
2R 6R 9R

4枠6番 3枠4番 3枠5番

ルナシーナ 調教師　岡野尚光（大井） アリオト 調教師　中道啓二（大井） クラッチシュート 調教師　栗田泰昌（大井）

牝5歳 馬主　山下晃徳 牡3歳 馬主　伊達泰明 牡4歳 馬主　酒井孝敏

黒鹿毛 生年月日　2017年3月25日 鹿毛 生年月日　2019年4月18日 鹿毛 生年月日　2018年2月7日

父　スマートファルコン 生産牧場　グランド牧場 父　コメート 生産牧場　サンシャイン牧場 父　トーセンジョーダン 生産牧場　明治牧場

母　ジュウゴヤムーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,854,000円 地方収得賞金　938,000円 地方収得賞金　2,570,000円

北海道：2019/06/12～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/05/05～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着2回、3着1回）

兵庫：2019/12/19～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 金沢：2021/08/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2020/11/22～　17戦0勝（2着3回、3着2回）

南関東：2020/08/10～　20戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2021/09/27～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2021/06/08～　13戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠8番

3R 5枠7番 エイシンシッソウ 調教師　佐藤壽（大井）

6枠10番 ユキゲシズク 調教師　蛯名雄太（大井） 牝4歳 馬主　小橋亮太

エムオーシャーク 調教師　米田英世（大井） 牝3歳 馬主　小野美子 栗毛 生年月日　2018年4月19日

牡3歳 馬主　大浅貢 黒鹿毛 生年月日　2019年5月26日 父　アジアエクスプレス 生産牧場　栄進牧場

栗毛 生年月日　2019年4月27日 父　アメリカンペイトリオット 生産牧場　木戸口牧場 母　エーシンロレーン（父　Ｒａｈｙ） 産地　浦河町

父　ダノンシャーク 生産牧場　協栄組合 母　ビーナスライン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 地方収得賞金　2,383,000円

母　アドリア（父　ヴィクトワールピサ） 産地　平取町 地方収得賞金　830,000円 北海道：2020/06/10～　8戦0勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　630,000円 北海道：2021/06/23～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2020/12/18～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2021/06/30～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2021/12/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/04/21～　15戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2022/01/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠11番 南関東：2021/12/06～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

リコーランカスター 調教師　蛯名雄太（大井）

4R 牝3歳 馬主　土橋正雄 11R

4枠5番 鹿毛 生年月日　2019年4月5日 5枠7番

ラニサンバダンサー 調教師　庄子昭彦（大井） 父　ダンカーク 生産牧場　リコーファーム ノートウォージー 調教師　藤田輝信（大井）

牝3歳 馬主　門脇竜一 母　リコールクレール（父　ケイムホーム） 産地　日高町 牡4歳 馬主　吉田照哉

栗毛 生年月日　2019年3月25日 地方収得賞金　918,000円 栗毛 生年月日　2018年4月22日

父　ラニ 生産牧場　村上進治 北海道：2021/08/11～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 父　ノヴェリスト 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　サンバダンサー（父　アドマイヤマックス） 産地　新冠町 南関東：2021/12/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ノブレスオブリッジ（父　サンデーサイレンス） 産地　白老町

地方収得賞金　710,000円 8枠14番 地方収得賞金　16,925,000円

北海道：2021/04/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回） アダド 調教師　栗田裕光（大井） 北海道：2020/05/28～　6戦3勝（2着0回、3着0回）

岩手：2021/08/17～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　酒井孝敏 南関東：2020/11/20～　10戦3勝（2着2回、3着1回）

南関東：2021/11/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019年1月24日 ◆2021　黒潮盃［大井］　3着

父　エスポワールシチー 生産牧場　パカパカファーム 5枠8番

5R 母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

2枠2番 地方収得賞金　920,000円 牡7歳 馬主　和田博美

ノースジラソーレ 調教師　米田英世（大井） 北海道：2021/05/12～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

牝3歳 馬主　早川正行 南関東：2021/12/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

父　ストロングリターン 生産牧場　浦新徳司 8R 地方収得賞金　30,820,000円

母　マリスカ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 4枠5番 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　997,000円 ヤマショウリアン 調教師　堀千亜樹（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　山下勇 南関東：2017/12/31～　55戦5勝（2着4回、3着3回）

南関東：2021/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年5月28日 ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

5枠8番 父　シンボリクリスエス 生産牧場　槇本牧場

ワントップ 調教師　栗田泰昌（大井） 母　テレフォトグラフ（父　ハーツクライ） 産地　日高町 12R

牝3歳 馬主　酒井孝敏 地方収得賞金　2,507,000円 7枠7番

鹿毛 生年月日　2019年5月12日 北海道：2020/05/28～　13戦1勝（2着1回、3着4回） フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井）

父　ルーラーシップ 生産牧場　バンブー牧場 南関東：2021/07/14～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 牡5歳 馬主　山口明彦

母　バンビーナココ（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 7枠12番 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日

地方収得賞金　1,079,000円 ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

北海道：2021/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 牡5歳 馬主　和田博美 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

東海：2021/12/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回）　 黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 地方収得賞金　11,285,000円

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 南関東：2020/11/19～　14戦3勝（2着2回、3着2回）

2R　①カメッテル　 地方収得賞金　5,275,000円 7枠8番

3R　③ハッピーヘイロー　④トーアマリアンヌ 北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） トウキョウドライヴ 調教師　藤田輝信（大井）

5R　②ビッグクロワール 南関東：2019/12/29～　17戦2勝（2着3回、3着0回） 牡4歳 馬主　白井岳

6R　⑤サイレントシズカ　⑦モリデンマグマ 栗毛 生年月日　2018年4月12日

7R　③モーニングサクラ ●佐賀競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　カジノドライヴ 生産牧場　リトルブルーファーム

9R　⑤ポストモダン 1R　④ザシャード　⑥オウンゴール 母　パンジェンシー（父　フレンチデピュティ） 産地　清水町

10R　①オーミルシア　②ファンスマイル　④シャドーボール 2R　③トモノクイーン　⑫タックスオフィサー 地方収得賞金　7,562,000円

4R　②パッションアイコ　⑨ダバイマーシカ 北海道：2020/04/28～　19戦5勝（2着3回、3着3回）

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 7R　②ヨーソロー ◆2021　びらとりオープン［門別］　1着

笠松4R　⑦ファントムメナス 9R　①リュウジン　③リーガルチェック ◆2021　えりもオープン［門別］　2着

　　　7R　⑤ハーディン 10R　②ゴールドホープ

　　10R　⑥リックシエリ 11R　②ホウオウエックス

12R　⑤クミパンチ　⑧レッツゴーレツコ

●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手
佐賀1R　④ザシャード

　　　2R　③トモノクイーン

　　　7R　③アガッテオイデヨ

　　　9R　④キナコ

　　11R　⑤キングサリ

2/8(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

転入後
初出走

前走
２着

○本日のダートグレード競走

2/8(火) 佐賀8R

第49回佐賀記念

ＪｐｎⅢ・4歳以上オープン ダート2,000ｍ

応援よろしくお願いします♪


