
1R 8R 10R

6枠11番 3枠4番 2枠2番

セクシーセディー 調教師　高岩孝敏（大井） ププ 調教師　朝倉実（大井） フィリオデルソル 調教師　荒山勝徳（大井）

牝9歳 馬主　今中俊平 牡7歳 馬主　手嶋康雄 牡3歳 馬主　（有）キャロットファーム

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 青鹿毛 生年月日　2019年4月14日

父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 父　クリエイター２ 生産牧場　坂東牧場

母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 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 母　オーラレガーレ（父　マンハッタンカフェ） 産地　平取町

地方収得賞金　8,644,000円 地方収得賞金　12,400,000円 地方収得賞金　4,200,000円

北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/06/02～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 3枠4番

南関東：2017/01/25～　61戦5勝（2着3回、3着5回） 南関東：2018/12/31～　46戦3勝（2着8回、3着7回） アバンダンス 調教師　嶋田幸晴（大井）

8枠13番 牡3歳 馬主　谷岡真喜

3R キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） 鹿毛 生年月日　2019年5月22日

5枠7番 牡4歳 馬主　増田慎 父　パドトロワ 生産牧場　谷岡スタット

セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） 黒鹿毛 生年月日　2018年5月16日 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

セン7歳 馬主　（株）ハッピースマイル 父　ガルボ 生産牧場　原則夫 地方収得賞金　4,204,000円

鹿毛 生年月日　2015年4月2日 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：2021/05/26～　9戦3勝（2着5回、3着0回）

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 地方収得賞金　3,135,000円 南関東：2021/12/30～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 5枠7番

地方収得賞金　9,625,000円 南関東：2020/12/29～　15戦0勝（2着1回、3着2回） ベストリオン 調教師　三坂盛雄（大井）

北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 牡3歳 馬主　沖田正憲

南関東：2017/12/27～　69戦4勝（2着4回、3着5回） 9R 黒鹿毛 生年月日　2019年3月14日

1枠2番 父　リオンディーズ 生産牧場　沖田牧場

6R エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 母　ヨウヨウ（父　マヤノトップガン） 産地　日高町

4枠5番 牡7歳 馬主　岡田義見 地方収得賞金　3,795,000円

アーデンスピリッツ 調教師　的場直之（大井） 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着2回、3着1回）

牡4歳 馬主　吉田照哉 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 南関東：2021/11/02～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2018年4月10日 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 6枠9番

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　社台ファーム 地方収得賞金　12,643,000円 ジャストメンバー 調教師　阪本一栄（大井）

母　ライムスカッシュ（父　キングカメハメハ） 産地　千歳市 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　山田祐三

地方収得賞金　2,740,000円 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019年3月24日

北海道：2020/06/25～　8戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2018/09/25～　3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　カタオカフアーム

南関東：2021/04/26～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/05～　49戦6勝（2着3回、3着6回） 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

8枠13番 2枠4番 地方収得賞金　4,127,000円

ヴェニーレ 調教師　坂井英光（大井） エムオーロープ 調教師　堀江仁（大井） 北海道：2021/08/11～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

牡4歳 馬主　大久保和夫 牝4歳 馬主　大浅貢 南関東：2021/12/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2018年4月27日 鹿毛 生年月日　2018年5月22日 7枠11番

父　メイショウボーラー 生産牧場　厚賀古川牧場 父　バトルプラン 生産牧場　門別牧場 グットクレンジング 調教師　堀千亜樹（大井）

母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町 母　エムオータイカン（父　メイショウボーラー） 産地　日高町 牡3歳 馬主　小林祐介

地方収得賞金　2,690,000円 地方収得賞金　2,960,000円 鹿毛 生年月日　2019年4月3日

北海道：2020/09/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 父　コパノリチャード 生産牧場　へいはた牧場

岩手：2021/03/27～　7戦5勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/04/13～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 母　コパノレイミー（父　スターリングローズ） 産地　新ひだか町

南関東：2021/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠5番 地方収得賞金　4,385,000円

トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 北海道：2021/07/07～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

7R 牝7歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 高知：2021/10/31～　4戦2勝（2着2回、3着0回）

8枠16番 鹿毛 生年月日　2015年2月14日 ◆2021　金の鞍賞［高知］　2着

アサンテギア 調教師　吉井竜一（大井） 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 8枠13番

牝4歳 馬主　菊地博 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 オンストロン 調教師　鈴木啓之（大井）

芦毛 生年月日　2018年2月25日 地方収得賞金　12,715,000円 牡3歳 馬主　西森鶴

父　クリエイター２ 生産牧場　ノースガーデン 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019年4月19日

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 南関東：2017/12/29～　42戦4勝（2着7回、3着4回） 父　ストロングリターン 生産牧場　協栄組合

地方収得賞金　2,631,000円 母　マックススカラ（父　Ｏｐｅｒａ　Ｈｏｕｓｅ） 産地　平取町

北海道：2020/08/05～　8戦1勝（2着2回、3着1回） ●姫路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　4,744,000円

南関東：2021/11/16～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 1R　⑤ブルックブルックス　⑥エイシンニアルコス 北海道：2021/05/27～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

2R　⑤リュウノデイ　⑨モリデンギャル 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 4R　②ハナバンダ 南関東：2021/12/09～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

2R　④サイレントシズカ 5R　⑪フロストフラワー 8枠14番

3R　④ビッグクロワール　⑥モリデンマグマ 9R　④ゴフェル　⑥キングレジェンド　⑦ウルティマン ファーガス 調教師　月岡健二（大井）

7R　②アイスラリマー　③メッサーシュミット　⑤ユメミルボニータ 10R　④アスタウンデッド　⑤ソフトポジション　⑦ローザーブルー 牡3歳 馬主　古賀禎彦

　　　⑨サクラトップビップ 栗毛 生年月日　2019年4月19日

8R　②アドマイヤガール　⑥サクラトップグッド　⑦カワカミベルベット ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 父　フリオーソ 生産牧場　中橋清

　　　⑨マナルア　⑩ブエラアルト 姫路1R　③ココリガストン 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

9R　⑥エイシンヌイトム　⑦カナデソニック 　　　2R　②グルノイユジョーヌ 地方収得賞金　4,455,000円

10R　②モーニングサクラ 　　　7R　⑥クァンタムリープ 北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

　　　8R　②テーオーターナー 南関東：2021/12/10～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 　　　9R　⑨タフクッキーガール

笠松1R　⑥ワショウ 　　10R　③メイショウヤワラギ 12R

　　　4R　①ドゥラモンディー 　　11R　⑤サンライズハイアー 2枠4番

　　　6R　②ピースラヴィング 　　12R　⑩レベニューシェア フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井）

　　　7R　⑨サクラトップビップ ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 牡5歳 馬主　山口明彦

　　11R　⑥ゲンパチボロネーゼ 姫路1R　⑤ブルックブルックス 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 　　　2R　④テンマオフコース 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

笠松10R　③ガビーズドリーム 　　　3R　⑤ウォーターイグアス 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

　　　4R　⑪サクラテーベ 地方収得賞金　11,285,000円

　　　6R　④ネヴァーエンド 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回）

　　　8R　④マクラガレーヌ 南関東：2020/11/19～　13戦3勝（2着2回、3着2回）

5枠9番

スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

牝6歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

芦毛 生年月日　2016年6月7日

父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

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　16,110,000円

北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2019/02/07～　27戦3勝（2着7回、3着5回）

1/26(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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２着

転入後
初出走

前走
２着

前走
1着

前走
２着

前走
３着

前走
３着

前走
１着

●本日のダートグレード競走

1/26(水) 大井11Ｒ

第25回ＴＣＫ女王盃
JpnⅢ・４歳以上牝馬オープン ダ・外1,800ｍ

応援よろしくね♪


