
2R 5R 10R

7枠12番 5枠7番 7枠8番

シップレックビーチ 調教師　森下淳平（大井） スティールマドンナ 調教師　村上頼章（大井） ビリーヴホース 調教師　市村誠（大井）

牡5歳 馬主　竹下浩一 牝4歳 馬主　川上和彦 牡3歳 馬主　田村誠

栗毛 生年月日　2017年4月15日 芦毛 生年月日　2018年5月1日 鹿毛 生年月日　2019年5月13日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　ユートピア牧場 父　カレンブラックヒル 生産牧場　池内健二 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊田田村牧場

母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市 母　ローランデイラミ（父　Ｄａｙｌａｍｉ） 産地　日高町 母　ベルモントプロテア（父　アジュディケーティング） 産地　日高町

地方収得賞金　3,115,000円 地方収得賞金　2,930,000円 地方収得賞金　4,975,000円

北海道：2019/07/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/18～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/06/17～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/02/25～　11戦1勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/08～　3戦1勝（2着0回、3着2回）

兵庫：2020/11/05～　12戦3勝（2着0回、3着0回）

3R 南関東：2021/11/04～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 11R　第66回金盃〔SⅡ〕

4枠4番 6枠10番 3枠3番

スチルマン 調教師　嶋田幸晴（大井） アーデンスピリッツ 調教師　的場直之（大井） フレッチャビアンカ 調教師　川島正一（船橋）

牡3歳 馬主　小菅誠 牡4歳 馬主　吉田照哉 牡5歳 馬主　大久保和夫

栗毛 生年月日　2019年4月10日 鹿毛 生年月日　2018年4月10日 芦毛 生年月日　2017年3月30日

父　ヘニーハウンド 生産牧場　土井牧場 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　社台ファーム 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　シンボリ牧場

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　ライムスカッシュ（父　キングカメハメハ） 産地　千歳市 母　スイートスズラン（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町

地方収得賞金　1,380,000円 地方収得賞金　2,740,000円 地方収得賞金　77,205,000円

北海道：2021/06/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/25～　8戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2021/09/21～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/04/26～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/01/09～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

5枠6番 岩手：2020/03/20～　8戦5勝（2着2回、3着1回）

ディオスライト 調教師　井上弘之（大井） 6R 南関東：2021/03/16～　6戦2勝（2着2回、3着0回）

牡3歳 馬主　村山光弘 2枠2番 ◆2021　東京記念［大井］　1着　　◆2020　ダービーグランプリ［盛岡］　1着

鹿毛 生年月日　2019年4月14日 アサンテギア 調教師　吉井竜一（大井） ◆2020　不来方賞［盛岡］　1着　　◆2020　東北優駿［盛岡］　1着

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 牝4歳 馬主　菊地博 ◆2020　スプリングC［水沢］　1着　　◆2020　奥州弥生賞［水沢］　1着

母　フォンティーン（父　エンドスウィープ） 産地　熊本県 芦毛 生年月日　2018年2月25日 ◆2020　北上川大賞典［水沢］　2着　　◆2020　ダイヤモンドC［水沢］　2着

地方収得賞金　1,705,000円 父　クリエイター２ 生産牧場　ノースガーデン ◆2020　桐花賞［水沢］　3着

北海道：2021/06/30～　9戦0勝（2着2回、3着3回） 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 4枠5番

南関東：2021/12/08～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,631,000円 リンゾウチャネル 調教師　荒山勝徳（大井）

8枠11番 北海道：2020/08/05～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 牡6歳 馬主　木谷ツヤ

フォルエレナ 調教師　村上頼章（大井） 南関東：2021/11/16～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日

牝3歳 馬主　八嶋長久 8枠14番 父　モンテロッソ 生産牧場　川上牧場

栗毛 生年月日　2019年4月23日 ププ 調教師　朝倉実（大井） 母　ワールドレデー（父　タヤスツヨシ） 産地　新冠町

父　トゥザワールド 生産牧場　大典牧場 牡7歳 馬主　手嶋康雄 地方収得賞金　70,830,000円

母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 北海道：2018/06/20～　14戦10勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　1,830,000円 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2021/05/12～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 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 南関東：2020/04/07～　14戦1勝（2着3回、3着2回）

南関東：2021/09/08～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　12,400,000円 北海道：2021/09/23～　2戦0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） ◆2019　楠賞［園田］　1着　　◆2019　王冠賞［門別］　1着

4R 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） ◆2019　北海優駿［門別］　1着　　◆2019　北斗盃［門別］　1着

4枠6番 南関東：2018/12/31～　47戦3勝（2着8回、3着7回） ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

シャイニーシグナス 調教師　高野毅（大井） ◆2021　報知グランプリC［船橋］　2着

セン3歳 馬主　小林昌志 8R ◆2018　鎌倉記念［川崎］　2着　　◆2021　チバテレ盃［船橋］　2着

栗毛 生年月日　2019年3月4日 4枠5番 ◆2021　ブリリアントC［大井］　3着　　◆2020　東京記念［大井］　3着

父　トーセンジョーダン 生産牧場　雅牧場 モリデンワールド 調教師　鈴木啓之（大井）

母　ブライティアスワン（父　クロフネ） 産地　平取町 牡4歳 馬主　藤原豊満 12R

地方収得賞金　1,504,000円 鹿毛 生年月日　2018年5月31日 5枠9番

北海道：2021/06/02～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 父　トゥザワールド 生産牧場　森田芳男 リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井）

南関東：2022/01/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　土橋正雄

5枠7番 地方収得賞金　4,820,000円 黒鹿毛 生年月日　2018年2月8日

マダムクインビー 調教師　小野寺晋廣（大井） 北海道：2020/07/01～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 父　パイロ 生産牧場　リコーファーム

牝3歳 馬主　石川貴久 南関東：2021/03/10～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

栗毛 生年月日　2019年3月13日 地方収得賞金　10,260,000円

父　ラニ 生産牧場　ムラカミファーム 9R 北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町 2枠3番 南関東：2021/01/21～　9戦4勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,640,000円 ビッグブラザー 調教師　栗田泰昌（大井） 8枠15番

北海道：2021/05/13～　7戦2勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　酒井孝敏 リュミエール 調教師　福永敏（大井）

南関東：2021/12/10～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年4月10日 セン4歳 馬主　（有）ユートピア牧場

8枠13番 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 芦毛 生年月日　2018年3月27日

アークヴィルヌーブ 調教師　嶋田幸晴（大井） 母　ワイルドイマージュ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 父　クリエイター２ 生産牧場　ユートピア牧場

牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） 地方収得賞金　4,705,000円 母　ピュアダイヤモンド（父　フジキセキ） 産地　登別市

鹿毛 生年月日　2019年3月22日 北海道：2020/07/02～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　8,541,000円

父　ディスクリートキャット 生産牧場　ハクツ牧場 南関東：2020/12/29～　21戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/05/14～　18戦6勝（2着3回、3着2回）

母　カクテルラウンジ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 8枠15番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,605,000円 カンティーユ 調教師　荒山勝徳（大井） 南関東：2021/12/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 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：2021/12/10～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年5月15日

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！ 母　タマヒカル（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

2R　⑥キョウワグロリア 地方収得賞金　4,768,000円

3R　④タッチペガサス　⑦モア 北海道：2021/06/24～　5戦3勝（2着2回、3着0回）

5R　①アシハライ 南関東：2021/10/05～　6戦2勝（2着3回、3着0回）

7R　②ランブラー

8R　①チュパチ　②タイセイエミネント　④カナデソニック ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
9R　②プリンセスカーリ　③ブエラアルト　④リックイノスケ 1R　⑦ハドロサウルス

　　　⑤アドマイヤガール 2R　①リュウノデイ　⑤モリデンギャル

10R　②ボルドーアドゥール　⑤シャローナ　⑥ブリッジドラゴン 4R　⑧ローズメジャー

　　　⑦エクレールブリアン 6R　③ハッピーハナコサン　⑥ヴィクトリアグラス

7R　③マルメロ　⑥オノマトペ

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 8R　①ゴフェル　②モンシャトール　⑥ロードジャック　⑩スダワールド

笠松3R　③ディザネイション 　　　⑪カワカミティファニ

　　　5R　⑦ロードラウレア 9R　①スターギア　③イコライザー　⑥マジカルフェイス

10R　⑦ヨハネスボーイ　⑫マントルパワー

12R　⑤エールソングス

2/9(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
１着

前走
３着

再転入後

初出走
前走
３着

前走
１着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


