
1R 6R 11R

5枠7番 1枠1番 1枠1番

クラベエ 調教師　朝倉実（大井） ゴールドドンナ 調教師　市村誠（大井） スパイア 調教師　宗形竹見（大井） 

牡3歳 馬主　倉見利弘 牝5歳 馬主　馬目卓 牡7歳 馬主　（有）槇本牧場

鹿毛 生年月日　2013年4月10日 栗毛 生年月日　2011年5月3日 鹿毛 生年月日　2009年2月12日

父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　橋本牧場

母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 母　ヤサカリング（父　ビワハヤヒデ） 産地　新冠町 母　アヴィアラ（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,295,000円 地方収得賞金　4,253,000円 地方収得賞金　23,506,000円

北海道：2015/06/10〜　12戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2013/08/20〜　16戦4勝（2着1回、3着2回）　 北海道：2011/09/02〜　5戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2016/01/13〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2014/10/02〜　22戦1勝（2着2回、3着3回） JRA：2012/01/29〜　5戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2012/06/05〜　10戦5勝（2着2回、3着1回）

2R 7R 南関東：2012/12/04〜　5勝0勝（2着0回、3着2回）

1枠1番 3枠3番 北海道：2013/06/12〜　8戦4勝（2着0回、3着1回）

プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） テイキットイージー 調教師　堀江仁（大井） 南関東：2013/12/29〜　29戦6勝（2着2回、3着2回）

牡3歳 馬主　本田千恵 牡4歳 馬主　鈴木伸哉 2枠4番

芦毛 生年月日　2013年3月7日 鹿毛 生年月日　2012年2月21日 グッドグラッド 調教師　納谷和玖（大井）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 父　シベリアンホーク 生産牧場　山岡牧場 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 母　シベリアンリリー（父　タマモクロス） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2009年3月19日

地方収得賞金　1,485,000円 地方収得賞金　2,306,000円 父　ソングオブウインド 生産牧場　★橋本牧場

北海道：2015/04/29〜　11戦0勝（2着6回、3着2回） 北海道：2014/07/22〜　4戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ワレンダークイン（父　ワレンダー） 産地　安平町

南関東：2015/12/28〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/23〜　17戦0勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　18,251,000円

4枠6番 5枠7番 北海道：2012/05/17〜　35戦15勝（2着7回、3着7回）

シーズアレインボー 調教師　鷹見浩（大井） リコーモンディアル 調教師　荒山勝徳（大井） 南関東：2015/02/05〜　12戦2勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　（有）　グランド牧場 牝4歳 馬主　土橋正雄 ◆2013瑞穂賞（H2）3着　◆2014コスモバルク記念（H2）2着

鹿毛 生年月日　2013年3月5日 鹿毛 生年月日　2012年5月21日 ◆2014星雲賞（H2）1着　◆2014赤レンガ記念（H2）2着

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 父　フレンチデピュティ 生産牧場　リコーファーム ◆2014ステイヤーズカップ（H1）3着

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 母　フサイチモナコ（父　フジキセキ） 産地　新冠町 5枠9番

地方収得賞金　1,320,000円 地方収得賞金　2,339,000円 スタンドアウト 調教師　佐野謙二（大井）

北海道：2015/05/28〜　9戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2014/07/30〜　8戦1勝（2着1回、3着1回） 牡5歳 馬主　杉浦和也

南関東：2015/12/29〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/30〜　4戦1勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2011年3月26日

5枠7番 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場

ローズクォーツ 調教師　中道啓二（大井） 8R 母　プリモスペシャル（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　折手邦雄 4枠4番 地方収得賞金　14,585,000円

鹿毛 生年月日　2013年3月26日 パツキン 調教師　渡部則夫（大井） 北海道：2013/05/08〜　8戦4勝（2着3回、3着0回）

父　ロージズインメイ 生産牧場　折手牧場 牝5歳 馬主　岡井元憲 JRA：2013/12/14〜　4戦0勝（2着0回、3着0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 栗毛 生年月日　2011年4月30日 北海道：2014/06/03〜　22戦5勝（2着3回、3着2回）

地方収得賞金　1,437,000円 父　メイショウボーラー 生産牧場　村下明博 岩手：2015/12/21〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/05/13〜　3戦0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 ◆2014北海優駿（H1）3着　◆2014王冠賞（H2）1着

笠松：2015/06/29〜　13戦3勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　5,510,000円 8枠15番

北海道：2013/05/23〜　7戦1勝（2着0回、3着1回） タイムビヨンド 調教師　朝倉実（大井） 

3R 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　木谷ツヤ

3枠3番 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2012年4月9日

タッチワールド 調教師　朝倉実（大井） 南関東：2013/12/31〜　28戦1勝（2着2回、3着3回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　船越牧場

牡3歳 馬主　松田昭雄 母　ブルーダイナ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

黒鹿毛 生年月日　2013年4月27日 9R 地方収得賞金　9,220,000円 中央収得賞金　3,000,000円

父　サイレントディール 生産牧場　門別正 7枠10番 北海道：2014/05/14〜　3戦2勝（2着0回、3着0回）

母　タッチノネガイ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 トゥルーバディー 調教師　森下淳平（大井） 南関東：2015/01/20〜　3戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,865,000円 セン4歳 馬主　吉田照哉 北海道：2015/04/22〜　8戦1勝（2着6回、3着1回）

北海道：2015/05/27〜　10戦2勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2012年5月26日 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

　　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　トワイニング 生産牧場　社台ファーム 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

◆2015南部駒賞3着 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 ◆2015北海優駿（H1）2着 ◆2015王冠賞（H2）2着

地方収得賞金　2,324,000円 ◆2015ダービーグランプリ2着

4R 北海道：2014/06/26〜　6戦1勝（2着2回、3着0回）

2枠2番 南関東：2014/10/23〜　13戦0勝（2着3回、3着0回） 12R

サメノコキック 調教師　田中康弘（大井） 7枠7番

牝6歳 馬主　深見光春 10R スマイルピース 調教師　佐野謙二（大井）

鹿毛 生年月日　2010年2月21日 2枠2番 牡5歳 馬主　和田博美

父　タイムパラドックス 生産牧場　大川牧場 リンノフォーマリア 調教師　橋本和馬（大井） 栗毛 生年月日　2011年5月28日

母　ニシノグレート（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　厚真町 牝5歳 馬主　和田博美 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

地方収得賞金　6,770,000円 青鹿毛 生年月日　2011年5月4日 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

北海道：2012/06/13〜　12戦0勝（2着1回、3着3回） 父　パイロ 生産牧場　佐竹学 地方収得賞金　47,690,000円

名古屋：2012/12/14〜　18戦3勝（2着5回、3着1回） 母　ウマヒトスジ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　新ひだか町 北海道：2013/08/15〜　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2013/10/01〜　43戦3勝（2着6回、3着3回） 地方収得賞金　10,954,000円 南関東：2013/11/07〜　13戦5勝（2着3回、3着2回）

4枠5番 北海道：2013/06/26〜　5戦2勝（2着1回、3着1回） ◆2014東京ダービー2着　◆黒潮盃1着

ニュートリノビーム 調教師　栗田泰昌（大井） 南関東：2013/12/30〜　15戦4勝（2着2回、3着2回）

牡5歳 馬主　大矢時夫 ◆2013ブロッサムカップ（H3）2着 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！

鹿毛 生年月日　2011年5月16日 3枠3番 1R　①エムザックダイヤ、②リックヒナチャン、⑥バカラスクイーズ、

父　パーソナルラッシュ 生産牧場　大矢牧場 ポップレーベル 調教師　村上頼章（大井） 　    ⑦ベターオフ、⑧ヤマノハレルヤ、⑨イリュジオン

母　ベティボルテクス（父　ジェニュイン） 産地　日高町 牡5歳 馬主　（有）サンデーレーシング 2R　⑤ハラペコ、⑨インターベルト

地方収得賞金　4,042,000円 鹿毛 生年月日　2011年3月6日 3R　②メジャーヘンリー、⑨リュウワンカーリー

北海道：2013/08/29〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 父　カンパニー 生産牧場　ノーザンファーム 4R　①オグリノース、②ユメミリカ

南関東：2014/01/21〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ポップチャート（父　アフリート） 産地　安平町 7R　⑥ヒバリチャン

北海道：2014/06/17〜　9戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　10,921,000円 8R　⑦ガンバルデュラン

南関東：2014/10/22〜　25戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2013/06/04〜　6戦3勝（2着0回、3着1回） 9R　④ケンガミネ、⑨ルンタアグサン

8枠14番 南関東：2014/09/22〜　14戦0勝（2着4回、3着2回） 10R　④エーシンモナコ

ミスマルレイナ 調教師　上杉昌宏（大井） ◆2013ブリーダーズゴールドジュニアカップ（H1）1着 11R　⑥キーハーモニー

牝4歳 馬主　大山和成 4枠4番

栗毛 生年月日　2012年2月21日 ベストポジション 調教師　藤田輝信（大井）

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　坂本健一 牝5歳 馬主　三嶋昌春

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 栗毛 生年月日　2011年2月9日

地方収得賞金　1,717,000円 父　ディープスカイ 生産牧場　三嶋牧場

北海道：2014/06/19〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ポールポジション２（父　Ｐｉｖｏｔａｌ） 産地　浦河町

笠松：2014/08/11〜　15戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　10,432,000円

金沢：2015/04/04〜　16戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/05/16〜　9戦3勝（2着2回、3着3回）

南関東：2015/11/25〜　5戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/12/31〜　15戦5勝（2着1回、3着0回）

◆2015加賀友禅賞3着 5枠7番

ヒメカイドウ 調教師　上杉昌宏（大井）

5R 牝4歳 馬主　東海物流（有）

4枠6番 青鹿毛 生年月日　2012年3月20日

ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井） 父　カルストンライトオ 生産牧場　★橋本牧場

牡5歳 馬主　橋本義次 母　シーフェアリー（父　ユートカイザー） 産地　安平町

鹿毛 生年月日　2011年5月2日 地方収得賞金　7,802,000円

父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典 北海道：2014/06/18〜　3戦0勝（2着1回、3着1回）

母　サダムヴィーナス（父　コマンダーインチーフ） 産地　むかわ町 名古屋：2014/09/04〜　6戦2勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　4,211,000円 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2013/05/22〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2015/01/22〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

岩手：2013/09/23〜　26戦1勝（2着1回、3着9回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/02/18〜　12戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/03/16〜　17戦1勝（2着0回、3着1回）

◆2014サファイア賞3着 ◆2014ゴールドウィング賞1着　◆2014ラブミーチャン記念3着

◆2015ゴールドジュニア2着

2/25（木）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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