
1R 6R 11R

5枠6番 2枠2番 4枠6番

ミラクルジャスミン 調教師　坂本昇（船橋） サンサダンサー 調教師　齊藤敏（船橋） テイクアターン 調教師　山田信大（船橋）

牝3歳 馬主　簗詰貴彦 牝5歳 馬主　伊藤裕一 牡4歳 馬主　（株）レックス

芦毛 生年月日　2019年6月5日 栗毛 生年月日　2017年5月13日 栗毛 生年月日　2018年4月28日

父　ダンカーク 生産牧場　森田芳男   父　ゴールドアリュール 生産牧場　木田牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　マルシチ牧場

母　シルキークィーン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 母　エーシンオフクロ（父　エイシンワシントン） 産地　新ひだか町 母　ネクストフラワー（父　フォーティナイナーズサン） 産地　青森県

地方収得賞金　500,000円 地方収得賞金　3,798,000円 地方収得賞金　10,280,000円

北海道：2021/08/11～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/21～　16戦4勝（2着2回、3着0回）

7枠9番 岩手：2019/09/07～　36戦6勝（2着8回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

ピンクオパール 調教師　新井清重（船橋） 7枠10番 南関東：2021/09/27～　4戦0勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　（有）上水牧場 プレミアムプリモ 調教師　平山真希（浦和） 6枠9番

鹿毛 生年月日　2019年4月11日 牝5歳 馬主　杉浦和也 シンタロウ 調教師　大宮和也（大井）

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　上水牧場 栗毛 生年月日　2017年5月15日 牡4歳 馬主　中田和宏

母　ベストブート（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｏｏｔ） 産地　むかわ町 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 黒鹿毛 生年月日　2018年2月23日

地方収得賞金　630,000円 母　プリモスペシャル（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 父　プリサイスエンド 生産牧場　有限会社中田牧場

北海道：2021/07/07～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　4,942,500円 母　ツクバエンジェル（父　クロフネ） 産地　平取町

北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　9,786,000円 中央収得賞金　1,600,000円

3R 南関東：2019/12/24～　19戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/05/21～　16戦3勝（2着4回、3着1回）

1枠1番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

スカーレットピース 調教師　山下貴之（船橋） 8R　インテリパワー・メモリアル 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　（有）キャロットファーム 5枠5番 南関東：2021/10/04～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2019年4月26日 ベターザンエヴァー 調教師　矢野義幸（船橋） ◆2020　南部駒賞［盛岡］　2着　　◆2021　びらとりオープン［門別］　2着

父　アジアエクスプレス 生産牧場　ノーザンファーム 牡3歳 馬主　石瀬丈太郎

母　レッドソンブレロ（父　キングカメハメハ） 産地　安平町 芦毛 生年月日　2019年4月7日 12R

地方収得賞金　2,350,000円 父　ダノンレジェンド 生産牧場　ムラカミファーム 7枠7番

北海道：2021/07/01～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ホワイトプラネット（父　クロフネ） 産地　新冠町 クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

南関東：2021/12/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,978,000円 牡8歳 馬主　倉見利弘

4枠4番 北海道：2021/05/19～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 芦毛 生年月日　2014年5月4日

グレンノハナ 調教師　佐藤裕太（船橋） 南関東：2021/10/25～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

牝3歳 馬主　犬塚悠治郎 7枠7番 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2019年5月9日 ティーズハクア 調教師　山中尊徳（船橋） 地方収得賞金　41,050,000円

父　エスポワールシチー 生産牧場　長田ファーム 牝3歳 馬主　立山伸二 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

母　コウユーノミチ（父　キングヘイロー） 産地　日高町 芦毛 生年月日　2019年4月29日 南関東：2016/12/06～　74戦4勝（2着6回、3着5回）

地方収得賞金　2,248,000円 父　タイセイレジェンド 生産牧場　川越省蔵 ◆'17スターバーストC［大井］　1着

北海道：2021/05/20～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 母　ホワイトドレス（父　クロフネ） 産地　新冠町 ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

5枠6番 地方収得賞金　3,027,000円 ◆2019　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

マーミンラブ 調教師　米谷康秀（船橋） 北海道：2021/06/03～　8戦1勝（2着1回、3着3回） ◆'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

牝3歳 馬主　須田靖之 南関東：2021/12/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠8番

鹿毛 生年月日　2019年5月2日 ◆2021　ブロッサムC［門別］　3着 ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（船橋）

父　ダノンレジェンド 生産牧場　北俣ファーム 牡6歳 馬主　杉浦和也

母　エミネンツァベルタ（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 9R 芦毛 生年月日　2016年3月26日

地方収得賞金　2,520,000円 2枠2番 父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン

北海道：2021/05/04～　8戦1勝（2着0回、3着2回） トーケンリュウ 調教師　山本学（船橋） 母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

南関東：2021/10/25～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 牡4歳 馬主　トーケンサービス（株） 地方収得賞金　21,515,000円

7枠10番 鹿毛 生年月日　2018年6月21日 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

トーケンマンボ 調教師　山本学（船橋） 父　フリオーソ 生産牧場　マルシチ牧場 南関東：2019/07/16～　36戦6勝（2着3回、3着1回）

牝3歳 馬主　トーケンサービス（株） 母　レーヴドアクトレス（父　コマンダーインチーフ） 産地　青森県 岩手：2021/09/13～　7戦5勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2019年4月28日 地方収得賞金　6,995,000円

父　ホッコータルマエ 生産牧場　三石川上牧場 北海道：2020/06/25～　6戦0勝（2着1回、3着2回） ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
母　ラッキーマンボ（父　スズカマンボ） 産地　新ひだか町 南関東：2020/12/02～　12戦2勝（2着2回、3着3回） 2R　④アメリカンムーン

地方収得賞金　3,135,000円 6枠6番 5R　⑧バイクミレー

北海道：2021/07/01～　4戦1勝（2着1回、3着1回） リヴェルサス 調教師　山中尊徳（船橋） 6R　①ユメノタスキ　②ドーロカバロ

南関東：2021/10/25～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　伊達泰明 7R　⑧バリブラック

8枠11番 栗毛 生年月日　2018年5月1日 8R　③ヴェレノ　⑥ヴィルセキュリティ

メーテル 調教師　川島正一（船橋） 父　ストロングリターン 生産牧場　サンシャイン牧場 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
牝3歳 馬主　金蘭兄弟（有） 母　ヴァイスヴァーサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 1R　③ステラーポルックス　

栗毛 生年月日　2019年4月25日 地方収得賞金　5,110,000円 4R　③プロージット　④ラキリン

父　アジアエクスプレス 生産牧場　静内フアーム 北海道：2020/05/14～　6戦2勝（2着0回、3着2回） 5R　①ローザルーナ　②ファンスマイル

母　セレスティーヌ（父　ハーツクライ） 産地　新ひだか町 JRA：2021/01/30～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 6R　⑤サンドアキュート

地方収得賞金　2,290,000円 南関東：2021/04/05～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 7R　⑤エイシンシトリン

北海道：2021/05/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠8番 8R　⑨シャドーボール　⑩モア

岩手：2021/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着0回） マナホクレレ 調教師　齊藤敏（船橋） 9R　⑥ナラ　⑧ビービーブレイデン

南関東：2021/12/21～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 牡5歳 馬主　佐藤弘樹 10R　②ガーネットノーム　⑤モスコミュール　⑦ダルマワンサ

栗毛 生年月日　2017年3月19日

4R 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム ●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手
6枠6番 母　スカイプラネット（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 笠松1R　②チュウワエンペラー

オーソーラヴリー 調教師　佐藤裕太（船橋） 地方収得賞金　9,395,000円 　　　2R　⑥アップリュウジン

牝6歳 馬主　（株）レックス 北海道：2019/05/09～　9戦3勝（2着2回、3着0回） 　　　3R　②リックシエリ

栗毛 生年月日　2016年3月24日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　4R　⑦ヤマニンサイファー

父　フリオーソ 生産牧場　へいはた牧場 東海：2019/11/22～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 　　　5R　②ファンスマイル

母　プラチナアリュール（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町 北海道：2020/04/16～　18戦2勝（2着5回、3着3回） 　　10R　④ゴルトグルーベ

地方収得賞金　4,628,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
北海道：2018/05/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/11/30～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 笠松2R　③フローラーリア

南関東：2019/05/08～　8戦2勝（2着1回、3着2回） ◆2020　ハヤテスプリント[盛岡]　3着 　　　4R　⑥ゲパルド

8枠10番 　　　5R　③レーヌ

ビービーミューズ 調教師　稲益貴弘（船橋） 10R 　　　8R　②ディザネイション

牝4歳 馬主　（有）坂東牧場 8枠11番

黒鹿毛 生年月日　2018年4月15日 ニッポンダエモン 調教師　新井清重（船橋） 

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 牡7歳 馬主　大久保和夫

母　ブロードアピール（父　Ｂｒｏａｄ　Ｂｒｕｓｈ） 産地　平取町 黒鹿毛 生年月日　2015年5月8日

地方収得賞金　1,284,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　土田和男

北海道：2020/07/29～　8戦3勝（2着1回、3着1回） 母　スタートウショウ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

南関東：2021/10/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　20,058,000円

北海道：2017/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

岩手：2017/10/15～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/30～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

岩手：2018/12/02～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/02/20～　20戦4勝（2着4回、3着2回）

◆2017　若駒賞［盛岡］　1着
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