/05/28〜　5戦2勝（2着1回、3着1回）

母ラストアウィン（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　10,229,000円 ◆2015リリーカップ（H3）2着

北海道：2012/08/16〜　3戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2015ローレル賞3着

南関東：2013/01/09〜　40戦4勝（2着5回、3着7回）

12/31（木）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

今年も温かいご声援をいただき、

ありがとうございました！
来年度もよろしくお願いします！！
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