
1R 7R　YJSファイナルラウンド大井　第1戦 11R

8枠15番 1枠2番 5枠10番

ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） スティールマドンナ 調教師　村上頼章（大井） セレーネカグラ 調教師　市村誠（大井）

牝5歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牝3歳 馬主　川上和彦 牝3歳 馬主　曽根正

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 芦毛 生年月日　2018年5月1日 栗毛 生年月日　2018年4月28日

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 父　カレンブラックヒル 生産牧場　池内健二 父　レッドスパーダ 生産牧場　浦河小林牧場

母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 母　ローランデイラミ（父　Ｄａｙｌａｍｉ） 産地　日高町 母　ヒカルカグヤヒメ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,623,000円 地方収得賞金　2,930,000円 地方収得賞金　13,165,000円

北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/18～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/05/27～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

東海：2018/12/13～　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） 南関東：2020/11/18～　13戦2勝（2着5回、3着4回）

南関東：2019/01/10～　48戦0勝（2着3回、3着3回） 兵庫：2020/11/05～　12戦3勝（2着0回、3着0回） 7枠13番

南関東：2021/11/04～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ミラコロカナーレ 調教師　福永敏（大井）

2R 4枠8番 牡3歳 馬主　山崎和哉

1枠1番 ライヴクッキー 調教師　赤嶺本浩（大井） 青毛 生年月日　2018年4月27日

アイフォーユー 調教師　松浦裕之（大井） 牡3歳 馬主　澤田孝之 父　ワイルドワンダー 生産牧場　川越ファーム

牝2歳 馬主　程田真司 鹿毛 生年月日　2018年3月31日 母　ウインマルゲリータ（父　メイショウオウドウ） 産地　浦河町

青鹿毛 生年月日　2019年4月28日 父　コパノリチャード 生産牧場　中本牧場 地方収得賞金　12,285,000円

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　グランド牧場 母　キーツヨイ（父　タバスコキャット） 産地　新冠町 北海道：2020/07/01～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

母　リアルアーネスト（父　Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｏｒ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,591,000円 南関東：2020/12/31～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　700,000円 北海道：2020/07/09～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

北海道：2021/05/26～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 岩手：2020/09/27～　2戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2021　ハヤテスプリント［盛岡］　2着

4枠5番 南関東：2020/11/17～　13戦0勝（2着0回、3着4回） ◆2021　秋の鞍［名古屋］　3着

ディオスライト 調教師　井上弘之（大井） 5枠9番 7枠14番

牡2歳 馬主　村山光弘 アーデンスピリッツ 調教師　的場直之（大井） フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井）

鹿毛 生年月日　2019年4月14日 牡3歳 馬主　吉田照哉 セン5歳 馬主　八嶋長久

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 鹿毛 生年月日　2018年4月10日 芦毛 生年月日　2016年4月29日

母　フォンティーン（父　エンドスウィープ） 産地　熊本県 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　社台ファーム 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場

地方収得賞金　665,000円 母　ライムスカッシュ（父　キングカメハメハ） 産地　千歳市 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町

北海道：2021/06/30～　9戦0勝（2着2回、3着3回） 地方収得賞金　2,740,000円 地方収得賞金　18,160,000円

南関東：2021/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/25～　8戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回）

7枠11番 南関東：2021/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/04～　21戦4勝（2着8回、3着1回）

ユキゲシズク 調教師　蛯名雄太（大井） 5枠10番 北海道：2021/05/20～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

牝2歳 馬主　小野美子 キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） 南関東：2021/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2019年5月26日 牡3歳 馬主　増田慎 8枠16番

父　アメリカンペイトリオット 生産牧場　木戸口牧場 黒鹿毛 生年月日　2018年5月16日 エリタダス 調教師　佐野謙二（大井）

母　ビーナスライン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 父　ガルボ 生産牧場　原則夫 牡4歳 馬主　和田博美

地方収得賞金　570,000円 母　コスモパッション（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2017年3月31日

北海道：2021/06/23～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,135,000円 父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場

南関東：2021/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 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

南関東：2020/12/29～　14戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　18,160,000円

3R 7枠14番 北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

2枠2番 クラッチシュート 調教師　栗田泰昌（大井） 南関東：2019/09/18～　32戦4勝（2着3回、3着3回）

リコーランカスター 調教師　蛯名雄太（大井） 牡3歳 馬主　酒井孝敏

牝2歳 馬主　土橋正雄 鹿毛 生年月日　2018年2月7日 12R

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 父　トーセンジョーダン 生産牧場　明治牧場 4枠4番

父　ダンカーク 生産牧場　リコーファーム 母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町 ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井）

母　リコールクレール（父　ケイムホーム） 産地　日高町 地方収得賞金　2,570,000円 牝3歳 馬主　立山伸二

地方収得賞金　588,000円 北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018年4月13日

北海道：2021/08/11～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 高知：2020/11/22～　17戦0勝（2着3回、3着2回） 父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム

3枠4番 南関東：2021/06/08～　11戦0勝（2着0回、3着0回） 母　フェスティブシャン（父　サニーブライアン） 産地　新ひだか町

ラニサンバダンサー 調教師　庄子昭彦（大井） 地方収得賞金　14,060,000円

牝2歳 馬主　門脇竜一 9R　YJSファイナルラウンド大井　第2戦 北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2019年3月25日 4枠8番 南関東：2020/12/09～　11戦1勝（2着2回、3着1回）

父　ラニ 生産牧場　村上進治 マナホクレレ 調教師　齊藤敏（船橋） ◆'21桃花賞［大井］　1着

母　サンバダンサー（父　アドマイヤマックス） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　佐藤弘樹 ◆2021　東京プリンセス賞［大井］　3着

地方収得賞金　710,000円 栗毛 生年月日　2017年3月19日 6枠8番

北海道：2021/04/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム セリス 調教師　朝倉実（大井）

岩手：2021/08/17～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 母　スカイプラネット（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 牝5歳 馬主　（有）ノマ

南関東：2021/11/15～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　9,395,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月3日

6枠10番 北海道：2019/05/09～　9戦3勝（2着2回、3着0回） 父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場

アリオト 調教師　中道啓二（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町

牡2歳 馬主　伊達泰明 東海：2019/11/22～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　12,820,000円

鹿毛 生年月日　2019年4月18日 北海道：2020/04/16～　18戦2勝（2着5回、3着3回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

父　コメート 生産牧場　サンシャイン牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/25～　31戦3勝（2着4回、3着3回）

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 南関東：2021/11/30～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 6枠9番

地方収得賞金　548,000円 ◆2020　ハヤテスプリント[盛岡]　3着 アイルビーゼア 調教師　福永敏（大井）

北海道：2021/05/05～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　野田善己

金沢：2021/08/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R 栗毛 生年月日　2018年2月27日

岩手：2021/09/27～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 6枠11番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　松田牧場

リュミエール 調教師　福永敏（大井） 母　リファインド（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町

6R セン3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 地方収得賞金　9,800,000円

6枠6番 芦毛 生年月日　2018年3月27日 北海道：2020/05/14～　5戦1勝（2着1回、3着3回）

プナヘレ 調教師　的場直之（大井） 父　クリエイター２ 生産牧場　ユートピア牧場 兵庫：2020/08/27～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

牡3歳 馬主　林田憲次 母　ピュアダイヤモンド（父　フジキセキ） 産地　登別市 南関東：2021/03/12～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

芦毛 生年月日　2018年5月15日 地方収得賞金　6,541,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　クリエイター２ 生産牧場　佐々木恵一 北海道：2020/05/14～　18戦6勝（2着3回、3着2回） ◆2020　園田プリンセスカップ［園田］　2着

母　セインツプレイ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　浦河町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2020　兵庫若駒賞［園田］　3着

地方収得賞金　3,900,000円 8枠12番

北海道：2020/08/05～　6戦1勝（2着1回、3着0回） ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ マルベルタ 調教師　鈴木啓之（大井）

南関東：2020/12/08～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 2R　①ディスタンボヌール 牝4歳 馬主　西森鶴

3R　③モクラン 栗毛 生年月日　2017年5月11日

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 4R　④アラレチャン　⑦エムオーシャルマン 父　サウスヴィグラス 生産牧場　築紫洋

3R　①プロージット　④コスモサンシャイン 6R　⑧クラデジャブー　⑩サンダーキング 母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

4R　⑧ラキリン　⑨ステラーポルックス 8R　⑩ヤマジュンサルサ 地方収得賞金　12,685,000円

7R　⑦ファンスマイル 10R　①ファッベラ 北海道：2019/07/04～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

8R　④ローザルーナ　⑥モア　⑧サンドアキュート 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

9R　⑥キョウワグロリア　⑧エイシンシトリン　⑨シャドーボール ●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手 南関東：2020/02/25～　19戦4勝（2着3回、3着4回）

11R　②ハナウタマジリ　⑥モスコミュール　⑦ビービーブレイデン 大井7R　①テイクバイストーム

12R　①ナラ　④ダルマワンサ 　　　9R　⑨マイネルメーア

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手
笠松1R　⑧タンホイザー

　　　2R　③ワイエスリープ

　　　3R　⑤リックシエリ

　　　7R　⑦ファンスマイル

　　　8R　⑥モア

　　　9R　④ヤマニンスープル

　　11R　⑤アドミラルティ

　　12R　⑩ゴルトグルーベ

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
笠松5R　⑦ゲパルド

12/27(月) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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YJSファイナルラウンドに

ホッカイドウ競馬から

若杉朝飛騎手が参戦！

応援よろしくお願いします

若杉 朝飛 騎手
（わかすぎ・あさと）

2002.7.25生

所属：櫻井 拓章厩舎（北海道）

通算成績：227戦3勝

（2021.12.24現在）


