
2R 7R 11R

6枠8番 4枠7番 3枠5番

ブギーサムソン 調教師　鷹見浩（大井） リックタラキチ 調教師　上杉昌宏（大井） エイコースナイパー 調教師　阪本一栄（大井） 

牡3歳 馬主　櫻井秋雄 牝5歳 馬主　山邉浩 牡5歳 馬主　山田祐三

青鹿毛 生年月日　2013年3月3日 鹿毛 生年月日　2011年4月30日 黒鹿毛 生年月日　2011年5月26日

父　メイショウサムソン 生産牧場　桜井牧場 父　オンファイア 生産牧場　荒木貴宏 父　ウインラディウス 生産牧場　山田祐三

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 母　ケイアイカグラ（父　Ｓｏｎｇａｎｄａｐｒａｙｅｒ） 産地　新ひだか町 母　モモスター（父　ヤマニンスキー） 産地　新冠町

地方収得賞金　545,000円 地方収得賞金　6,025,000円 地方収得賞金　12,417,000円

北海道：2015/06/10〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/06/05〜　6戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道；2013/06/04〜　6戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2016/01/11〜　2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） 南関東：2014/01/23〜　30戦3勝（2着5回、3着8回）

　　うちJRA参戦：1戦0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0回）

3R 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）　 7枠13番

1枠1番 南関東：2015/12/24〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） カラーレストパーズ 調教師　小久保智（浦和）

ゴーフォーイット 調教師　中道啓二（大井） ◆2013ゴールドウィング賞2着　◆2013プリンセス特別3着 牡9歳 馬主　田中良輝

牝4歳 馬主　野島泰 ◆2014新緑賞3着　◆2014東海クイーンカップ2着 鹿毛 生年月日　2007年4月14日

栗毛 生年月日　2012年4月12日 ◆2014クイーンカップ1着　◆2014サマーカップ2着 父　アグネスワールド 生産牧場　成隆牧場

父　タイキシャトル 生産牧場　野島牧場 ◆2014くろゆり賞3着 母　キスミープリーズ（父　フジキセキ） 産地　浦河町

母　スイートウインク（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 8枠15番 地方収得賞金　24,386,000円

地方収得賞金　1,099,000円 リコーエンツォ 調教師　立花伸（大井） 北海道：2009/08/20〜　8戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2014/06/18〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　土橋正雄 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/01/22〜　8戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年2月10日 笠松：2009/12/15〜　30戦8勝（2着7回、3着3回）

4枠5番 父　ピサノデイラニ 生産牧場　藤吉牧場 　　うち他地区参戦：7戦1勝（2着1回、3着0回）

バイスミニスター 調教師　阪本一栄（大井） 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 南関東：2011/06/16〜　51戦6勝（2着6回、3着4回）

牝7歳 馬主　平井裕 地方収得賞金　3,159,000円 ◆2010新緑賞3着

黒鹿毛 生年月日　2009年2月26日 北海道：2014/06/26〜　15戦4勝（2着7回、3着2回）

父　シニスターミニスター 生産牧場　白井牧場 南関東：2015/12/31〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） 12R

母　ディマイング（父　Ｓｅｅｋｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｇｏｌｄ） 産地　日高町 1枠1番

地方収得賞金　7,599,000円 8R ツナグテ 調教師　森下淳平（大井）

北海道：2011/11/06〜　9戦1勝（2着1回、3着3回） 5枠7番 牝5歳 馬主　佐久間拓士

南関東：2012/12/06〜　51戦5勝（2着5回、3着5回） サキノブライアン 調教師　櫻木英喜（大井） 芦毛 生年月日　2011年5月14日

牡4歳 馬主　榊原富夫 父　デュランダル 生産牧場　シンボリ牧場

4R 栗毛 生年月日　2012年6月14日 母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町

4枠5番 父　タイムパラドックス 生産牧場　信田牧場 地方収得賞金　7,386,000円

エイダイサンボーイ 調教師　辻野豊（大井） 母　サキノローレル（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 北海道：2013/06/20〜　7戦1勝（2着5回、3着0回）

牡6歳 馬主　増澤一明 地方収得賞金　3,260,000円 南関東：2014/04/01〜　15戦3勝（2着4回、3着3回）

芦毛 生年月日　2010年3月7日 北海道：2014/08/05〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠7番

父　ヒシミラクル 生産牧場　東振牧場 南関東：2014/12/29〜　19戦1勝（2着0回、3着1回） コパノリボーン 調教師　宗形竹見（大井）

母　エイダイマリア（父　ウォーニング） 産地　むかわ町 牡4歳 馬主　小林祥晃

地方収得賞金　4,889,000円 9R 鹿毛 生年月日　2012年4月24日

北海道：2012/06/28〜　12戦1勝（2着1回、3着1回） 5枠6番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　谷岡牧場

南関東：2012/12/28〜　41戦2勝（2着3回、3着4回） フレッシュメイト 調教師　稲葉道行（浦和） 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8歳 馬主　大黒富美子 地方収得賞金　4,762,000円

6R 青鹿毛 生年月日　2008年4月29日 北海道：2014/08/27〜　3戦1勝（2着1回、3着0回）

3枠3番 父　ブラックホーク 生産牧場　池田牧場 南関東：2014/11/12〜　12戦2勝（2着0回、3着1回）

インカレッジ 調教師　遠藤茂（大井） 母　ロドリゴエミリ（父　ロドリゴデトリアーノ） 産地　新ひだか町 7枠13番

牝5歳 馬主　阿部東亜子 地方収得賞金　24,148,000円 トリプルクラウン 調教師　鈴木啓之（大井） 

鹿毛 生年月日　2011年5月19日 北海道：2010/09/09〜　6戦1勝（2着1回、3着1回） 牡4歳 馬主　西森鶴

父　キングヘイロー 生産牧場　田中春美 南関東：2011/01/24〜　65戦9勝（2着10回、3着11回） 栗毛 生年月日　2012年2月2日

母　ディアレイラ（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　大北牧場

地方収得賞金　2,768,000円 10R 母　ミスランタナ 産地　浦河町

北海道：2013/07/30〜　4戦0勝（2着1回、3着1回） 5枠10番 地方収得賞金　4,777,000円

岩手：2013/12/07〜　14戦1勝（2着3回、3着4回） オーズ 調教師　渡邉和雄（大井） 北海道：2014/07/22〜　5戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2014/12/04〜　19戦1勝（2着3回、3着0回） 牡3歳 馬主　杉野剛 南関東：2014/12/30〜　15戦1勝（2着3回、3着1回）

5枠7番 鹿毛 生年月日　2013年3月24日

ヴァローダムーン 調教師　久保與造（大井） 父　ソングオブウインド 生産牧場　高村伸一 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！

牝5歳 馬主　村田裕子 母　ロサガリカ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 1R　①アイファーヨドヒメ、⑧ラブメデューサ

栗毛 生年月日　2011年3月29日 地方収得賞金　2,965,000円 2R　①フロイント、⑤ハイエスト

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 北海道：2015/05/06〜　9戦1勝（2着2回、3着1回） 3R　①チェリーサイクロン

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 南関東：2015/12/25〜　3戦1勝（2着1回、3着0回） 6R　①セントウイナー、⑧ハヤトダマシイ

地方収得賞金　3,096,000円 6枠11番 8R　⑨エガオデコタエテ

北海道：2013/05/03〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） ジャストフォファン 調教師　中村護（大井） 9R　⑤ビーマイラブリング

兵庫：2013/08/30〜　16戦2勝（2着3回、3着4回） 牡3歳 馬主　中村善春

南関東：2014/08/13〜　30戦0勝（2着2回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2013年2月11日

8枠13番 父　バゴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 母　サパス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

牡4歳 馬主　角井紀夫 地方収得賞金　3,050,000円

黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日 北海道：2015/06/24〜　6戦3勝（2着1回、3着0回）

父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場 南関東：2015/12/29〜　3戦1勝（2着0回、3着0回）

母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 7枠13番

地方収得賞金　1,301,000円 ティーズブラッド 調教師　嶋田幸晴（大井）

北海道：2014/07/16〜　3戦0勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　立山伸二

兵庫：2014/09/24〜　21戦2勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2013年4月15日

南関東：2015/12/28〜　3戦0勝（2着0回、3着1回） 父　タイキシャトル 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム

母　アイルゴーバック（父　アッミラーレ） 産地　日高町

地方収得賞金　4,000,000円

北海道：2015/06/10〜　4戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/08/25〜　7戦2勝（2着0回、3着0回）

2/23（火）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走 
3 着 

前走 
1 着 

頑張れ！ホッカイドウ競馬出身馬！ 


