
1R 5R 9R

8枠11番 7枠11番 2枠4番

モリデンカイドウ 調教師　蛯名雄太（大井） ニノマエ 調教師　渡邉和雄（大井） ヒノカミカグラ 調教師　鷹見浩（大井）

牡4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 牡5歳 馬主　和田正巳 牝3歳 馬主　小橋亮太

青鹿毛 生年月日　2018.03.11生 鹿毛 生年月日　2017年3月20日 鹿毛 生年月日　2019.05.11生

父　ゼンノロブロイ 生産牧場　トモファーム 父　ワールドエース 生産牧場　谷岡牧場 父　トビーズコーナー 生産牧場　市川牧場

母　ヒラリータイザン（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 母　サクラフーガ（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 母　クレインテオドーラ（父　タニノギムレット） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,587,000円 地方収得賞金　7,635,000円 地方収得賞金　6,759,000円

北海道：2020/07/09～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/07/18～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/05/19～　10戦2勝（2着2回、3着1回）

兵庫：2020/11/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 東海：2019/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/08～　15戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2021/05/19～　10戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/12/29～　24戦2勝（2着4回、3着3回） 5枠9番

南関東：2021/11/18～　3戦0勝（2着1回、3着1回） ノンロム 調教師　辻野豊（大井）

6R 牡3歳 馬主　大久保和夫

3R 1枠1番 鹿毛 生年月日　2019.03.18生

8枠10番 エムオーナイナー 調教師　高岩孝敏（大井） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　厚賀古川牧場

コパノモナルカ 調教師　赤嶺亮（大井） 牡4歳 馬主　遠藤喜和 母　ドゥラーレ（父　フサイチリシャール） 産地　日高町

牝2歳 馬主　小林祥晃 栗毛 生年月日　2018.05.10生 地方収得賞金　6,155,000円

栗毛 生年月日　2020.02.17生 父　アドマイヤムーン 生産牧場　桑原牧場 北海道：2021/09/22～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

父　コパノリッキー 生産牧場　タガミファーム 母　ガルネリ（父　ゼンノロブロイ） 産地　むかわ町 岩手：2021/11/21～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

母　レッドビアンカ（父　Ｈａｒｄ　Ｓｐｕｎ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　4,385,000円 南関東：2022/04/20～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,500,000円 北海道：2020/06/03～　9戦0勝（2着3回、3着3回） 岩手：2022/09/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/04/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/12/14～　18戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/11/03～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/11/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠4番

エイシンタンチョウ 調教師　高橋清顕（大井） 10R

4R 牡5歳 馬主　（有）トニーステーブル 6枠12番

1枠1番 鹿毛 生年月日　2017.03.03生 エムオースイート 調教師　堀江仁（大井）

アエリアン 調教師　赤嶺亮（大井） 父　ダイワメジャー 生産牧場　栄進牧場 牝3歳 馬主　鈴木伸哉

牡2歳 馬主　中田和宏 母　ミスティコンクエスト（父　Ｍｕｊａｄｉｌ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2019.03.10生

栗毛 生年月日　2020.03.24生 地方収得賞金　6,388,000円 中央収得賞金　1,600,000円 父　タニノギムレット 生産牧場　平岡牧場

父　トゥザワールド 生産牧場　有限会社中田牧場 北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　セクシイスイート（父　タヤスツヨシ） 産地　むかわ町

母　マイカイ（父　ヨハネスブルグ） 産地　平取町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,868,000円

地方収得賞金　2,654,000円 JRA：2019/10/12～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/26～　12戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2022/05/12～　12戦2勝（2着5回、3着0回） 兵庫：2020/05/20～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2022/03/08～　15戦0勝（2着1回、3着3回）

3枠3番 南関東：2020/11/06～　33戦1勝（2着2回、3着1回） 8枠16番

エアポートライナー 調教師　嶋田幸晴（大井） 5枠9番 アンファスエシャペ 調教師　佐藤壽（大井）

牡2歳 馬主　小菅誠 ピエールモンタナ 調教師　柏木一夫（大井） 牝4歳 馬主　酒井孝敏

黒鹿毛 生年月日　2020.05.03生 牡3歳 馬主　工藤栄三 栗毛 生年月日　2018.02.25生

父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場 栗毛 生年月日　2019.04.30生 父　カジノドライヴ 生産牧場　槇本牧場

母　リベリーターン（父　ヴァーミリアン） 産地　浦河町 父　コパノリッキー 生産牧場　青南ムラカミファーム 母　ベリーベリータイム（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

地方収得賞金　3,522,000円 母　ハローマリリン（父　ファルブラヴ） 産地　青森県 地方収得賞金　4,659,000円

北海道：2022/05/03～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,420,000円 北海道：2020/04/23～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠4番 北海道：2021/05/04～　17戦5勝（2着2回、3着2回） 佐賀：2020/06/27～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

サヤオンニ 調教師　堀千亜樹（大井） 5枠10番 南関東：2021/03/16～　22戦1勝（2着2回、3着1回）

牝2歳 馬主　藤沢澄雄 ビッグブラザー 調教師　栗田泰昌（大井）

鹿毛 生年月日　2020.03.27生 牡4歳 馬主　酒井孝敏 11R

父　タリスマニック 生産牧場　新井牧場 栗毛 生年月日　2018.04.10生 2枠2番

母　サワヤカムスメ（父　ネオユニヴァース） 産地　むかわ町 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 ネーロルチェンテ 調教師　堀千亜樹（大井）

地方収得賞金　3,132,000円 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 牝5歳 馬主　眞保榮稔

北海道：2022/06/01～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　4,705,000円 青鹿毛 生年月日　2017.04.19生

◆2022　リリーＣ［門別］　3着 北海道：2020/07/02～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ベルシャザール 生産牧場　ナカノファーム

4枠5番 南関東：2020/12/29～　29戦1勝（2着0回、3着2回） 母　アデュラリア（父　クロフネ） 産地　日高町

ボルドートロギル 調教師　赤嶺本浩（大井） 7枠13番 地方収得賞金　21,816,000円

牡2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 北海道：2019/05/02～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2020.04.25生 牡7歳 馬主　岡田義見 南関東：2019/12/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

父　モンテロッソ 生産牧場　シグラップファーム 鹿毛 生年月日　2015.05.12生 北海道：2020/07/21～　17戦7勝（2着4回、3着0回）

母　リッチエモーション（父　フジキセキ） 産地　日高町 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　6,524,000円 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 ◆2022　ノースクイーンC［門別］　1着　　◆2019　ブロッサムC［門別］　1着

北海道：2022/05/04～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　13,293,000円 ◆2021　ひだかオープン［門別］　1着

南関東：2022/09/09～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2021　ノースクイーンC［門別］　2着　　◆2019　フローラルC［門別］　2着

5枠7番 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） ◆2022　えりもオープン［門別］　2着

コロロア 調教師　福永敏（大井） 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 5枠6番

牝2歳 馬主　中村伊三美 南関東：2018/12/05～　60戦6勝（2着3回、3着7回） ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（船橋）

鹿毛 生年月日　2020.02.20生 牡6歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

父　ロードカナロア 生産牧場　ケイアイファーム 7R 芦毛 生年月日　2016年3月26日

母　ラコロネル（父　Ｃｏｌｏｎｅｌ　Ｊｏｈｎ） 産地　新ひだか町 8枠12番 父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン

地方収得賞金　3,440,000円 アークリオン 調教師　嶋田幸晴（大井） 母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

北海道：2022/07/07～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　アークフロンティア（株） 地方収得賞金　28,010,000円

南関東：2022/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018.03.28生 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

6枠9番 父　リオンディーズ 生産牧場　小泉学 南関東：2019/07/16～　36戦6勝（2着3回、3着1回）

エイシンテラ 調教師　藤田輝信（大井） 母　エアワルツ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 岩手：2021/09/13～　7戦5勝（2着0回、3着1回）

牝2歳 馬主　平井克彦 地方収得賞金　6,180,000円 南関東：2022/01/11～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

青鹿毛 生年月日　2020.04.30生 北海道：2020/08/05～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 岩手：2022/08/30～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

父　エーシンモアオバー 生産牧場　栄進牧場 南関東：2020/11/18～　21戦1勝（2着0回、3着3回） 8枠11番

母　スウィートクレメンタイン（父　Ｓｈａｍａｒｄａｌ） 産地　浦河町 ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

地方収得賞金　4,139,000円 8R 牝5歳 馬主　石川貴久

北海道：2022/05/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 5枠7番 鹿毛 生年月日　2017.05.11生

南関東：2022/10/04～　3戦0勝（2着0回、3着2回） ファーガス 調教師　月岡健二（大井） 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

7枠12番 牡3歳 馬主　古賀禎彦 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

ヤマノリッチ 調教師　佐々木洋一（大井） 栗毛 生年月日　2019.04.19生 地方収得賞金　17,515,000円

牝2歳 馬主　山口明彦 父　フリオーソ 生産牧場　中橋清 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2020.03.11生 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 南関東：2019/12/05～　40戦1勝（2着6回、3着1回）

父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 地方収得賞金　6,815,000円

母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町 北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 12R

地方収得賞金　2,663,000円 南関東：2021/12/10～　11戦0勝（2着3回、3着1回） 2枠4番

北海道：2022/05/26～　7戦1勝（2着3回、3着2回） ライトロング 調教師　市村誠（大井）

南関東：2022/10/06～　3戦0勝（2着1回、3着0回） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡5歳 馬主　佐藤ルツ子

8枠14番 2R　②ラキリン 鹿毛 生年月日　2017.04.30生

スタープレジデント 調教師　市村誠（大井） 3R　④ルフトバローン 父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸

牡2歳 馬主　坂本順子 4R　⑤サクラトップビップ 母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町

栗毛 生年月日　2020.04.19生 6R　①シャドーボール　④アシハライ 地方収得賞金　11,086,000円

父　コパノリッキー 生産牧場　藤川フアーム 8R　②チュンチュンマル　⑨ポアンカレ 北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

母　スターインパルス（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 9R　②ナラ 南関東：2019/12/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　2,947,000円 北海道：2020/04/15～　10戦1勝（2着3回、3着0回）

北海道：2022/07/06～　5戦0勝（2着2回、3着2回） ●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 佐賀：2020/12/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2022/10/31～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松4R　⑥ツキニホエル 北海道：2021/04/22～　13戦0勝（2着1回、3着1回）

　　　7R　⑥ヤマニンサイファー 南関東：2021/12/10～　10戦2勝（2着2回、3着0回）

　　　8R　⑥アクアカレイド

　　10R　⑦マジックバローズ

　　11R　⑦スズカサンサン

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
笠松10R　③マイネルホイッスル

●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手
笠松1R　③メイショウセントレ

　　　3R　④ルフトバローン

　　　4R　②フェアリーミラー

　　　6R　④アシハライ
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応援よろしくお願いします♪


