
1R 4R 10R

6枠12番 3枠3番 2枠3番

カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） アークヴィルヌーブ 調教師　嶋田幸晴（大井） ライヴクッキー 調教師　赤嶺本浩（大井）

牝6歳 馬主　豊島愛子 牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） 牡4歳 馬主　澤田孝之

黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 鹿毛 生年月日　2019年3月22日 鹿毛 生年月日　2018年3月31日

父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 父　ディスクリートキャット 生産牧場　ハクツ牧場 父　コパノリチャード 生産牧場　中本牧場

母　プレイフォーノビー（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 母　カクテルラウンジ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 母　キーツヨイ（父　タバスコキャット） 産地　新冠町

地方収得賞金　6,770,000円 地方収得賞金　1,605,000円 地方収得賞金　4,391,000円

北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/07/09～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/04/24～　44戦1勝（2着5回、3着2回） 南関東：2021/12/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2020/09/27～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

8枠15番 5枠7番 南関東：2020/11/17～　14戦1勝（2着0回、3着4回）

リンノペルフェット 調教師　遠藤茂（大井） フォルエレナ 調教師　村上頼章（大井） 5枠10番

牡4歳 馬主　浦野和由 牝3歳 馬主　八嶋長久 ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井）

栗毛 生年月日　2018年3月5日 栗毛 生年月日　2019年4月23日 牡5歳 馬主　北原大史

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田猛 父　トゥザワールド 生産牧場　大典牧場 鹿毛 生年月日　2017年3月18日

母　ガレリアトウショウ（父　トワイニング） 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 父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場

地方収得賞金　1,725,000円 地方収得賞金　1,830,000円 母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

北海道：2020/05/21～　17戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2021/05/12～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　7,121,000円

高知：2021/09/04～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/09/08～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠8番 金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

2R マダムクインビー 調教師　小野寺晋廣（大井） 南関東：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回）

5枠7番 牝3歳 馬主　石川貴久 北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

ブラックワトル 調教師　堀千亜樹（大井） 栗毛 生年月日　2019年3月13日 南関東：2020/11/05～　22戦1勝（2着0回、3着1回）

セン5歳 馬主　平野郁朗 父　ラニ 生産牧場　ムラカミファーム

黒鹿毛 生年月日　2017年3月3日 母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町 11R

父　フェノーメノ 生産牧場　スガタ牧場 地方収得賞金　1,640,000円 5枠9番

母　ゴールデンワトル（父　スニッツェル） 産地　平取町 北海道：2021/05/13～　7戦2勝（2着0回、3着0回） セレーネカグラ 調教師　市村誠（大井）

地方収得賞金　3,760,000円 南関東：2021/12/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　曽根正

北海道：2019/05/16～　8戦0勝（2着4回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年4月28日

南関東：2019/12/27～　17戦1勝（2着1回、3着0回） 5R 父　レッドスパーダ 生産牧場　浦河小林牧場

8枠11番 母　ヒカルカグヤヒメ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

3R ベルイルアンメール 調教師　嶋田幸晴（大井） 地方収得賞金　13,165,000円

2枠2番 牝3歳 馬主　小菅誠 北海道：2020/05/27～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

ヴァンダルジャン 調教師　高野毅（大井） 黒鹿毛 生年月日　2019年3月13日 南関東：2020/11/18～　14戦2勝（2着5回、3着4回）

牝3歳 馬主　長澤宏美 父　ホッコータルマエ 生産牧場　オリエント牧場 5枠10番

栗毛 生年月日　2019年5月17日 母　ペイシャオーシャン（父　ゴールドアリュール） 産地　新冠町 ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井）

父　スマートファルコン 生産牧場　グローリーファーム 地方収得賞金　3,070,000円 牝4歳 馬主　立山伸二

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 北海道：2021/06/02～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年4月13日

地方収得賞金　1,752,000円 南関東：2021/10/06～　5戦0勝（2着2回、3着0回） 父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム

北海道：2021/06/09～　9戦1勝（2着2回、3着2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

南関東：2021/12/10～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 6R 地方収得賞金　15,100,000円

4枠5番 1枠1番 北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

スチルマン 調教師　嶋田幸晴（大井） ティーズグランツ 調教師　嶋田幸晴（大井） 南関東：2020/12/09～　12戦1勝（2着3回、3着1回）

牡3歳 馬主　小菅誠 牡3歳 馬主　立山伸二 ◆'21桃花賞［大井］　1着

栗毛 生年月日　2019年4月10日 鹿毛 生年月日　2019年3月3日 ◆2021　東京プリンセス賞［大井］　3着

父　ヘニーハウンド 生産牧場　土井牧場 父　ホッコータルマエ 生産牧場　谷川牧場 6枠11番

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 母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 シンタロウ 調教師　大宮和也（大井）

地方収得賞金　1,380,000円 地方収得賞金　2,922,500円 牡4歳 馬主　中田和宏

北海道：2021/06/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/04/21～　11戦1勝（2着4回、3着4回） 黒鹿毛 生年月日　2018年2月23日

南関東：2021/09/21～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/10～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　有限会社中田牧場

5枠8番 母　ツクバエンジェル（父　クロフネ） 産地　平取町

ベルムフェリクス 調教師　福永敏（大井） 7R 地方収得賞金　9,786,000円 中央収得賞金　1,600,000円

牡3歳 馬主　杉山忠国 8枠10番 北海道：2020/05/21～　16戦3勝（2着4回、3着1回）

芦毛 生年月日　2019年3月17日 パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　バトルプラン 生産牧場　明治牧場 牝4歳 馬主　小菅誠 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

母　レッドフォーチュン（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 青鹿毛 生年月日　2018年3月18日 南関東：2021/10/04～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,410,000円 父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代 ◆2020　南部駒賞［盛岡］　2着　　◆2021　びらとりオープン［門別］　2着

北海道：2021/09/08～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 母　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 7枠13番

南関東：2021/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,480,000円 ミラコロカナーレ 調教師　福永敏（大井）

6枠9番 北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　山崎和哉

アイフォーユー 調教師　松浦裕之（大井） 南関東：2020/09/20～　24戦1勝（2着0回、3着0回） 青毛 生年月日　2018年4月27日

牝3歳 馬主　程田真司 父　ワイルドワンダー 生産牧場　川越ファーム

青鹿毛 生年月日　2019年4月28日 9R 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

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　グランド牧場 3枠6番 地方収得賞金　12,735,000円

母　リアルアーネスト（父　Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｏｒ） 産地　新ひだか町 カンティーユ 調教師　荒山勝徳（大井） 北海道：2020/07/01～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,350,000円 牡4歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 南関東：2020/12/31～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

北海道：2021/05/26～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018年5月15日 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　オルフェーヴル 生産牧場　岡田スタツド ◆2021　ハヤテスプリント［盛岡］　2着

8枠13番 母　タマヒカル（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町 ◆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） 地方収得賞金　3,768,000円

牡3歳 馬主　村山光弘 北海道：2021/06/24～　5戦3勝（2着2回、3着0回） 12R

鹿毛 生年月日　2019年4月14日 南関東：2021/10/05～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 5枠5番

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 4枠7番 アイルビーゼア 調教師　福永敏（大井）

母　フォンティーン（父　エンドスウィープ） 産地　熊本県 イッツバッド 調教師　市村誠（大井） 牝4歳 馬主　野田善己

地方収得賞金　1,705,000円 牝4歳 馬主　三岡有香 栗毛 生年月日　2018年2月27日

北海道：2021/06/30～　9戦0勝（2着2回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2018年5月11日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　松田牧場

南関東：2021/12/08～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド 母　リファインド（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町

母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　9,800,000円

●笠松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　3,890,000円 北海道：2020/05/14～　5戦1勝（2着1回、3着3回）

2R　①マーゴットロマンス　②カワバンガー　③エイシンプシュケー 北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回） 兵庫：2020/08/27～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

　　　⑥トビタマリー 南関東：2020/12/08～　14戦0勝（2着2回、3着2回） 南関東：2021/03/12～　9戦1勝（2着1回、3着1回）

3R　①コウエイノハナ　③レーヴポルト　⑥スギノワルキューレ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

4R　⑥キセキタイム　⑦フランキー ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 ◆2020　園田プリンセスカップ［園田］　2着

5R　③レッツシンク 笠松1R　⑥クリーンゲーム ◆2020　兵庫若駒賞［園田］　3着

6R　③タッチウェーブ　⑦エイシンミステリー 　　　2R　④トーアルドルフ

7R　⑤リックマトリックス 　　　5R　⑧キチロクアユノ

8R　②ハナウタマジリ　③モーニングフジ　④シルバーサークル 　　　6R　⑧ワイエスキャンサー

11R　②ランタン 　　　9R　⑦タラニス

　　11R　⑨イデアエスクロー
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