
1R 4R 8R
2枠2番 1枠2番 1枠2番
プレシューズ 調教師　須田和伸（大井） イエローブラッド 調教師　鷹見浩（大井） ジュメーリイ 調教師　納谷和玖（大井） 

牝3歳 馬主　高藤鐘三 牡5歳 馬主　（株）ＢＥＴＴＥＲ　ＬＩＦＥ　ＣＯＲＰ 牝4歳 馬主　宮澤健

青鹿毛 生年月日　2013年3月11日 鹿毛 生年月日　2011年3月3日 鹿毛 生年月日　2012年3月12日

父　ファスリエフ 生産牧場　シンユウフアーム 父　ダイワメジャー 生産牧場　オリエント牧場 父　ソングオブウインド 生産牧場　高橋フアーム

母　マジカルミステリー（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 母　ハピネスデスネ（父　アントレプレナー） 産地　新冠町 母　コンゴウマドンナ（父　マーベラスサンデー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,755,000円 地方収得賞金　4,767,000円 地方収得賞金　2,166,000円

北海道：2015/05/27〜　8戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/06/12〜　10戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/04/23〜　10戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/11/26〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/02/20〜　26戦0勝（2着3回、3着6回） 高知：2015/01/10〜　17戦3勝（2着4回、3着1回）

3枠3番 5枠10番 南関東：2015/11/27〜　1戦0勝（2着0回、3着0回）

オーズ 調教師　渡邉和雄（大井） ゼンリュウクイーン 調教師　佐々木洋一（大井） 6枠11番
牡3歳 馬主　杉野剛 牝4歳 馬主　長橋秀雄 タイセイスウォード 調教師　鷹見浩（大井） 

鹿毛 生年月日　2013年3月24日 鹿毛 生年月日　2012年5月7日 牡4歳 馬主　田中成奉

父　ソングオブウインド 生産牧場　高村伸一 父　ファスリエフ 生産牧場　前川隆範 芦毛 生年月日　2012年3月19日

母　ロサガリカ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 母　ブラウンチェリー（父　グラスワンダー） 産地　新冠町 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　上水牧場

地方収得賞金　2,440,000円 地方収得賞金　1,873,000円 母　アントワープ（父　キングカメハメハ） 産地　むかわ町

北海道：2015/05/06〜　9戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2014/07/10〜　8戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,365,000円

南関東：2015/12/25〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/26〜　21戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/04/29〜　10戦1勝（2着3回、3着1回）

7枠7番 7枠14番 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ハニーレイ 調教師　鈴木啓之（大井） オマツリオジョウ 調教師　井上弘之（大井） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　中村善春 牝5歳 馬主　中田妙子 JRA：2014/12/13〜　10戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 鹿毛 生年月日　2011年4月5日 南関東：2015/11/05〜　3戦0勝（2着1回、3着0回）

父　サムライハート 生産牧場　サンローゼン 父　エイシンサンディ 生産牧場　細道牧場 8枠16番
母　ミスバレンタイン（父　ラムタラ） 産地　新冠町 母　シロキタジーニアス（父　トウカイテイオー） 産地　浦河町 ハクシンナデシコ 調教師　久保與造（大井）

地方収得賞金　1,855,000円 地方収得賞金　4,559,000円 牝4歳 馬主　榊原勝好

北海道：2015/06/11〜　5戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2013/08/01〜　6戦1勝（2着3回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2012年3月7日

南関東：2015/12/29〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2014/03/19〜　18戦2勝（2着0回、3着2回） 父　エイシンデピュティ 生産牧場　川上　悦夫

7枠8番 8枠15番 母　ディーズプレスト（父　ブラックタイアフェアー） 産地　新冠町

カミノメグリアイ 調教師　佐藤壽（大井） ヴィヴァント 調教師　立花伸（大井） 地方収得賞金　2,318,500円

牝3歳 馬主　宇賀神英子 牝4歳 北海道：2014/07/22〜　7戦0勝（2着2回、3着3回）

芦毛 生年月日　2013年3月23日 黒鹿毛 生年月日　2012年3月11日 兵庫：2014/11/14〜　17戦1勝（2着3回、3着1回）

父　クロフネ 生産牧場　杵臼牧場 父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 南関東：2015/12/29〜　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　スプンキーウーマン（父　アルカセット） 産地　浦河町 母　ジュリエット（父　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ） 産地　安平町

地方収得賞金　2,460,000円 地方収得賞金　1,900,000円 9R
北海道：2015/04/22〜　7戦0勝（2着3回、3着0回） 北海道：2014/08/19〜　5戦1勝（2着1回、3着2回） 1枠2番
南関東：2015/09/18〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/11/26〜　17戦0勝（2着0回、3着0回） テイキットイージー 調教師　堀江仁（大井）

牡4歳 馬主　鈴木伸哉

2R 5R 鹿毛 生年月日　2012年2月21日

8枠14番 1枠1番 父　シベリアンホーク 生産牧場　山岡牧場

ジャストゥラヴ 調教師　森下淳平（大井） ブエラ 調教師　高橋清顕（大井） 母　シベリアンリリー（父　タマモクロス） 産地　新冠町

牝3歳 馬主　上田信路 牝6歳 馬主　吉田照哉 地方収得賞金　2,306,000円

鹿毛 生年月日　2013年5月4日 鹿毛 生年月日　2010年3月8日 北海道：2014/07/22〜　4戦1勝（2着1回、3着1回）

父　シニスターミニスター 生産牧場　林時春 父　メイショウサムソン 生産牧場　社台ファーム 南関東：2014/12/23〜　15戦0勝（2着4回、3着1回）

母　リリーアンドローズ（父　サンデーサイレンス） 産地　様似町 母　フラップアウェイ（父　エルコンドルパサー） 産地　千歳市 2枠3番
地方収得賞金　2,035,000円 地方収得賞金　7,387,000円 プラチナグルーム 調教師　荒井朋弘（大井） 

北海道：2015/07/01〜　6戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2012/07/11〜　3戦1勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　谷謙介

南関東：2015/11/26〜　1戦0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） 黒鹿毛 生年月日　2012年3月5日

南関東：2012/12/04〜　39戦2勝（2着6回、3着2回） 父　ストラヴィンスキー 生産牧場　谷岡スタット

3R 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 母　サクラプラチナ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町

2枠2番 ◆2013オパールカップ3着 地方収得賞金　2,232,000円

マラドーナスピン 調教師　渡邉和雄（大井） 5枠10番 北海道：2014/06/12〜　5戦0勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　（有）バンブー牧場 ネロフレイバー 調教師　月岡健二（大井） 名古屋：2014/09/04〜　13戦1勝（2着3回、3着2回）

栗毛 生年月日　2013年3月18日 牡5歳 馬主　尾田信夫 兵庫：2015/03/19〜　18戦2勝（2着1回、3着2回）

父　カネヒキリ 生産牧場　バンブー牧場 黒鹿毛 生年月日　2011年3月19日 　　うち他地区遠征：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　バンビーナココ（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 父　アドマイヤドン 生産牧場　ノーザンファーム 南関東：2015/12/30〜　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,175,000円 母　フェザーレイ（父　エルコンドルパサー） 産地　安平町 3枠5番
北海道：2015/07/01〜　7戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,613,000円 サンシャインラブ 調教師　渡邉和雄（大井）

　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/06/25〜　4戦1勝（2着1回、3着1回） 牡4歳 馬主　遠藤喜松

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/12/31〜　24戦0勝（2着2回、3着5回） 鹿毛 生年月日　2012年5月28日

◆2015ブロッサムカップ（H3）3着 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

4枠4番 8枠15番 母　スイートローラ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　新ひだか町

クインザヒーロー 調教師　田中康弘（大井） ヘルキャット 調教師　小野寺晋廣（大井） 地方収得賞金　2,144,000円

牡3歳 馬主　伊藤將 牝4歳 馬主　江里口弘一郎 北海道：2014/06/26〜　11戦1勝（2着4回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2013年5月2日 青鹿毛 生年月日　2012年5月22日 南関東：2014/12/30〜　19戦0勝（2着3回、3着0回）

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠 父　スズカマンボ 生産牧場　キヨタケ牧場

母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町 母　ムヒバー（父　Ｄａｙｊｕｒ） 産地　新ひだか町 10R
地方収得賞金　2,620,000円 地方収得賞金　1,923,000円 5枠10番
北海道：2015/05/21〜　11戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2014/08/05〜　3戦0勝（2着1回、3着1回） マヒナズヒル 調教師　月岡健二（大井） 

南関東：2015/12/28〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2014/10/03〜　10戦0勝（2着2回、3着2回） 牝6歳 馬主　尾田信夫

6枠6番 南関東：2015/04/09〜　10戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2010年4月10日

トッケンドーナ 調教師　鈴木啓之（大井） 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ノーザンファーム

牡3歳 馬主　西森鶴 6R 母　モアムーンライト（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　安平町

鹿毛 生年月日　2013年3月28日 3枠5番 地方収得賞金　10,686,000円

父　シンボリクリスエス 生産牧場　賀張三浦牧場 ナイスマドンナ 調教師　渡部則夫（大井） 北海道：2012/08/23〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　タイキプリンセス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　藤村榮子 南関東：2012/10/26〜　25戦3勝（2着1回、3着4回）

地方収得賞金　2,430,000円 鹿毛 生年月日　2012年4月8日 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/05/05〜　6戦1勝（2着3回、3着0回） 父　サムライハート 生産牧場　黒川賢司

7枠8番 母　マルマツキセキ（父　カコイーシーズ） 産地　平取町 12R
キノドン 調教師　佐藤賢二（船橋） 地方収得賞金　1,977,000円 1枠1番
牡3歳 馬主　組）寿組合 北海道：2014/07/03〜　5戦2勝（2着1回、3着0回） リコーベルリネッタ 調教師　蛯名雄太（大井）

黒鹿毛 生年月日　2013年4月5日 南関東：2014/12/08〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　土橋正雄

父　ソングオブウインド 生産牧場　カタオカステーブル 北海道：2015/08/04〜　7戦3勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2012年4月22日

母　ユアカラー（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　新ひだか町 南関東：2015/12/31〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　スパイキュール 生産牧場　リコーファーム

地方収得賞金　2,045,000円 7枠14番 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

北海道：2015/07/16〜　8戦1勝（2着3回、3着2回） カラーマーメイド 調教師　小野寺晋廣（大井） 地方収得賞金　7,286,000円

南関東：2015/12/09〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　津田浩一 北海道：2014/08/13〜　5戦1勝（2着2回、3着2回）

8枠11番 黒鹿毛 生年月日　2012年5月10日 南関東：2014/11/27〜　10戦2勝（2着2回、3着3回）

カティサンダ 調教師　岡林光浩（船橋） 父　ケイムホーム 生産牧場　豊洋牧場 4枠8番
牡3歳 馬主　古谷剛彦 母　カラーガード（父　スペシャルウィーク） 産地　日高町 リンノフォーマリア 調教師　橋本和馬（大井） 

鹿毛 生年月日　2013年5月6日 地方収得賞金　2,024,000円 牝5歳 馬主　和田博美

父　デュランダル 生産牧場　猿倉牧場 北海道：2014/07/03〜　15戦3勝（2着0回、3着3回） 青鹿毛 生年月日　2011年5月4日

母　エアヴァレナ（父　エルコンドルパサー） 産地　様似町 南関東：2015/12/28〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　佐竹学

地方収得賞金　2,324,000円 母　ウマヒトスジ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　新ひだか町

北海道：2015/06/03〜　6戦1勝（2着1回、3着1回） 7R 地方収得賞金　10,324,000円

笠松：2015/09/03〜　4戦1勝（2着1回、3着1回） 8枠14番 北海道：2013/06/26〜　5戦2勝（2着1回、3着1回）

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） マックスキュア 調教師　荒井朋弘（大井） 南関東：2013/12/30〜　13戦4勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/11/27〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　谷謙介 ◆2013ブロッサムカップ（H3）2着

◆2015ゴールドウィング賞2着 芦毛 生年月日　2012年4月23日 8枠15番
父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　野坂牧場 ヒメカイドウ 調教師　上杉昌宏（大井）

本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　東海物流（有）

1R　①ロンディネ、②タイムトゥギャザー、⑦モルフェシーサー 地方収得賞金　2,092,000円 青鹿毛 生年月日　2012年3月20日

5R　⑦オグリピンク 北海道：2014/07/24〜　6戦2勝（2着1回、3着0回） 父　カルストンライトオ 生産牧場　★橋本牧場

6R　⑧オグリノース 岩手：2014/12/01〜　15戦2勝（2着1回、3着2回） 母　シーフェアリー（父　ユートカイザー） 産地　安平町

8R　⑤スターギャル 8枠15番 地方収得賞金　7,802,000円

10R　①ヒバリチャン、②ルンタアグサン、⑧エーシンモナコ トゥルーバディー 調教師　森下淳平（大井） 北海道：2014/06/18〜　3戦0勝（2着1回、3着1回）

セン4歳 馬主　吉田照哉 名古屋：2014/09/04〜　6戦2勝（2着1回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2012年5月26日 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

父　トワイニング 生産牧場　社台ファーム 兵庫：2015/01/22〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

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 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,924,000円 南関東：2015/03/16〜　15戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2014/06/26〜　6戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2014ゴールドウィング賞1着　◆2014ラブミーチャン記念3着

南関東：2014/10/23〜　11戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2015ゴールドジュニア2着

8枠16番
服部茂史騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！ ポップレーベル 調教師　村上頼章（大井）

1R　③オーズ 牡5歳 馬主　（有）サンデーレーシング

2R　⑭ジャストゥラヴ 鹿毛 生年月日　2011年3月6日

3R　⑥トッケンドーナ 父　カンパニー 生産牧場　ノーザンファーム

6R　⑯タケノサムライ 母　ポップチャート（父　アフリート） 産地　安平町

7R　⑫パラゴン 地方収得賞金　10,501,000円

8R　⑪タイセイスウォード 北海道：2013/06/04〜　6戦3勝（2着0回、3着1回）

10R　③トガミサクラ 南関東：2014/09/22〜　13戦0勝（2着4回、3着1回）

11R　⑫エスペリア ◆2013ブリーダーズゴールドジュニアカップ（H1）1着
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