
3R 7R 9R
7枠13番 4枠5番 1枠1番
バイスミニスター 調教師　阪本一栄（大井） フォーティクイン 調教師　赤嶺本浩（大井） カンガルージュ 調教師　堀江仁（大井）

牝7歳 馬主　平井裕 牝4歳 馬主　（有）中山牧場 牝4歳 馬主　長井純一

黒鹿毛 生年月日　2009年2月26日 鹿毛 生年月日　2012年4月27日 黒鹿毛 生年月日　2012年2月6日

父　シニスターミニスター 生産牧場　白井牧場 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　中山牧場 父　バゴ 生産牧場　宮内牧場

母　ディマイング（父　Ｓｅｅｋｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｇｏｌｄ） 産地　日高町 母　ラストキャノンズ（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 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

地方収得賞金　7,599,000円 地方収得賞金　3,470,000円 地方収得賞金　5,362,000円

北海道：2011/11/06〜　9戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2014/06/25〜　11戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2014/06/18〜　10戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2012/12/06〜　50戦5勝（2着5回、3着5回） 南関東：2015/01/23〜　5戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/02/25〜　15戦1勝（2着0回、3着1回）

◆2014フローラルカップ（H3）2着 3枠3番
4R 7枠11番 メジャーメアリー 調教師　立花伸（大井）

1枠1番 サキノブライアン 調教師　櫻木英喜（大井） 牝4歳 馬主　小林章

エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 牡4歳 馬主　榊原富夫 鹿毛 生年月日　2012年5月19日

牡4歳 馬主　角井紀夫 栗毛 生年月日　2012年6月14日 父　ブライアンズタイム 生産牧場　ヤナガワ牧場

黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日 父　タイムパラドックス 生産牧場　信田牧場 母　ウィムシカルソーツ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場 母　サキノローレル（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　6,041,000円

母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 地方収得賞金　3,260,000円 北海道：2014/07/17〜　7戦2勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,205,000円 北海道：2014/08/05〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2014/07/16〜　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2014/12/29〜　18戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/12/09〜　19戦1勝（2着0回、3着5回）

兵庫：2014/09/24〜　21戦2勝（2着1回、3着2回） ◆2014平和賞3着

南関東：2015/12/28〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 8R 3枠4番
1枠1番 バミューダ 調教師　堀江仁（大井）

5R プレッツェル 調教師　福永敏（大井） 牝6歳 馬主　加藤誠

4枠5番 牡4歳 馬主　手嶋康雄 青鹿毛 生年月日　2010年3月3日

ヴァローダムーン 調教師　久保與造（大井） 鹿毛 生年月日　2012年2月28日 父　スクワートルスクワート 生産牧場　富川田中牧場

牝5歳 馬主　村田裕子 父　スニッツェル 生産牧場　奥山博 母　トライベッカ（父　ホワイトマズル） 産地　日高町

栗毛 生年月日　2011年3月29日 母　トランスルーセント（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 地方収得賞金　11,947,000円

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 地方収得賞金　5,780,000円 北海道：2012/07/04〜　10戦1勝（2着1回、3着2回）

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 北海道：2014/05/21〜　8戦1勝（2着3回、3着2回） 南関東：2012/12/29〜　59戦2勝（2着9回、3着5回）

地方収得賞金　3,096,000円 JRA：2014/10/26〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠11番
北海道：2013/05/03〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2015/04/30〜　3戦1勝（2着0回、3着1回） ゲットザグルーブ 調教師　佐野謙二（大井）

兵庫：2013/08/30〜　16戦2勝（2着3回、3着4回） 南関東：2015/07/10〜　9戦1勝（2着2回、3着1回） 牡4歳 馬主　阿部東亜子

南関東：2014/08/13〜　29戦0勝（2着2回、3着3回） 3枠3番 鹿毛 生年月日　2012年5月16日

7枠11番 ナイトフィーバー 調教師　田中康弘（大井） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新冠橋本牧場

エイダイサンボーイ 調教師　辻野豊（大井） 牝5歳 馬主　堂守貴志 母　スワンプリンセス（父　Ｎｕｒｅｙｅｖ） 産地　新冠町

牡6歳 馬主　増澤一明 栗毛 生年月日　2011年2月21日 地方収得賞金　5,799,000円

芦毛 生年月日　2010年3月7日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 北海道：2014/05/28〜　7戦2勝（2着0回、3着2回）

父　ヒシミラクル 生産牧場　東振牧場 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 南関東：2014/11/27〜　14戦1勝（2着0回、3着3回）

母　エイダイマリア（父　ウォーニング） 産地　むかわ町 地方収得賞金　8,102,000円

地方収得賞金　4,889,000円 北海道：2013/08/22〜　6戦1勝（2着1回、3着1回） 10R
北海道：2012/06/28〜　12戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2013/12/27〜　22戦4勝（2着3回、3着4回） 4枠8番
南関東：2012/12/28〜　40戦2勝（2着3回、3着4回） 5枠8番 コパノリボーン 調教師　宗形竹見（大井）

デロニクスレギア 調教師　寺田新太郎（大井） 牡4歳 馬主　小林祥晃

6R 牡4歳 馬主　廣瀬由一 鹿毛 生年月日　2012年4月24日

3枠5番 鹿毛 生年月日　2012年4月9日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡牧場

スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 父　フサイチホウオー 生産牧場　高村伸一 母　サクラロマンス（父　サクラホクトオー） 産地　新ひだか町

牡5歳 馬主　永井商事（株） 母　ロサガリカ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 地方収得賞金　4,762,000円

栗毛 生年月日　2011年3月12日 地方収得賞金　5,566,000円 北海道：2014/08/27〜　3戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 北海道：2014/07/24〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/11/12〜　11戦2勝（2着0回、3着1回）

母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 金沢：2014/10/21〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　2,802,000円 南関東：2014/12/10〜　15戦3勝（2着2回、3着1回） 11R '16雲取賞
北海道：2014/09/10〜　5戦4勝（2着1回、3着0回） 8枠14番 6枠6番
岩手：2014/12/08〜　2戦0勝（2着0回、3着2回） アンジェリコ 調教師　佐野謙二（大井） ヤマノカミ 調教師　佐藤賢二（船橋）

北海道：2015/04/29〜　11戦4勝（2着5回、3着1回） 牝4歳 馬主　和田博美 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

南関東：2016/01/13〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年4月11日 鹿毛 生年月日　2013年2月13日

4枠7番 父　パイロ 生産牧場　稲原牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　新生ファーム

ドリーミングホープ 調教師　上杉昌宏（大井） 母　エアリング（父　ダンシングブレーヴ） 産地　平取町 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

牝5歳 馬主　山田祐三 地方収得賞金　5,421,000円 地方収得賞金　7,893,000円

青鹿毛 生年月日　2011年4月27日 北海道：2014/05/14〜　7戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2015/04/22〜　7戦1勝（2着4回、3着2回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三 南関東：2014/12/26〜　21戦2勝（2着1回、3着1回） 金沢：2015/11/01〜　2戦2勝（2着1回、3着0回）

母　ヒルノカリアナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 ◆2015兼六園ジュニアカップ2着

地方収得賞金　6,255,000円 本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ ◆2015金沢ヤングチャンピオン1着

北海道：2013/06/18〜　11戦2勝（2着1回、3着2回） 1R　③セントウォーク 8枠9番
南関東：2013/12/30〜　37戦1勝（2着1回、3着6回） 3R　②スズランクリーク、⑥キネマオブクイーン ハタノリヴィール 調教師　佐藤厚弘（船橋）

5枠9番 4R　①アイファーヨドヒメ、③モエレスマイルバー 牡3歳 馬主　（有）グッドラック・ファーム

ブライトウェイ 調教師　村上頼章（大井） 5R　⑤ラブメデューサ 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

牝4歳 馬主　（有）社台レースホース 6R　②ハイエスト、⑤チェリーサイクロン、⑧クラポテチ、⑨フロイント 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

黒鹿毛 生年月日　2012年3月14日 9R　①バトルスキー、⑨レモンホープ 母　ヴィヴィッドエンジェル（父　Ｓｅｐｔｉｅｍｅ　Ｃｉｅｌ） 産地　日高町

父　ファスリエフ 生産牧場　追分ファーム 10R　⑩サワヤカ 地方収得賞金　4,010,000円

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 北海道：2015/05/06〜　7戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　3,304,000円 南関東：2015/12/18〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2014/05/28〜　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/08/28〜　15戦1勝（2着1回、3着0回） 12R
8枠15番 4枠4番
ジュモット 調教師　納谷和玖（大井） コスモグリズリー 調教師　宗形竹見（大井） 

牝4歳 馬主　（有）アシスタント 牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

鹿毛 生年月日　2012年3月24日 鹿毛 生年月日　2012年5月31日

父　ファスリエフ 生産牧場　松平牧場 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

母　セイヴィングス（父　サクラバクシンオー） 産地　日高町 母　コスモランゲル（父　スターオブコジーン） 産地　新冠町

地方収得賞金　3,500,000円 地方収得賞金　13,134,000円

北海道：2014/07/17〜　4戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/02〜　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/11/25〜　8戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/09/17〜　17戦4勝（2着1回、3着1回）

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2/9（火）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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