
3R 8R 11R　'18桃花賞

6枠11番 5枠9番 1枠1番

リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） クライフターン 調教師　佐藤壽（大井） サラヒメ 調教師　宗形竹見（大井） 

牝4歳 馬主　山邉浩 牝5歳 馬主　酒井孝敏 牝3歳 馬主　信田朋嗣

栗毛 生年月日　2014年4月20日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月1日 鹿毛 生年月日　2015年4月27日

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏 父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場 父　フリオーソ 生産牧場　西村和夫

母　ミカワマドカ（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 母　ルージュバンブー（父　マリエンバード） 産地　浦河町 母　サムタイムレーター（父　エンドスウィープ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,193,000円 地方収得賞金　7,058,000円 地方収得賞金　5,245,000円

北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/06/02～　11戦2勝（2着3回、3着1回） 北海道：2017/06/08～　7戦3勝（2着1回、3着3回）

岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回） 南関東：2015/12/10～　14戦2勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2017/11/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2016/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

佐賀：2017/02/05～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　園田プリンセスC［園田］　1着

5R 南関東：2017/05/08～　11戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　金沢シンデレラC［金沢］　3着

1枠2番 8枠16番 2枠4番

ラプレシオーサ 調教師　小野寺晋廣（大井） オルディル 調教師　森下淳平（大井） ステラピンク 調教師　佐々木仁（川崎） 

牝5歳 馬主　山本憲明 牝4歳 馬主　上田信路 牝3歳 馬主　吉橋英隆

黒鹿毛 生年月日　2013年1月12日 鹿毛 生年月日　2014年4月15日 鹿毛 生年月日　2015年2月25日

父　ダノンシャンティ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 父　サウスヴィグラス 生産牧場　山岸康 父　バトルプラン 生産牧場　石田牧場

母　シンプリーラヴリー（父　Ｂｏｌｄ　Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ） 産地　白老町 母　ノルブリンカ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 母　ハルトリーゲル（父　ファスリエフ） 産地　新冠町

地方収得賞金　4,666,000円 地方収得賞金　4,800,000円 地方収得賞金　5,115,000円

北海道：2015/06/10～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/25～　8戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/07/16～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/10/11～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠6番

南関東：2016/08/19～　17戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/05/25～　7戦0勝（2着2回、3着2回） スターオブソレイユ 調教師　田中正人（大井） 

◆2015　プリンセスカップ[水沢]　2着 牝3歳 馬主　光安了

9R 鹿毛 生年月日　2015年1月31日

6R 3枠3番 父　ヴァーミリアン 生産牧場　小野秀治

3枠6番 クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋） 母　スターオブジェンヌ（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町

ゴールデンウルフ 調教師　朝倉実（大井） 牡6歳 馬主　倉見利弘 地方収得賞金　3,382,000円

牡9歳 馬主　神谷裕継 芦毛 生年月日　2012年4月26日 北海道：2017/05/24～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2009年5月18日 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場 佐賀：2017/07/02～　8戦5勝（2着2回、3着0回）

父　オレハマッテルゼ 生産牧場　イーストファーム 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 4枠8番

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　20,392,000円 クロスウィンド 調教師　水野貴史（浦和） 

地方収得賞金　13,129,000円 北海道：2014/06/11～　8戦1勝（2着2回、3着2回） 牝3歳 馬主　泉俊二

北海道：2011/09/22～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/04～　40戦2勝（2着11回、3着4回） 鹿毛 生年月日　2015年5月9日

南関東：2012/01/16～　94戦6勝（2着8回、3着6回） 7枠9番 父　ヴァーミリアン 生産牧場　大北牧場

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） クラキングス 調教師　市村誠（大井） 母　プリンシプルレディ（父　アグネスデジタル） 産地　浦河町

6枠11番 牡4歳 馬主　倉見利弘 地方収得賞金　5,015,000円

ラブフューチャー 調教師　藤田輝信（大井） 黒鹿毛 生年月日　2014年4月1日 北海道：2017/05/11～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

牝8歳 馬主　（有）辻牧場 父　アサクサキングス 生産牧場　倉見牧場 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2010年4月21日 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 南関東：2017/12/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ダイワメジャー 生産牧場　辻牧場 地方収得賞金　18,863,000円 ◆2017　ブロッサムカップ［門別］　1着

母　バイオレットスズカ（父　Ｓｅｐｔｉｅｍｅ　Ｃｉｅｌ 産地　浦河町 北海道：2016/05/24～　10戦2勝（2着2回、3着3回） 8枠15番

地方収得賞金　13,024,000円 南関東：2016/12/30～　11戦4勝（2着2回、3着0回） ティーズロワール 調教師　嶋田幸晴（大井） 

北海道：2012/05/04～　5戦2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） 牝3歳 馬主　立山伸二

南関東：2012/10/03～　41戦9勝（2着7回、3着5回） 栗毛 生年月日　2015年2月21日

7枠13番 10R 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場

リンゴチャン 調教師　香取和孝（大井） 4枠5番 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町

牝4歳 馬主　酒井孝敏 アライア 調教師　橋本和馬（大井） 地方収得賞金　2,735,000円

黒鹿毛 生年月日　2014年4月23日 牝5歳 馬主　（有）日進牧場 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

父　タニノギムレット 生産牧場　ムーンシェル・インベストメンツ 栗毛 生年月日　2013年4月11日 南関東：2017/11/03～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

母　ウインフルール（父　シンボリクリスエス） 産地　新ひだか町 父　タイキシャトル 生産牧場　成隆牧場

地方収得賞金　2,778,000円 母　レザムルーズ（父　ヘネシー） 産地　浦河町 12R

北海道：2016/07/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,348,000円 8枠15番

愛知：2016/08/19～　24戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/05/12～　9戦6勝（2着0回、3着1回） ハッピーデイズ 調教師　月岡健二（大井） 

南関東：2017/07/10～　15戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2017/03/24～　8戦5勝（2着1回、3着2回） 牡4歳 馬主　百瀬裕規

4枠6番 黒鹿毛 生年月日　2014年5月5日

7R ウチデノコヅチ 調教師　堀千亜樹（大井） 父　サムライハート 生産牧場　山口義彦

1枠1番 牝6歳 馬主　菅原広隆 母　オレンジジャスミン（父　Ｍａｓｔｅｒｃｌａｓｓ） 産地　浦河町

ノアナイト 調教師　辻野豊（大井） 栗毛 生年月日　2012年2月27日 地方収得賞金　3,720,000円

牝5歳 馬主　谷謙介 父　ディープスカイ 生産牧場　小河豊水 北海道：2016/05/19～　10戦1勝（2着2回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2013年3月10日 母　シーキングドーラ（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町 南関東：2016/12/28～　17戦0勝（2着4回、3着0回）

父　ベーカバド 生産牧場　ベルモントファーム 地方収得賞金　5,270,000円 中央収得賞金　13,440,000円

母　スターリーナイト（父　スターオブコジーン） 産地　新冠町 北海道：2014/07/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　6,754,000円 JRA：2014/08/09～　15戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/04～　13戦0勝（2着2回、3着4回） 南関東：2016/07/01～　16戦0勝（2着0回、3着2回）

笠松：2015/11/27～　21戦4勝（2着5回、3着4回） 6枠10番

南関東：2017/01/27～　18戦1勝（2着3回、3着3回） クリルカレント 調教師　月岡健二（大井） 

3枠5番 牝5歳 馬主　（有）サンデーレーシング

ミミ 調教師　三坂盛雄（大井） 栗毛 生年月日　2013年5月14日

牝4歳 馬主　真下辰夫 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

黒鹿毛 生年月日　2014年2月28日 母　ケープリズバーン（父　Ｂｅｒｉｎｇ） 産地　安平町

父　タイムパラドックス 生産牧場　大道牧場 地方収得賞金　11,175,000円

母　メヌエットシチー（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 北海道：2015/07/21～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　4,645,000円 南関東：2016/02/24～　20戦3勝（2着3回、3着1回）

北海道：2016/05/25～　11戦1勝（2着1回、3着3回） 8枠14番

南関東：2016/12/28～　20戦2勝（2着0回、3着2回） ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 

5枠10番 牡5歳 馬主　吉田照哉

パワーピッチング 調教師　秋吉和美（大井） 栗毛 生年月日　2013年2月19日

牡7歳 馬主　菊地博 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

鹿毛 生年月日　2011年5月22日 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

父　クロフネ 生産牧場　西山牧場 地方収得賞金　11,190,000円

母　セイウンクレナイ（父　タイキシャトル） 産地　日高町 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　14,834,000円 南関東：2015/11/25～　23戦4勝（2着1回、3着2回）

北海道：2013/06/13～　7戦2勝（2着0回、3着1回）　

南関東：2013/12/30～　60戦5勝（2着7回、3着3回） ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
大井2R　⑦スリーポイント

●笠松・高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　6R　⑦カンパニリズモ

笠松2R　②ポートカナベラル 　　12R　⑭モダンハート

　　　3R　⑤シビップ

　　　4R　⑨シハツレッシャ

　　　6R　③アクアスクリーン　④イチヤマロッキー　⑨インヘリットライン

　　　7R　③ベニコウライ

　　　8R　⑥オグリノース

　　　9R　③カジノフライト

高知3R　⑨エグザルトント

　　　4R　④ギガビーム

1/23（火）大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
１着

前走
１着

山本咲希到騎手が
第32回全日本新人王争覇戦競走に出場！

第1戦（高知3R） ⑥ノーブルブラック
第2戦（高知5R） ⑤ダンディーアロー

応援よろしくお願いします♪

●１月のダートグレード競走

1/24(水) 大井競馬場 第21回TCK女王盃〔JpnⅢ〕
4歳以上牝馬 ダート・外1,800ｍ

1/28(日) 東京競馬場 第32回根岸ステークス〔GⅢ〕
4歳以上 ダート1,400ｍ

1/31(水) 川崎競馬場 第67回川崎記念〔JpnⅠ〕
4歳以上 ダート2,100ｍ


