
1R 3R 10R

1枠1番 1枠1番 1枠2番

ニシノサトパーク 調教師　佐々木洋一（大井） シャンパンファイト 調教師　福田真広（大井） ネーロルチェンテ 調教師　堀千亜樹（大井）

牡2歳 馬主　山口明彦 牡2歳 馬主　竹下浩一 牝5歳 馬主　眞保榮稔

鹿毛 生年月日　2020.03.21生 栗毛 生年月日　2020.03.27生 青鹿毛 生年月日　2017.04.19生

父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 父　エスポワールシチー 生産牧場　佐藤鉄也 父　ベルシャザール 生産牧場　ナカノファーム

母　スマイルメッセージ（父　スクリーンヒーロー） 産地　平取町 母　プリモウェイ（父　Ｇｉａｎｔ’ｓ　Ｃａｕｓｅｗａｙ） 産地　新ひだか町母　アデュラリア（父　クロフネ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,676,000円 地方収得賞金　2,500,000円 地方収得賞金　21,816,000円

北海道：2022/04/20～　14戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2022/05/17～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/02～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2022/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 4R 北海道：2020/07/21～　17戦7勝（2着4回、3着0回）

マサノチャンス 調教師　月岡健二（大井） 1枠1番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　古賀禎彦 コパノモナルカ 調教師　赤嶺亮（大井） 南関東：2022/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2020.05.09生 牝2歳 馬主　小林祥晃 ◆2022　ノースクイーンC［門別］　1着　　◆2019　ブロッサムC［門別］　1着

父　タリスマニック 生産牧場　小林正仁 栗毛 生年月日　2020.02.17生 ◆2021　ひだかオープン［門別］　1着

母　ティアップアリア（父　ヘニーヒューズ） 産地　浦河町 父　コパノリッキー 生産牧場　タガミファーム ◆2021　ノースクイーンC［門別］　2着　　◆2019　フローラルC［門別］　2着

地方収得賞金　1,473,000円 母　レッドビアンカ（父　Ｈａｒｄ　Ｓｐｕｎ） 産地　新ひだか町 ◆2022　えりもオープン［門別］　2着

北海道：2022/05/11～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,500,000円 5枠10番

4枠4番 北海道：2022/04/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回） レジェンドルーラー 調教師　的場直之（大井）

ツルマルベル 調教師　市村誠（大井） 南関東：2022/11/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　廣松光成

牝2歳 馬主　鶴谷義雄 5枠6番 黒鹿毛 生年月日　2018.04.18生

鹿毛 生年月日　2020.03.21生 シュヴルーズ 調教師　村上頼章（大井） 父　ダノンレジェンド 生産牧場　野坂牧場

父　メイショウサムソン 生産牧場　宮内牧場 牡2歳 馬主　会田裕一 母　スターオブアフリカ（父　Ｊｏｈａｎｎｅｓｂｕｒｇ） 産地　新ひだか町

母　シャルマンウーマン（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2020.04.19生 地方収得賞金　13,965,000円

地方収得賞金　1,354,000円 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　中橋清 北海道：2020/06/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/07/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ヴィエナトウショウ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 南関東：2020/11/20～　25戦5勝（2着1回、3着6回）

南関東：2022/11/15～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,019,000円 7枠13番

6枠8番 北海道：2022/05/03～　11戦1勝（2着1回、3着1回） ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井）

マザオ 調教師　嶋田幸晴（大井） 南関東：2022/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　立山伸二

牡2歳 馬主　（有）谷川牧場 鹿毛 生年月日　2018.04.13生

黒鹿毛 生年月日　2020.04.02生 5R 父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム

父　インカンテーション 生産牧場　谷川牧場 8枠13番 母　フェスティブシャン（父　サニーブライアン） 産地　新ひだか町

母　ニシノマザーアース（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 プナヘレ 調教師　的場直之（大井） 地方収得賞金　15,100,000円

地方収得賞金　1,935,000円 牡4歳 馬主　林田憲次 北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2022/05/03～　11戦1勝（2着4回、3着2回） 芦毛 生年月日　2018.05.15生 南関東：2020/12/09～　19戦1勝（2着3回、3着1回）

父　クリエイター２ 生産牧場　佐々木恵一 ◆'21 桃花賞［大井］　1着

2R 母　セインツプレイ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　浦河町 ◆2021　東京プリンセス賞［大井］　3着

1枠1番 地方収得賞金　4,200,000円

ティーズアヴァンセ 調教師　大宮和也（大井） 北海道：2020/08/05～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 11R

牝2歳 馬主　高橋真紀 南関東：2020/12/08～　14戦1勝（2着2回、3着1回） 4枠5番

鹿毛 生年月日　2020.02.03生 プリサイスニードル 調教師　吉井竜一（大井）

父　イスラボニータ 生産牧場　谷川牧場 6R セン3歳 馬主　菊地博

母　リーベグランツ（父　ノヴェリスト） 産地　浦河町 5枠9番 黒鹿毛 生年月日　2018.01.26生

地方収得賞金　1,312,000円 ママズコフィ 調教師　三坂盛雄（大井） 父　プリサイスエンド 生産牧場　ノースガーデン

北海道：2022/04/21～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 牝4歳 馬主　沖田正憲 母　プレシャスクルー（父　ノヴェリスト） 産地　日高町

南関東：2022/11/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018.03.27生 地方収得賞金　4,949,000円

3枠4番 父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 北海道：2021/04/28～　12戦2勝（2着4回、3着1回）

オペラ 調教師　栗田裕光（大井） 母　ママズディッシュ（父　クロフネ） 産地　日高町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　組）寿組合 地方収得賞金　4,308,000円 8枠14番

鹿毛 生年月日　2020.04.05生 北海道：2020/07/02～　13戦3勝（2着2回、3着2回） ティーズグランツ 調教師　嶋田幸晴（大井）

父　フリオーソ 生産牧場　チェリーフィールズ 南関東：2021/12/07～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　立山伸二

母　スーパープルーム（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2019.03.03生

地方収得賞金　1,284,000円 7R 父　ホッコータルマエ 生産牧場　谷川牧場

北海道：2022/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 6枠9番 母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町

南関東：2022/11/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） 地方収得賞金　4,592,500円

4枠6番 牡4歳 馬主　増田慎 北海道：2021/04/21～　11戦1勝（2着4回、3着4回）

フークマカリオス 調教師　赤嶺亮（大井） 黒鹿毛 生年月日　2018年5月16日 南関東：2021/12/10～　18戦0勝（2着1回、3着3回）

牡2歳 馬主　福岡隆史 父　ガルボ 生産牧場　原則夫

鹿毛 生年月日　2020.06.04生 母　コスモパッション（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 12R

父　トゥザワールド 生産牧場　鹿嶋牧場 地方収得賞金　6,085,000円 3枠6番

母　スマートエッグ（父　デヒア） 産地　新ひだか町 北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回） クラルージュ 調教師　朝倉実（大井）

地方収得賞金　1,848,000円 南関東：2020/12/29～　29戦1勝（2着2回、3着5回） 牝3歳 馬主　倉見利弘

北海道：2022/08/18～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019.03.12生

南関東：2022/11/15～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 9R　第68回東京大賞典〔GⅠ〕 父　タイセイレジェンド 生産牧場　倉見牧場

5枠7番 5枠7番 母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町

シャイニーセンス 調教師　高野毅（大井） リンゾウチャネル 調教師　荒山勝徳（大井） 地方収得賞金　4,439,000円

牡2歳 馬主　小林昌志 牡6歳 馬主　木谷哲 北海道：2021/06/16～　12戦5勝（2着1回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2020.03.19生 黒鹿毛 生年月日　2016.04.12生 南関東：2022/12/05～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ラブリーデイ 生産牧場　雅牧場 父　モンテロッソ 生産牧場　川上牧場 7枠13番

母　ブライティアセンス（父　ストリートセンス） 産地　平取町 母　ワールドレデー（父　タヤスツヨシ） 産地　新冠町 アークヴィルヌーブ 調教師　嶋田幸晴（大井）

地方収得賞金　1,948,000円 地方収得賞金　90,755,000円 牝3歳 馬主　アークフロンティア（株）

北海道：2022/07/07～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/06/20～　14戦10勝（2着3回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019.03.22生

6枠9番 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回） 父　ディスクリートキャット 生産牧場　ハクツ牧場

エイシンメテオラ 調教師　鷹見浩（大井） 南関東：2020/04/07～　14戦1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

牡2歳 馬主　吉田勝利 北海道：2021/09/23～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　4,780,000円

栗毛 生年月日　2020.03.23生 南関東：2022/02/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着1回、3着1回）

父　エイシンヒカリ 生産牧場　荒谷牧場 ◆2019　楠賞［園田］　1着　　◆2019　王冠賞［門別］　1着 南関東：2021/12/10～　20戦0勝（2着1回、3着5回）

母　モントレーストリート（父　Ｃａｎｄｙ　Ｒｉｄｅ） 産地　青森県 ◆2019　北海優駿［門別］　1着　　◆2019　北斗盃［門別］　1着

地方収得賞金　1,410,000円 ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

北海道：2022/05/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2022　勝島王冠［大井］　2着　　◆2021　報知グランプリC［船橋］　2着

岩手：2022/09/26～　4戦2勝（2着1回、3着0回） ◆2018　鎌倉記念［川崎］　2着　　◆2021　チバテレ盃［船橋］　2着

7枠12番 ◆2022　サンタアニタトロフィー［大井］　3着　　◆2021　ブリリアントC［大井］　3着

リコーステアー 調教師　蛯名雄太（大井） ◆2020　東京記念［大井］　3着

牝2歳 馬主　土橋正雄 8枠14番

鹿毛 生年月日　2020.03.30生 ラッキードリーム 調教師　新子雅司（兵庫）

父　メイショウボーラー 生産牧場　リコーファーム 牡4歳 馬主　野田善己

母　リコーノエラニ（父　プリサイスエンド） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2018.05.09生

地方収得賞金　1,905,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　谷岡牧場

北海道：2022/04/28～　9戦2勝（2着1回、3着1回） 母　サクラスリール（父　ファンタスティックライト） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　116,460,000円

●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～　11戦7勝（2着0回、3着0回）

1R　⑦ラキリン 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2R　③エイシンヌイトム　 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R　⑥サクラトップビップ 南関東：2022/03/03～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

5R　③ポアンカレ　④チュンチュンマル　⑥シャドーボール 兵庫：2022/08/25～　3戦3勝（2着0回、3着0回）

7R　⑦オーミルシア　⑧ヤマミキララ ◆2022　園田金盃［園田］　1着　　◆2022　姫山菊花賞［園田］　1着

11R　①グッドオールド　③マーミンラブ ◆2021　王冠賞［門別］　1着　　◆2021　北海優駿［門別］　1着

◆2021　北斗盃［門別］　1着　　◆2020　JBC2歳優駿［門別］　1着

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 ◆2020　サッポロクラシックC［門別］ 1着

笠松2R　⑤ジュンバレット ◆'22 武蔵国オープン［浦和］　3着

　　　3R　⑥サクラトップビップ

　　　7R　④ダンディゴッホ

　　10R　④ラウルス

　　11R　④コパノキャスター

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
笠松4R　③エンライ

　　12R　②ヤマニンフレッチェ

●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手
笠松3R　①スワーヴノートン

　　　4R　④フェアリーミラー

　　　7R　①マイネルケイローン

　　10R　③アクアカレイド

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　⑥イリア　

2R　②ポアゾンシップ

3R　③エムオードリーム

4R　⑤リリメリア

5R　⑧ヴォルテッジョ　⑨アンスリウムシンヤ

6R　⑤メイクアラッシュ

10R　⑦リルドゥセルマン　⑪カナヒタル

11R　①ミラクルベルン　⑦キール

12R　⑨サザンローズ　⑫エールソングス

12/29(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

リンゾウチャネル 2019.08.01 第40回王冠賞

ラッキードリーム 2021.07.22 第42回王冠賞

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

前走
１着

園田競馬
所 属

前走
１着

転入後
初出走

●今週のダートグレード競走

12/29(木) 大井9R 農林水産大臣賞典

第68回東京大賞典
GⅠ・3歳上選定馬 ダ・外2,000ｍ

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


