
2R 7R 10R　第16回東京シンデレラマイル〔SⅢ〕

6枠8番 3枠6番 2枠2番

ワントップ 調教師　渡部則夫（大井） エムオーナイナー 調教師　高岩孝敏（大井） スピーディキック 調教師　藤原智行（浦和）

牝3歳 馬主　酒井孝敏 牡4歳 馬主　遠藤喜和 牝3歳 馬主　加藤鈴幸

鹿毛 生年月日　2019.05.12生 栗毛 生年月日　2018.05.10生 栗毛 生年月日　2019.03.05生

父　ルーラーシップ 生産牧場　バンブー牧場 父　アドマイヤムーン 生産牧場　桑原牧場 父　タイセイレジェンド 生産牧場　熊谷武

母　バンビーナココ（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 母　ガルネリ（父　ゼンノロブロイ） 産地　むかわ町 母　デザートフラワー（父　サイレントディール） 産地　浦河町

地方収得賞金　1,268,000円 地方収得賞金　4,385,000円 地方収得賞金　144,456,000円

北海道：2021/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/06/03～　9戦0勝（2着3回、3着3回） 北海道：2021/06/30～　7戦3勝（2着3回、3着0回）

東海：2021/12/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/12/14～　19戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/31～　6戦5勝（2着0回、3着1回）

北海道：2022/06/30～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 6枠12番 ◆2022　ロジータ記念［川崎］　1着　　◆2022　戸塚記念［川崎］　1着

南関東：2022/11/02～　2戦0勝（2着0回、3着0回） バリブラック 調教師　井上弘之（大井） ◆2022　東京プリンセス賞［大井］　1着　　◆2022　桜花賞［浦和］　1着

セン3歳 馬主　佐藤良二 ◆2021　東京2歳優駿牝馬［大井］　1着　　◆2021　エーデルワイス賞［門別］　1着

4R 栗毛 生年月日　2019.03.30生 ◆2021　リリーC［門別］　1着

3枠3番 父　カレンブラックヒル 生産牧場　松本信行 ◆2022　関東オークス［川崎］　3着

スタープレジデント 調教師　市村誠（大井） 母　トヨサンハッピー（父　マリエンバード） 産地　新冠町 8枠12番

牡2歳 馬主　坂本順子 地方収得賞金　3,935,000円 レディオスター 調教師　矢野義幸（船橋）

栗毛 生年月日　2020.04.19生 北海道：2021/05/12～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

父　コパノリッキー 生産牧場　藤川フアーム 高知：2021/12/04～　14戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019.03.30生

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 北海道：2022/06/16～　10戦1勝（2着3回、3着1回） 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム

地方収得賞金　2,947,000円 母　ピンナップ（父　スマートボーイ） 産地　日高町

北海道：2022/07/06～　5戦0勝（2着2回、3着2回） 8R 地方収得賞金　20,916,000円

南関東：2022/10/31～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠12番 北海道：2021/05/05～　5戦2勝（2着3回、3着0回）

6枠6番 ベストリオン 調教師　三坂盛雄（大井） 南関東：2022/01/25～　9戦4勝（2着0回、3着1回）

ドンドン 調教師　阪本一栄（大井） 牡3歳 馬主　沖田正憲 ◆2022　サルビアC［川崎］　1着

牡2歳 馬主　山田祐三 黒鹿毛 生年月日　2019.03.14生 ◆2021　リリーC［門別］　2着

黒鹿毛 生年月日　2020.04.23生 父　リオンディーズ 生産牧場　沖田牧場 ◆2022　東京プリンセス賞［大井］　3着

父　ラブリーデイ 生産牧場　新井昭二 母　ヨウヨウ（父　マヤノトップガン） 産地　日高町

母　プリミティブラブ（父　ゼンノロブロイ） 産地　日高町 地方収得賞金　5,435,000円 11R

地方収得賞金　2,612,000円 北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 3枠5番

北海道：2022/05/04～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2021/11/02～　20戦1勝（2着2回、3着0回） スティールグレート 調教師　高野毅（大井）

南関東：2022/11/01～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠13番 牡4歳 馬主　菅野守雄

グリューフィア 調教師　朝倉実（大井） 栗毛 生年月日　2018.03.04生

5R セン3歳 馬主　伊達泰明 父　アジアエクスプレス 生産牧場　カタオカステーブル

2枠2番 栗毛 生年月日　2019.03.20生 母　キタサンスズラン（父　アルカセット） 産地　新ひだか町

サヤオンニ 調教師　堀千亜樹（大井） 父　ヘニーハウンド 生産牧場　サンシャイン牧場 地方収得賞金　9,460,000円

牝2歳 馬主　藤沢澄雄 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町 北海道：2020/05/05～　23戦7勝（2着8回、3着4回）

鹿毛 生年月日　2020.03.27生 地方収得賞金　5,519,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

父　タリスマニック 生産牧場　新井牧場 北海道：2021/06/24～　5戦1勝（2着0回、3着2回） ◆2020　知床賞［盛岡］　2着　　◆2020　栄冠賞［門別］　2着

母　サワヤカムスメ（父　ネオユニヴァース） 産地　むかわ町 南関東：2022/02/15～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 6枠11番

地方収得賞金　3,132,000円 北海道：2022/09/27～　4戦0勝（2着2回、3着1回） シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井）

北海道：2022/06/01～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2022/12/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　村田裕子

南関東：2022/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2017.03.11生

◆2022　リリーＣ［門別］　3着 9R 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

3枠4番 3枠3番 母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

スタードラマー 調教師　須田和伸（大井） タイガーチャージ 調教師　鈴木啓之（大井） 地方収得賞金　13,495,000円

牡2歳 馬主　中西功 牡2歳 馬主　定蛇邦宏 北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

芦毛 生年月日　2020.03.23生 鹿毛 生年月日　2020.04.18生 南関東：2019/12/29～　40戦3勝（2着4回、3着3回）

父　フェノーメノ 生産牧場　増尾牧場 父　ミッキーロケット 生産牧場　ヒカル牧場 6枠12番

母　ファーマフレア（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　日高町 母　ヒカリヴィグラス（父　サウスヴィグラス） 産地　新冠町 クラキャノン 調教師　朝倉実（大井）

地方収得賞金　4,112,000円 地方収得賞金　7,166,000円 牡5歳 馬主　倉見利弘

北海道：2022/05/18～　9戦3勝（2着0回、3着2回） 北海道：2022/05/31～　6戦2勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017.05.21生

4枠5番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場

ヤマノリッチ 調教師　佐々木洋一（大井） 5枠5番 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

牝2歳 馬主　山口明彦 バルーンアート 調教師　張田京（船橋） 地方収得賞金　13,238,000円

鹿毛 生年月日　2020.03.11生 牡2歳 馬主　吉田照哉 北海道：2019/05/21～　22戦5勝（2着8回、3着2回）

父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 青鹿毛 生年月日　2020.02.22生 南関東：2020/11/17～　36戦3勝（2着2回、3着0回）

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 父　シャンハイボビー 生産牧場　社台ファーム 7枠13番

地方収得賞金　3,188,000円 母　フライングバルーン（父　デュランダル） 産地　千歳市 ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井）

北海道：2022/05/26～　7戦1勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　7,104,000円 牡4歳 馬主　会田裕一

南関東：2022/10/06～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2022/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2018.03.18生

4枠6番 南関東：2022/10/24～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也

コロロア 調教師　福永敏（大井） 6枠6番 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

牝2歳 馬主　中村伊三美 パレルモ 調教師　米田英世（大井） 地方収得賞金　8,075,000円

鹿毛 生年月日　2020.02.20生 牡2歳 馬主　（有）ターフ・スポート 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ロードカナロア 生産牧場　ケイアイファーム 鹿毛 生年月日　2020.02.15生 南関東：2020/11/03～　29戦3勝（2着0回、3着4回）

母　ラコロネル（父　Ｃｏｌｏｎｅｌ　Ｊｏｈｎ） 産地　新ひだか町 父　インカンテーション 生産牧場　谷川牧場 7枠14番

地方収得賞金　3,440,000円 母　マンテラライ（父　Ｃａｔｃｈｅｒ　Ｉｎ　Ｔｈｅ　Ｒｙｅ） 産地　浦河町 アイアンサイズ 調教師　佐宗応和（大井）

北海道：2022/07/07～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　2,620,000円 牡3歳 馬主　木谷哲

南関東：2022/11/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2022/05/26～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2019.03.03生

5枠8番 南関東：2022/12/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　コパノリッキー 生産牧場　フジワラフアーム

アエリアン 調教師　赤嶺亮（大井） 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2歳 馬主　中田和宏 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　7,355,500円

栗毛 生年月日　2020.03.24生 1R　①リノプルミエール　②コンバットチャンス　③ホクセンマイヒメ 北海道：2021/06/24～　7戦1勝（2着0回、3着2回）

父　トゥザワールド 生産牧場　有限会社中田牧場 　　　⑤モモナ 南関東：2022/03/29～　5戦4勝（2着0回、3着1回）

母　マイカイ（父　ヨハネスブルグ） 産地　平取町 2R　④トーアマリアンヌ　⑤ポストモダン

地方収得賞金　2,654,000円 6R　②ユキノヴィクトリー　④エイシンテンライ　⑤ヤマジュンゲノム 12R

北海道：2022/05/12～　12戦2勝（2着5回、3着0回） 　　　⑥マナマハロ　⑧カゼノマキバオー　⑨ブラストクラッシュ 3枠6番

南関東：2022/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7R　①ワールドミッション　⑤コパノアトランタ　⑧ミュゼベリー ビリーヴホース 調教師　市村誠（大井）

7枠11番 9R　①ニャー　⑤クラベルブランコ　⑥エンドオブウォー 牡3歳 馬主　田村誠

ヴェールダンス 調教師　阪本一栄（大井） 10R第26回ライデンリーダー記念〔SPⅠ〕　③エムオージェネラル 鹿毛 生年月日　2019.05.13生

牝2歳 馬主　西村健作 　　　④セイジグラット　⑥ヒロチャン　⑦モズアンカー 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊田田村牧場

鹿毛 生年月日　2020.02.23生 　　　⑨イグアスワーク　⑩ノブノビスケッツ　⑪モズマンマミーヤ 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

父　カフェラピード 生産牧場　三石橋本牧場 11R　①ハニーメモリー　②サクラトップグッド　⑥ファンスマイル 地方収得賞金　5,350,000円

母　アサクサヴェール（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町 北海道：2021/06/17～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　2,557,000円 ●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 南関東：2021/12/08～　12戦1勝（2着0回、3着3回）

北海道：2022/08/17～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 笠松2R　①ダンカーコ 8枠15番

南関東：2022/11/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　3R　⑧ヤマニンスープル キモンリッキー 調教師　堀千亜樹（大井）

7枠12番 　　　5R　③フラッグインハート 牡3歳 馬主　小林祥晃

エアポートライナー 調教師　嶋田幸晴（大井） 　　　6R　⑨ブラストクラッシュ 栗毛 生年月日　2019.04.08生

牡2歳 馬主　小菅誠 　　　7R　④ペイシャマカロン 父　コパノリッキー 生産牧場　西村牧場

黒鹿毛 生年月日　2020.05.03生 　　　9R　①ニャー 母　キモンレッド（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場 　　10R　⑪モズマンマミーヤ 地方収得賞金　5,670,000円

母　リベリーターン（父　ヴァーミリアン） 産地　浦河町 　　11R　⑥ファンスマイル 北海道：2021/05/04　8戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　4,362,000円 ●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手 岩手：2021/11/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/05/03～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 笠松1R　①リノプルミエール 南関東：2022/03/11～　10戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2022/12/09～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
6R 1R　②ファルサ

5枠7番 7R　⑥コルタード

ピエールモンタナ 調教師　柏木一夫（大井） 8R　③ハナバンダ

牡3歳 馬主　工藤栄三 9R　⑫アウィウィリオ

栗毛 生年月日　2019.04.30生 10R　①マブイーグル

父　コパノリッキー 生産牧場　青南ムラカミファーム 11R　②エイシンヒビキ

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　3,420,000円

北海道：2021/05/04～　17戦5勝（2着2回、3着2回）

南関東：2022/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠12番

ビッグブラザー 調教師　栗田泰昌（大井）

牡4歳 馬主　酒井孝敏

栗毛 生年月日　2018.04.10生

父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場

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

地方収得賞金　4,705,000円

北海道：2020/07/02～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/12/29～　30戦1勝（2着0回、3着2回）

12/30(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

スピーディキック　2021.12.31　東京2歳優駿牝馬
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応援よろしくね♪


