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7枠12番 3枠4番 2枠2番

ハーピスト 調教師　高岩孝敏（大井） スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） シェアハッピー 調教師　澤佳宏（大井）

牡6歳 馬主　井上久光 牝8歳 馬主　馬場三四郎 牝5歳 馬主　天堀忠博

黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 鹿毛 生年月日　2011年5月28日 青鹿毛 生産牧場　門別敏朗

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 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一 父　ハイアーゲーム 生年月日　2014年4月12日

母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 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 母　ポンデュガール（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

地方収得賞金　3,211,000円 地方収得賞金　14,427,000円 地方収得賞金　31,135,000円

北海道：2015/07/16～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/08/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/19～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

岩手：2015/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 佐賀：2013/11/17～　12戦3勝（2着4回、3着0回） 南関東：2016/12/31～　17戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2016/02/10～　53戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2014/07/29～　28戦0勝（2着9回、3着3回） ◆2017　'17桃花賞［大井］　1着

兵庫：2016/05/18～　24戦6勝（2着7回、3着0回） ◆2016　ロジータ記念［川崎］　2着　　◆2016　リリーC［門別］　2着

6R 南関東：2018/01/25～　14戦2勝（2着2回、3着0回） ◆2018　さざんか賞［船橋］　2着　　◆2017　桜花賞［浦和］　3着

4枠4番 ◆2014　大観峰賞［佐賀］　1着 4枠6番

マジカルモーメント 調教師　嶋田幸晴（大井） 3枠5番 グルームアイランド 調教師　渡邉和雄（大井） 

牡6歳 馬主　谷岡真喜 ビービーレジーナ 調教師　宗形竹見（大井） 牡8歳 馬主　前田敏文

栗毛 生年月日　2013年4月5日 牝4歳 馬主　眞保榮稔 鹿毛 生年月日　2011年5月4日

父　サクラゼウス 生産牧場　山田牧場 黒鹿毛 生年月日　2015年5月13日 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　原光彦

母　サクラフェリーチェ（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 母　サクラフィースト（父　サクラチヨノオー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　8,870,000円 母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 地方収得賞金　56,477,000円

北海道：2015/06/16～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,660,000円 北海道：2014/04/29～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

JRA：2016/01/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/22～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2014/12/04～　10戦9勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/11/30～　18戦5勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/12～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 金沢：2015/11/15～　21戦10勝（2着2回、3着1回）

北海道：2018/06/06～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/05/17～　10戦3勝（2着3回、3着2回） 　うち他地区参戦：6戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/26～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/02/21～　9戦0勝（2着0回、3着2回）

7R 6枠10番 ◆2016　報知オールスターC［川崎］　1着　　◆2017　北國王冠［金沢］　1着

3枠5番 レイホーウエーブ 調教師　森下淳平（大井） ◆2017　イヌワシ賞［金沢］　1着　　◆2016　オグリキャップ記念［笠松］　1着

ナルノステファニー 調教師　嶋田幸晴（大井） セン6歳 馬主　永井啓弍 ◆2016　金沢スプリングC［金沢］　1着　　◆2015　中日杯［金沢］　1着

牝4歳 馬主　成瀬篤司 鹿毛 生年月日　2013年5月13日 ◆2016　北國王冠［金沢］　2着

鹿毛 生年月日　2015年4月6日 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 ◆2016　百万石賞［金沢］　3着　　◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　3着

父　ディープブリランテ 生産牧場　松浦牧場 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町 ◆2018　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

母　アルディーミル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　新冠町 地方収得賞金　9,315,000円 5枠9番

地方収得賞金　3,365,000円 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着0回、3着2回） トルナベント 調教師　佐野謙二（大井） 

北海道：2017/07/26～　5戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2016/02/24～　27戦5勝（2着2回、3着3回） 牡5歳 馬主　和田博美

南関東：2017/11/28～　18戦0勝（2着1回、3着2回） 7枠12番 鹿毛 生年月日　2014年4月11日

4枠7番 ミスターソウルマン 調教師　高岩孝敏（大井） 父　フィガロ 生産牧場　加野牧場

アフリカファースト 調教師　阪本一栄（大井） 牡5歳 馬主　杉浦和也 母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町

牝4歳 馬主　渡邉和典 鹿毛 生年月日　2014年3月30日 地方収得賞金　18,558,000円

鹿毛 生年月日　2015年3月28日 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2016/05/11～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　聖心台牧場 母　ダンスカーニバル（父　アフリート） 産地　新ひだか町 南関東：2017/03/23～　27戦4勝（2着1回、3着4回）

母　モーガンズマンボ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　5,065,000円

地方収得賞金　3,130,000円 北海道：2016/06/30～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 12R

北海道：2017/07/12～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/12/28～　21戦1勝（2着4回、3着2回） 2枠3番

南関東：2017/12/29～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/04/24～　2戦0勝（2着0回、3着1回） コスモバレット 調教師　宗形竹見（大井） 

南関東：2018/12/30～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

8R 7枠13番 鹿毛 生年月日　2015年3月22日

3枠6番 プレジデントスワン 調教師　久保田信之（大井） 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

ダブルタッチ 調教師　上杉昌宏（大井） 牝5歳 馬主　（株）馬事学院 母　ベルモントヤマユリ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町

牝4歳 馬主　大山和成 鹿毛 生年月日　2014年3月31日 地方収得賞金　10,710,000円

青鹿毛 生年月日　2015年3月8日 父　サクラプレジデント 生産牧場　ノースガーデン 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ヴァーミリアン 生産牧場　バンブー牧場 母　アイアイティアラ（父　トロットサンダー） 産地　日高町 南関東：2018/02/23～　13戦2勝（2着1回、3着5回）

母　チリビリビン（父　ブロッコ） 産地　浦河町 地方収得賞金　3,944,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,615,000円 北海道：2016/07/19～　7戦0勝（2着0回、3着2回） ◆2018　高知優駿［高知］　2着

北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 愛知：2016/12/14～　33戦7勝（2着5回、3着6回） 4枠7番

南関東：2017/11/27～　16戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/06/19～　8戦0勝（2着0回、3着0回） フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

5枠9番 牡4歳 馬主　山口明彦

シュラーゲン 調教師　鷹見浩（大井） 10R 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

牡5歳 馬主　（株）ドン 5枠7番 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

鹿毛 生年月日　2014年4月10日 カティサンダ 調教師　須田和伸（大井） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

父　エンパイアメーカー 生産牧場　岩見牧場 牡6歳 馬主　古谷剛彦 地方収得賞金　13,555,000円

母　ケージーレインボー（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2013年5月6日 北海道：2017/05/24～　13戦2勝（2着3回、3着4回）

地方収得賞金　5,479,000円 父　デュランダル 生産牧場　猿倉牧場 南関東：2017/11/28～　9戦1勝（2着0回、3着3回）

北海道：2016/07/13～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 母　エアヴァレナ（父　エルコンドルパサー） 産地　様似町 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,305,000円 南関東：2018/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/12/05～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/06/03～　6戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

北海道：2017/04/19～　11戦1勝（2着4回、3着1回） 笠松：2015/09/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 8枠16番

南関東：2017/11/07～　8戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2015/11/27～　6戦0勝（2着0回、3着2回） ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 

北海道：2018/09/26～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/04/20～　13戦0勝（2着0回、3着2回） 牡5歳 馬主　坂本浩一

南関東：2018/12/30～　1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0回） 鹿毛 生年月日　2014年2月3日

6枠12番 南関東：2016/12/06～　30戦2勝（2着3回、3着5回） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム

マプチートカーユ 調教師　福永敏（大井） 笠松：2018/04/03～　11戦2勝（2着1回、3着4回） 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

牝4歳 馬主　杉山忠国 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,003,000円

鹿毛 生年月日　2015年5月22日 岩手：2018/09/02～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

父 フレンチデピュティ 生産牧場　金球美 南関東：2018/12/03～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

母 ウディバードソング（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　新ひだか町 ◆2015　ゴールドウィング賞［名古屋］　2着 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,670,000円 6枠8番 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2017/05/23～　11戦1勝（2着3回、3着3回） ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井） 南関東：2017/07/28～　13戦2勝（2着3回、3着0回）

南関東：2018/01/25～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 牡8歳 馬主　橋本義次 ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着

鹿毛 生年月日　2011年5月2日

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典

1R　④ヴァンテラス 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

2R　⑦フォルコメンハイト 地方収得賞金　16,424,000円

3R　⑦ビーナスリング 北海道：2013/05/22～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

4R　④ショシン　⑥カンタベリーハート 岩手：2013/09/23～　26戦1勝（2着1回、3着9回）

5R　④フォースアフリート　⑥ダテノグッドラック 南関東：2015/02/18～　44戦8勝（2着4回、3着5回）

7R　⑦エイシンセドリック 7枠10番

10R　⑦デルグレネ リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） 

牝5歳 馬主　山邉浩

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 栗毛 生年月日　2014年4月20日

大井4R　⑭ノーブルクィーン 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏

　　12R　⑦フレアリングダイヤ 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

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 地方収得賞金　8,583,000円

大井5R　②ノーザンバローズ 北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

　　　6R　④マジカルモーメント 岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回）

　　　7R　①ボイセンベリー 南関東：2017/11/15～　21戦6勝（2着0回、3着1回）

　　　8R　⑭フライトリーダー

　　　9R　⑭ヒロノエイタツ

　　10R　④タヤバーキ

1/21（月） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

再転入後
初出走

前走
１着

前走
１着

応援よろしくね♪


