
1R 5R 10R

4枠5番 1枠2番 1枠1番

バジガクパルフェ 調教師　久保田信之（大井） フィニッシュブロー 調教師　久保與造（大井） ヴェルミオン 調教師　荒山勝徳（大井） 

牝3歳 馬主　（株）馬事学院 牡4歳 馬主　望月朋子 牡3歳 馬主　（有）サンデーレーシング

芦毛 生年月日　2013年4月14日 栗毛 生年月日　2012年3月22日 鹿毛 生年月日　2013年4月26日

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 父　スニッツェル 生産牧場　ユートピア牧場 父　ヴァーミリアン 生産牧場　ノーザンファーム

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 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　マチカネセキガハラ（父　フジキセキ） 産地　安平町

地方収得賞金　796,000円 地方収得賞金　1,416,000円 地方収得賞金　5,320,000円

北海道：2015/05/27〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/02〜　19戦3勝（2着4回、3着4回） 北海道：2015/07/15〜　3戦2勝（2着0回、3着0回）

名古屋：2015/08/19〜　6戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/12/29〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/24〜　2戦0勝（2着2回、3着0回）

南関東：2015/11/25〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠5番 3枠3番

6枠8番 ダマスクインゴット 調教師　小野寺晋廣（大井） ハタノリヴィール 調教師　佐藤厚弘（船橋）

ジングルス 調教師　橋本和馬（大井） 牡5歳 馬主　江里口弘一郎 牡3歳 馬主　（有）グッドラック・ファーム

牡3歳 馬主　和田博美 栗毛 生年月日　2011年2月5日 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

栗毛 生年月日　2013年3月11日 父　ロージズインメイ 生産牧場　社台ファーム 父　フレンチデピュティ 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム

父　スクワートルスクワート 生産牧場　有限会社宮村牧場 母　ダマスクローズ（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 母　ヴィヴィッドエンジェル（父　Ｓｅｐｔｉｅｍｅ　Ｃｉｅｌ） 産地　日高町

母　マチカネササメユキ（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　熊本県阿蘇郡西原村 地方収得賞金　3,660,000円 地方収得賞金　3,100,000円

地方収得賞金　740,000円 北海道：2013/04/24〜　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/05/06〜　7戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2015/04/23〜　12戦1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） 南関東：2015/12/18〜　1戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠9番 南関東：2014/02/07〜　22戦0勝（2着4回、3着1回） 3枠4番

ベストハンター 調教師　上杉昌宏（大井） 8枠15番 キングニミッツ 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝3歳 馬主　山田祐三 サプライズラテ 調教師　蛯名雄太（大井） 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

栗毛 生年月日　2013年5月18日 牡4歳 馬主　吉田照哉 栗毛 生年月日　2013年6月4日

父　タイキシャトル 生産牧場　北星村田牧場 黒鹿毛 生年月日　2012年3月17日 父　スパイキュール 生産牧場　新生ファーム

母　エンチャンティング（父　Ｂｉｇｓｔｏｎｅ） 産地　新冠町 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　社台ファーム 母　サヴァント（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

地方収得賞金　895,000円 母　ミルククラウン（父　Ｍｒ．　Ｇｒｅｅｌｅｙ） 産地　千歳市 地方収得賞金　2,918,000円

北海道：2015/07/01〜　7戦1勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　1,390,000円 北海道：2015/08/19〜　5戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2015/12/25〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2014/06/11〜　5戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2015/12/23〜　1戦0勝（2着0回、3着1回）

8枠13番 南関東：2014/10/24〜　9戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠5番

クラベエ 調教師　朝倉実（大井） ギガビーム 調教師　納谷和玖（大井）

牡3歳 馬主　倉見利弘 6R 牡3歳 馬主　土井和則

鹿毛 生年月日　2013年4月10日 2枠3番 鹿毛 生年月日　2013年3月31日

父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 父　ブラックタイド 生産牧場　土井牧場

母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 牡5歳 馬主　永井商事（株） 母　アラビアータ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町

地方収得賞金　805,000円 栗毛 生年月日　2011年3月12日 地方収得賞金　3,155,000円

北海道：2015/06/10〜　12戦1勝（2着4回、3着2回） 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 北海道：2015/07/16〜　7戦1勝（2着1回、3着2回）

母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2R 地方収得賞金　2,502,000円 南関東：2015/12/23〜　1戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠7番 北海道：2014/09/10〜　5戦4勝（2着1回、3着0回） 4枠6番

リンカーンシャー 調教師　遠藤茂（大井） 岩手：2014/12/08〜　2戦0勝（2着0回、3着2回） ティーズブラッド 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝3歳 馬主　峰哲馬 北海道：2015/04/29〜　11戦4勝（2着5回、3着1回） 牡3歳 馬主　立山伸二

栗毛 生年月日　2013年4月25日 5枠10番 栗毛 生年月日　2013年4月15日

父　テレグノシス 生産牧場　藤吉牧場 スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） 父　タイキシャトル 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム

母　レディーエンブレム（父　キンググローリアス） 産地　新ひだか町 牝5歳 馬主　馬場三四郎 母　アイルゴーバック（父　アッミラーレ） 産地　日高町

地方収得賞金　990,000円 鹿毛 生年月日　2011年5月28日 地方収得賞金　4,000,000円

北海道：2015/07/09〜　10戦1勝（2着1回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一 北海道：2015/06/10〜　4戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/12/28〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ケイアイポップス（父　コマンダーインチーフ） 産地　日高町 南関東：2015/08/25〜　5戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　5,934,000円 5枠7番

3R 北海道：2013/08/22〜　5戦1勝（2着0回、3着0回） キールアイス 調教師　薮口一麻（浦和）

2枠2番 佐賀：2013/11/17〜　12戦3勝（2着4回、3着0回） 牝3歳 馬主　（有）太盛

テツワンイナキチ 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2014/07/29〜　22戦0勝（2着9回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日 　　　　

牡3歳 馬主　黒木剛 ◆2014大観峰賞1着 父　サイレントディール 生産牧場　中央牧場

芦毛 生年月日　2013年2月13日 6枠11番 母　シンセイコンコルド（父　フサイチコンコルド） 産地　新冠町

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　シンボリ牧場 ニシケンツワモノ 調教師　高岩孝敏（大井） 地方収得賞金　2,065,000円

母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町 牡4歳 馬主　西森三智代 北海道：2015/08/26〜　5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　861,000円 栗毛 生年月日　2012年4月30日 南関東：2015/12/02〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/05/13〜　8戦0勝（2着1回、3着1回） 父　クロフネ 生産牧場　株式会社ミリオンファーム 6枠9番

佐賀：2015/10/25〜　4戦1勝（2着3回、3着0回） 母　アネーロ（父　ノーザンテースト） 産地　浦河町 キーパンチャー 調教師　阪本一栄（大井） 

4枠5番 地方収得賞金　2,810,000円 牡3歳 馬主　山田祐三

リコーヴィッカース 調教師　蛯名雄太（大井） 北海道：2014/06/11〜　11戦1勝（2着4回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日

牡3歳 馬主　土橋正雄 南関東：2014/12/30〜　7戦1勝（2着0回、3着1回） 父　スズカマンボ 生産牧場　山田祐三

栗毛 生年月日　2013年5月6日 母　アウスレーゼ（父　ゼネラリスト） 産地　新冠町

父　デュランダル 生産牧場　リコーファーム 8R 地方収得賞金　5,090,000円 中央収得賞金　2,400,000円

母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 3枠5番 北海道：2015/05/06〜　8戦3勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,075,000円 アンジェリコ 調教師　佐野謙二（大井） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/24〜　8戦2勝（2着2回、3着0回） 牝4歳 馬主　和田博美 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/12/29〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年4月11日 南関東：2015/12/30〜　1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠7番 父　パイロ 生産牧場　稲原牧場 ◆2015ジュニアグランプリ2着

アンサイズニア 調教師　藤田輝信（大井） 母　エアリング（父　ダンシングブレーヴ） 産地　平取町 7枠12番

牡3歳 馬主　吉田安惠 地方収得賞金　5,421,000円 ノースマジカル 調教師　米田英世（大井） 

鹿毛 生年月日　2013年2月25日 北海道：2014/05/14〜　7戦1勝（2着3回、3着0回） 牡3歳 馬主　早川正行

父　ハーツクライ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 南関東：2014/12/26〜　20戦2勝（2着1回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年3月18日

母　ダイナズクラブ（父　Ｄｙｎａｆｏｒｍｅｒ） 産地　白老町 父　サムライハート 生産牧場　高岸順一

地方収得賞金　875,000円 9R 母　ラフォーレ（父　バンブーアトラス） 産地　浦河町

北海道：2015/07/21〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 2枠2番 地方収得賞金　2,870,000円

6枠8番 カンガルージュ 調教師　堀江仁（大井） 北海道：2015/08/19〜　4戦1勝（2着1回、3着0回）

バジガクスペラーレ 調教師　久保田信之（大井） 牝4歳 馬主　長井純一 南関東：2015/11/02〜　3戦1勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　（株）馬事学院 黒鹿毛 生年月日　2012年2月6日 8枠14番

黒鹿毛 生年月日　2013年3月24日 父　バゴ 生産牧場　宮内牧場 ジャストフォファン 調教師　中村護（大井）

父　アジュディケーティング 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 母　ローランハビーバ（父　アジュディケーティング） 産地　浦河町 牡3歳 馬主　中村善春

母　カフェドフレール（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 地方収得賞金　5,362,000円 鹿毛 生年月日　2013年2月11日

地方収得賞金　850,000円 北海道：2014/06/18〜　10戦1勝（2着2回、3着1回） 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：2015/05/28〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/02/25〜　14戦1勝（2着0回、3着1回） 母　サパス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

金沢：2015/07/28〜　6戦1勝（2着3回、3着1回） 5枠7番 地方収得賞金　1,350,000円

南関東：2015/11/02〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） ゲットザグルーブ 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2015/06/24〜　6戦3勝（2着1回、3着0回）

7枠11番 牡4歳 馬主　阿部東亜子 南関東：2015/12/29〜　1戦1勝（2着0回、3着0回）

シナバー 調教師　堀江仁（大井） 鹿毛 生年月日　2012年5月16日

牡3歳 馬主　望月朋子 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新冠橋本牧場 11R　第19回TCK女王盃（JpnⅢ）

鹿毛 生年月日　2013年1月16日 母　スワンプリンセス（父　Ｎｕｒｅｙｅｖ） 産地　新冠町 1枠1番

父　ヴァーミリアン 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 地方収得賞金　5,799,000円 ノットオーソリティ 調教師　川島正一（船橋）

母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町 北海道：2014/05/28〜　7戦2勝（2着0回、3着2回） 牝5歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　880,000円 南関東：2014/11/27〜　13戦1勝（2着0回、3着3回） 芦毛 生年月日　2011年4月12日

北海道：2015/05/20〜　9戦1勝（2着2回、3着1回） 7枠11番 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　社台ファーム

南関東：2015/12/28〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） メジャーメアリー 調教師　立花伸（大井） 母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

牝4歳 馬主　小林章 地方収得賞金　82,640,000円

4R 鹿毛 生年月日　2012年5月19日 北海道：2013/05/30〜　4戦3勝（2着0回、3着0回）

1枠2番 父　ブライアンズタイム 生産牧場　ヤナガワ牧場 南関東：2013/11/25〜　12戦5勝（2着1回、3着2回）

アメリデラックス 調教師　秋吉和美（大井） 母　ウィムシカルソーツ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町 ◆2013栄冠賞（H2）1着　◆2013フローラルカップ（H2）1着

牝4歳 馬主　橋本善一 地方収得賞金　5,807,000円 ◆2014ユングフラウ賞1着　◆2014ロジータ記念1着

鹿毛 生年月日　2012年4月24日 北海道：2014/07/17〜　7戦2勝（2着1回、3着2回） ◆2014東京シンデレラマイル1着　◆2014東京プリンセス賞2着

父　アメリカンボス 生産牧場　★橋本牧場 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2015しらさぎ賞1着　◆2015ムーンライトカップ3着

母　ネイビーズドーター（父　シャンハイ） 産地　安平町 南関東：2014/12/09〜　18戦1勝（2着0回、3着4回） ◆2015クイーン賞（JpnⅢ）3着

地方収得賞金　1,297,000円 ◆2014平和賞3着 6枠6番

北海道：2015/06/03〜　9戦4勝（2着2回、3着1回） ティーズアライズ 調教師　嶋田幸晴（大井） 

5枠9番 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！ 牝4歳 馬主　立山伸二

ニュートリノビーム 調教師　栗田泰昌（大井） 1R　①ドンウォーリア、②ヤマノハレルヤ、④ベターオフ、⑦エムザックダイヤ、 栗毛 生年月日　2012年5月5日

牡5歳 馬主　大矢時夫 　　 ⑧リックヒナチャン、⑨ギガパワー 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　杵臼牧場

鹿毛 生年月日　2011年5月16日 2R　⑤ゴッデス、⑦クラセイジョ、⑧ダイアナジョシ、⑨エイシンピリカ 母　ナムラエラン（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

父　パーソナルラッシュ 生産牧場　大矢牧場 3R　③ツキノヒカリ、④ハラペコ、⑦インターベルト、⑧ノアナイト、⑨リュウワンカーリー 地方収得賞金　35,230,000円

母　ベティボルテクス（父　ジェニュイン） 産地　日高町 4R　①セントウォーク 北海道：2014/05/06～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,658,000円 6R　⑥スズランクリーク 　　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2013/08/29〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 7R　②アイファーヨドヒメ 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/01/21〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） 8R　②マイファンファーレ、④モエレスマイルバー、⑦バトルスキー 南関東：2014/11/25～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2014/06/17〜　9戦1勝（2着2回、3着2回） 9R　③サワヤカ 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/10/22〜　23戦1勝（2着1回、3着2回） 10R　⑦ツリーディーヴァ ◆2014栄冠賞（H2）1着　◆2014東京2歳優駿牝馬2着

7枠14番 ◆2015東京プリンセス賞1着

リコーモンディアル 調教師　荒山勝徳（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！ 7枠8番

牝4歳 馬主　土橋正雄 1R　⑨ベストハンター タッチデュール 調教師　山中輝久（笠松）

鹿毛 生年月日　2012年5月21日 4R　⑦シャドウリクルート 牝7歳 馬主　（有）ホースケア

父　フレンチデピュティ 生産牧場　リコーファーム 5R　⑥アフェクトダンサー 鹿毛 生年月日　2009年4月10日

母　フサイチモナコ（父　フジキセキ） 産地　新冠町 6R　③スリーペイド 父　タップダンスシチー 生産牧場　門別正

地方収得賞金　1,395,000円 7R　④サンクランティ 母　タッチノネガイ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

北海道：2014/07/30〜　8戦1勝（2着1回、3着1回） 9R　④バカニシナイデヨ 地方収得賞金　23,511,000円

南関東：2014/12/30〜　2戦0勝（2着1回、3着1回） 10R　⑭ジャストフォファン 北海道：2011/06/01〜　9戦2勝（2着1回、3着0回）

12R　⑫ナイキフェイム 笠松：2011/10/14〜　109戦15勝（2着7回、3着12回）

　　うち他地区参戦：48戦1勝（2着2回、3着2回）

◆2011ゴールドウィング賞3着　◆2011ジュニアクラウン1着

◆2011プリンセス特別1着　◆2013オータムC3着

◆2013兵庫クイーンC1着　◆2013東海ゴールドC3着

◆2014金沢スプリントC　◆2014兵庫サマークイーン賞3着

◆2014くろゆり賞1着　◆2014ビューチフル・ドリーマーC2着

◆2014秋桜賞2着　◆2014東海ゴールドC2着

◆2015白銀争覇3着　◆2015読売レディスC3着

12R

3枠3番

ヒットザトレイル 調教師　荒山勝徳（大井）

牝6歳 馬主　（有）サンデーレーシング

青鹿毛 生年月日　2010年4月23日

父　ファスリエフ 生産牧場　ノーザンファーム

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

地方収得賞金　16,364,000円

北海道：2012/08/16〜　4戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2012/12/29〜　30戦5勝（2着7回、3着4回）

1/13（水）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

本日は、ノットオーソリティ・ティーズアライズ・
タッチデュールの3頭がTCK女王盃（JpnⅢ）に
挑戦します！応援よろしくお願いします!!

服部茂史騎手

笠松競馬
所 属
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