
3R 7R（続き） 11R　'16桃花賞

8枠16番 4枠7番 3枠4番

インカレッジ 調教師　遠藤茂（大井） ビナキャロル 調教師　赤嶺本浩（大井） ラッキーバトル 調教師　宗形竹見（大井） 

牝5歳 馬主　阿部東亜子 牝4歳 馬主　杉浦和也 牝3歳 馬主　（有）槇本牧場

鹿毛 生年月日　2011年5月19日 鹿毛 生年月日　2012年3月23日 鹿毛 生年月日　2013年4月4日

父　キングヘイロー 生産牧場　田中春美 父　アサクサデンエン 生産牧場　大林ファーム 父　バトルプラン 生産牧場　槇本牧場

母　ディアレイラ（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町 母　プモ（父　アグネスデジタル） 産地　新冠町 母　マキハタターキー（父　サザンヘイロー） 産地　日高町

地方収得賞金　1,968,000円 地方収得賞金　3,088,000円 地方収得賞金　4,340,000円

北海道：2013/07/30～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/05/21～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/09/02～　7戦4勝（2着2回、3着0回）

岩手：2013/12/07～　14戦1勝（2着3回、3着4回） 金沢：2014/12/03～　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）

南関東：2014/12/04～　17戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2015/01/21～　17戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2015　ブロッサムカップ［門別］　1着

6枠12番 5枠8番

4R ドリーミングホープ 調教師　上杉昌宏（大井） イケノパシスタ 調教師　岡野尚光（大井） 

6枠11番 牝5歳 馬主　山田祐三 牝3歳 馬主　池添安雄

ユカナ 調教師　鷹見浩（大井） 青鹿毛 生年月日　2011年4月27日 鹿毛 生年月日　2013年5月28日

牝7歳 馬主　中田和宏 父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三 父　ブラックタイド 生産牧場　池添安雄

鹿毛 生年月日　2009年4月27日 母　ヒルノカリアナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 母　イケノナイン（父　ジェリ） 産地　日高町

父　タヤスツヨシ 生産牧場　有限会社中田牧場 地方収得賞金　6,255,000円 地方収得賞金　2,925,000円

母　パッションキャリー（父　ヤマニンゼファー） 産地　平取町 北海道：2013/06/18～　11戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2015/05/28～　9戦2勝（2着4回、3着1回）

地方収得賞金　5,073,000円 南関東：2013/12/30～　36戦1勝（2着1回、3着6回） 南関東：2015/11/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2011/05/19～　8戦3勝（2着1回、3着0回） 6枠11番

南関東：2011/11/27～　23戦2勝（2着1回、3着0回） 8R スピーティーズ 調教師　嶋田幸晴（大井）

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠3番 牝3歳 馬主　立山伸二

フォーティクイン 調教師　赤嶺本浩（大井） 栗毛 生年月日　2013年5月20日

5R 牝4歳 馬主　（有）中山牧場 父　ジャイアントレッカー 生産牧場　鳥井征士

1枠1番 鹿毛 生年月日　2012年4月27日 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町

バイスミニスター 調教師　阪本一栄（大井） 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　中山牧場 地方収得賞金　2,490,000円

牝7歳 馬主　平井裕 母　ラストキャノンズ（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 北海道：2015/09/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2009年2月26日 地方収得賞金　3,290,000円 南関東：2015/11/24～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

父　シニスターミニスター 生産牧場　白井牧場 北海道：2014/06/25～　11戦1勝（2着3回、3着0回） 7枠12番

母　ディマイング（父　Ｓｅｅｋｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｇｏｌｄ） 産地　日高町 南関東：2015/01/23～　4戦1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） 

地方収得賞金　7,599,000円 ◆2014　フローラルカップ　2着 牝3歳 馬主　佐藤聡

北海道：2011/11/06～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 4枠7番 栗毛 生年月日　2013年5月7日

南関東：2012/12/06～　49戦5勝（2着5回、3着5回） リックタラキチ 調教師　上杉昌宏（大井） 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場

牝5歳 馬主　山邉浩 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町

6R 鹿毛 生年月日　2011年4月30日 地方収得賞金　2,875,000円

7枠13番 父　オンファイア 生産牧場　荒木貴宏 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回）

ジュヴァンセル 調教師　堀千亜樹（大井） 母　ケイアイカグラ（父　Ｓｏｎｇａｎｄａｐｒａｙｅｒ） 産地　新ひだか町 南関東：2015/10/13～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　藤沢澄雄 地方収得賞金　6,025,000円 8枠14番

栗毛 生年月日　2012年2月29日 北海道：2013/06/05～　6戦1勝（2着1回、3着2回） クラトイトイトイ 調教師　矢野義幸（船橋） 

父　タイキシャトル 生産牧場　藤沢牧場 笠松：2013/09/26～　27戦5勝（2着4回、3着3回） 牝3歳 馬主　倉見利弘

母　プロヴァンス（父　サツカーボーイ） 産地　新ひだか町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年4月18日

地方収得賞金　1,165,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）　 父　ブラックタイド 生産牧場　倉見牧場

北海道：2014/08/14～　21戦3勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/12/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

南関東：2015/12/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2014　クイーンカップ［笠松］　1着 地方収得賞金　1,910,000円

7枠14番 ◆2013　ゴールドウィング賞［名古屋］　2着 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

エイダイサンボーイ 調教師　辻野豊（大井） ◆2014　サマーカップ［笠松］　2着　◆東海クイーンカップ［名古屋］　2着 南関東：2015/12/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡6歳 馬主　増澤一明 ◆2013　プリンセス特別［笠松］　3着

芦毛 生年月日　2010年3月7日 ◆2014　くろゆり賞［笠松］　3着　◆2014　新緑賞［笠松］　3着 12R

父　ヒシミラクル 生産牧場　東振牧場 4枠5番

母　エイダイマリア（父　ウォーニング） 産地　むかわ町 9R スウェプトアロー 調教師　中道啓二（大井） 

地方収得賞金　4,745,000円 4枠7番 牡7歳 馬主　矢野秀春

北海道：2012/06/28～　12戦1勝（2着1回、3着1回） サキノブライアン 調教師　櫻木英喜（大井） 芦毛 生年月日　2009年5月5日

南関東：2012/12/28～　39戦2勝（2着3回、3着3回） 牡4歳 馬主　榊原富夫 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　様似堀牧場

8枠16番 栗毛 生年月日　2012年6月14日 母　インディアナガール（父　Ｈｏｎｏｕｒ　ａｎｄ　Ｇｌｏｒｙ） 産地　様似町

エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 父　タイムパラドックス 生産牧場　信田牧場 地方収得賞金　21,859,000 中央収得賞金　2,950,000円

牡4歳 馬主　角井紀夫 母　サキノローレル（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 北海道：2011/09/01～　5戦1勝（2着3回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日 地方収得賞金　3,260,000円 南関東：2011/12/31～　18戦6勝（2着0回、3着1回）

父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場 北海道：2014/08/05～　6戦1勝（2着0回、3着0回） JRA：2014/03/30～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 南関東：2014/12/29～　17戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/02/24～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,205,000円 5枠7番

北海道：2014/07/16～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 10R コスモグリズリー 調教師　宗形竹見（大井） 

兵庫：2014/09/24～　21戦2勝（2着1回、3着2回） 7枠9番 牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

南関東：2015/12/28～　1戦0勝（2着0回、3着1回） モリデンボス 調教師　鈴木啓之（大井） 鹿毛 生年月日　2012年5月31日

牡5歳 馬主　森田芳男 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

7R 鹿毛 生年月日　2011年5月4日 母　コスモランゲル（父　スターオブコジーン） 産地　新冠町

2枠3番 父　アメリカンボス 生産牧場　森田芳男 地方収得賞金　12,174,000円

ブライトウェイ 調教師　村上頼章（大井） 母　リハクタンス（父　フレンチグローリー） 産地　新冠町 北海道：2014/07/02～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　（有）社台レースホース 地方収得賞金　10,435,000円 南関東：2014/09/17～　16戦4勝（2着0回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2012年3月14日 北海道：2013/06/04～　5戦2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）

父　ファスリエフ 生産牧場　追分ファーム 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠11番

母　ライトザキャンドル（父　ダンスインザダーク） 産地　安平町 南関東：2014/02/07～　11戦2勝（2着0回、3着0回） コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

地方収得賞金　3,304,000円 牡4歳 馬主　市川智

北海道：2014/05/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

南関東：2014/08/28～　14戦1勝（2着1回、3着0回） 2R　③タカイチブラック 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

3枠6番 5R　⑭エトワールアン 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

リコーエンツォ 調教師　立花伸（大井） 6R　④フライトリーダー 地方収得賞金　19,562,000円

牡4歳 馬主　土橋正雄 7R　⑫ドリーミングホープ 北海道：2014/05/15～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2012年2月10日 8R　⑤クラバウターマン 南関東：2014/09/25～　14戦2勝（2着2回、3着3回）

父　ピサノデイラニ 生産牧場　藤吉牧場 9R　⑪ナンセイヒカリ ◆2014　平和賞［船橋］　2着

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 10R　⑨モリデンボス ◆2015　'15雲取賞［大井］　3着　◆2015優駿スプリント［大井］　3着

地方収得賞金　3,059,000円 12R　⑦コスモグリズリー 8枠14番

北海道：2014/06/26～　15戦4勝（2着7回、3着2回） クラカルメン 調教師　矢野義幸（船橋） 

南関東：2015/12/31～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝7歳 馬主　倉見利弘

次段へ続く 栃栗毛 生年月日　2009年5月1日

父　スターキングマン 生産牧場　倉見牧場

本日は園田競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

11R　③コパノハート　⑧ケンシンハーバー 地方収得賞金　34,360,000円

12R　⑨スイングリーダー 北海道：2011/07/05～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2012/03/19～　58戦7勝（2着11回、3着6回）

◆2015　'15シーサイドカップ［大井］　2着

◆2014　'14クリスタルナイトカップ［大井］　3着

1/12（火）大井　ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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