
2R 8R 11R

1枠1番 4枠8番 4枠6番

サカズキ 調教師　高岩孝敏（大井） アナモルフォーシス 調教師　上杉昌宏（大井） エイコースナイパー 調教師　阪本一栄（大井）

牡3歳 馬主　西森三智代 牝4歳 馬主　野島泰 牡5歳 馬主　山田祐三

青鹿毛 生年月日　2013年4月15日 鹿毛 生年月日　2012年5月30日 黒鹿毛 生年月日　2011年5月26日

父　サクラオリオン 生産牧場　中川欽一 父　シニスターミニスター 生産牧場　野島牧場 父　ウインラディウス 生産牧場　山田祐三

母　サクラフィーユ（父　グラスワンダー） 産地　日高町 母　サンクイーン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町 母　モモスター（父　ヤマニンスキー） 産地　新冠町

地方収得賞金　585,000円 地方収得賞金　3,630,000円 地方収得賞金　12,417,000円

北海道：2015/05/13〜　8戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/12〜　8戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2013/06/04〜　6戦1勝（2着2回、3着1回）

名古屋：2014/11/20〜　6戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/01/23〜　28戦3勝（2着5回、3着8回）

3R 南関東：2015/03/19〜　2戦1勝（2着0回、3着1回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠9番 北海道：2015/05/06〜　10戦4勝（2着3回、3着0回）

ブギーサムソン 調教師　鷹見浩（大井） 南関東：2015/12/28〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 12R

牡3歳 馬主　櫻井秋雄 6枠12番 1枠1番

青鹿毛 生年月日　2013年3月3日 ドクトルレヒトミユ 調教師　堀江仁（大井） リコーマノア 調教師　荒山勝徳（大井）

父　メイショウサムソン 生産牧場　桜井牧場 牝4歳 馬主　長井純一 牡5歳 馬主　土橋正雄

母　ファインセイコー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2012年3月24日 栗毛 生年月日　2011年4月8日

地方収得賞金　545,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社 父　ニューイングランド 生産牧場　朝野勝洋

北海道：2015/06/10〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ラブイズエンジェル（父　フジキセキ） 産地　新冠町 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

地方収得賞金　3,744,000円 地方収得賞金　9,774,000円

4R 北海道：2014/07/09〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2013/07/17〜　7戦2勝（2着1回、3着2回）

6枠8番 南関東：2014/12/30〜　14戦0勝（2着5回、3着1回） 南関東：2014/04/02〜　18戦4勝（2着1回、3着4回）

スギノフルブルーム 調教師　宗形竹見（大井） 2枠2番

牡3歳 馬主　古谷剛彦 9R ミラノボヴィッチ 調教師　橋本和馬（大井）

青鹿毛 生年月日　2013年3月26日 2枠2番 牝8歳 馬主　村田裕子

父　シンボリクリスエス 生産牧場　明治牧場 アザヤカサクラ 調教師　荒井朋弘（大井） 栗毛 生年月日　2008年4月11日

母　スギノブロッサム（父　フサイチコンコルド） 産地　新ひだか町 牝8歳 馬主　伊藤將 父　ノボジャック 生産牧場　矢野牧場

地方収得賞金　525,000円 芦毛 生年月日　2008年6月1日 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

北海道：2015/06/18〜　9戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　長浜忠 地方収得賞金　19,672,500円

金沢：2015/12/01〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　キョウワスピカ（父　オグリキャップ） 産地　新冠町 北海道：2010/04/28〜　11戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2015/12/25〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　22,175,000円 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2010/09/08〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松：2010/11/11〜　18戦4勝（2着2回、3着0回）

5R 名古屋：2010/12/02〜　19戦7勝（2着4回、3着4回） 　　うち他地区参戦：3戦0勝（2着1回、3着0回）

1枠1番 　　うち他地区参戦：3戦1勝（2着1回、3着1回） 兵庫：2012/03/22〜　35戦11勝（2着1回、3着4回）

ネクストワールド 調教師　小野寺晋廣（大井） 南関東：2012/01/20〜　45戦5勝（2着8回、3着10回） 南関東：2014/06/25〜　24戦3勝（2着3回、3着3回）

牡4歳 馬主　江里口弘一郎 8枠12番 ◆2010プリンセス特別1着

鹿毛 生年月日　2012年5月5日 リトルカントリー 調教師　高橋清顕（大井） ◆2011ゴールドジュニア1着

父　マルカシェンク 生産牧場　キューピットファーム 牡5歳 馬主　宮村明 ◆2011園田クイーンセレクション2着

母　エコデザイア（父　ボストンハーバー） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2011年5月14日 3枠4番

地方収得賞金　667,000円 父　メイショウサムソン 生産牧場　川端正博 ラブミーブルー 調教師　松浦裕之（大井）

北海道：2014/07/03〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　パープルデージ（父　デインヒル） 産地　日高町 牝5歳 馬主　小林祥晃

岩手：2014/09/29〜　6戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　11,866,000円 栗毛 生年月日　2011年4月16日

南関東：2014/12/30〜　15戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/30〜　4戦2勝（2着1回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　サンローゼン

南関東：2014/04/23〜　20戦4勝（2着3回、3着3回） 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

6R 地方収得賞金　12,072,000円

3枠3番 10R 北海道：2013/05/23〜　7戦2勝（2着2回、3着0回）

ゴーフォーイット 調教師　中道啓二（大井） 3枠5番 南関東：2013/12/31〜　3戦0勝（2着0回、3着1回）

牝4歳 馬主　野島泰 コパノリボーン 調教師　宗形竹見（大井） 北海道：2014/04/23〜　9戦1勝（2着1回、3着2回）

栗毛 生年月日　2012年4月12日 牡4歳 馬主　小林祥晃 JRA：2015/01/12〜　6戦0勝（2着0回、3着0回）

父　タイキシャトル 生産牧場　野島牧場 鹿毛 生年月日　2012年4月24日 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0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 父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡牧場 南関東：2015/09/29〜　5戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　955,000円 母　サクラロマンス（父　サクラホクトオー） 産地　新ひだか町 ◆2013エーデルワイス賞（JpnⅢ）2着

北海道：2014/06/18〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　4,762,000円 ◆2013ブロッサムカップ（H3）1着

南関東：2015/01/22〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/08/27〜　3戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2014北斗盃（H2）1着

南関東：2014/11/12〜　10戦2勝（2着0回、3着1回） 5枠7番

7R 6枠10番 バミューダ 調教師　堀江仁（大井）

2枠3番 ナイトフィーバー 調教師　田中康弘（大井） 牝6歳 馬主　加藤誠

アイアンガール 調教師　荒山勝徳（大井） 牝5歳 馬主　堂守貴志 青鹿毛 生年月日　2010年3月3日

牝5歳 馬主　大坪邦夫 栗毛 生年月日　2011年2月21日 父　スクワートルスクワート 生産牧場　富川田中牧場

青鹿毛 生年月日　2011年3月31日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 母　トライベッカ（父　ホワイトマズル） 産地　日高町

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　加藤牧場 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　11,947,000円

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　7,898,000円 北海道：2012/07/04〜　10戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　6,647,000円 北海道：2013/08/22〜　6戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2012/12/29〜　57戦2勝（2着9回、3着5回）

北海道：2013/04/24〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/12/27〜　21戦4勝（2着3回、3着4回）

南関東：2014/01/21〜　15戦1勝（2着2回、3着2回）

8枠16番

ジュモット 調教師　納谷和玖（大井） 服部茂史騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！

牝4歳 馬主　（有）アシスタント 1R　⑦タカイチハート

鹿毛 生年月日　2012年3月24日 2R　⑧カズノアレックス

父　ファスリエフ 生産牧場　松平牧場 3R　⑤レジェンドヒキリ

母　セイヴィングス（父　サクラバクシンオー） 産地　日高町 8R　②アートガウディ

地方収得賞金　3,500,000円 10R　①スマートゾロ

北海道：2014/07/17〜　4戦2勝（2着0回、3着0回） 12R　⑨ビービーボヌール

南関東：2014/11/25〜　7戦0勝（2着0回、3着0回）

1/11（月）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

応援してね！
服部茂史騎手
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