
1R 4R 8R

3枠4番 1枠1番 7枠13番

ジャスティス 調教師　辻野豊（大井） オミコシ 調教師　柏木一夫（大井） メジャービッグバン 調教師　立花伸（大井）

牡3歳 馬主　東邦男 牡7歳 馬主　北村和江 牡4歳 馬主　小林章

青鹿毛 生年月日　2013年2月19日 栗毛 生年月日　2009年1月25日 鹿毛 生年月日　2012年3月22日

父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム 父　アサクサデンエン 生産牧場　高橋啓 父　ヴァーミリアン 生産牧場　競優牧場

母　ベルモントピノコ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町 母　メイセイプリマ（父　ジェニュイン） 産地　平取町 母　エリモエクレール（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,415,000円 地方収得賞金　9,885,000円 地方収得賞金　2,734,000円

北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回） 北海道：2011/06/16～　9戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2014/05/14～　8戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2011/11/30～　69戦3勝（2着4回、3着1回） 南関東：2014/12/03～　11戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠6番

◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着 ヤングエンパイア 調教師　辻野豊（大井） 9R

4枠5番 牡7歳 馬主　（有）ターフ・スポート 5枠8番

ローラーボーラー 調教師　朝倉実（大井） 鹿毛 生年月日　2009年3月31日 タスカルーサ 調教師　佐野謙二（大井）

牝3歳 馬主　中川忠重 父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 牝3歳 馬主　和田博美

黒鹿毛 生年月日　2013年3月16日 母　チョウカイパープル（父　アンバーシヤダイ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2013年3月16日

父　メイショウボーラー 生産牧場　高柳隆男 地方収得賞金　9,863,000円 父　デュランダル 生産牧場　飛野牧場

母　ケイエスホノカ（父　アフリート） 産地　日高町 北海道：2011/06/07～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 母　レッドバラード（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,385,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,720,000円

北海道：2015/06/10～　10戦1勝（2着2回、3着1回） JRA：2012/01/14～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/05/14～　5戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/12/28～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2012/06/26～　40戦6勝（2着2回、3着6回） 南関東：2015/11/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠10番 8枠13番

キタサンブイロード 調教師　米田英世（大井） 5R リコールクレール 調教師　荒山勝徳（大井）

牡3歳 馬主　（有）大野商事 2枠3番 牝3歳 馬主　土橋正雄

鹿毛 生年月日　2013年4月24日 ミスマルレイナ 調教師　上杉昌宏（大井） 黒鹿毛 生年月日　2013年2月22日

父　ファスリエフ 生産牧場　古川優 牝4歳 馬主　大山和成 父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム

母　キタサンエージャン（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2012年2月21日 母　ギブソンガール（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

地方収得賞金　1,585,000円 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　坂本健一 地方収得賞金　3,600,000円

北海道：2015/08/05～　7戦2勝（2着3回、3着1回） 母　タヒチアンメモリ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新ひだか町 北海道：2015/07/29～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　1,717,000円 南関東：2015/12/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

7枠11番 北海道：2014/06/19～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

シーズアレインボー 調教師　鷹見浩（大井） 笠松：2014/08/11～　15戦1勝（2着1回、3着2回） 10R

牝3歳 馬主　（有）　グランド牧場 金沢：2015/04/04～　16戦2勝（2着0回、3着2回） 1枠1番

鹿毛 生年月日　2013年3月5日 南関東：2015/11/25～　3戦0勝（2着1回、3着1回） ユメノヒト 調教師　橋本和馬（大井）

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 ◆2015　加賀友禅賞［金沢］　3着 牝4歳 馬主　和田博美

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 3枠5番 栗毛 生年月日　2012年3月1日

地方収得賞金　1,320,000円 サメノコキック 調教師　田中康弘（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　カタオカステーブル

北海道：2015/05/28～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 牝6歳 馬主　深見光春 母　ベルナデッタ（父　アフリート） 産地　新ひだか町

南関東：2015/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2010年2月21日 地方収得賞金　4,367,000円

8枠13番 父　タイムパラドックス 生産牧場　大川牧場 北海道：2014/06/03～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 母　ニシノグレート（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　厚真町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　本田千恵 地方収得賞金　6,770,000円 南関東：2014/12/31～　9戦1勝（2着1回、3着1回）

芦毛 生年月日　2013年3月7日 北海道：2012/06/13～　12戦0勝（2着1回、3着3回） ◆2014　ブロッサムカップ［門別］　2着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 名古屋：2012/12/14～　18戦3勝（2着5回、3着1回） ◆2014　園田プリンセスカップ［園田］　3着

母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 南関東：2013/10/01～　41戦3勝（2着6回、3着3回） 3枠4番

地方収得賞金　1,275,000円 サカベンツヨシ 調教師　赤嶺本浩（大井）

北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回） 6R 牡5歳 馬主　坂本勉

南関東：2015/12/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠8番 鹿毛 生年月日　2012年4月24日

8枠14番 ゴールドドンナ 調教師　市村誠（大井） 父　ブラックタキシード 生産牧場　社台牧場

コルディリエーラ 調教師　高橋清顕（大井） 牝5歳 馬主　馬目卓 母　グリーンヒルスター（父　Ｍｕｔａｋｄｄｉｍ） 産地　白老町

牝3歳 馬主　伊達敏明 栗毛 生年月日　2011年5月3日 地方収得賞金　4,456,000円

栗毛 生年月日　2013年4月15日 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 北海道：2014/05/15～　9戦2勝（2着1回、3着1回）

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　サンシャイン牧場 母　ヤサカリング（父　ビワハヤヒデ） 産地　新冠町 南関東：2015/01/22～　15戦1勝（2着2回、3着1回）

母　デラセーラ（父　Ｍａｒｉａ’ｓ　Ｍｏｎ） 産地　日高町 地方収得賞金　4,093,000円

地方収得賞金　1,280,000円 北海道：2013/08/20～　16戦4勝（2着1回、3着2回）　 12R

北海道：2015/07/01～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/10/02～　19戦1勝（2着2回、3着3回） 3枠3番

南関東：2015/11/24～　2戦0勝（2着1回、3着0回） タイムビヨンド 調教師　朝倉実（大井） 

7R 牝4歳 馬主　木谷ツヤ

2R 1枠1番 栗毛 生年月日　2012年4月9日

7枠10番 デバンス 調教師　鷹見浩（大井） 父　タイムパラドックス 生産牧場　船越牧場

タイセイソレイユ 調教師　鷹見浩（大井） 牝4歳 馬主　（株）ＢＥＴＴＥＲ　ＬＩＦＥ　ＣＯＲＰ 母　ブルーダイナ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

牡3歳 馬主　田中成奉 鹿毛 生年月日　2012年3月5日 地方収得賞金　8,410,000円 中央収得賞金　3,000,000円

栗毛 生年月日　2013年5月13日 父　クリストワイニング 生産牧場　原　フアーム 北海道：2014/05/14～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

父　プリサイスエンド 生産牧場　高岸順一 母　タンポポプリンセス（父　パークリージエント） 産地　新ひだか町 南関東：2015/01/20～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

母　フリスカ（父　ステイゴールド） 産地　浦河町 地方収得賞金　2,528,000円 北海道：2015/04/22～　7戦1勝（2着5回、3着1回）

地方収得賞金　1,680,000円 北海道：2014/06/11～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2015/05/20～　10戦2勝（2着3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）

南関東：2015/12/29～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2014/12/30～　12戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2015　北海優駿［門別］　2着　◆2015　王冠賞［門別］　2着

3枠5番 ◆2015　ダービーグランプリ［水沢］　2着

3R パツキン 調教師　渡部則夫（大井） 5枠8番

1枠2番 牝5歳 馬主　岡井元憲 クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋）

エピルス 調教師　橋本和馬（大井） 栗毛 生年月日　2011年4月30日 牡4歳 馬主　倉見利弘

牡4歳 馬主　村田裕子 父　メイショウボーラー 生産牧場　村下明博 芦毛 生年月日　2012年4月26日

鹿毛 生年月日　2012年4月13日 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場

父　ノボジャック 生産牧場　土井仁 地方収得賞金　5,510,000円 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

母　エイユーアグネス（父　ダンスインザダーク） 産地　様似町 北海道：2013/05/23～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　7,361,000円

地方収得賞金　1,540,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2014/06/11～　11戦1勝（2着2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～　13戦1勝（2着8回、3着1回）

南関東：2015/03/18～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2013/12/31～　26戦1勝（2着2回、3着3回） 7枠12番

6枠11番 5枠10番 スパイア 調教師　宗形竹見（大井） 

ホワイトアウト 調教師　阪本一栄（大井） ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） 牡7歳 馬主　（有）槇本牧場

牝4歳 馬主　吉開智雄 牡4歳 馬主　（株）リバース 鹿毛 生年月日　2009年2月12日

芦毛 生年月日　2012年5月7日 鹿毛 生年月日　2012年3月21日 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　橋本牧場

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 父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 母　アヴィアラ（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　新ひだか町

母　エイシンバーリン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　浦河町 母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 地方収得賞金　23,506,000円

地方収得賞金　1,591,000円 地方収得賞金　2,670,000円 北海道：2011/09/02～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2014/08/21～　11戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/12～　8戦2勝（2着0回、3着0回） JRA：2012/01/29～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/30～　22戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2012/06/05～　10戦5勝（2着2回、3着1回）

6枠12番 南関東：2012/12/04～　5勝0勝（2着0回、3着2回）

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！ エステバン 調教師　堀江仁（大井） 北海道：2013/06/12～　8戦4勝（2着0回、3着1回）

1R　②カミングクィーン　③マジックショー　⑤ドクターシャドウ 牡4歳 馬主　佐藤正晴 南関東：2013/12/29～　27戦6勝（2着2回、3着2回）

  　⑦ゼルエル　⑧コパノキャロル　⑨リリーベル 鹿毛 生年月日　2012年4月16日 8枠14番

2R　②バカラスクイーズ　③マッピング　⑤ホワイトドロップ 父　ファルブラヴ 生産牧場　折手牧場 グッドグラッド 調教師　納谷和玖（大井）

  　⑥ポートカナベラル　⑦チップオンザレース 母　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

3R　①ルンタウポポ　②フォルスクリール　⑦ジャスタードリーム 地方収得賞金　2,728,000円 黒鹿毛 生年月日　2009年3月19日

  　⑨サクラエ 北海道：2014/08/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ソングオブウインド 生産牧場　★橋本牧場

4R　①モリデンビーツ 笠松：2014/10/31～　14戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ワレンダークイン（父　ワレンダー） 産地　安平町

7R　⑦スクリーンデビュー 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　18,251,000円

9R　③グランクック　④オグリグラス 南関東：2015/10/16～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2012/05/17～　35戦15勝（2着7回、3着7回）

11R　④ビービーガザリアス　⑥ヤマノミラクル 南関東：2015/02/05～　12戦2勝（2着2回、3着1回）

●本日の騎乗予定 服部 茂史 騎手 ◆2014　星雲賞［門別］　1着

2R　⑤スフォルツェスコ ◆2013　瑞穂賞［門別］・2014　コスモバルク記念［門別］・赤レンガ記念［門別］　2着

4R　④ロビンソン ◆2014　ステイヤーズカップ［門別］　3着

5R　①フィリアルサン

6R　⑮セユウレインボー

9R　①エディション

10R　⑥トランクス
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