
3R 7R 10R

1枠1番 4枠5番 2枠2番

ネクストワールド 調教師　小野寺晋廣（大井） フォーティクイン 調教師　赤嶺本浩（大井） イケノパシスタ 調教師　岡野尚光（大井） 

牡4歳 馬主　江里口弘一郎 牝4歳 馬主　（有）中山牧場 牝3歳 馬主　池添安雄

鹿毛 生年月日　2012年5月5日 鹿毛 生年月日　2012年4月27日 鹿毛 生年月日　2013年5月28日

父　マルカシェンク 生産牧場　キューピットファーム 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　中山牧場 父　ブラックタイド 生産牧場　池添安雄

母　エコデザイア（父　ボストンハーバー） 産地　新ひだか町 母　ラストキャノンズ（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 母　イケノナイン（父　ジェリ） 産地　日高町

地方収得賞金　667,000円 地方収得賞金　3,470,000円 地方収得賞金　2,925,000円

北海道：2014/07/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/25～　11戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2015/05/28～　9戦2勝（2着4回、3着1回）

岩手：2014/09/29～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/01/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/11/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/12/30～　17戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2014　フローラルカップ［門別］　2着 3枠3番

マラドーナスピン 調教師　渡邉和雄（大井）

4R 8R 牝3歳 馬主　（有）バンブー牧場

3枠4番 5枠9番 栗毛 生年月日　2013年3月18日

スターオブミラクル 調教師　福永敏（大井） アイアンガール 調教師　荒山勝徳（大井） 父　カネヒキリ 生産牧場　バンブー牧場

牡5歳 馬主　尾田信夫 牝5歳 馬主　大坪邦夫 母　バンビーナココ（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町

青鹿毛 生年月日　2011年5月16日 青鹿毛 生年月日　2011年3月31日 地方収得賞金　2,400,000円

父　フジキセキ 生産牧場　酒井牧場 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　加藤牧場 北海道：2015/07/01～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

母　ホクトペンダント（父　パークリージエント） 産地　浦河町 母　ハリケンアスリート（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,776,000円 地方収得賞金　6,413,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2013/10/29～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/04/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/01/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/12/04～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/01/21～　17戦1勝（2着3回、3着2回） ◆2015　ブロッサムカップ［門別］　3着

7枠11番 4枠4番

ユカナ 調教師　鷹見浩（大井） 9R クラトイトイトイ 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝7歳 馬主　中田和宏 5枠7番 牝3歳 馬主　倉見利弘

鹿毛 生年月日　2009年4月27日 ドクトルレヒトミユ 調教師　堀江仁（大井） 鹿毛 生年月日　2013年4月18日

父　タヤスツヨシ 生産牧場　有限会社中田牧場 牝4歳 馬主　長井純一 父　ブラックタイド 生産牧場　倉見牧場

母　パッションキャリー（父　ヤマニンゼファー） 産地　平取町 栗毛 生年月日　2012年3月24日 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

地方収得賞金　5,073,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社 地方収得賞金　5,810,000円

北海道：2011/05/19～　8戦3勝（2着1回、3着0回） 母　ラブイズエンジェル（父　フジキセキ） 産地　新冠町 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2011/11/27～　25戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,924,000円 南関東：2015/12/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/09～　8戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2016　'16桃花賞［大井］　3着

南関東：2014/12/30～　16戦0勝（2着5回、3着2回） 6枠6番

6R 6枠10番 ハッチャンハッピー 調教師　水野貴史（浦和） 

1枠2番 カンタベリーセーラ 調教師　遠藤茂（大井） 牝3歳 馬主　野嶋祥二

ジュモット 調教師　納谷和玖（大井） 牝4歳 馬主　峰哲馬 鹿毛 生年月日　2013年5月24日

牝4歳 馬主　（有）アシスタント 栗毛 生年月日　2012年3月4日 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　澤井義一

鹿毛 生年月日　2012年3月24日 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　荒谷輝和 母　アールデコ（父　タイキシャトル） 産地　様似町

父　ファスリエフ 生産牧場　松平牧場 母　レヴェトン（父　Ｍａｌｉｂｕ　Ｍｏｏｎ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,440,000円

母　セイヴィングス（父　サクラバクシンオー） 産地　日高町 地方収得賞金　3,828,000円 北海道：2015/07/15～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　3,500,000円 北海道：2014/05/28～　12戦1勝（2着4回、3着3回） 南関東：2015/12/08～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/07/17～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/01/23～　15戦1勝（2着2回、3着0回） 7枠9番

南関東：2014/11/25～　9戦0勝（2着0回、3着0回） キールアイス 調教師　薮口一麻（浦和）

3枠5番 牝3歳 馬主　（有）太盛

スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日

牡5歳 馬主　永井商事（株） 12R 父　サイレントディール 生産牧場　中央牧場

栗毛 生年月日　2011年3月12日 2枠2番 母　シンセイコンコルド（父　フサイチコンコルド） 産地　新冠町

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 ミラノボヴィッチ 調教師　橋本和馬（大井） 地方収得賞金　3,055,000円

母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 牝8歳 馬主　村田裕子 北海道：2015/08/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　2,802,000円 栗毛 生年月日　2008年4月11日 南関東：2015/12/02～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回） 父　ノボジャック 生産牧場　矢野牧場 8枠10番

岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 母　ヴァーダントヒル（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 スーパープルーム 調教師　岡林光浩（船橋）

北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回） 地方収得賞金　19,672,500円 牝3歳 馬主　組）寿組合

南関東：2016/01/13～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2010/04/28～　11戦2勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年4月4日

4枠7番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ネオユニヴァース 生産牧場　村上欽哉

ドリーミングホープ 調教師　上杉昌宏（大井） 笠松：2010/11/11～　18戦4勝（2着2回、3着0回） 母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町

牝5歳 馬主　山田祐三 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,750,000円

青鹿毛 生年月日　2011年4月27日 兵庫：2012/03/22～　35戦11勝（2着1回、3着4回） 北海道：2015/04/22～　7戦2勝（2着0回、3着0回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三 南関東：2014/06/25～　26戦3勝（2着3回、3着3回） 南関東：2015/11/09～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

母　ヒルノカリアナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 ◆2010　プリンセス特別［笠松］　1着

地方収得賞金　6,435,000円 ◆2011　ゴールドジュニア［笠松］　1着 11R

北海道：2013/06/18～　11戦2勝（2着1回、3着2回） ◆2011　園田クイーンセレクション［園田］　2着 2枠4番

南関東：2013/12/30～　38戦1勝（2着1回、3着7回） 4枠4番 コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

6枠12番 リコーマノア 調教師　荒山勝徳（大井） 牡4歳 馬主　市川智

タイセイスウォード 調教師　鷹見浩（大井） 牡5歳 馬主　土橋正雄 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

牡4歳 馬主　田中成奉 栗毛 生年月日　2011年4月8日 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

芦毛 生年月日　2012年3月19日 父　ニューイングランド 生産牧場　朝野勝洋 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　上水牧場 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 地方収得賞金　20,498,000円

母　アントワープ（父　キングカメハメハ） 産地　むかわ町 地方収得賞金　9,942,000円 北海道：2014/05/15～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,465,000円 北海道：2013/07/17〜　7戦2勝（2着1回、3着2回） 南関東：2014/09/25～　16戦2勝（2着2回、3着3回）

北海道：2014/04/29～　10戦1勝（2着3回、3着1回） 南関東：2014/04/02〜　20戦4勝（2着1回、3着4回） ◆2014　平和賞［船橋］　2着

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番 ◆2015　'15雲取賞［大井］　3着　◆2015優駿スプリント［大井］　3着

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） プレッツェル 調教師　福永敏（大井） 8枠16番

JRA：2014/12/13～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　手嶋康雄 コスモグリズリー 調教師　宗形竹見（大井） 

南関東：2015/11/05～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2012年2月28日 牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

父　スニッツェル 生産牧場　奥山博 鹿毛 生年月日　2012年5月31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 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

地方収得賞金　5,780,000円 母　コスモランゲル（父　スターオブコジーン） 産地　新冠町

北海道：2014/05/21～　8戦2勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　15,834,000円

JRA：2014/10/26～　5戦0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）

兵庫：2015/04/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/09/17～　18戦5勝（2着1回、3着1回）

南関東：20015/07/10～　10戦0勝（2着2回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

２/２２（月） 大井 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしく

お願いします♪


