
2R 6R 11R

1枠2番 3枠3番 6枠9番

エイシンユンケル 調教師　小野寺晋廣（大井） ベルムフェリクス 調教師　福永敏（大井） エムオースイート 調教師　堀江仁（大井）

牡3歳 馬主　安田功夫 牡3歳 馬主　杉山忠国 牝3歳 馬主　鈴木伸哉

青鹿毛 生年月日　2019.03.13生 芦毛 生年月日　2019.03.17生 鹿毛 生年月日　2019.03.10生

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　栄進牧場 父　バトルプラン 生産牧場　明治牧場 父　タニノギムレット 生産牧場　平岡牧場

母　ハートフォーカス（父　Ｉｎｔｅｎｓｅ　Ｆｏｃｕｓ） 産地　浦河町 母　レッドフォーチュン（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 母　セクシイスイート（父　タヤスツヨシ） 産地　むかわ町

地方収得賞金　1,601,000円 地方収得賞金　5,780,000円 地方収得賞金　3,868,000円

北海道：2021/07/08～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/09/08～　4戦2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）

岩手：2021/11/30～　16戦0勝（2着2回、3着3回） 南関東：2021/12/29～　13戦1勝（2着3回、3着3回） 南関東：2022/03/08～　16戦0勝（2着1回、3着3回）

5枠10番 7枠12番 7枠11番

スーベニア 調教師　立花貢（大井） サランスク 調教師　田中正人（大井） アンファスエシャペ 調教師　佐藤壽（大井）

牝3歳 馬主　堀内一夫 牝3歳 馬主　吉田晴哉 牝4歳 馬主　酒井孝敏

鹿毛 生年月日　2019.05.17生 鹿毛 生年月日　2019.03.16生 栗毛 生年月日　2018.02.25生

父　メイショウボーラー 生産牧場　谷岡スタット 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 父　カジノドライヴ 生産牧場　槇本牧場

母　サクラシオン（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 母　シーオーク（父　キングカメハメハ） 産地　白老町 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　1,950,000円 地方収得賞金　6,714,000円 地方収得賞金　4,659,000円

北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/05/20～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/04/23～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/02/25～　12戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2021/10/07～　8戦1勝（2着3回、3着2回） 佐賀：2020/06/27～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

7枠14番 南関東：2021/03/16～　23戦1勝（2着2回、3着1回）

コンチドリーム 調教師　栗田裕光（大井） 8R

牝3歳 馬主　（有）フォレブルー 3枠3番 12R

鹿毛 生年月日　2019.04.10生 ファーガス 調教師　月岡健二（大井） 5枠9番

父　ウインバリアシオン 生産牧場　一山育成牧場 牡3歳 馬主　古賀禎彦 モズアンビリバボー 調教師　鈴木義久（川崎）

母　トーワレッテラ（父　スズカマンボ） 産地　青森県 栗毛 生年月日　2019.04.19生 牡4歳 馬主　松本光弘

地方収得賞金　1,814,000円 父　フリオーソ 生産牧場　中橋清 栗毛 生年月日　2018.02.17生

北海道：2021/05/20～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 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 父　グランプリボス 生産牧場　谷川牧場

南関東：2022/03/29～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　7,295,000円 母　モズラコルタ（父　ヴィクトワールピサ） 産地　浦河町

北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　21,975,000円

3R 南関東：2021/12/10～　12戦0勝（2着4回、3着1回） 北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

5枠5番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ティーズアペックス 調教師　嶋田幸晴（大井） 9R 南関東：2021/01/01～　22戦3勝（2着3回、3着4回）

牝2歳 馬主　立山伸二 8枠11番 7枠13番

芦毛 生年月日　2020.04.15生 ミスターウラノフ 調教師　赤嶺本浩（大井） アベニンドリーム 調教師　荒山勝徳（大井）

父　レッドファルクス 生産牧場　谷川牧場 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牡5歳 馬主　（株）マステック

母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 芦毛 生年月日　2018.04.15生 鹿毛 生年月日　2017.05.15生

地方収得賞金　3,409,000円 父　スクワートルスクワート 生産牧場　服部文明 父　オンファイア 生産牧場　スマイルファーム

北海道：2022/05/17～　9戦0勝（2着5回、3着1回） 母　プルメリアチャーム（父　キングカメハメハ） 産地　鹿児島県 母　アベニンプラナス（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

南関東：2022/12/08～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　9,554,000円 地方収得賞金　40,195,000円

8枠10番 北海道：2020/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回）　 北海道：2019/06/12～　20戦4勝（2着7回、3着1回）

エイシンテラ 調教師　藤田輝信（大井） 南関東：2020/10/21～　28戦0勝（2着5回、3着1回） 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着1回、3着0回）

牝2歳 馬主　平井克彦 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2021/02/16～　19戦2勝（2着0回、3着2回）

青鹿毛 生年月日　2020.04.30生 佐賀：2022/07/05～　9戦1勝（2着3回、3着2回） ◆2020　北海優駿（ダービー）［門別］　1着

父　エーシンモアオバー 生産牧場　栄進牧場 南関東：2022/12/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　北海道2歳優駿［門別］　2着

母　スウィートクレメンタイン（父　Ｓｈａｍａｒｄａｌ） 産地　浦河町 ◆2021　たんぽぽ賞［佐賀］　2着 ◆2020　王冠賞［門別］　2着　　◆2019　鎌倉記念［川崎］　2着

地方収得賞金　4,139,000円 ◆2022　コスモス賞［佐賀］　3着

北海道：2022/05/04～　3戦1勝（2着0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！
南関東：2022/10/04～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 10R GDJ2022 第46回東京2歳優駿牝馬〔SⅠ〕 1R　⑥ラボンバ　

2枠3番 3R　⑤シャインリッパー

4R ジョリダム 調教師　田中淳司（北海道） 4R　①ハーラブリー　④マジックガール　⑨センテッドジュエル

6枠8番 牝2歳 馬主　（有）桑田牧場 5R　④ヤマノコナー　⑦ペイバスク　⑩ヴィルゲート

アサンテギア 調教師　吉井竜一（大井） 栗毛 生年月日　2020.05.24生 7R　②ジージーファン　⑤レスプレンドール　⑥ディオスメッセージ

牝4歳 馬主　菊地博 父　カレンブラックヒル 生産牧場　桑田牧場 　　　⑧エイシンレゲンダ　⑪マルグリッド　⑫リーデレ

芦毛 生年月日　2018.02.25生 母　マイダイナマイト（父　ダイナマイトダディ） 産地　浦河町 8R　⑤オートゥイユ　⑩パッションピーチ

父　クリエイター２ 生産牧場　ノースガーデン 地方収得賞金　6,858,000円 中央収得賞金 16,000,000円（付加賞金 238,000円） 10R　①エイシンツーリング

母　アサンテサーナ（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　日高町 北海道：2022/06/15～　5戦2勝（2着1回、3着2回） 12R　③ブリリアドロ

地方収得賞金　4,506,000円 　うちJRA参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/08/05～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/11/16～　13戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2022　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着

8枠11番 3枠5番

エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） エイシンレア 調教師　藤原智行（浦和）

牡7歳 馬主　岡田義見 牝2歳 馬主　平井克彦

鹿毛 生年月日　2015.05.12生 鹿毛 生年月日　2020.03.11生

父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 父　リアルスティール 生産牧場　栄進牧場

母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 母　エイシンダーラ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町

地方収得賞金　13,293,000円 地方収得賞金　7,695,000円

北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2022/04/21～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2022/09/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2022　ローレル賞［川崎］　3着

南関東：2018/12/05～　61戦6勝（2着3回、3着7回） 4枠6番

メイドイットマム 調教師　石井勝男（船橋）

5R 牝2歳 馬主　（有）木村牧場

5枠8番 栗毛 生年月日　2020.04.06生

グレイテストワーク 調教師　渡邉和雄（大井） 父　ノヴェリスト 生産牧場　新井牧場

セン3歳 馬主　吉田照哉 母　コマノアスクーロ（父　ゼンノロブロイ） 産地　むかわ町

栗毛 生年月日　2019.03.02生 地方収得賞金　8,286,000円

父　グランデッツァ 生産牧場　社台ファーム 北海道：2022/06/23～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

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 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　6,715,000円 南関東：2022/12/01～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/07/29～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 4枠7番

南関東：2021/12/30～　6戦2勝（2着1回、3着0回） スギノプリンセス 調教師　佐々木仁（川崎）

牝2歳 馬主　（株）ＴＳホールディングス

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 芦毛 生年月日　2020.03.12生

4R　②エクレールブリアン　⑥マメニーニャ 父　ダンカーク 生産牧場　明治牧場

5R　②プロージット 母　スギノエンプレス（父　エンパイアメーカー） 産地　新ひだか町

6R　②ボルドープリュネ 地方収得賞金　7,876,000円

8R　⑤ソーディスイズラヴ 北海道：2022/05/18～　8戦4勝（2着2回、3着0回）

9R　①イコライザー　③クインザヒーロー ◆2022　ブロッサムC［門別］　1着

10R第51回東海ゴールドC〔SPⅠ〕　②イイネイイネイイネ　⑧ナラ 8枠14番

ラビュリントス 調教師　田中淳司（北海道）

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 牝2歳 馬主　（有）キャロットファーム

笠松1R　①キングオブスペーズ 鹿毛 生年月日　2020.04.27生

　　　2R　⑦トゥースアンネイル 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　新冠橋本牧場

　　　8R　⑤ソーディスイズラヴ 母　ブリトマルティス（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

　　10R　⑤マジックバローズ 地方収得賞金　25,016,000円

★黒澤愛斗騎手は笠松競馬場での期間限定騎乗最終日！ 北海道：2022/05/04～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

笠松7R　⑥マイネルホイッスル 　うち他地区参戦：2戦2勝（2着0回、3着0回）

　　10R　③トロピカルストーム ◆2022　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着　　◆2022　知床賞［盛岡］　1着

●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手
笠松2R　①デクラーク ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
　　　3R　⑥グッドカグラ 大井10R　⑭ラビュリントス

　　11R　②ジロローザ

12/31(土) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

ホッカイドウ競馬

所 属

前走
３着

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

ホッカイドウ競馬

所 属

前走
１着

東京2歳優駿牝馬にホッカイドウ競馬から

ジョリダム・ラビュリントスの2頭が出走！

応援よろしくお願いします(^_^)/~


