
1R 4R 7R 11R

3枠4番 2枠2番 3枠3番 2枠2番

ノーザンミント 調教師　柏木一夫（大井） タッチワールド 調教師　朝倉実（大井） ナイスマドンナ 調教師　渡部則夫（大井） タイムビヨンド 調教師　朝倉実（大井） 

牝3歳 馬主　中田留明 牡3歳 馬主　松田昭雄 牝4歳 馬主　藤村榮子 牝4歳 馬主　木谷ツヤ

黒鹿毛 生年月日　2013年2月25日 黒鹿 生年月日　2013年4月27日 鹿毛 生年月日　2012年4月8日 栗毛 生年月日　2012年4月9日

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　木村牧場 父　サイレントディール 生産牧場　門別正 父　サムライハート 生産牧場　黒川賢司 父　タイムパラドックス 生産牧場　船越牧場

母　ゴールドミント（父　アグネスワールド） 産地　日高町 母　タッチノネガイ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 母　マルマツキセキ（父　カコイーシーズ） 産地　平取町 母　ブルーダイナ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,090,000円 地方収得賞金　1,865,000円 地方収得賞金　2,301,000円 地方収得賞金　9,220,000円 中央収得賞金　3,000,000円

北海道：2015/07/09～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2015/05/27～　10戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2014/07/03～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/05/14～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/11/24～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/01/20～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

4枠6番 南関東：2016/02/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/04～　7戦3勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/04/22～　7戦1勝（2着5回、3着1回）

ジングルス 調教師　橋本和馬（大井） ◆2015　南部駒賞［水沢］　3着 南関東：2015/12/31～　4戦0勝（2着0回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　和田博美 7枠11番 5枠8番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2013年3月11日 ローズクォーツ 調教師　中道啓二（大井） ハクシンナデシコ 調教師　久保與造（大井） 南関東：2016/01/14～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

父　スクワートルスクワート 生産牧場　有限会社宮村牧場 牝3歳 馬主　折手邦雄 牝4歳 馬主　榊原勝好 ◆2015　北海優駿［門別］　2着　◆2015　王冠賞［門別］　2着

母　マチカネササメユキ（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　熊本県阿蘇郡西原村 鹿毛 生年月日　2013年3月26日 黒鹿毛 生年月日　2012年3月7日 ◆2015　ダービーグランプリ［水沢］　2着

地方収得賞金　1,020,000円 父　ロージズインメイ 生産牧場　折手牧場 父　エイシンデピュティ 生産牧場　川上悦夫 6枠11番

北海道：2015/04/23～　12戦1勝（2着1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 母　ディーズプレスト（父　ブラックタイアフェアー） 産地　新冠町 スパイア 調教師　宗形竹見（大井） 

南関東：2016/01/13～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　1,437,000円 地方収得賞金　2,438,500円 牡7歳 馬主　（有）槇本牧場

7枠11番 北海道：2015/05/13～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/22～　7戦0勝（2着2回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2009年2月12日

ローラーボーラー 調教師　朝倉実（大井） 笠松：2015/06/29～　13戦3勝（2着3回、3着2回） 兵庫：2014/11/14～　17戦1勝（2着3回、3着1回） 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　橋本牧場

牝3歳 馬主　中川忠重 南関東：2016/02/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/29～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アヴィアラ（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2013年3月16日 地方収得賞金　23,506,000円

父　メイショウボーラー 生産牧場　高柳隆男 5R 9R 北海道：2011/09/02～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

母　ケイエスホノカ（父　アフリート） 産地　日高町 1枠1番 4枠5番 JRA：2012/01/29～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,385,000円 ニュートリノビーム 調教師　的場直之（大井） ジュヴァンセル 調教師　堀千亜樹（大井） 北海道：2012/06/05～　10戦5勝（2着2回、3着1回）

北海道：2015/06/10～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 牡5歳 馬主　大矢時夫 牝4歳 馬主　藤沢澄雄 南関東：2012/12/04～　5勝0勝（2着0回、3着2回）

南関東：2015/12/28～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2011年5月16日 栗毛 生年月日　2012年2月29日 北海道：2013/06/12～　8戦4勝（2着0回、3着1回）

7枠12番 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　大矢牧場 父　タイキシャトル 生産牧場　藤沢牧場 南関東：2013/12/29～　30戦6勝（2着2回、3着2回）

レイホーウエーブ 調教師　森下淳平（大井） 母　ベティボルテクス（父　ジェニュイン） 産地　日高町 母　プロヴァンス（父　サツカーボーイ） 産地　新ひだか町

牡3歳 馬主　永井啓弍 地方収得賞金　4,138,000円 地方収得賞金　2,205,000円 12R

鹿毛 生年月日　2013年5月13日 北海道：2013/08/29～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2014/08/14～　21戦3勝（2着2回、3着1回） 2枠2番

父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 南関東：2014/01/21～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井）

母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町 北海道：2014/06/17～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 5枠8番 牡5歳 馬主　（有）大野商事

地方収得賞金　1,065,000円 南関東：2014/10/22～　26戦1勝（2着2回、3着3回） テイキットイージー 調教師　久保與造（大井） 鹿毛 生年月日　2011年3月15日

北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 4枠5番 牡4歳 生年月日　2012年2月21日 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル

8枠14番 サメノコキック 調教師　田中康弘（大井） 鹿毛 生産牧場　山岡牧場 母　ミラクルウーマン（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町

シーズアレインボー 調教師　鷹見浩（大井） 牝6歳 馬主　中部建材（株） 父　シベリアンホーク 馬主　鈴木伸哉 地方収得賞金　4,741,000円 中央収得賞金　7,000,000円

牝3歳 馬主　（有）　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2010年2月21日 母　シベリアンリリー（父　タマモクロス） 産地　新冠町 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2013年3月5日 父　タイムパラドックス 生産牧場　大川牧場 地方収得賞金　2,306,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 母　ニシノグレート（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　厚真町 北海道：2014/07/22～　4戦1勝（2着1回、3着1回） JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　6,770,000円 南関東：2014/12/23～　18戦0勝（2着4回、3着1回） 南関東：2014/11/27～　14戦0勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　1,320,000円 北海道：2012/06/13～　12戦0勝（2着1回、3着3回） 6枠10番

北海道：2015/05/28～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 名古屋：2012/12/14～　18戦3勝（2着5回、3着1回） 10R ミラノボヴィッチ 調教師　橋本和馬（大井）

南関東：2015/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/10/01～　44戦3勝（2着6回、3着3回） 1枠1番 牝8歳 馬主　村田裕子

6枠9番 トリプルクラウン 調教師　鈴木啓之（大井） 栗毛 生年月日　2008年4月11日

2R アメリデラックス 調教師　秋吉和美（大井） 牡4歳 馬主　西森鶴 父　ノボジャック 生産牧場　矢野牧場

2枠2番 牝4歳 馬主　橋本善一 栗毛 生年月日　2012年2月2日 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

クラベエ 調教師　朝倉実（大井） 鹿毛 生年月日　2012年4月24日 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　大北牧場 地方収得賞金　19,672,500円

牡3歳 馬主　倉見利弘 父　アメリカンボス 生産牧場　★橋本牧場 母　ミスランタナ 産地　浦河町 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10日 母　ネイビーズドーター（父　シャンハイ） 産地　安平町 地方収得賞金　4,913,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 地方収得賞金　1,673,000円 北海道：2014/07/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 笠松：2010/11/11～　18戦4勝（2着2回、3着0回）

母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 北海道：2015/06/03～　9戦4勝（2着2回、3着1回） 南関東：2014/12/30～　16戦1勝（2着3回、3着1回） 　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　1,295,000円 南関東：2016/01/13～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 2枠2番 兵庫：2012/03/22～　35戦11勝（2着1回、3着4回）

北海道：2015/06/10～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 7枠11番 ユメノヒト 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2014/06/25～　27戦3勝（2着3回、3着3回）

南関東：2016/01/13～　3戦0勝（2着1回、3着0回） ミスマルレイナ 調教師　上杉昌宏（大井） 牝4歳 馬主　和田博美 ◆2010　プリンセス特別［笠松］　1着　　◆2011　ゴールドジュニア［笠松］　1着

3枠3番 牝4歳 馬主　大山和成 栗毛 生年月日　2012年3月1日 ◆2011　園田クイーンセレクション［園田］　2着

シナバー 調教師　堀江仁（大井） 栗毛 生年月日　2012年2月21日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　カタオカステーブル 7枠13番

牡3歳 馬主　望月朋子 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　坂本健一 母　ベルナデッタ（父　アフリート） 産地　新ひだか町 ヒメカイドウ 調教師　上杉昌宏（大井） 

鹿毛 生年月日　2013年1月16日 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 地方収得賞金　4,367,000円 牝4歳 馬主　東海物流（有）

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 地方収得賞金　1,717,000円 北海道：2014/06/03～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2012年3月20日

母　アストリッド（父　ホワイトマズル） 産地　白老町 北海道：2014/06/19～　3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1回） 父　カルストンライトオ 生産牧場　★橋本牧場

地方収得賞金　1,020,000円 笠松：2014/08/11～　15戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2014/12/31～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 母　シーフェアリー（父　ユートカイザー） 産地　安平町

北海道：2015/05/20～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 金沢：2015/04/04～　16戦2勝（2着0回、3着2回） ◆2014　ブロッサムカップ［門別］　2着 地方収得賞金　7,802,000円

南関東：2015/12/28～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/25～　6戦0勝（2着1回、3着1回） ◆2014　園田プリンセスカップ［園田］　3着 北海道：2014/06/18～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

8枠11番 ◆2015　加賀友禅賞［金沢］　3着 3枠4番 愛知：2014/09/04～　7戦2勝（2着2回、3着2回）

ハーピスト 調教師　高橋清顕（大井） ツナグテ 調教師　森下淳平（大井） 南関東：2015/03/16～　18戦1勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　津田浩一 6R 牝5歳 馬主　佐久間拓士 ◆2014　ゴールドウィング賞［名古屋］　1着

黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 4枠4番 芦毛 生年月日　2011年5月14日 ◆2015　ゴールドジュニア［笠松］　2着　　◆2014　ラブミーチャン記念［笠松］　3着

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 ゴールドドンナ 調教師　市村誠（大井） 父　デュランダル 生産牧場　シンボリ牧場

母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 牝5歳 馬主　馬目卓 母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町 名古屋10R　第39回名古屋大賞典〔JpnⅢ〕

地方収得賞金　1,116,000円 栗毛 生年月日　2011年5月3日 地方収得賞金　7,726,000円 1枠1番

北海道：2015/07/16～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 北海道：2013/06/20～　7戦1勝（2着5回、3着0回） ダブルスター 調教師　伊藤圭三（美浦） 

岩手：2015/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ヤサカリング（父　ビワハヤヒデ） 産地　新冠町 南関東：2014/04/01～　16戦3勝（2着4回、3着4回） 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

南関東：2016/02/10～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,253,000円 4枠6番 栗毛 生年月日　2009年3月21日

北海道：2013/08/20～　16戦4勝（2着1回、3着2回）　 サカベンツヨシ 調教師　赤嶺本浩（大井） 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

3R 南関東：2014/10/02～　23戦1勝（2着2回、3着3回） 牡4歳 馬主　坂本勉 母　ダッシングハニー（父　アサティス） 産地　新ひだか町

5枠7番 5枠7番 鹿毛 生年月日　2012年4月24日 地方収得賞金　8,105,000円　中央収得賞金　135,840,000円（付加賞金　1,289,000円）

プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井） 父　ブラックタキシード 生産牧場　社台牧場 北海道：2011/06/29～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

牡3歳 馬主　本田千恵 牡5歳 馬主　橋本義次 母　グリーンヒルスター（父　Ｍｕｔａｋｄｄｉｍ） 産地　白老町 JRA：2012/01/29～　29戦5勝（2着4回、3着6回）

芦毛 生年月日　2013年3月7日 鹿毛 生年月日　2011年5月2日 地方収得賞金　4,456,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典 北海道：2014/05/15～　9戦2勝（2着1回、3着1回） ◆2011　イノセントカップ［門別］　3着

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　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 南関東：2015/01/22～　18戦1勝（2着2回、3着1回） 7枠9番

地方収得賞金　1,785,000円 地方収得賞金　4,355,000円 5枠8番 タッチデュール 調教師　山中輝久（笠松）

北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回） 北海道：2013/05/22～　3戦0勝（2着0回、3着0回） インナーブル 調教師　蛯名雄太（大井） 牝7歳 馬主　（有）ホースケア

南関東：2015/12/28～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 岩手：2013/09/23～　26戦1勝（2着1回、3着9回） 牡4歳 馬主　（有）サンデーレーシング 鹿毛 生年月日　2009年4月10日

南関東：2015/02/18～　13戦2勝（2着0回、3着3回） 栗毛 生年月日　2012年4月27日 父　タップダンスシチー 生産牧場　門別正

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　坂東牧場 母　タッチノネガイ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

母　マチカネアズサユミ（父　ティンバーカントリー） 産地　平取町 地方収得賞金　23,511,000円

地方収得賞金　4,320,000円 北海道：2011/06/01～　9戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2014/07/02～　7戦0勝（2着2回、3着3回） 笠松：2011/10/14～　114戦15勝（2着7回、3着12回）

兵庫：2014/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：52戦1勝（2着2回、3着2回）

南関東：2015/02/24～　6戦2勝（2着0回、3着2回） ◆2014　くろゆり賞［笠松］　1着　　◆2013　兵庫クイーンカップ［園田］　1着

◆2011　プリンセス特別［笠松］　1着　　◆2011　ジュニアクラウン［笠松］　1着

本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2014　東海ゴールドカップ［笠松］　2着　　◆2014　秋桜賞［名古屋］　2着

3R　⑦グランクック ◆2014　ビューチフル・ドリーマーカップ［水沢］　2着

4R　①イシュタルサーガ　②クロックマダム　⑤スクリーンデビュー ◆2014　金沢スプリントカップ［金沢］　2着

7R　①ワタシヲミテネ　②スーパーラッド　③ゴールドウェザー ◆2015　読売レディス杯［金沢］　3着　　◆2015　白銀争覇［笠松］　3着

  　  ④ゴールドパーク　⑤ケイティマーヤ　⑥リードクィーン ◆2014　兵庫サマークイーン賞［園田］　3着　　◆2013　東海ゴールドカップ［笠松］　3着

  　  ⑦バジガクパルフェ ◆2013　オータムカップ［笠松］　3着　　◆2011　ゴールドウィング賞［名古屋］　3着

9R　①ラブミーリバティー　③リン　⑤オレンジノート　⑪アプリーレ

    　⑫ベッロポモドーロ

３/１７(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
２着

前走
３着

前走
２着

前走
３着

前走
３着

前走
３着

本日17日(木)、門別競馬場で
今年最初の能力検査が行われます！

開幕まであと約1ヶ月、
今から待ちどおしいですね！

前走
１着

ＪＲＡ
所属

笠松競馬
所属


