
1R 6R 10R

1枠1番 7枠13番 2枠4番

プレシューズ 調教師　須田和伸（大井） ジュメーリイ 調教師　納谷和玖（大井） キーパンチャー 調教師　阪本一栄（大井） 

牝3歳 馬主　高藤鐘三 牝4歳 馬主　宮澤健 牡3歳 馬主　山田祐三

青鹿毛 生年月日　2013年3月11日 鹿毛 生年月日　2012年3月12日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日

父　ファスリエフ 生産牧場　シンユウフアーム 父　ソングオブウインド 生産牧場　高橋フアーム 父　スズカマンボ 生産牧場　山田祐三

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　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 母　アウスレーゼ（父　ゼネラリスト） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,055,000円 地方収得賞金　2,166,000円 地方収得賞金　5,350,000円 中央収得賞金　2,400,000円

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

南関東：2015/11/26〜　3戦0勝（2着0回、3着2回） 高知：2015/01/10〜　17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5番 南関東：2015/11/27〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

カミノメグリアイ 調教師　佐藤壽（大井） 7枠14番 南関東：2015/12/30〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　宇賀神英子 カラーマーメイド 調教師　小野寺晋廣（大井） ◆2015ジュニアグランプリ2着

芦毛 生年月日　2013年3月23日 牝4歳 馬主　津田浩一 4枠7番

父　クロフネ 生産牧場　杵臼牧場 黒鹿毛 生年月日　2012年5月10日 クインザヒーロー 調教師　田中康弘（大井） 

母　スプンキーウーマン（父　アルカセット） 産地　浦河町 父　ケイムホーム 生産牧場　豊洋牧場 牡3歳 馬主　伊藤將

地方収得賞金　2,460,000円 母　カラーガード（父　スペシャルウィーク） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

北海道：2015/04/22〜　7戦0勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　2,024,000円 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

南関東：2015/09/18〜　7戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/03〜　15戦3勝（2着0回、3着3回） 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

8枠10番 南関東：2015/12/28〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,145,000円

スピーティーズ 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2015/05/21〜　11戦1勝（2着3回、3着1回）

牝3歳 馬主　立山伸二 7R 南関東：2015/12/28〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2013年5月20日 3枠3番 5枠9番

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　鳥井征士 マックスキュア 調教師　荒井朋弘（大井） キングニミッツ 調教師　嶋田幸晴（大井）

母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町 牝4歳 馬主　谷謙介 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

地方収得賞金　2,490,000円 芦毛 生年月日　2012年4月23日 栗毛 生年月日　2013年6月4日

北海道：2015/09/16〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　野坂牧場 父　スパイキュール 生産牧場　新生ファーム

南関東：2015/11/24〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 母　サヴァント（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

地方収得賞金　2,092,000円 地方収得賞金　3,438,000円

3R 北海道：2014/07/24〜　6戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/08/19〜　5戦1勝（2着0回、3着3回）

6枠8番 岩手：2014/12/01〜　16戦2勝（2着1回、3着2回） 南関東：2015/12/23〜　2戦0勝（2着0回、3着2回）

タイセイソレイユ 調教師　鷹見浩（大井） 7枠10番 6枠11番

牡3歳 馬主　田中成奉 トゥルーバディー 調教師　森下淳平（大井） トッケンドーナ 調教師　鈴木啓之（大井）

栗毛 生年月日　2013年5月13日 セン4歳 馬主　吉田照哉 牡3歳 馬主　西森鶴

父　プリサイスエンド 生産牧場　高岸順一 鹿毛 生年月日　2012年5月26日 鹿毛 生年月日　2013年3月28日

母　フリスカ（父　ステイゴールド） 産地　浦河町 父　トワイニング 生産牧場　社台ファーム 父　シンボリクリスエス 生産牧場　賀張三浦牧場

地方収得賞金　2,170,000円 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 母　タイキプリンセス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

北海道：2015/05/20〜　10戦2勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　2,024,000円 地方収得賞金　3,930,000円

南関東：2015/12/29〜　2戦0勝（2着2回、3着0回） 北海道：2014/06/26〜　6戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2015/05/05〜　6戦1勝（2着3回、3着0回）

7枠9番 南関東：2014/10/23〜　12戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/01/15〜　1戦1勝（2着0回、3着0回）

マホウジン 調教師　納谷和玖（大井） 8枠13番 6枠12番

牡3歳 馬主　（有）アシスタント サンシャインラブ 調教師　渡邉和雄（大井） ジャスティス 調教師　辻野豊（大井） 

栗毛 生年月日　2013年4月5日 牡4歳 馬主　遠藤喜松 牡3歳 馬主　東邦男

父　カネヒキリ 生産牧場　浜本幸雄 鹿毛 生年月日　2012年5月28日 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日

母　ハッピーオーシャン（父　ジェニュイン） 産地　日高町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム

地方収得賞金　2,645,000円 母　スイートローラ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　新ひだか町 母　ベルモントピノコ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町

北海道：2015/05/16〜　6戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　2,144,000円 地方収得賞金　2,815,000円

南関東：2015/10/16〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/26〜　11戦1勝（2着4回、3着1回） 北海道：2015/04/29〜　13戦1勝（2着2回、3着4回）

8枠11番 南関東：2014/12/30〜　20戦0勝（2着3回、3着0回） 金沢：2015/11/29〜　1戦0勝（2着0回、3着1回）

アンサイズニア 調教師　藤田輝信（大井） 南関東：2015/11/29〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　吉田安惠 8R ◆2015金沢ヤングチャンピオン3着

鹿毛 生年月日　2013年2月25日 1枠2番 8枠15番

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 パツキン 調教師　渡部則夫（大井） イケノパシスタ 調教師　岡野尚光（大井） 

母　ダイナズクラブ（父　Ｄｙｎａｆｏｒｍｅｒ） 産地　白老町 牝5歳 馬主　岡井元憲 牝3歳 馬主　池添安雄

地方収得賞金　2,275,000円 栗毛 生年月日　2011年4月30日 鹿毛 生年月日　2013年5月28日

北海道：2015/07/21〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 父　メイショウボーラー 生産牧場　村下明博 父　ブラックタイド 生産牧場　池添安雄

南関東：2016/01/13〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町 母　イケノナイン（父　ジェリ） 産地　日高町

地方収得賞金　5,510,000円 地方収得賞金　2,925,000円

4R 北海道：2013/05/23〜　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/05/28〜　9戦2勝（2着4回、3着1回）

2枠4番 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/04〜　4戦1勝（2着0回、3着0回）

ゼンリュウクイーン 調教師　佐々木洋一（大井） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠16番

牝4歳 馬主　長橋秀雄 南関東：2013/12/31〜　27戦1勝（2着2回、3着3回） ギガビーム 調教師　納谷和玖（大井）

鹿毛 生年月日　2012年5月7日 3枠5番 牡3歳 馬主　土井和則

父　ファスリエフ 生産牧場　前川隆範 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31日

母　ブラウンチェリー（父　グラスワンダー） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　田中成奉 父　ブラックタイド 生産牧場　土井牧場

地方収得賞金　1,873,000円 芦毛 生年月日　2012年3月19日 母　アラビアータ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町

北海道：2014/07/10〜　8戦1勝（2着0回、3着0回） 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　3,155,000円

南関東：2014/12/26〜　22戦0勝（2着0回、3着2回） 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：2015/07/16〜　7戦1勝（2着1回、3着2回）

3枠6番 地方収得賞金　2,465,000円 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ヘルキャット 調教師　小野寺晋廣（大井） 北海道：2014/04/29〜　10戦1勝（2着3回、3着1回） 南関東：2015/12/23〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　江里口弘一郎 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2012年5月22日 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 11R

父　スズカマンボ 生産牧場　キヨタケ牧場 JRA：2014/12/13〜　10戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番

母　ムヒバー（父　Ｄａｙｊｕｒ） 産地　新ひだか町 南関東：2015/11/05〜　4戦0勝（2着1回、3着0回） カラーレストパーズ 調教師　小久保智（浦和）

地方収得賞金　1,923,000円 3枠6番 牡9歳 馬主　田中良輝

北海道：2014/08/05〜　3戦0勝（2着1回、3着1回） ハクシンナデシコ 調教師　久保與造（大井） 鹿毛 生年月日　2007年4月14日

兵庫：2014/10/03〜　10戦0勝（2着2回、3着2回） 牝4歳 馬主　榊原勝好 父　アグネスワールド 生産牧場　成隆牧場

南関東：2015/04/09〜　11戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2012年3月7日 母　キスミープリーズ（父　フジキセキ） 産地　浦河町

4枠8番 父　エイシンデピュティ 生産牧場　川上　悦夫 地方収得賞金　24,386,000円

ナイスマドンナ 調教師　渡部則夫（大井） 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 北海道：2009/08/20〜　8戦1勝（2着1回、3着1回）

牝4歳 馬主　藤村榮子 地方収得賞金　2,318,500円 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2012年4月8日 北海道：2014/07/22〜　7戦0勝（2着2回、3着3回） 笠松：2009/12/15〜　30戦8勝（2着7回、3着3回）

父　サムライハート 生産牧場　黒川賢司 兵庫：2014/11/14〜　17戦1勝（2着3回、3着1回） 　　うち他地区参戦：7戦1勝（2着1回、3着0回）

母　マルマツキセキ（父　カコイーシーズ） 産地　平取町 南関東：2015/12/29〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2011/06/16〜　50戦6勝（2着6回、3着4回）

地方収得賞金　1,977,000円 4枠8番 ◆2010新緑賞3着

北海道：2014/07/03〜　5戦2勝（2着1回、3着0回） ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） 8枠8番

南関東：2014/12/08〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　（株）リバース ラガッソ 調教師　渡邊貴光（船橋）

北海道：2015/08/04〜　7戦3勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年3月21日 牡4歳 馬主　吉田照哉

南関東：2015/12/31〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 黒鹿毛 生年月日2012年5月7日

母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 父　ゴールドアリュール 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

5R 地方収得賞金　2,670,000円 母　ロマンシエール（父　アグネスデジタル） 産地　白老町

3枠4番 北海道：2014/06/12〜　8戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,918,000円

イエローブラッド 調教師　鷹見浩（大井） 南関東：2014/12/30〜　23戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2014/06/19～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

牡5歳 馬主　（株）ＢＥＴＴＥＲ　ＬＩＦＥ　ＣＯＲＰ 南関東：2014/12/04～　11戦6勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2011年3月3日 9R

父　ダイワメジャー 生産牧場　オリエント牧場 1枠1番 12R

母　ハピネスデスネ（父　アントレプレナー） 産地　新冠町 テイキットイージー 調教師　堀江仁（大井） 6枠10番

地方収得賞金　4,767,000円 牡4歳 馬主　鈴木伸哉 アザヤカサクラ 調教師　荒井朋弘（大井）

北海道：2013/06/12〜　10戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年2月21日 牝8歳 馬主　伊藤將

南関東：2014/02/20〜　27戦0勝（2着3回、3着6回） 父　シベリアンホーク 生産牧場　山岡牧場 芦毛 生年月日　2008年6月1日

4枠5番 母　シベリアンリリー（父　タマモクロス） 産地　新冠町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　長浜忠

ヴィヴァント 調教師　立花伸（大井） 地方収得賞金　2,306,000円 母　キョウワスピカ（父　オグリキャップ） 産地　新冠町

牝4歳 北海道：2014/07/22〜　4戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　22,367,000円

黒鹿毛 生年月日　2012年3月11日 南関東：2014/12/23〜　16戦0勝（2着4回、3着1回） 北海道：2010/09/08〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 名古屋：2010/12/02〜　19戦7勝（2着4回、3着4回）

母　ジュリエット（父　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ） 産地　安平町 本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　うち他地区参戦：3戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,900,000円 1R　①マジックショー、③バカラスクイーズ、⑥カミングクィーン、 南関東：2012/01/20〜　46戦5勝（2着8回、3着10回）

北海道：2014/08/19〜　5戦1勝（2着1回、3着2回） 　　  ⑦コパノキャロル、⑧リリーベル

南関東：2014/11/26〜　18戦0勝（2着0回、3着0回） 2R　①ルンタウポポ、④ポートカナベラル、⑥ホワイトドロップ

5枠8番 3R　①フォルスクリール

ジュヴァンセル 調教師　堀千亜樹（大井） 4R　①リックヒナチャン、②エムザックダイヤ、③ゼルエル

牝4歳 馬主　藤沢澄雄 　　  ④シルバークィーン、⑤ラストエンブレム、⑦ドンウォーリア、⑨サクラエ

栗毛 生年月日　2012年2月29日 6R　③チェリーブラウン

父　タイキシャトル 生産牧場　藤沢牧場 7R　⑥スクリーンデビュー

母　プロヴァンス（父　サツカーボーイ） 産地　新ひだか町 8R　⑦キーハーモニー

地方収得賞金　1,965,000円 9R　⑤オグリグラス、⑧グランクック

北海道：2014/08/14〜　21戦3勝（2着2回、3着1回） 10R　⑥ヤマノミラクル

南関東：2015/12/28〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 11R　②タッチデュール、⑤ビービーガザリアス

2/12（金）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

みんな頑張れ！

ホッカイドウ競馬出身馬!!
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