
1R 6R 10R

2枠2番 5枠5番 2枠3番

ノーザンミント 調教師　柏木一夫（大井） サキノダイアン 調教師　櫻木英喜（大井） サカベンツヨシ 調教師　赤嶺本浩（大井）

牝3歳 馬主　中田留明 牡7歳 馬主　榊原富夫 牡4歳 馬主　坂本勉

黒鹿毛 生年月日　2013年2月25日 鹿毛 生年月日　2009年5月6日 鹿毛 生年月日　2012年4月24日

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　木村牧場 父　スパイキュール 生産牧場　原弘之 父　ブラックタキシード 生産牧場　社台牧場

母　ゴールドミント（父　アグネスワールド） 産地　日高町 母　アンバーダイアン（父　アンバーシヤダイ） 産地　新ひだか町 母　グリーンヒルスター（父　Ｍｕｔａｋｄｄｉｍ） 産地　白老町

地方収得賞金　1,090,000円 地方収得賞金　7,069,500円 地方収得賞金　4,456,000円

北海道：2015/07/09〜　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2011/07/27〜　11戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/05/15〜　9戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/11/24〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 兵庫：2011/12/08〜　51戦7勝（2着6回、3着8回） 南関東：2015/01/22〜　16戦1勝（2着2回、3着1回）

5枠6番 南関東：2014/01/22〜　36戦2勝（2着5回、3着3回） 3枠5番

ジングルス 調教師　橋本和馬（大井） 7枠9番 ハイランドグラス 調教師　鈴木啓之（大井）

牡3歳 馬主　和田博美 サメノコキック 調教師　田中康弘（大井） 牡4歳 馬主　簗詰貴彦

栗毛 生年月日　2013年3月11日 牝6歳 馬主　深見光春 栗毛 生年月日　2012年2月16日

父　スクワートルスクワート 生産牧場　有限会社宮村牧場 鹿毛 生年月日　2010年2月21日 父　スターリングローズ 生産牧場　長浜忠

母　マチカネササメユキ（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　熊本県阿蘇郡西原村 父　タイムパラドックス 生産牧場　大川牧場 母　カネショウバナナ（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,020,000円 母　ニシノグレート（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　厚真町 地方収得賞金　4,743,000円

北海道：2015/04/23〜　12戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　6,770,000円 北海道：2014/06/26〜　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/01/13〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2012/06/13〜　12戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2015/04/09〜　8戦1勝（2着2回、3着2回）

名古屋：2012/12/14〜　18戦3勝（2着5回、3着1回） 6枠10番

2R 南関東：2013/10/01〜　42戦3勝（2着6回、3着3回） トリプルクラウン 調教師　鈴木啓之（大井） 

2枠2番 牡4歳 馬主　西森鶴

リコーヴィッカース 調教師　蛯名雄太（大井） 7R 栗毛 生年月日　2012年2月2日

牡3歳 馬主　土橋正雄 8枠10番 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　大北牧場

栗毛 生年月日　2013年5月6日 ゴールドドンナ 調教師　市村誠（大井） 母　ミスランタナ 産地　浦河町

父　デュランダル 生産牧場　リコーファーム 牝5歳 馬主　馬目卓 地方収得賞金　4,573,000円

母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2011年5月3日 北海道：2014/07/22〜　5戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　1,075,000円 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 南関東：2014/12/30〜　14戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2015/06/24〜　8戦2勝（2着2回、3着0回） 母　ヤサカリング（父　ビワハヤヒデ） 産地　新冠町 8枠15番

南関東：2015/12/29〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,173,000円 マヒナズヒル 調教師　月岡健二（大井） 

6枠7番 北海道：2013/08/20〜　16戦4勝（2着1回、3着2回）　 牝6歳 馬主　尾田信夫

バジガクスペラーレ 調教師　久保田信之（大井） 南関東：2014/10/02〜　21戦1勝（2着2回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2010年4月10日

牝3歳 馬主　（株）馬事学院 8枠11番 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ノーザンファーム

黒鹿毛 生年月日　2013年3月24日 ネロフレイバー 調教師　月岡健二（大井） 母　モアムーンライト（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　安平町

父　アジュディケーティング 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 牡5歳 馬主　尾田信夫 地方収得賞金　10,686,000円

母　カフェドフレール（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2011年3月19日 北海道：2012/08/23〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,130,000円 父　アドマイヤドン 生産牧場　ノーザンファーム 南関東：2012/10/26〜　26戦3勝（2着1回、3着4回）

北海道：2015/05/28〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　フェザーレイ（父　エルコンドルパサー） 産地　安平町 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2015/07/28〜　6戦1勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　4,613,000円

南関東：2015/11/02〜　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2013/06/25〜　4戦1勝（2着1回、3着1回） 11R

8枠11番 南関東：2013/12/31〜　25戦0勝（2着2回、3着5回） 6枠8番

シナバー 調教師　堀江仁（大井） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） スマイルピース 調教師　佐野謙二（大井）

牡3歳 馬主　望月朋子 牡5歳 馬主　和田博美

鹿毛 生年月日　2013年1月16日 8R 栗毛 生年月日　2011年5月28日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 4枠8番 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町 ニシケンツワモノ 調教師　高岩孝敏（大井） 母　エフケーサクラ（父　キンググローリアス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,020,000円 牡4歳 馬主　西森三智代 地方収得賞金　46,770,000円

北海道：2015/05/20〜　9戦1勝（2着2回、3着1回） 栗毛 生年月日　2012年4月30日 北海道：2013/08/15〜　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/12/28〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　クロフネ 生産牧場　株式会社ミリオンファーム 南関東：2013/11/07〜　12戦5勝（2着3回、3着1回）

母　アネーロ（父　ノーザンテースト） 産地　浦河町 ◆2014東京ダービー2着　◆黒潮盃1着

3R 地方収得賞金　2,810,000円 8枠12番

5枠5番 北海道：2014/06/11〜　11戦1勝（2着4回、3着1回） コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

ローラーボーラー 調教師　朝倉実（大井） 南関東：2014/12/30〜　8戦1勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　市川智

牝3歳 馬主　中川忠重 5枠9番 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

黒鹿毛 生年月日　2013年3月16日 エステバン 調教師　堀江仁（大井） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

父　メイショウボーラー 生産牧場　高柳隆男 牡4歳 馬主　佐藤正晴 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

母　ケイエスホノカ（父　アフリート） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2012年4月16日 地方収得賞金　19,946,000円

地方収得賞金　1,385,000円 父　ファルブラヴ 生産牧場　折手牧場 北海道：2014/05/15〜　5戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2015/06/10〜　10戦1勝（2着2回、3着1回） 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 南関東：2014/09/25〜　15戦2勝（2着2回、3着3回）

南関東：2015/12/28〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,828,000円 ◆2014平和賞2着　◆2015　'15雲取賞3着　◆2015優駿スプリント3着

7枠10番 北海道：2014/08/20〜　4戦1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：2014/10/31〜　14戦1勝（2着0回、3着1回） 12R

牝3歳 馬主　（有）　グランド牧場 　　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠4番

鹿毛 生年月日　2013年3月5日 南関東：2015/10/16〜　6戦0勝（2着1回、3着0回） ヒメカイドウ 調教師　上杉昌宏（大井）

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 8枠15番 牝4歳 馬主　東海物流（有）

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） 青鹿毛 生年月日　2012年3月20日

地方収得賞金　1,320,000円 牝5歳 馬主　馬場三四郎 父　カルストンライトオ 生産牧場　★橋本牧場

北海道：2015/05/28〜　9戦2勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2011年5月28日 母　シーフェアリー（父　ユートカイザー） 産地　安平町

南関東：2015/12/29〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一 地方収得賞金　7,802,000円

母　ケイアイポップス（父　コマンダーインチーフ） 産地　日高町 北海道：2014/06/18〜　3戦0勝（2着1回、3着1回）

4R 地方収得賞金　5,934,000円 名古屋：2014/09/04〜　6戦2勝（2着1回、3着2回）

7枠8番 北海道：2013/08/22〜　5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）

プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 佐賀：2013/11/17〜　12戦3勝（2着4回、3着0回） 兵庫：2015/01/22〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　本田千恵 南関東：2014/07/29〜　23戦0勝（2着9回、3着1回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

芦毛 生年月日　2013年3月7日 ◆2014大観峰賞1着 南関東：2015/03/16〜　16戦1勝（2着0回、3着1回）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 ◆2014ゴールドウィング賞1着　◆2014ラブミーチャン記念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 9R ◆2015ゴールドジュニア2着

地方収得賞金　1,485,000円 6枠9番 6枠11番

北海道：2015/04/29〜　11戦0勝（2着6回、3着2回） メジャービッグバン 調教師　立花伸（大井） リンノフォーマリア 調教師　橋本和馬（大井） 

南関東：2015/12/28〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　小林章 牝5歳 馬主　和田博美

8枠10番 鹿毛 生年月日　2012年3月22日 青鹿毛 生年月日　2011年5月4日

リンカーンシャー 調教師　遠藤茂（大井） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　競優牧場 父　パイロ 生産牧場　佐竹学

牝3歳 馬主　峰哲馬 母　エリモエクレール（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 母　ウマヒトスジ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　新ひだか町

栗毛 生年月日　2013年4月25日 地方収得賞金　2,734,000円 地方収得賞金　10,954,000円

父　テレグノシス 生産牧場　藤吉牧場 北海道：2014/05/14〜　8戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/06/26〜　5戦2勝（2着1回、3着1回）

母　レディーエンブレム（父　キンググローリアス） 産地　新ひだか町 南関東：2014/12/03〜　12戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2013/12/30〜　14戦4勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　1,480,000円 ◆2013ブロッサムカップ（H3）2着

北海道：2015/07/09〜　10戦1勝（2着1回、3着1回） 本日は佐賀競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ 7枠13番

南関東：2015/12/28〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） 1R　④エイシンリムセ、⑦レコパンパール リコーベルリネッタ 調教師　蛯名雄太（大井）

2R　⑤ローズウォリアー 牡4歳 馬主　土橋正雄

5R 4R　⑥プリンスレオン 栗毛 生年月日　2012年4月22日

2枠2番 5R　①マイゴルゴンゾーラ、②チャリティソング、③ドローンガクル、⑨アエロトラン 父　スパイキュール 生産牧場　リコーファーム

ミスマルレイナ 調教師　上杉昌宏（大井） 6R　③ニシノストーミング 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

牝4歳 馬主　大山和成 7R　⑥キャンディボックス 地方収得賞金　7,454,000円

栗毛 生年月日　2012年2月21日 9R　①ワンダフルキッス、⑫レッドプルーフ 北海道：2014/08/13〜　5戦1勝（2着2回、3着2回）

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　坂本健一 11R　④モリデンクーバー、⑤ロナウドチョップ、⑦プレサレ 南関東：2014/11/27〜　11戦2勝（2着2回、3着3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 8枠15番

地方収得賞金　1,717,000円 リコーマノア 調教師　荒山勝徳（大井）

北海道：2014/06/19〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　土橋正雄

笠松：2014/08/11〜　15戦1勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2011年4月8日

金沢：2015/04/04〜　16戦2勝（2着0回、3着2回） 父　ニューイングランド 生産牧場　朝野勝洋

南関東：2015/11/25〜　4戦0勝（2着1回、3着1回） 母　パーシャンスポット（父　パーシヤンボーイ） 産地　新ひだか町

◆2015加賀友禅賞3着 地方収得賞金　9,942,000円

北海道：2013/07/17〜　7戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2014/04/02〜　19戦4勝（2着1回、3着4回）

2/11（木・祝）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

応援してね！
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