
1R 3R 6R

1枠1番 3枠4番 3枠4番

サカズキ 調教師　高岩孝敏（大井） ジングルス 調教師　橋本和馬（大井） エピルス 調教師　橋本和馬（大井）

牡3歳 馬主　西森三智代 牡3歳 馬主　和田博美 牡4歳 馬主　村田裕子

青鹿毛 生年月日　2013年4月15日 栗毛 生年月日　2013年3月11日 鹿毛 生年月日　2012年4月13日

父　サクラオリオン 生産牧場　中川欽一 父　スクワートルスクワート 生産牧場　有限会社宮村牧場 父　ノボジャック 生産牧場　土井仁

母　サクラフィーユ（父　グラスワンダー） 産地　日高町 母　マチカネササメユキ（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　熊本県阿蘇郡西原村 母　エイユーアグネス（父　ダンスインザダーク） 産地　様似町

地方収得賞金　715,000円 地方収得賞金　1,020,000円 地方収得賞金　1,540,000円

北海道：2015/05/13～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2015/04/23～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/06/11～　11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） 南関東：2016/01/13～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/03/18～　10戦0勝（2着0回、3着2回）

8枠11番 4枠5番 6枠9番

キモンノトモエ 調教師　市村誠（大井） アルプスボッチ 調教師　佐々木忠昭（大井） ヤングエンパイア 調教師　辻野豊（大井）

牝3歳 馬主　社納常美 牝3歳 馬主　杉浦和也 牡7歳 馬主　（有）ターフ・スポート

芦毛 生年月日　2013年4月10日 青鹿毛 生年月日　2013年3月29日 鹿毛 生年月日　2009年3月31日

父　コパノフウジン 生産牧場　西村和夫 父　ショウナンカンプ 生産牧場　小野瀬竜馬 父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場

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　マイネストレーガ（父　ブライアンズタイム） 産地　清水町 母　チョウカイパープル（父　アンバーシヤダイ） 産地　浦河町

地方収得賞金　625,000円 地方収得賞金　946,000円 地方収得賞金　9,863,000円

北海道：2015/06/03～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2015/04/29～　14戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2011/06/07～　8戦1勝（2着2回、3着0回）

兵庫：2015/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/02～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/02/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠10番 JRA：2012/01/14～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

レイホーウエーブ 調教師　森下淳平（大井） 南関東：2012/06/26～　42戦6勝（2着2回、3着6回）

2R 牡3歳 馬主　永井啓弍 8枠13番

1枠1番 鹿毛 生年月日　2013年5月13日 オミコシ 調教師　柏木一夫（大井） 

エムオータイカン 調教師　堀江仁（大井） 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 牡7歳 馬主　北村和江

牝3歳 馬主　大浅貢 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2009年1月25日

黒鹿毛 生年月日　2013年5月29日 地方収得賞金　1,065,000円 父　アサクサデンエン 生産牧場　高橋啓

父　メイショウボーラー 生産牧場　カタオカフアーム 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 母　メイセイプリマ（父　ジェニュイン） 産地　平取町

母　サッカータイカン（父　サツカーボーイ） 産地　新ひだか町 7枠12番 地方収得賞金　9,885,000円

地方収得賞金　711,000円 ノーザンミント 調教師　柏木一夫（大井） 北海道：2011/06/16～　9戦0勝（2着2回、3着2回）

北海道：2015/06/17～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 牝3歳 馬主　中田留明 南関東：2011/11/30～　71戦3勝（2着4回、3着1回）

名古屋：2015/12/03～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年2月25日

南関東：2016/02/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　木村牧場 7R

3枠3番 母　ゴールドミント（父　アグネスワールド） 産地　日高町 5枠6番

スギノフルブルーム 調教師　宗形竹見（大井） 地方収得賞金　1,090,000円 フィニッシュブロー 調教師　久保與造（大井） 

牡3歳 馬主　古谷剛彦 北海道：2015/07/09～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 牡4歳 馬主　望月朋子

青鹿毛 生年月日　2013年3月26日 南関東：2015/11/24～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2012年3月22日

父　シンボリクリスエス 生産牧場　明治牧場 8枠13番 父　スニッツェル 生産牧場　ユートピア牧場

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 クリルカレント 調教師　月岡健二（大井） 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

地方収得賞金　785,000円 牝3歳 馬主　（有）サンデーレーシング 地方収得賞金　1,416,000円

北海道：2015/06/18～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2013年5月14日 北海道：2014/07/02～　19戦3勝（2着4回、3着4回）

金沢：2015/12/01～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム 南関東：2015/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/25～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ケープリズバーン（父　Ｂｅｒｉｎｇ） 産地　安平町 6枠9番

5枠6番 地方収得賞金　900,000円 ダマスクインゴット 調教師　小野寺晋廣（大井） 

ハーピスト 調教師　高橋清顕（大井） 北海道：2015/07/21～　3戦2勝（2着1回、3着0回） 牡5歳 馬主　江里口弘一郎

牡3歳 馬主　津田浩一 栗毛 生年月日　2011年2月5日

黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 4R 父　ロージズインメイ 生産牧場　社台ファーム

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 2枠2番 母　ダマスクローズ（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 シナバー 調教師　堀江仁（大井） 地方収得賞金　3,660,000円

地方収得賞金　626,000円 牡3歳 馬主　望月朋子 北海道：2013/04/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2015/07/16～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2013年1月16日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2015/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 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 南関東：2014/02/07～　25戦0勝（2着4回、3着1回）

南関東：2016/02/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町

6枠9番 地方収得賞金　1,020,000円 8R

コパノミラーレ 調教師　松浦裕之（大井） 北海道：2015/05/20～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 1枠1番

牡3歳 馬主　高岡里枝 南関東：2015/12/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回） エステバン 調教師　堀江仁（大井）

鹿毛 生年月日　2013年4月14日 7枠11番 牡4歳 馬主　佐藤正晴

父　アッミラーレ 生産牧場　ユートピア牧場 バジガクスペラーレ 調教師　久保田信之（大井） 鹿毛 生年月日　2012年4月16日

母　アミュレット（父　マヤノトップガン） 産地　登別市 牝3歳 馬主　（株）馬事学院 父　ファルブラヴ 生産牧場　折手牧場

地方収得賞金　845,000円 黒鹿毛 生年月日　2013年3月24日 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

北海道：2015/05/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 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 地方収得賞金　2,828,000円

岩手：2015/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 母　カフェドフレール（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 北海道：2014/08/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠12番 地方収得賞金　1,270,000円 笠松：2014/10/31～　14戦1勝（2着0回、3着1回）

サカベンタロー 調教師　赤嶺本浩（大井） 北海道：2015/05/28～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　坂本勉 金沢：2015/07/28～　6戦1勝（2着3回、3着1回） 南関東：2015/10/16～　7戦0勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年5月30日 南関東：2015/11/02～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 7枠11番

父　パイロ 生産牧場　社台牧場 ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井）

母　パチョリ（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　白老町 5R 牡4歳 馬主　（株）リバース

地方収得賞金　865,000円 1枠1番 鹿毛 生年月日　2012年3月21日

北海道：2015/08/18～　7戦1勝（2着2回、3着2回） ホワイトアウト 調教師　阪本一栄（大井） 父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚

南関東：2016/02/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　吉開智雄 母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町

芦毛 生年月日　2012年5月7日 地方収得賞金　2,670,000円

●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！ 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 北海道：2014/06/12～　8戦2勝（2着0回、3着0回）

1R　②ドンウォーリア　③ゴッデス　④ヨーイドンチャン　⑦スーパーキャット　⑧クラセイジョ 母　エイシンバーリン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　浦河町 南関東：2014/12/30～　24戦0勝（2着2回、3着2回）

2R　①ギガパワー　③ツキノヒカリ　⑤ノアナイト　⑥ロンリーウーマン 地方収得賞金　1,591,000円

3R　⑦セントウォーク 北海道：2014/08/21～　11戦1勝（2着0回、3着0回） 9R

5R　②スズランクリーク　⑧キネマオブクイーン 南関東：2015/12/31～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠6番

6R　③モエレスマイルバー　④バトルスキー 3枠3番 メジャービッグバン 調教師　立花伸（大井）

8R　③シュシュ　⑤オレンジノート　⑦ガンバレショコラ　⑧シャイニーネーム　⑨リン ゴールデンウルフ 調教師　朝倉実（大井） 牡4歳 馬主　小林章

9R　①レッドプルーフ　②エイシンピリカ　④アンジェーリカ 牡7歳 馬主　神谷裕継 鹿毛 生年月日　2012年3月22日

10R　④サワヤカ　⑧マイファンファーレ 栗毛 生年月日　2009年5月18日 父　ヴァーミリアン 生産牧場　競優牧場

父　オレハマッテルゼ 生産牧場　イーストファーム 母　エリモエクレール（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

母　イズミビシン（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 地方収得賞金　2,734,000円

地方収得賞金　9,909,000円 北海道：2014/05/14～　8戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2011/09/22～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/03～　13戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2012/01/16～　57戦5勝（2着5回、3着4回） 8枠13番

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） 

6枠10番 牝5歳 馬主　馬場三四郎

アメリデラックス 調教師　秋吉和美（大井） 鹿毛 生年月日　2011年5月28日

牝4歳 馬主　橋本善一 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一

鹿毛 生年月日　2012年4月24日 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

父　アメリカンボス 生産牧場　★橋本牧場 地方収得賞金　5,934,000円

母　ネイビーズドーター（父　シャンハイ） 産地　安平町 北海道：2013/08/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,433,000円 佐賀：2013/11/17～　12戦3勝（2着4回、3着0回）

北海道：2015/06/03～　9戦4勝（2着2回、3着1回） 南関東：2014/07/29～　24戦0勝（2着9回、3着1回）

南関東：2016/01/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2014　大観峰賞［佐賀］　1着

12R

5枠10番

ユメノヒト 調教師　橋本和馬（大井）

牝4歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2012年3月1日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　カタオカステーブル

母　ベルナデッタ（父　アフリート） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　4,367,000円

北海道：2014/06/03～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2014/12/31～　11戦1勝（2着1回、3着1回）

◆2014　ブロッサムカップ［門別］　2着

◆2014　園田プリンセスカップ［園田］　3着

２/２４(水) 大井 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

転入後

転入後 前走
１着

ホッカイドウ競馬でデビューした
競走馬たちを応援してね♪


