
1R 4R 8R
1枠1番 4枠4番 7枠9番
ボンデージ 調教師　深野塁（川崎） スミノサイレンス 調教師　山田質（川崎） ハヤブサヒカリ 調教師　齊藤敏（船橋）

牡3歳 馬主　杉浦和也 牝4歳 馬主　（有）中山牧場 牡4歳 馬主　市川智

栗毛 生年月日　2013年2月11日 栗毛 生年月日　2012年5月3日 鹿毛 生年月日　2012年4月26日

父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 父　カネヒキリ 生産牧場　中山牧場 父　ファルブラヴ 生産牧場　有限会社ケイズ

母　ニシノシャトル（父　タイキシャトル） 産地　日高町 母　カウントナカヤマ（父　ハンセル） 産地　浦河町 母　ダンスインザムーン（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

地方収得賞金　755,000円 地方収得賞金　1,046,000円 地方収得賞金　3,677,000円

北海道：2015/05/21〜　7戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2014/07/23〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/09〜　4戦0勝（2着1回、3着1回）

笠松：2015/10/01〜　5戦1勝（2着0回、3着2回） 笠松：2014/12/31〜　1戦1勝（2着0か、3着0回） 兵庫：2014/09/24〜　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/01/01〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2015/01/28〜　10戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2015/01/16〜　23戦1勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 岩手：2015/07/25〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠10番
ピックミーアップ 調教師　林隆之（川崎） 北海道：2015/09/29〜　3戦0勝（2着0回、3着2回） ビッグスター 調教師　佐々木仁（川崎） 

牡3歳 馬主　山口裕介 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

鹿毛 生年月日　2013年5月17日 5R 鹿毛 生年月日　2012年3月27日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　畠山牧場 2枠2番 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

母　ダイナマイトボディ（父　レギュラーメンバー） 産地　新ひだか町 エムオーカーリング 調教師　柘榴浩樹（浦和） 母　トウヨウムスメ（父　アサティス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　783,000円 牝6歳 馬主　安藝洋 地方収得賞金　3,804,000円

北海道：2015/07/09〜　5戦0勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2010年4月13日 北海道：2014/05/15〜　12戦3勝（2着0回、3着2回）

岩手：2015/11/07〜　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ローエングリン 生産牧場　門別牧場 南関東：2015/11/18〜　3戦2勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 母　エムオーハート（父　チーフベアハート） 産地　日高町 8枠11番
スパークルヒーロー 調教師　岩本洋（川崎） 地方収得賞金　3,052,000円 パッピンス 調教師　伊藤滋規（船橋）

牡3歳 馬主　西森鶴 北海道：2012/08/01〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　杉浦和也

鹿毛 生年月日　2013年4月22日 名古屋：2012/12/06〜　17戦4勝（2着1回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2012年4月4日

父　ゴールドアリュール 生産牧場　株式会社カネツ牧場 南関東：2013/09/12〜　52戦1勝（2着1回、3着3回） 父　メイショウボーラー 生産牧場　長谷川一男

母　カネツフラップ（父　ホリスキー） 産地　日高町 5枠5番 母　キシュウプリンセス（父　ウォーニング） 産地　日高町

地方収得賞金　990,000円 ポップコーンドール 調教師　宮下貴明（船橋） 地方収得賞金　3,778,000円

北海道：2015/08/18〜　6戦1勝（2着3回、3着0回） 牝7歳 馬主　山路孝 北海道：2014/07/23〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 鹿毛 生年月日　2009年2月15日 金沢：2014/09/09〜　5戦1勝（2着1回、3着1回）

レイホーフロリスト 調教師　佐藤博紀（川崎） 父　トワイニング 生産牧場　白井牧場 南関東：2015/02/12〜　13戦2勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　永井啓弍 母　ポップコーンプリンセス（父Ｏｌｄ　Ｔｒｉｅｓｔｅ） 産地　日高町

黒鹿毛 生年月日　2013年4月15日 地方収得賞金　4,544,000円 9R
父　スズカフェニックス 生産牧場　稲原牧場 北海道：2011/06/15〜　8戦0勝（2着0回、3着2回） 1枠1番
母　ブリイジースズカ（父　Ｄａｎｚｉｇ） 産地　平取町 南関東：2011/11/15〜　79戦1勝（2着2回、3着5回） ブラックタイガー 調教師　高月賢一（川崎） 

地方収得賞金　785,000円 牡6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

北海道：2015/08/25〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 6R 黒鹿毛 生年月日　2010年3月29日

南関東：2015/12/15〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 父　ファンタスティックライト 生産牧場　柏木一則

8枠8番 ラピス 調教師　深野塁（川崎） 母　カシノヴィガ（父　デヒア） 産地　新冠町

エムオーストリー 調教師　池田孝（川崎） 牝4歳 馬主　小野正宏 地方収得賞金　10,152,000円

牡3歳 馬主　大浅貢 青鹿毛 生年月日　2012年3月13日 北海道：2012/07/05〜　9戦2勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2013年4月17日 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　山口忠彦 岩手：2012/12/16〜　35戦11勝（2着8回、3着2回）

父　デュランダル 生産牧場　湯浅一夫 母　エヴァブルーム（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町 南関東：2015/01/27〜　13戦2勝（2着3回、3着1回）

母　エムオーテースト（父　サクラバクシンオー） 産地　日高町 地方収得賞金　1,590,000円 ◆2013ウイナーカップ2着

地方収得賞金　1,264,000円 北海道：2014/04/29〜　23戦3勝（2着4回、3着4回） ◆2013岩手日報杯スプリングカップ3着

北海道：2015/09/01〜　5戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2015/12/14〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） 8枠12番
南関東：2015/12/14〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） グランドヘヴン 調教師　山本学（船橋）

7R 牡4歳 馬主　泉俊二

2R 4枠4番 鹿毛 生年月日　2012年4月29日

8枠8番 ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

ナイスキック 調教師　池田孝（川崎） 牡3歳 馬主　（有）グランド牧場 母　ニューヘヴン（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 鹿毛 生年月日　2013年3月15日 地方収得賞金　4,098,000円

栗毛 生年月日　2013年5月15日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 北海道：2014/05/15〜　6戦1勝（2着0回、3着2回）

父　パイロ 生産牧場　新井牧場 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 南関東：2014/10/01〜　9戦1勝（2着2回、3着1回）

母　ナカヤマブリーズ（父　ゼンノロブロイ） 産地　むかわ町 地方収得賞金　6,418,000円 中央収得賞金　1,600,000円 北海道：2015/10/22〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,300,000円 北海道：2015/07/21〜　6戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/12/07〜　3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/08/04〜　4戦1勝（2着0回、3着2回） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/14〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/01/07〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 10R
◆2015サンライズカップ（H2）3着 2枠2番

3R 5枠5番 フレッシュメイト 調教師　稲葉道行（浦和）

1枠1番 ドンアイリス 調教師　田島寿一（川崎） 牡8歳 馬主　大黒富美子

ポッドマロン 調教師　八木正喜（川崎） 牝3歳 馬主　（株）ドン 青鹿毛 生年月日　2008年4月29日

牝4歳 馬主　小川眞査雄 黒鹿毛 生年月日　2013年5月13日 父　ブラックホーク 生産牧場　池田牧場

栗毛 生年月日　2012年2月23日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　坂本牧場 母　ロドリゴエミリ（父　ロドリゴデトリアーノ） 産地　新ひだか町

父　ネオユニヴァース 生産牧場　有限会社石川牧場 母　タイキセレーネ（父　Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｓｌｅｗ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　24,148,000円

母　ローレルマロン（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,565,000円 北海道：2010/09/09〜　6戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　980,500円 北海道：2015/06/03〜　7戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2011/01/24〜　62戦9勝（2着10回、3着11回）

北海道：2014/06/12〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/10/20〜　5戦1勝（2着0回、3着1回） 5枠5番
兵庫：2014/12/23〜　12戦1勝（2着1回、3着2回） 7枠7番 フィーリンググー 調教師　佐々木仁（川崎）

8枠10番 ミスターダヴィンチ 調教師　鈴木義久（川崎） 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

ムンタセーラ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 鹿毛 生年月日　2012年4月19日

牝9歳 馬主　吉澤深造 鹿毛 生年月日　2013年5月5日 父　セイントアレックス 生産牧場　グランド牧場

黒鹿毛 生年月日　2007年5月13日 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

父　デザートキング 生産牧場　株式会社グラン・ファーム 母　スモモ（父　デヒア） 産地　日高町 地方収得賞金　11,369,000円

母　タイキエメラルド（父　ジェイドロバリー） 産地　浦河町 地方収得賞金　2,500,000円 北海道：2014/04/23〜　8戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　2,870,000円 北海道：2015/06/16〜　9戦3勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/08/18〜　6戦1勝（2着4回、3着1回）

北海道：2009/07/15〜　9戦0勝（2着1回、3着0回） 兵庫：2015/12/10〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2014栄冠賞（H2）2着

兵庫：2009/12/22〜　22戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2014フローラルカップ(H3)3着

南関東：2010/11/25〜　88戦2勝（2着1回、3着1回）

11R
7枠7番
トキノサンサン 調教師　八木正喜（川崎） 

牡5歳 馬主　田中準市

黒鹿毛 生年月日　2011年4月16日

父　サクラプレジデント 生産牧場　川上牧場

母　リスティアエナー（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町

地方収得賞金　8,344,000円

北海道：2013/05/29〜　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2014/01/29〜　20戦4勝（2着4回、3着1回）
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頑張れ！ホッカイドウ競馬出身馬！


