
1R 5R 7R
4枠4番 1枠1番 3枠3番
キリト 調教師　岡林光浩（船橋） エメラルヒマワリ 調教師　石井勝男（船橋） リニアエキスプレス 調教師　岡林光浩（船橋）

牡3歳 馬主　庄野宏志 牝4歳 馬主　高橋勉 牝4歳 馬主　（株）パイロットナミキヒデユキ

鹿毛 生年月日　2013年3月30日 青鹿毛 生年月日　2012年3月17日 鹿毛 生年月日　2012年3月30日

父　スターリングローズ 生産牧場　山田政宏 父　マイネルラヴ 生産牧場　スガタ牧場 父　ディープスカイ 生産牧場　藤川フアーム

母　イサミユニヴァース（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 母　セトウチフラワー（父　Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ） 産地　平取町 母　スターリーワールド（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　754,000円 地方収得賞金　2,800,000円 地方収得賞金　3,704,000円

北海道：2015/08/05〜　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/04/23〜　13戦2勝（2着3回、3着2回） 北海道：2014/06/26〜　9戦0勝（2着4回、3着1回）

南関東：2016/02/18〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2015/01/10〜　8戦0勝（2着0回、3着0回） 名古屋：2015/01/15〜　10戦2勝（2着2回、3着2回）

5枠5番 南関東：2016/01/21〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/09/10〜　8戦1勝（2着2回、3着2回）

リコーパンター 調教師　矢野義幸（船橋） 4枠4番 4枠4番
牝3歳 馬主　土橋正雄 グルービーメテオ 調教師　新井清重（船橋） パッピンス 調教師　伊藤滋規（船橋）

黒鹿毛 生年月日　2013年5月3日 牡7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牝4歳 馬主　杉浦和也

父　ケイムホーム 生産牧場　リコーファーム 栗毛 生年月日　2009年4月25日 青鹿毛 生年月日　2012年4月4日

母　リコーモリモリ（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 父　ジャングルポケット 生産牧場　辻牧場 父　メイショウボーラー 生産牧場　長谷川一男

地方収得賞金　945,000円 母　ボーディーススズカ（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 母　キシュウプリンセス（父　ウォーニング） 産地　日高町

北海道：2015/08/20〜　6戦1勝（2着2回、3着3回） 地方収得賞金　3,982,000円 地方収得賞金　3,778,000円

南関東：2016/01/18〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2012/08/29〜　6戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/07/23〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠7番 JRA：2013/01/26〜　7戦0勝（2着0回、3着0回） 金沢：2014/09/09〜　5戦1勝（2着1回、3着1回）

ストーミーダンディ 調教師　矢内博（船橋） 高知：2013/08/24〜　49戦15勝（2着4回、3着4回） 南関東：2015/02/12〜　15戦2勝（2着1回、3着1回）

牡3歳 馬主　安味宣光 佐賀：2015/05/23〜　11戦7勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2013年3月28日 南関東：2016/01/22〜　3戦0勝（2着1回、3着1回） 10R
父　リンカーン 生産牧場　鹿戸武光 6枠6番 5枠5番
母　ストーミーマターズ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｉｒｄ） 産地　日高町 アナログガール 調教師　平山真希（浦和） ワットロンクン 調教師　山下貴之（船橋）

地方収得賞金　1,095,000円 牝4歳 馬主　齋藤直樹 牡5歳 馬主　大久保和夫

北海道：2015/05/13〜　13戦2勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2012年5月10日 芦毛　 生年月日　2011年5月28日

南関東：2015/12/09〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アグネスデジタル 生産牧場　下河辺牧場 父　クロフネ 生産牧場　厚賀古川牧場

7枠9番 母　ミリオンハッピー（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 母　コパノベンザイテン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町

ハイマウンテンラブ 調教師　柿本政男（船橋） 地方収得賞金　2,820,000円 地方収得賞金　13,826,000円

牝3歳 馬主　星野壽市 北海道：2014/06/12〜　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2013/11/13〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

芦毛 生年月日　2013年4月13日 南関東：2015/06/18〜　6戦2勝（2着0回、3着1回） 岩手：2013/12/08〜　2戦2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　豊郷牧場 8枠9番 南関東：2014/01/21〜　6戦3勝（2着0回、3着1回）

母　ラブポエット（父　Ｄａｙｌａｍｉ） 産地　日高町 エメラルウルトラ 調教師　佐々木清明（船橋） 岩手：2014/12/01〜　11戦5勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,005,000円 牡4歳 馬主　高橋勉 南関東：2016/02/16〜　1戦0勝（着1回、3着0回）

北海道：2015/09/02〜　5戦3勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年3月2日 ◆2014桐花賞3着　◆2015栗駒賞2着　◆2015白嶺賞1着

南関東：2016/02/17〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アルデバラン２ 生産牧場　出羽牧場 ◆2016トウケイニセイ記念3着

8枠10番 母　セトウチシャイン（父　スペシャルウィーク） 産地　新ひだか町

ビービーロンギング 調教師　稲益貴弘（船橋） 地方収得賞金　2,803,000円 11R　第61回ダイオライト記念（JpnⅡ）
牝3歳 馬主　（有）坂東牧場 北海道：2014/07/09〜　7戦1勝（2着1回、3着2回） 8枠12番
黒鹿毛 生年月日　2013年5月10日 JRA：2015/01/04〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） タッチデュール 調教師　山中輝久（笠松）

父　ビービーガルダン 生産牧場　土井仁 南関東：2015/03/25〜　12戦0勝（2着1回、3着3回） 牝7歳 馬主　（有）ホースケア

母　エイユーアグネス（父　ダンスインザダーク） 産地　様似町 鹿毛 生年月日　2009年4月10日

地方収得賞金　836,000円 6R 父　タップダンスシチー 生産牧場　門別正

北海道：2015/06/02〜　4戦0勝（2着1回、3着0回） 1枠1番 母　タッチノネガイ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

南関東：2016/01/21〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） サイファー 調教師　玉井昇（船橋） 地方収得賞金　23,511,000円

牡3歳 馬主　須貝廣次 北海道：2011/06/01〜　9戦2勝（2着1回、3着0回）

2R 鹿毛 生年月日　2013年3月12日 笠松：2011/10/14〜　113戦15勝（2着7回、3着12回）

1枠1番 父　ブラックタイド 生産牧場　野表篤夫 　　うち他地区参戦：51戦1勝（2着2回、3着2回）

マルマルフェイス 調教師　長谷川忍（浦和） 母　マチカネミネルヴァ（父　マチカネキンノホシ） 産地　新ひだか町 ◆2011ゴールドウィング賞3着　◆2011ジュニアクラウン1着

牝4歳 馬主　伊藤將 地方収得賞金　1,800,000円 ◆2011プリンセス特別1着　◆2013オータムC3着

栗毛 生年月日　2012年4月7日 北海道：2915/06/02〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2013兵庫クイーンC1着　◆2013東海ゴールドC3着

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　原武久 南関東：2015/12/10〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2014金沢スプリントC　◆2014兵庫サマークイーン賞3着

母　サクラフロンティア（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町 5枠5番 ◆2014くろゆり賞1着　◆2014ビューチフル・ドリーマーC2着

地方収得賞金　1,351,000円 フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） ◆2014秋桜賞2着　◆2014東海ゴールドC2着

北海道：2014/05/14〜　14戦1勝（2着1回、3着2回） 牝3歳 馬主　橋本富夫 ◆2015白銀争覇3着　◆2015読売レディスC3着

名古屋：2014/12/04〜　25戦2勝（2着1回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2013年6月4日

南関東：2015/12/01〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！
6枠6番 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 1R　⑥ドンウォーリア、⑦ヨーイドンチャン
クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） 地方収得賞金　2,288,000円 2R　②ゴッデス、⑥グッドフォーユー、⑦スーパーキャット
牝4歳 馬主　倉見利弘 北海道：2015/06/25〜　7戦2勝（2着3回、3着0回） 4R　③チェリーブラウン
鹿毛 生年月日　2012年3月23日 南関東：2015/12/10〜　5戦1勝（2着0回、3着0回） 6R　①ケンガミネ、②ガンバルデュラン、⑨ルンタアグサン
父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 6枠7番 7R　②セントウイナー、⑤ハヤトダマシイ
母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 マナミン 調教師　林正人（船橋） 8R　④ヒバリチャン
地方収得賞金　1,395,000円 牝3歳 馬主　山口裕介 9R　④ツキノヒカリ、⑦ノアナイト、⑨メジャーヘンリー
北海道：2014/06/11〜　11戦2勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年3月13日 11R　②シャイニーネーム、③レッドプルーフ、④アンジェーリカ、
南関東：2015/12/21〜　3戦0勝（2着0回、3着1回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　三村卓也 　　　 ⑦ロンリーウーマン、⑨リックカグラ

母　シビリアンゴッデス（父　ラムタラ） 産地　新冠町

3R 地方収得賞金 1,420,000円

8枠9番 北海道：2015/06/11〜　4戦1勝（2着0回、3着1回）

スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） 南関東：2015/09/03〜　4戦0勝（2着1回、3着1回）

牝4歳 馬主　細川大輔 8枠11番
青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 クレアチュール 調教師　山下貴之（船橋）

父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 牝3歳 馬主　吉田正志

母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 黒鹿毛 生年月日　2013年4月22日

地方収得賞金　1,313,000円 父　スペシャルウィーク 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

北海道：2014/07/22〜　5戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ウイングオブラック（父　ブライアンズタイム） 産地　白老町

笠松：2014/11/14〜　17戦2勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　1,725,000円

南関東：2015/09/10〜　7戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/07/15〜　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/01/20〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠12番
タケショウメーカー 調教師　山本学（船橋）

牝3歳 馬主　（有）ナイト商事

鹿毛 生年月日　2013年4月24日

父　エンパイアメーカー 生産牧場　富菜牧場

母　タケショウレジーナ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

地方収得賞金　7,337,000円

北海道：2015/05/05〜　7戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/11/09〜　5戦2勝（2着2回、3着0回）

3/9（水）船橋  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

笠松競馬
所属

タッチデュール号がダイオライト記念に

挑戦します！応援よろしくお願いします！
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2 着
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1 着


