
1R 6R 10R

6枠10番 1枠1番 1枠1番

カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） ファーガス 調教師　月岡健二（大井）

牝6歳 馬主　豊島愛子 牝4歳 馬主　小菅誠 牡3歳 馬主　古賀禎彦

黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 青鹿毛 生年月日　2018年3月18日 栗毛 生年月日　2019年4月19日

父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代 父　フリオーソ 生産牧場　中橋清

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　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 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

地方収得賞金　6,770,000円 地方収得賞金　3,480,000円 地方収得賞金　4,455,000円

北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/04/24～　45戦1勝（2着5回、3着2回） 南関東：2020/09/20～　25戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/10～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

5枠5番 3枠3番

2R ママズコフィ 調教師　橋本和馬（大井） ダイナソー 調教師　佐野謙二（大井）

7枠10番 牝4歳 馬主　沖田正憲 牡3歳 馬主　和田博美

ブラックワトル 調教師　堀千亜樹（大井） 鹿毛 生年月日　2018年3月27日 黒鹿毛 生年月日　2019年4月8日

セン5歳 馬主　平野郁朗 父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

黒鹿毛 生年月日　2017年3月3日 母　ママズディッシュ（父　クロフネ） 産地　日高町 母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町

父　フェノーメノ 生産牧場　スガタ牧場 地方収得賞金　3,558,000円 地方収得賞金　8,540,000円

母　ゴールデンワトル（父　スニッツェル） 産地　平取町 北海道：2020/07/02～　13戦3勝（2着2回、3着2回） 北海道：2021/04/22～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　3,760,000円 南関東：2021/12/07～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/01/19～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2019/05/16～　8戦0勝（2着4回、3着0回） ◆2021　サッポロクラシックC［門別］　2着

南関東：2019/12/27～　18戦1勝（2着1回、3着0回） 8R ◆2022　ニューイヤーC［浦和］　3着

6枠12番 ◆2021　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

3R イッツバッド 調教師　市村誠（大井） 6枠6番

3枠3番 牝4歳 馬主　三岡有香 オンストロン 調教師　鈴木啓之（大井）

ノーズトゥテール 調教師　中道啓二（大井） 鹿毛 生年月日　2018年5月11日 牡3歳 馬主　西森鶴

牡3歳 馬主　木谷ツヤ 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド 栗毛 生年月日　2019年4月19日

栗毛 生年月日　2019年4月14日 母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 父　ストロングリターン 生産牧場　協栄組合

父　トゥザグローリー 生産牧場　川上牧場 地方収得賞金　3,890,000円 母　マックススカラ（父　Ｏｐｅｒａ　Ｈｏｕｓｅ） 産地　平取町

母　ツキノテンシ（父　ムーンバラッド） 産地　新冠町 北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　5,094,000円

地方収得賞金　3,050,000円 南関東：2020/12/08～　15戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2021/05/27～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/05/27～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 7枠13番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） カナヒタル 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2021/12/09～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

5枠5番 牝5歳 馬主　和田博美 7枠8番

ベストリオン 調教師　三坂盛雄（大井） 鹿毛 生年月日　2017年3月14日 アバンダンス 調教師　嶋田幸晴（大井）

牡3歳 馬主　沖田正憲 父　ゼンノロブロイ 生産牧場　大栄牧場 牡3歳 馬主　谷岡真喜

黒鹿毛 生年月日　2019年3月14日 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2019年5月22日

父　リオンディーズ 生産牧場　沖田牧場 地方収得賞金　6,995,000円 父　パドトロワ 生産牧場　谷岡スタット

母　ヨウヨウ（父　マヤノトップガン） 産地　日高町 北海道：2019/05/15～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 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

地方収得賞金　3,795,000円 南関東：2019/12/29～　14戦2勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　4,204,000円

北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2021/05/26～　9戦3勝（2着5回、3着0回）

南関東：2021/11/02～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 9R 南関東：2021/12/30～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

7枠7番 2枠3番 8枠10番

ローズティアラ 調教師　佐野謙二（大井） フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井） ジャストメンバー 調教師　阪本一栄（大井）

牝3歳 馬主　和田博美 セン6歳 馬主　八嶋長久 牡3歳 馬主　山田祐三

青鹿毛 生年月日　2019年4月26日 芦毛 生年月日　2016年4月29日 鹿毛 生年月日　2019年3月24日

父　ロージズインメイ 生産牧場　登別上水牧場 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム

母　ヒカルダイヤモンド（父　アグネスタキオン） 産地　登別市 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 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

地方収得賞金　4,070,000円 地方収得賞金　18,160,000円 地方収得賞金　4,652,000円

北海道：2021/06/23～　8戦3勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回） 北海道：2021/08/11～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2021/12/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/04～　21戦4勝（2着8回、3着1回） 南関東：2021/12/29～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠8番 北海道：2021/05/20～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

イケノギャルチャン 調教師　岡野尚光（大井） 南関東：2021/12/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 11R

牝3歳 馬主　池添安雄 4枠6番 3枠5番

栗毛 生年月日　2019年3月5日 エリタダス 調教師　佐野謙二（大井） ブロンディーヴァ 調教師　藤田輝信（大井）

父　ロージズインメイ 生産牧場　池添安雄 牡5歳 馬主　和田博美 牝5歳 馬主　（有）キャロットファーム

母　イケノパシスタ（父　ブラックタイド） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2017年3月31日 栗毛 生年月日　2017年3月18日

地方収得賞金　2,115,000円 父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場 父　スマートファルコン 生産牧場　ノーザンファーム

北海道：2021/04/14～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町 母　アンソロジー（父　サクラバクシンオー） 産地　安平町

南関東：2021/09/08～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　18,160,000円 地方収得賞金　38,350,000円

北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/06/12～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

4R 南関東：2019/09/18～　34戦4勝（2着3回、3着3回） 南関東：2019/09/03～　17戦3勝（2着2回、3着2回）

3枠3番 5枠8番 ◆2019　ローレル賞［川崎］　1着

スイングステート 調教師　坂井英光（大井） ネフェルリリー 調教師　的場直之（大井） ◆2020　優駿スプリント［大井］　2着

牡3歳 馬主　吉田正志 牝6歳 馬主　木谷ツヤ ◆2020　アフター5スター賞［大井］　3着　　◆2019　若武者賞［川崎］　3着

鹿毛 生年月日　2019年3月1日 栗毛 生年月日　2016年3月5日 6枠11番

父　シルバーステート 生産牧場　追分ファーム 父　ローエングリン 生産牧場　フジワラフアーム アイバンホー 調教師　立花伸（大井）

母　フェアリーライン（父　ファスリエフ） 産地　安平町 母　ネフェルメモリー（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 牡4歳 馬主　村山忠弘

地方収得賞金　3,807,000円 地方収得賞金　17,460,000円 鹿毛 生年月日　2018年4月1日

北海道：2021/08/26～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2019/07/16～　7戦6勝（2着1回、3着0回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　坂牧場

南関東：2021/12/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/02/24～　19戦7勝（2着5回、3着1回） 母　ラヴフルーヴ（父　アラジ） 産地　日高町

地方収得賞金　18,120,000円

5R ●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：2020/05/26～　6戦1勝（2着4回、3着1回）

4枠5番 2R　①ステインタッチ　②トビタマリー　③グレートモンスター 金沢：2020/11/10～　7戦5勝（2着0回、3着1回）

ビックランサー 調教師　市村誠（大井） 　　　⑤カワバンガー　⑥コンバットグレイス 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　佐藤ルツ子 3R　③スギノワルキューレ　④コウエイノハナ　⑥マーゴットロマンス 南関東：2021/10/08～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2019年5月13日 4R　③ランタン ◆2021　石川ダービー［金沢］　1着　　◆2021　北日本新聞杯［金沢］　1着

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　ヤマタケ牧場 5R　①マメニーニャ ◆2020　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　1着　　◆2021　若駒賞［金沢］　1着

母　ゲイルプリムラ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 6R　③グレイトボルケーノ　④シルバーサークル　⑥モーニングフジ ◆2021　MRO金賞［金沢］　3着

地方収得賞金　2,476,000円 9R　④レッツシンク　⑧ポアンカレ

北海道：2021/08/12～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 10R　①タッチウェーブ　③サプライズドルチェ　⑤ハナウタマジリ 12R

6枠10番 　　　⑦フランキー 7枠8番

ティーズグランツ 調教師　嶋田幸晴（大井） ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井）

牡3歳 馬主　立山伸二 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 牡5歳 馬主　北原大史

鹿毛 生年月日　2019年3月3日 笠松2R　①ステインタッチ 鹿毛 生年月日　2017年3月18日

父　ホッコータルマエ 生産牧場　谷川牧場 　　　3R　②フォワデジー 父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場

母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 　　　9R　①ワイエスキャンサー 母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

地方収得賞金　3,472,500円 　　10R　⑧リュウノポートガス 地方収得賞金　7,121,000円

北海道：2021/04/21～　11戦1勝（2着4回、3着4回） 北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/10～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

7枠11番 南関東：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回）

ヒノカミカグラ 調教師　鷹見浩（大井） 北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

牝3歳 馬主　小橋亮太 南関東：2020/11/05～　23戦1勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2019年5月11日 8枠10番

父　トビーズコーナー 生産牧場　市川牧場 ライヴクッキー 調教師　赤嶺本浩（大井）

母　クレインテオドーラ（父　タニノギムレット） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　澤田孝之

地方収得賞金　3,719,000円 鹿毛 生年月日　2018年3月31日

北海道：2021/05/19～　10戦2勝（2着2回、3着1回） 父　コパノリチャード 生産牧場　中本牧場

南関東：2021/12/08～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 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　4,391,000円

北海道：2020/07/09～　5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）

南関東：2020/11/17～　15戦1勝（2着0回、3着4回）

2/11(金祝) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
２着

前走
３着

前走
３着

応援よろしくお願いします♪


