
1R 4R 7R

1枠1番 3枠3番 5枠8番

ヴァンダルジャン 調教師　高野毅（大井） フォルエレナ 調教師　村上頼章（大井） ブラックワトル 調教師　堀千亜樹（大井）

牝2歳 馬主　長澤宏美 牝2歳 馬主　八嶋長久 セン4歳 馬主　平野郁朗

栗毛 生年月日　2019年5月17日 栗毛 生年月日　2019年4月23日 黒鹿毛 生年月日　2017年3月3日

父　スマートファルコン 生産牧場　グローリーファーム 父　トゥザワールド 生産牧場　大典牧場 父　フェノーメノ 生産牧場　スガタ牧場

母　シルバーウインド（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 母　ゴールデンワトル（父　スニッツェル） 産地　平取町

地方収得賞金　1,102,000円 地方収得賞金　1,830,000円 地方収得賞金　3,760,000円

北海道：2021/06/09～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2021/05/12～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2019/05/16～　8戦0勝（2着4回、3着0回）

南関東：2021/12/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/09/08～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/27～　16戦1勝（2着1回、3着0回）　

3枠4番 3枠4番

ベルムフェリクス 調教師　福永敏（大井） テナチュール 調教師　橋本和馬（大井） 8R

牡2歳 馬主　杉山忠国 牝2歳 馬主　（有）日進牧場 3枠3番

芦毛 生年月日　2019年3月17日 鹿毛 生年月日　2019年4月7日 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

父　バトルプラン 生産牧場　明治牧場 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　日進牧場 牡6歳 馬主　阿部東亜子

母　レッドフォーチュン（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 母　ブラックティー（父　チーフベアハート） 産地　浦河町 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

地方収得賞金　1,150,000円 地方収得賞金　1,300,000円 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

北海道：2021/09/08～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/06/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

7枠12番 4枠5番 地方収得賞金　20,715,000円

ノースジラソーレ 調教師　米田英世（大井） アークヴィルヌーブ 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

牝2歳 馬主　早川正行 牝2歳 馬主　アークフロンティア（株） 南関東：2018/01/26～　49戦2勝（2着5回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 鹿毛 生年月日　2019年3月22日 7枠8番

父　ストロングリターン 生産牧場　浦新徳司 父　ディスクリートキャット 生産牧場　ハクツ牧場 ラブミージュニア 調教師　荒山勝徳（大井） 

母　マリスカ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 母　カクテルラウンジ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 牡5歳 馬主　小林祥晃

地方収得賞金　997,000円 地方収得賞金　1,605,000円 栗毛 生年月日　2016年3月19日

北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　谷岡牧場

南関東：2021/12/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ラブミーチャン（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

2R 4枠6番 地方収得賞金　18,280,000円

1枠1番 バブリーハート 調教師　赤嶺亮（大井） 北海道：2018/05/16～　6戦2勝（2着2回、3着1回）

アダド 調教師　栗田裕光（大井） 牝2歳 馬主　高岡里枝 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

牡2歳 馬主　酒井孝敏 鹿毛 生年月日　2019年5月3日 南関東：2018/12/05～　14戦6勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2019年1月24日 父　コパノリッキー 生産牧場　西村牧場 ◆2018　知床賞［盛岡］　3着

父　エスポワールシチー 生産牧場　パカパカファーム 母　チーズクイーン（父　モルフェデスペクタ） 産地　新ひだか町

母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 地方収得賞金　1,375,000円 9R　第67回東京大賞典〔GⅠ〕

地方収得賞金　920,000円 北海道：2021/06/08～　9戦1勝（2着3回、3着2回） 2枠2番

北海道：2021/05/12～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 6枠10番 タービランス 調教師　水野貴史（浦和） 

南関東：2021/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ティーズグランツ 調教師　嶋田幸晴（大井） 牡8歳 馬主　泉俊二

3枠3番 牡2歳 馬主　立山伸二 黒鹿毛 生年月日　2013年4月11日

ルビーチョコ 調教師　的場直之（大井） 鹿毛 生年月日　2019年3月3日 父　パイロ 生産牧場　大川牧場

牝2歳 馬主　林田憲次 父　ホッコータルマエ 生産牧場　谷川牧場 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

栗毛 生年月日　2019年1月27日 母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 地方収得賞金　226,500,000円

父　グランデッツァ 生産牧場　タガミファーム 地方収得賞金　1,882,500円 北海道：2015/07/09～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

母　レッドビアンカ（父　Ｈａｒｄ　Ｓｐｕｎ） 産地　新ひだか町 北海道：2021/04/21～　11戦1勝（2着4回、3着4回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　822,000円 南関東：2021/12/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/01/07～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2021/06/03～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 7枠11番 北海道：2017/11/09～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠8番 ビリーヴホース 調教師　市村誠（大井） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ヨシノローズ 調教師　渡邉和雄（大井） 牡2歳 馬主　田村誠 南関東：2018/03/13～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

牝2歳 馬主　平岩義範 鹿毛 生年月日　2019年5月13日 北海道：2018/10/03～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2019年4月24日 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊田田村牧場 南関東：2019/01/03～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

父　トゥザグローリー 生産牧場　(善)橋本牧場 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 北海道：2019/11/07～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

母　アメリデラックス（父　アメリカンボス） 産地　安平町 地方収得賞金　1,500,000円 南関東：2020/01/03～　13戦4勝（2着5回、3着1回）

地方収得賞金　1,245,000円 北海道：2021/06/17～　8戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2020・21　埼玉新聞栄冠賞［浦和］　1着　　◆2021　報知オールスターC［川崎］　1着

北海道：2021/06/17～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2021/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2019　報知グランプリC［船橋］　1着　　◆2016　羽田盃［大井］　1着

南関東：2021/10/05～　4戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2016　京浜盃［大井］　1着　　◆2015　サンライズC［門別］　1着

5R ◆2021　浦和記念［浦和］　2着　　◆2021　京成盃グランドマイラーズ［船橋］　2着

3R 6枠10番 ◆2020　大井記念［大井］　2着　　◆2020　報知グランプリC［船橋］　2着

4枠5番 ヴェニーレ 調教師　坂井英光（大井） ◆2019・20　報知オールスターC［川崎］　2着　　◆2018　道営記念［門別］　2着

ジャストメンバー 調教師　阪本一栄（大井） 牡3歳 馬主　大久保和夫 ◆2018・19　ブリリアントC［大井］　2着　　◆2016　ニューイヤーC［浦和］　2着

牡2歳 馬主　山田祐三 鹿毛 生年月日　2018年4月27日 ◆2019・21　大井記念［大井］　3着　　◆2016　東京ダービー［大井］　3着

鹿毛 生年月日　2019年3月24日 父　メイショウボーラー 生産牧場　厚賀古川牧場

父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町 10R

母　サチノストリート（父　ロックオブジブラルタル） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,540,000円 6枠7番

地方収得賞金　1,527,000円 北海道：2020/09/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回） フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井）

北海道：2021/08/11～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 岩手：2021/03/27～　7戦5勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　山口明彦

6枠9番 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日

ハピコ 調教師　村上頼章（大井） 6R 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

牝2歳 馬主　会田裕一 6枠9番 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

鹿毛 生年月日　2019年4月19日 ヤマショウリアン 調教師　堀千亜樹（大井） 地方収得賞金　11,285,000円

父　コパノリッキー 生産牧場　藤春修二 牡3歳 馬主　山下勇 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3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 鹿毛 生年月日　2018年5月28日 南関東：2020/11/19～　12戦3勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　1,410,000円 父　シンボリクリスエス 生産牧場　槇本牧場

北海道：2021/07/01～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 母　テレフォトグラフ（父　ハーツクライ） 産地　日高町 11R

南関東：2021/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,507,000円 1枠1番

7枠11番 北海道：2020/05/28～　13戦1勝（2着1回、3着4回） リスカルダメント 調教師　福永敏（大井）

スチルマン 調教師　嶋田幸晴（大井） 南関東：2021/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場

牡2歳 馬主　小菅誠 7枠11番 鹿毛 生年月日　2018年4月7日

栗毛 生年月日　2019年4月10日 アサンテギア 調教師　吉井竜一（大井） 父　リアルインパクト 生産牧場　ゼットステーブル

父　ヘニーハウンド 生産牧場　土井牧場 牝3歳 馬主　菊地博 母　クールダウン（父　シャンハイ） 産地　安平町

母　ユアライフスタイル（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 芦毛 生年月日　2018年2月25日 地方収得賞金　5,590,000円

地方収得賞金　1,380,000円 父　クリエイター２ 生産牧場　ノースガーデン 北海道：2020/08/13～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/06/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 母　アサンテサーナ（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　日高町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/09/21～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,481,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

7枠12番 北海道：2020/08/05～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2021/04/15～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

マダムクインビー 調教師　小野寺晋廣（大井） 南関東：2021/11/16～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2020　金沢シンデレラC［金沢］　3着

牝2歳 馬主　石川貴久 6枠6番

栗毛 生年月日　2019年3月13日 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ププ 調教師　朝倉実（大井）

父　ラニ 生産牧場　ムラカミファーム 2R　④リュウノデイ　⑥モリデンギャル 牡6歳 馬主　手嶋康雄

母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町 3R　②エイシンユカラ　⑤モンシャトール　⑥サラヘレン 鹿毛 生年月日　2015年5月21日

地方収得賞金　1,640,000円 4R　④ソラモトベルハズ　⑦ペイバスク　⑨クラサンムーン 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博

北海道：2021/05/13～　7戦2勝（2着0回、3着0回） 5R　⑥ムグンファ　⑨ドリームリン 母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町

南関東：2021/12/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6R　⑦アルサメイア 地方収得賞金　12,400,000円

8R　①ムーンライトキッス　②カールグリン 北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 10R　⑩ミラクルベルン 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回）

1R　②ミックスベリー　 11R　③キール　④イッチョウ　⑥イコライザー 南関東：2018/12/31～　45戦3勝（2着8回、3着7回）

4R　①ズイーガー 12R　⑧ハッピーハナコサン

5R　⑤モリデンマグマ 12R

6R　①モーニングサクラ　④ヒートアップ　⑦ライトリー ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 8枠13番

7R　⑤ハッピーヘイロー 園田2R　①タフクッキーガール トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 

9R　①グレイトボルケーノ　⑥ティーズダンキー 　　　3R　②エイシンユカラ 牝6歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム

10R　①ガーネットノーム 　　　4R　⑨クラサンムーン 鹿毛 生年月日　2015年2月14日

11R　③グランフォロミー　⑥アシハライ 　　　5R　⑧クリノキコウシ 父　ディープブリランテ 生産牧場　チャンピオンズファーム

12R　②サイレントシズカ　⑤ランブラー 　　　6R　④メイプルスター 母　プランシングレディ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町

　　12R　⑤ラインポラリス 地方収得賞金　12,235,000円

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回）

笠松3R　⑦ゼンダンラット 園田3R　⑥サラヘレン 南関東：2017/12/29～　41戦4勝（2着6回、3着4回）

　　　5R　②コスモマイディア 　　　5R　⑤ローレルジェイド

　　　6R　②ジャポニズム 　　　6R　③シェナフブキ

　　　7R　⑥デルマエメラルド 　　　7R　⑩オープンセサミ

　　　8R　⑧トワードポラリス 　　　9R　⑥メイショウミツヤス

　　10R　④カクリョウ 　　10R　①オウケンインザサン

　　11R　②メモラーブル

　　12R　④イデアエスクロー

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
笠松3R　③エマブルーム

　　　6R　⑦ライトリー

　　　8R　⑨ディザネイション

12/29(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援してね♪


