
3R 6R 10R

4枠5番 4枠5番 3枠6番

ラニサンバダンサー 調教師　庄子昭彦（大井） スティールマドンナ 調教師　村上頼章（大井） セリス 調教師　朝倉実（大井）

牝2歳 馬主　門脇竜一 牝3歳 馬主　川上和彦 牝5歳 馬主　（有）ノマ

栗毛 生年月日　2019年3月25日 芦毛 生年月日　2018年5月1日 鹿毛 生年月日　2016年4月3日

父　ラニ 生産牧場　村上進治 父　カレンブラックヒル 生産牧場　池内健二 父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場

母　サンバダンサー（父　アドマイヤマックス） 産地　新冠町 母　ローランデイラミ（父　Ｄａｙｌａｍｉ） 産地　日高町 母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町

地方収得賞金　710,000円 地方収得賞金　2,930,000円 地方収得賞金　12,820,000円

北海道：2021/04/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/18～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

岩手：2021/08/17～　6戦1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） 南関東：2018/12/25～　30戦3勝（2着4回、3着3回）

南関東：2021/11/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2020/11/05～　12戦3勝（2着0回、3着0回） 5枠9番

7枠11番 南関東：2021/11/04～　2戦0勝（2着0回、3着0回） エラボレート 調教師　中道啓二（大井）

アダド 調教師　栗田裕光（大井） 5枠7番 牡4歳 馬主　伊達泰明

牡2歳 馬主　酒井孝敏 セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日

栗毛 生年月日　2019年1月24日 セン6歳 馬主　（株）ハッピースマイル 父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場

父　エスポワールシチー 生産牧場　パカパカファーム 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 地方収得賞金　8,995,000円

地方収得賞金　920,000円 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2021/05/12～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　9,525,000円 南関東：2019/12/11～　18戦3勝（2着4回、3着2回）

8枠12番 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 7枠13番

ディオスライト 調教師　井上弘之（大井） 南関東：2017/12/27～　67戦4勝（2着4回、3着5回） スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

牡2歳 馬主　村山光弘 8枠14番 牝5歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

鹿毛 生年月日　2019年4月14日 キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） 芦毛 生年月日　2016年6月7日

父　ゴールスキー 生産牧場　ストームファームコーポレーション 牡3歳 馬主　増田慎 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

母　フォンティーン（父　エンドスウィープ） 産地　熊本県 黒鹿毛 生年月日　2018年5月16日 母　マイソールラブ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　665,000円 父　ガルボ 生産牧場　原則夫 地方収得賞金　13,710,000円

北海道：2021/06/30～　9戦0勝（2着2回、3着3回） 母　コスモパッション（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　3,135,000円 南関東：2019/02/07～　26戦2勝（2着7回、3着5回）

4R 北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

3枠4番 南関東：2020/12/29～　13戦0勝（2着1回、3着2回） 11R　第13回勝島王冠〔SⅡ〕

ユキゲシズク 調教師　蛯名雄太（大井） 1枠1番

牝2歳 馬主　小野美子 7R トランセンデンス 調教師　小久保智（浦和）

黒鹿毛 生年月日　2019年5月26日 3枠5番 牡3歳 馬主　徳原英修

父　アメリカンペイトリオット 生産牧場　木戸口牧場 コエミ 調教師　赤嶺亮（大井） 鹿毛 生年月日　2018年2月25日

母　ビーナスライン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 牝4歳 馬主　中田和宏 父　トランセンド 生産牧場　藤本ファーム

地方収得賞金　570,000円 栗毛 生年月日　2017年5月19日 母　タントタント（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

北海道：2021/06/23～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　新井昭二 地方収得賞金　76,830,000円

4枠5番 母　レジュイール（父　トニービン） 産地　日高町 北海道：2020/06/10～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

アイフォーユー 調教師　松浦裕之（大井） 地方収得賞金　4,005,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　程田真司 北海道：2019/08/08～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/01/07～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2019年4月28日 兵庫：2019/11/20～　9戦2勝（2着2回、3着2回） ◆2021　羽田盃［大井］　1着　　◆2021　ニューイヤーC［浦和］　1着

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　グランド牧場 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2021　戸塚記念［川崎］　2着　　◆2021　雲取賞［大井］　2着

母　リアルアーネスト（父　Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｏｒ） 産地　新ひだか町 南関東：2020/07/10～　16戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2020　JBC2歳優駿［門別］　2着　　◆2020　サッポロクラシックC［門別］　2着

地方収得賞金　700,000円 ◆2020　ル・プランタン賞［佐賀］　2着 ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

北海道：2021/05/26～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 4枠6番

5枠7番 ラストスタンド 調教師　的場直之（大井） 12R

ビリーヴホース 調教師　市村誠（大井） 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム 6枠9番

牡2歳 馬主　田村誠 鹿毛 生年月日　2018年4月29日 ニャチャン 調教師　吉田正美（浦和）

鹿毛 生年月日　2019年5月13日 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 牝8歳 馬主　冨田藤男

父　シニスターミニスター 生産牧場　豊田田村牧場 母　ファーストキス（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 芦毛 生年月日　2013年3月8日

母　ベルモントプロテア（父　アジュディケーティング） 産地　日高町 地方収得賞金　3,140,000円 父　クーリンガー 生産牧場　静内酒井牧場

地方収得賞金　850,000円 北海道：2020/06/24～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 母　クーチュア（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　新ひだか町

北海道：2021/06/17～　8戦1勝（2着0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　24,243,000円

5枠8番 南関東：2020/12/11～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/20～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

ムナサワギノツキ 調教師　朝倉実（大井） 6枠10番 岩手：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　（株）ＭＭＣ カンティーユ 調教師　荒山勝徳（大井） 東海：2016/02/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2019年2月26日 牡3歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 岩手：2016/04/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

父　アジアエクスプレス 生産牧場　草薙利昭 鹿毛 生年月日　2018年5月15日 南関東：2016/07/06～　54戦7勝（2着5回、3着6回）

母　エイシンチャーター（父　クロフネ） 産地　浦河町 父　オルフェーヴル 生産牧場　岡田スタツド ◆2016　岩手日報杯スプリングC［水沢］　3着

地方収得賞金　1,032,000円 母　タマヒカル（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町 6枠10番

北海道：2021/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　2,968,000円 ネフェルリリー 調教師　的場直之（大井）

北海道：2021/06/24～　5戦3勝（2着2回、3着0回） 牝5歳 馬主　木谷ツヤ

5R 南関東：2021/10/05～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年3月5日

1枠1番 父　ローエングリン 生産牧場　フジワラフアーム

ヒノカミカグラ 調教師　鷹見浩（大井） 8R 母　ネフェルメモリー（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町

牝2歳 馬主　小橋亮太 3枠3番 地方収得賞金　17,460,000円

鹿毛 生年月日　2019年5月11日 ダンスマティス 調教師　朝倉実（大井） 北海道：2019/07/16～　7戦6勝（2着1回、3着0回）

父　トビーズコーナー 生産牧場　市川牧場 牡4歳 馬主　真中たかせ 南関東：2020/02/24～　18戦7勝（2着5回、3着1回）

母　クレインテオドーラ（父　タニノギムレット） 産地　浦河町 芦毛 生年月日　2017年5月22日 7枠11番

地方収得賞金　2,599,000円 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　有限会社大作ステーブル トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

北海道：2021/05/19～　10戦2勝（2着2回、3着1回） 母　インディストラーダ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 牡6歳 馬主　阿部東亜子

8枠9番 地方収得賞金　5,685,000円 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

ハピコ 調教師　村上頼章（大井） 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

牝2歳 馬主　会田裕一 南関東：2019/12/30～　12戦2勝（2着0回、3着0回） 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2019年4月19日 地方収得賞金　20,715,000円

父　コパノリッキー 生産牧場　藤春修二 9R 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

母　クラレンスハウス（父　ハービンジャー） 産地　浦河町 7枠14番 南関東：2018/01/26～　48戦2勝（2着5回、3着2回）

地方収得賞金　1,130,000円 ルビーブランケット 調教師　宗形竹見（大井） 8枠13番

北海道：2021/07/01～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 牝3歳 馬主　組）ハッピースウィング フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井）

栗毛 生年月日　2018年3月16日 セン5歳 馬主　八嶋長久

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　エスポワールシチー 生産牧場　坪田晃宜 芦毛 生年月日　2016年4月29日

2R　①プリンセスキャット　⑦ファンアンドトーチ　⑪カサリリー 母　デジタルゴールド（父　アグネスデジタル） 産地　日高町 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場

4R　①インプロア　②リンクスターツ　④ヘイシリン 地方収得賞金　4,865,000円 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町

　　　⑧スモークウォーター 北海道：2020/07/02～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　18,160,000円

5R　③ギムオブスターズ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回）

6R　③セサミン 南関東：2021/03/11～　6戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/12/04～　21戦4勝（2着8回、3着1回）

9R　③ノブクンブラック　⑤トゥルーオーダー ◆2020　プリンセスC［水沢］　2着 北海道：2021/05/20～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

10R　③モズザベスト

11R　⑧ラディーグ　⑫ドーベルフラッシュ ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
12R　⑧ミオサヴァイブ 3R　③レモン　⑥リードメロディー 園田5R　⑨キフジンノドレス

4R　⑨カツゲキニンニン 　　　7R　⑤キラービー

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 5R　⑦ナットビーワン 　　　8R　⑤ドームサウナ

名古屋12R　⑫ビブショウ 7R　④キール ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
園田2R　⑧ウインスコーグ

　　　7R　③リヤンドール

　　10R　②シェダル
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