
3R 9R 10R　第15回東京シンデレラマイル〔SⅢ〕

2枠2番 1枠2番 2枠3番

イケノギャルチャン 調教師　岡野尚光（大井） ファーガス 調教師　月岡健二（大井） グロリオーソ 調教師　佐野謙二（大井）

牝2歳 馬主　池添安雄 牡2歳 馬主　古賀禎彦 牝3歳 馬主　仲尾正人

栗毛 生年月日　2019年3月5日 栗毛 生年月日　2019年4月19日 栗毛 生年月日　2018年2月21日

父　ロージズインメイ 生産牧場　池添安雄 父　フリオーソ 生産牧場　中橋清 父　フリオーソ 生産牧場　グローリーファーム

母　イケノパシスタ（父　ブラックタイド） 産地　日高町 母　シルクブルームーン（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 母　シャインエタニティ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,115,000円 地方収得賞金　3,580,000円 地方収得賞金　19,975,000円

北海道：2021/04/14～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/06/10～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2021/09/08～　5戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2021/12/10～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/28～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

4枠4番 2枠3番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

オンストロン 調教師　鈴木啓之（大井） スイングステート 調教師　坂井英光（大井） ◆2021　桜花賞［浦和］　2着

牡2歳 馬主　西森鶴 牡2歳 馬主　吉田正志 ◆2021　留守杯日高賞［水沢］　3着　　◆2021　ユングフラウ賞［浦和］　3着

栗毛 生年月日　2019年4月19日 鹿毛 生年月日　2019年3月1日 3枠6番

父　ストロングリターン 生産牧場　協栄組合 父　シルバーステート 生産牧場　追分ファーム ウワサノシブコ 調教師　岡田一男（浦和）

母　マックススカラ（父　Ｏｐｅｒａ　Ｈｏｕｓｅ） 産地　平取町 母　フェアリーライン（父　ファスリエフ） 産地　安平町 牝3歳 馬主　上野耕一

地方収得賞金　4,094,000円 地方収得賞金　3,807,000円 栗毛 生年月日　2018年5月19日

北海道：2021/05/27～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/08/26～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　岡田スタツド

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　スマートシンパシー（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

南関東：2021/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠6番 地方収得賞金　36,375,000円

7枠8番 ナショナルモール 調教師　佐々木清明（船橋） 北海道：2020/05/20～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

アバンダンス 調教師　嶋田幸晴（大井） 牡2歳 馬主　沖田方子 南関東：2020/12/21～　11戦3勝（2着2回、3着1回）

牡2歳 馬主　谷岡真喜 鹿毛 生年月日　2019年4月6日 ◆2021　ユングフラウ賞［浦和］　1着

鹿毛 生年月日　2019年5月22日 父　ベルシャザール 生産牧場　沖田牧場 ◆2021　ロジータ記念［川崎］　2着

父　パドトロワ 生産牧場　谷岡スタット 母　アグリフェスタ（父　ウイングアロー） 産地　日高町 ◆2021　サルビアC［川崎］　3着

母　サクラカスケード（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　1,852,000円 8枠16番

地方収得賞金　3,164,000円 北海道：2021/05/13～　7戦1勝（2着0回、3着2回） テーオーブルベリー 調教師　中道啓二（大井）

北海道：2021/05/26～　9戦3勝（2着5回、3着0回） 南関東：2021/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　小笹公也

4枠8番 鹿毛 生年月日　2017年4月12日

4R グレイテストワーク 調教師　藤田輝信（大井） 父　カジノドライヴ 生産牧場　ヤナガワ牧場

4枠5番 牡2歳 馬主　吉田照哉 母　テーオーディオネ（父　ヴァーミリアン） 産地　日高町

レジェンドアゲイン 調教師　渡部則夫（大井） 栗毛 生年月日　2019年3月2日 地方収得賞金　31,650,000円

牡2歳 馬主　金蘭兄弟（有） 父　グランデッツァ 生産牧場　社台ファーム 北海道：2019/06/13～　7戦2勝（2着2回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2019年4月1日 母　ブリージーウッズ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着2回、3着0回）

父　ダノンレジェンド 生産牧場　村下清志 地方収得賞金　2,910,000円 南関東：2020/02/19～　10戦1勝（2着2回、3着2回）

母　ライゼリート（父　ゼンノロブロイ） 産地　浦河町 北海道：2021/07/29～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　5,330,000円 5枠9番 ◆2020　のじぎく賞［園田］　1着　　◆2019　ラブミーチャン記念［笠松］　1着

北海道：2021/04/21～　6戦1勝（2着1回、3着2回） ベストリオン 調教師　三坂盛雄（大井） ◆2020　桜花賞［浦和］　2着　　◆2019　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

南関東：2021/09/21～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 牡2歳 馬主　沖田正憲 ◆2019　園田プリンセスC［園田］　2着

黒鹿毛 生年月日　2019年3月14日 ◆'21ネモフィラ賞［大井］　3着

5R 父　リオンディーズ 生産牧場　沖田牧場

1枠1番 母　ヨウヨウ（父　マヤノトップガン） 産地　日高町 11R

セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） 地方収得賞金　3,795,000円 2枠3番

セン6歳 馬主　（株）ハッピースマイル 北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着2回、3着1回） マイハンプス 調教師　山下貴之（船橋）

鹿毛 生年月日　2015年4月2日 南関東：2021/11/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　吉野浩太朗

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 5枠10番 鹿毛 生年月日　2018年3月20日

母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 マイブレイブ 調教師　川島正一（船橋） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　9,525,000円 牡2歳 馬主　安川幸彦 母　レゲウーマン（父　サマーバード） 産地　新ひだか町

北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 栗毛 生年月日　2019年5月3日 地方収得賞金　8,420,000円

南関東：2017/12/27～　68戦4勝（2着4回、3着5回） 父　アジアエクスプレス 生産牧場　プログレスファーム 北海道：2020/06/03～　6戦1勝（2着1回、3着3回）

母　ラペルラ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

7R 地方収得賞金　8,865,000円 南関東：2021/03/15～　7戦2勝（2着0回、3着2回）

3枠5番 北海道：2021/06/24～　3戦0勝（2着1回、3着2回） ◆2020　園田プリンセスC［園田］　3着　　◆2020　リリーC［門別］　3着

ラストスタンド 調教師　的場直之（大井） 南関東：2021/10/01～　3戦1勝（2着2回、3着0回） 4枠7番

牝3歳 馬主　（有）新生ファーム ◆2021　平和賞［船橋］　2着 キャッスルワンダー 調教師　渋谷信博（船橋） 

鹿毛 生年月日　2018年4月29日 7枠14番 牡5歳 馬主　城市公

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム リンカイテン 調教師　橋本和馬（大井） 栗毛 生年月日　2016年5月9日

母　ファーストキス（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 牝2歳 馬主　和田博美 父　グラスワンダー 生産牧場　城市公

地方収得賞金　3,140,000円 鹿毛 生年月日　2019年5月1日 母　ジーガートップラン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町

北海道：2020/06/24～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　加野牧場 地方収得賞金　10,735,000円

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　リンノフォーマリア（父　パイロ） 産地　新ひだか町 北海道：2018/05/31～　10戦1勝（2着5回、3着1回）

南関東：2020/12/11～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,000,000円 南関東：2019/03/15～　36戦2勝（2着3回、3着1回）

5枠9番 北海道：2021/06/10～　7戦0勝（2着1回、3着3回）

エムオーロープ 調教師　堀江仁（大井） 南関東：2021/11/01～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 12R

牝3歳 馬主　大浅貢 8枠15番 5枠7番

鹿毛 生年月日　2018年5月22日 ティーズハクア 調教師　山中尊徳（船橋） ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井）

父　バトルプラン 生産牧場　門別牧場 牝2歳 馬主　立山伸二 牡3歳 馬主　会田裕一

母　エムオータイカン（父　メイショウボーラー） 産地　日高町 芦毛 生年月日　2019年4月29日 栗毛 生年月日　2018年3月18日

地方収得賞金　2,960,000円 父　タイセイレジェンド 生産牧場　川越省蔵 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也

北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ホワイトドレス（父　クロフネ） 産地　新冠町 母　フォレスタレガーロ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町

南関東：2021/04/13～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,027,000円 地方収得賞金　5,835,000円

5枠10番 北海道：2021/06/03～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

カンティーユ 調教師　荒山勝徳（大井） 南関東：2021/12/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/03～　15戦2勝（2着0回、3着2回）

牡3歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング ◆2021　ブロッサムC［門別］　3着 7枠10番

鹿毛 生年月日　2018年5月15日 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 

父　オルフェーヴル 生産牧場　岡田スタツド ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡6歳 馬主　岡田義見

母　タマヒカル（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町 3R　①オーミルシア 鹿毛 生年月日　2015年5月12日

地方収得賞金　3,368,000円 5R　③ビッグクロワール　⑤ポストモダン 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘

北海道：2021/06/24～　5戦3勝（2着2回、3着0回） 6R　⑤ポアンカレ 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町

南関東：2021/10/05～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 7R　⑦アーツレイジング 地方収得賞金　12,643,000円

8枠16番 8R　①カナデソニック　③ブリッジドラゴン　⑤メッサーシュミット 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

コエミ 調教師　赤嶺亮（大井） 9R　①リックイノスケ　③エクレールブリアン　⑤ブエラアルト 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

牝4歳 馬主　中田和宏 　　　⑥エイシンヌイトム　⑧プリンセスカーリ 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2017年5月19日 10R第25回ライデンリーダー記念　②ボルドーアドゥール　③シャローナ 南関東：2018/12/05～　48戦6勝（2着3回、3着6回）

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　新井昭二 　　　⑤エムティアンジェ　⑥ヒカルノビビッド　⑦ボサノヴァ

母　レジュイール（父　トニービン） 産地　日高町 　　　⑨アマクミナイデヨ　⑪ミトノオオイ ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　4,005,000円 11R　⑥トーアマリアンヌ 2R　②イケノカグヤヒメ　⑧スダワールド

北海道：2019/08/08～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 3R　⑧ブルックブルックス

兵庫：2019/11/20～　9戦2勝（2着2回、3着2回） ●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 5R　③ノルトクリーガー

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回） 笠松2R　⑦ゲンパチボロネーゼ 6R　⑨イリア

南関東：2020/07/10～　17戦0勝（2着1回、3着0回） 　　　3R　⑨ナリノストーム 8R　⑤レコパンサムライ　

◆2020　ル・プランタン賞［佐賀］　2着 　　　5R　②ヤマニンシレーナ 9R　③イヴリーヌ　④プロフーモ　⑨プリティア

　　　6R　①ピースラヴィング 12R　③プロジェクトエー　⑩ブリリアドロ　⑫ペルチャン

8R 　　　7R　⑧ネイバルエンスン

1枠1番 　　　8R　⑤メッサーシュミット ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
レジェンドルーラー 調教師　的場直之（大井） 　　　9R　⑦ガリトラップ 園田2R　⑧スダワールド

牡3歳 馬主　廣松光成 　　10R　②ボルドーアドゥール 　　　3R　①メイプルエルガー

黒鹿毛 生年月日　2018年4月18日 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 　　　7R　⑧キョウトブッサ

父　ダノンレジェンド 生産牧場　野坂牧場 笠松3R　③ロードラウレア 　　　8R　⑧ブザービート

母　スターオブアフリカ（父　Ｊｏｈａｎｎｅｓｂｕｒｇ） 産地　新ひだか町 　　　4R　②スギノアルテミス 　　　9R　⑤ネッダ

地方収得賞金　6,120,000円 　　　5R　⑧シンゼンダッシュ 　　11R　③ノボバカラ

北海道：2020/06/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 　　11R　④ベッロコルサ 　　12R　⑦マムティハット

南関東：2020/11/20～　12戦2勝（2着0回、3着3回） ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
6枠10番 園田2R　⑩ファイナルラン

スパンブリー 調教師　辻野豊（大井） 　　　7R　③マスケティアーズ

牡5歳 馬主　由利一郎 　　　8R　④メイショウキンカク

青鹿毛 生年月日　2016年3月17日 　　11R　②エイシンアンヴァル

父　サンカルロ 生産牧場　ゼットステーブル

母　フューチャーセイル（父　クロフネ） 産地　安平町

地方収得賞金　8,818,000円

北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2018/10/06～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

金沢：2019/03/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/07/14～　32戦2勝（2着3回、3着2回）

12/30(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


