
1R 5R 8R

4枠5番 2枠4番 2枠3番

ベストハンター 調教師　上杉昌宏（大井） アメリデラックス 調教師　秋吉和美（大井） リコーエンツォ 調教師　立花伸（大井） 

牝3歳 馬主　山田祐三 牝4歳 馬主　橋本善一 牡4歳 馬主　土橋正雄

栗毛 生年月日　2013年5月18日 鹿毛 生年月日　2012年4月24日 鹿毛 生年月日　2012年2月10日

父　タイキシャトル 生産牧場　北星村田牧場 父　アメリカンボス 生産牧場　★橋本牧場 父　ピサノデイラニ 生産牧場　藤吉牧場

母　エンチャンティング（父　Ｂｉｇｓｔｏｎｅ） 産地　新冠町 母　ネイビーズドーター（父　シャンハイ） 産地　安平町 母　ウォーネックレス（父　コロナドズクエスト） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　895,000円 地方収得賞金　1,393,000円 地方収得賞金　3,059,000円

北海道：2015/07/01〜　7戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2015/06/03〜　9戦4勝（2着2回、3着1回） 北海道：2014/06/26〜　15戦4勝（2着7回、3着2回）

南関東：2015/12/25〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/01/13〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/31〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠13番 3枠5番 4枠7番

キモンノトモエ 調教師　市村誠（大井） ニュートリノビーム 調教師　栗田泰昌（大井） リックタラキチ 調教師　上杉昌宏（大井）

牝3歳 馬主　社納常美 牡5歳 馬主　大矢時夫 牝5歳 馬主　山邉浩

芦毛 生年月日　2013年4月10日 鹿毛 生年月日　2011年5月16日 鹿毛 生年月日　2011年4月30日

父　コパノフウジン 生産牧場　西村和夫 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　大矢牧場 父　オンファイア 生産牧場　荒木貴宏

母　オイワケトモエ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　新ひだか町 母　ベティボルテクス（父　ジェニュイン） 産地　日高町 母　ケイアイカグラ（父　Ｓｏｎｇａｎｄａｐｒａｙｅｒ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　625,000円 地方収得賞金　3,898,000円 地方収得賞金　6,025,000円

北海道：2015/06/03〜　11戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/08/29〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2013/06/05〜　6戦1勝（2着1回、3着2回）

兵庫：2015/12/09〜　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） 笠松：2013/09/26〜　27戦5勝（2着4回、3着3回）

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

2R 南関東：2014/10/22〜　24戦1勝（2着2回、3着2回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）　

6枠7番 6枠12番 南関東：2015/12/24〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

エムオータイカン 調教師　堀江仁（大井） ゴールデンウルフ 調教師　朝倉実（大井） ◆2013ゴールドウィング賞2着　◆2013プリンセス特別3着

牝3歳 馬主　大浅貢 牡7歳 馬主　神谷裕継 ◆2014新緑賞3着　◆2014東海クイーンカップ2着

黒鹿毛 生年月日　2013年5月29日 栗毛 生年月日　2009年5月18日 ◆2014クイーンカップ1着　◆2014サマーカップ2着

父　メイショウボーラー 生産牧場　カタオカフアーム 父　オレハマッテルゼ 生産牧場　イーストファーム ◆2014くろゆり賞3着

母　サッカータイカン（父　サツカーボーイ） 産地　新ひだか町 母　イズミビシン（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 7枠13番

地方収得賞金　501,000円 地方収得賞金　9,869,000円 ビナキャロル 調教師　赤嶺本浩（大井）

北海道：2015/06/17〜　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2011/09/22〜　4戦2勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　杉浦和也

名古屋：2015/12/03〜　3戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2012/01/06〜　57戦5勝（2着5回、3着4回） 鹿毛 生年月日　2012年3月23日

　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アサクサデンエン 生産牧場　大林ファーム

3R 7枠14番 母　プモ（父　アグネスデジタル） 産地　新冠町

1枠1番 リコーモンディアル 調教師　荒山勝徳（大井） 地方収得賞金　3,088,000円

サカズキ 調教師　高岩孝敏（大井） 牝4歳 馬主　土橋正雄 北海道：2014/05/21〜　12戦0勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　西森三智代 鹿毛 生年月日　2012年5月21日 金沢：2014/12/03〜　2戦1勝（2着0回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2013年4月15日 父　フレンチデピュティ 生産牧場　リコーファーム 南関東：2015/01/21〜　18戦1勝（2着1回、3着1回）

父　サクラオリオン 生産牧場　中川欽一 母　フサイチモナコ（父　フジキセキ） 産地　新冠町

母　サクラフィーユ（父　グラスワンダー） 産地　日高町 地方収得賞金　1,539,000円 10R

地方収得賞金　715,000円 北海道：2014/07/30〜　8戦1勝（2着1回、3着1回） 3枠6番

北海道：2015/05/13〜　8戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/30〜　3戦0勝（2着1回、3着2回） スウェプトアロー 調教師　中道啓二（大井） 

南関東：2016/01/11〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　矢野秀春

2枠2番 6R 芦毛 生年月日　2009年5月5日

クラベエ 調教師　朝倉実（大井） 5枠7番 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　様似堀牧場

牡3歳 馬主　倉見利弘 エピルス 調教師　橋本和馬（大井） 母　インディアナガール（父　Ｈｏｎｏｕｒ　ａｎｄ　Ｇｌｏｒｙ） 産地　様似町

鹿毛 生年月日　2013年4月10日 牡4歳 馬主　村田裕子 地方収得賞金　21,859,000 中央収得賞金　2,950,000円

父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 鹿毛 生年月日　2012年4月13日 北海道：2011/09/01〜　5戦1勝（2着3回、3着0回）

母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 父　ノボジャック 生産牧場　土井仁 南関東：2011/12/31〜　18戦6勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　805,000円 母　エイユーアグネス（父　ダンスインザダーク） 産地　様似町 JRA：2014/03/30〜　6戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/10〜　12戦1勝（2着4回、3着2回） 地方収得賞金　1,540,000円 南関東：2015/02/24〜　11戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2016/01/13〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/11〜　11戦1勝（2着2回、3着1回）

8枠11番 南関東：2015/03/18〜　9戦0勝（2着0回、3着2回） 11R　第60回金盃（SⅡ）

サカベンタロー 調教師　赤嶺本浩（大井） 8枠13番 1枠1番

牡3歳 馬主　坂本勉 オミコシ 調教師　柏木一夫（大井） アウトジェネラル 調教師　藤田輝信（大井）

鹿毛 生年月日　2013年5月30日 牡7歳 馬主　北村和江 牡6歳 馬主　（有）サンデーレーシング

父　パイロ 生産牧場　社台牧場 栗毛 生年月日　2009年1月25日 鹿毛 生年月日　2010年3月28日

母　パチョリ（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　白老町 父　アサクサデンエン 生産牧場　高橋啓 父　アドマイヤドン 生産牧場　ノーザンファーム

地方収得賞金　865,000円 母　メイセイプリマ（父　ジェニュイン） 産地　平取町 母　アウトオブザウィム（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

北海道：2015/08/18〜　7戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　9,885,000円 地方収得賞金　92,950,000円

北海道：2011/06/16〜　9戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2012/06/06〜　6戦2勝（2着2回、3着0回）

4R 南関東：2011/11/30〜　70戦3勝（2着4回、3着1回） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠7番 南関東：2012/12/19〜　20戦3勝（2着2回、3着2回）

テツワンイナキチ 調教師　橋本和馬（大井） 7R ◆2012栄冠賞（H2）2着　◆2012サンライズカップ（H2）2着

牡3歳 馬主　黒木剛 1枠1番 ◆2013 '13雲取賞1着　◆2013京浜盃2着

芦毛 生年月日　2013年2月13日 ホワイトアウト 調教師　阪本一栄（大井） ◆2013羽田盃1着　◆2014報知オールスターカップ2着

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　シンボリ牧場 牝4歳 馬主　吉開智雄 ◆2014金盃3着　◆2015金盃1着　◆2015勝島王冠3着

母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町 芦毛 生年月日　2012年5月7日 4枠8番

地方収得賞金　861,000円 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 スパイア 調教師　宗形竹見（大井） 

北海道：2015/05/13〜　8戦0勝（2着1回、3着1回） 母　エイシンバーリン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　浦河町 牡7歳 馬主　（有）槇本牧場

佐賀：2015/10/25〜　4戦1勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　1,591,000円 鹿毛 生年月日　2009年2月12日

南関東：2016/01/13〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/08/21〜　11戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　橋本牧場

6枠8番 南関東：2015/12/31〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アヴィアラ（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　新ひだか町

スギノフルブルーム 調教師　宗形竹見（大井） 3枠4番 地方収得賞金　23,506,000円

牡3歳 馬主　古谷剛彦 フィニッシュブロー 調教師　久保與造（大井） 北海道：2011/09/02〜　5戦1勝（2着1回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2013年3月26日 牡4歳 馬主　望月朋子 JRA：2012/01/29〜　5戦0勝（2着0回、3着0回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　明治牧場 栗毛 生年月日　2012年3月22日 北海道：2012/06/05〜　10戦5勝（2着2回、3着1回）

母　スギノブロッサム（父　フサイチコンコルド） 産地　新ひだか町 父　スニッツェル 生産牧場　ユートピア牧場 南関東：2012/12/04〜　5勝0勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　785,000円 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 北海道：2013/06/12〜　8戦4勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/18〜　9戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,416,000円 南関東：2013/12/29〜　28戦6勝（2着2回、3着2回）

金沢：2015/12/01〜　1戦1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） 6枠11番

南関東：2015/12/25〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/12/29〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） クラバズーカー 調教師　佐藤厚弘（船橋）

6枠9番 6枠9番 牡4歳 馬主　倉見利弘

ハーピスト 調教師　高橋清顕（大井） ダマスクインゴット 調教師　小野寺晋廣（大井） 鹿毛 生年月日　2012年4月15日

牡3歳 馬主　津田浩一 牡5歳 馬主　江里口弘一郎 父　スターキングマン 生産牧場　倉見牧場

黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 栗毛 生年月日　2011年2月5日 母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町

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 父　ロージズインメイ 生産牧場　社台ファーム 地方収得賞金　18,525,000円

母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 母　ダマスクローズ（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 北海道：2014/06/17〜　9戦3勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　626,000円 地方収得賞金　3,660,000円 　　うち他地区遠征：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/07/16〜　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/04/24〜　7戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/02/05〜　12戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2015/12/19〜　2戦1勝（2着0回、3着1回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2014サンライズカップ（H2）3着

8枠12番 南関東：2014/02/07〜　23戦0勝（2着4回、3着1回） ◆2014北海道2歳優駿（JpnⅢ）3着

ブギーサムソン 調教師　鷹見浩（大井） 8枠13番 6枠12番

牡3歳 馬主　櫻井秋雄 ヤングエンパイア 調教師　辻野豊（大井） プレティオラス 調教師　森下淳平（大井）

青鹿毛 生年月日　2013年3月3日 牡7歳 馬主　（有）ターフ・スポート 牡7歳 馬主　伊達泰明

父　メイショウサムソン 生産牧場　桜井牧場 鹿毛 生年月日　2009年3月31日 黒鹿毛 生年月日　2009年6月6日

母　ファインセイコー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

地方収得賞金　545,000円 母　チョウカイパープル（父　アンバーシヤダイ） 産地　浦河町 母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

北海道：2015/06/10〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　9,863,000円 地方収得賞金　125,992,000円

南関東：2016/01/11〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2011/06/07〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2011/08/10〜　6戦1勝（2着2回、3着0回）

　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2011/11/30〜　19戦4勝（2着0回、3着2回）

JRA：2012/01/14〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2014/09/20〜　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2012/06/26〜　41戦6勝（2着2回、3着6回） 南関東：2014/12/29〜　7戦2勝（2着0回、3着1回）

本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ ◆2012羽田盃3着　◆2012東京ダービー1着

1R　①ゴッデス、②スーパーキャット、⑤エイシンピリカ、⑧ヨーイドンチャン ◆2013東京記念1着　◆2015大井記念1着　◆2015東京記念1着

2R　⑤グッドフォーユー、⑥ハッピーガール、⑦ロンリーウーマン

3R　③ガンバルデュラン、④ケンガミネ、⑧ルンタアグサン

5R　②フェードロワ、⑦セントウイナー

6R　⑤ゴールドトレジャー、⑦エガオデコタエテ

7R　⑤ナーゴナーゴユーリ

8R　②ガンバレショコラ、④ラブミーリバティー、⑥リックカグラ

9R　①アンジェーリカ、④ノアナイト、⑦ツキノヒカリ

11R　②ツリーハウス、⑥ナーゴナーゴハツエ

2/10（水）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

本日のメインレース・金盃に4頭のホッカイドウ競馬

出身馬が出走します！応援してください!!
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