
2R 9R 11R　第4回雲取賞〔SⅢ〕

5枠7番 3枠5番 1枠1番

リンノペルフェット 調教師　遠藤茂（大井） スマイルキューティ 調教師　田中正人（大井） マイブレイブ 調教師　川島正一（船橋）

牡4歳 馬主　浦野和由 牝4歳 馬主　会田裕一 牡3歳 馬主　安川幸彦

栗毛 生年月日　2018年3月5日 鹿毛 生年月日　2018年3月22日 栗毛 生年月日　2019年5月3日

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田猛 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 父　アジアエクスプレス 生産牧場　プログレスファーム

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　ハレイワクィーン（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 母　ラペルラ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,725,000円 地方収得賞金　5,200,000円 地方収得賞金　12,365,000円

北海道：2020/05/21～　17戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2020/06/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2021/06/24～　3戦0勝（2着1回、3着2回）

高知：2021/09/04～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/09/20～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/10/01～　4戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2022/01/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠7番 ◆2021　平和賞［船橋］　2着

6枠10番 リコーグレース 調教師　荒山勝徳（大井） 3枠3番

セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） 牝4歳 馬主　土橋正雄 ナッジ 調教師　佐野謙二（大井）

セン7歳 馬主　（株）ハッピースマイル 黒鹿毛 生年月日　2018年4月20日 牡3歳 馬主　和田博美

鹿毛 生年月日　2015年4月2日 父　ゼンノロブロイ 生産牧場　リコーファーム 鹿毛 生年月日　2019年3月21日

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町 父　フェノーメノ 生産牧場　信田牧場

母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 地方収得賞金　5,340,000円 母　エーシンジョイフル（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　9,825,000円 北海道：2020/06/04～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　17,660,000円

北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2021/03/23～　6戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2021/05/13～　10戦4勝（2着2回、3着1回）

南関東：2017/12/27～　70戦4勝（2着4回、3着6回） 4枠8番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ルビーブランケット 調教師　宗形竹見（大井） ◆2021　サンライズC［門別］　1着

3R 牝4歳 馬主　組）ハッピースウィング ◆2021　JBC2歳優駿［門別］　2着

3枠3番 栗毛 生年月日　2018年3月16日 5枠5番

キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） 父　エスポワールシチー 生産牧場　坪田晃宜 クロールキック 調教師　栗田裕光（大井）

牡4歳 馬主　増田慎 母　デジタルゴールド（父　アグネスデジタル） 産地　日高町 牡3歳 馬主　佐野幸一郎

黒鹿毛 生年月日　2018年5月16日 地方収得賞金　5,345,000円 栗毛 生年月日　2019年3月6日

父　ガルボ 生産牧場　原則夫 北海道：2020/07/02～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 父　ストロングリターン 生産牧場　シンボリ牧場

母　コスモパッション（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ハイデルベーレ（父　ハーツクライ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,135,000円 南関東：2021/03/11～　9戦0勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　6,570,000円

北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2020　プリンセスC［水沢］　2着 北海道：2021/05/27～　7戦1勝（2着4回、3着1回）

南関東：2020/12/29～　16戦0勝（2着1回、3着2回） 5枠10番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

デスブロー 調教師　蛯名雄太（大井） 岩手：2021/12/14～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

4R 牝4歳 馬主　石瀬丈太郎 ◆2021　寒菊賞［水沢］　1着

8枠13番 芦毛 生年月日　2018年4月7日 ◆2021　南部駒賞［盛岡］　2着

エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ムラカミファーム 7枠8番

牡7歳 馬主　岡田義見 母　ホワイトプラネット（父　クロフネ） 産地　新冠町 シルトプレ 調教師　米谷康秀（船橋）

鹿毛 生年月日　2015年5月12日 地方収得賞金　5,920,000円 牡3歳 馬主　原久美子

父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 北海道：2020/05/27～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019年4月29日

母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ワールドエース 生産牧場　藤原牧場

地方収得賞金　12,793,000円 南関東：2021/01/11～　13戦1勝（2着1回、3着0回） 母　エアディケム（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町

北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠12番 地方収得賞金　20,947,000円

東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 北海道：2021/07/01～　6戦4勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 牡4歳 馬主　会田裕一 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/12/05～　50戦6勝（2着3回、3着6回） 栗毛 生年月日　2018年3月18日 ◆2021　鎌倉記念［川崎］　1着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也 8枠10番

6R 母　フォレスタレガーロ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 シャルフジン 調教師　川島正一（船橋）

3枠4番 地方収得賞金　6,335,000円 牡3歳 馬主　吉田勝己

トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 栃栗毛 生年月日　2019年3月28日

牝7歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 南関東：2020/11/03～　17戦2勝（2着0回、3着3回） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂東牧場

鹿毛 生年月日　2015年2月14日 7枠13番 母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町

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 トンデコパ 調教師　堀千亜樹（大井） 地方収得賞金　12,060,000円

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 牝4歳 馬主　小林祐介 北海道：2021/05/13～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　12,965,000円 鹿毛 生年月日　2018年3月26日 ◆2021　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　1着

北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　西村牧場 ◆2021　サンライズC［門別］　2着

南関東：2017/12/29～　43戦4勝（2着7回、3着5回） 母　イマスグキスミー（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町 8枠11番

地方収得賞金　6,653,000円 グレイテストワーク 調教師　藤田輝信（大井）

7R 北海道：2020/04/23～　16戦3勝（2着3回、3着1回） 牡3歳 馬主　吉田照哉

4枠5番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019年3月2日

ライトロング 調教師　市村誠（大井） 岩手：2021/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　グランデッツァ 生産牧場　社台ファーム

牡5歳 馬主　佐藤ルツ子 ◆2020　フルールC［門別］　2着 母　ブリージーウッズ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

鹿毛 生年月日　2017年4月30日 地方収得賞金　3,435,000円

父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸 10R 北海道：2021/07/29～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町 3枠5番 南関東：2021/12/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　8,926,000円 シンタロウ 調教師　大宮和也（大井）

北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 牡4歳 馬主　中田和宏 12R

南関東：2019/12/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018年2月23日 3枠5番

北海道：2020/04/15～　10戦1勝（2着3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 ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） 

佐賀：2020/12/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ツクバエンジェル（父　クロフネ） 産地　平取町 牡6歳 馬主　上田江吏子

北海道：2021/04/22～　13戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　10,191,000円 中央収得賞金　1,600,000円 鹿毛 生年月日　2016年5月20日

南関東：2021/12/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/21～　16戦3勝（2着4回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　原口牧場

5枠8番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町

スコトントン 調教師　橋本和馬（大井） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　31,105,000円

牝4歳 馬主　和田博美 南関東：2021/10/04～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2018年3月18日 ◆2020　南部駒賞［盛岡］　2着　　◆2021　びらとりオープン［門別］　2着 南関東：2019/02/11～　25戦7勝（2着3回、3着1回）

父　ベルシャザール 生産牧場　猿橋義昭 4枠7番 ◆2021　スパーキングプラチナチャレンジ［川崎］　2着

母　クリスマドンナ（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 スティールストーム 調教師　鈴木啓之（大井） ◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

地方収得賞金　6,600,000円 牡4歳 馬主　菅野守雄 ◆'21トワイライトC［浦和］　3着

北海道：2020/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年5月4日 7枠12番

南関東：2021/01/19～　12戦2勝（2着1回、3着3回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　有限会社プライドロック センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

6枠10番 母　フェスティバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 牡8歳 馬主　米津佳昭

セリス 調教師　朝倉実（大井） 地方収得賞金　12,955,000円 栗毛 生年月日　2014年5月6日

牝6歳 馬主　（有）ノマ 北海道：2020/08/19～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

鹿毛 生年月日　2016年4月3日 南関東：2020/12/09～　12戦3勝（2着2回、3着1回） 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場 地方収得賞金　39,855,000円

母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　12,820,000円 1R　③サクラトップビップ　④メッサーシュミット　⑦ユメミルボニータ 南関東：2016/11/16～　55戦8勝（2着4回、3着5回）

北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 　　　⑧レーヴポルト

南関東：2018/12/25～　33戦3勝（2着4回、3着3回） 2R　①カワカミベルベット　②アイスラリマー　③マナルア ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
8枠13番 7R　③キセキタイム 1R　②フレイムフォース

エラボレート 調教師　中道啓二（大井） 8R　③サンドスピーダー 2R　④フロストフラワー

牡5歳 馬主　伊達泰明 10R第39回ウインター争覇　⑩ベニスビーチ 3R　⑧ミニスター　⑨イヴリーヌ

黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日 4R　②ガミラスチェルシー

父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 5R　⑤ローズレイジング

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 笠松2R　⑥トーアルドルフ 7R　⑦マッサンゴールド

地方収得賞金　8,955,000円 　　　4R　②イデアエスクロー 8R　⑥フィールドノア　⑧エイシンリカルダ

北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回） 　　　9R　⑦トロピカルストーム 9R　⑤サンゼント　⑥ミラクルベルン

南関東：2019/12/11～　21戦3勝（2着4回、3着2回） 10R　⑦リコーパイソン

12R　③フォローユアハート　⑪ウインディシティー　⑫エーストビーズ
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