
4R 7R 9R

6枠9番 3枠3番 4枠4番

オマツリオジョウ 調教師　井上弘之（大井） イエローブラッド 調教師　鷹見浩（大井） ドンゲイボルグ 調教師　佐藤厚弘（船橋） 

牝4歳 馬主　中田妙子 牡4歳 馬主　（株）ＢＥＴＴＥＲ　ＬＩＦＥ　ＣＯＲＰ 牡2歳 馬主　（株）ドン

鹿毛 生年月日　2011年4月5日 鹿毛 生年月日　2011年3月3日 芦毛 生年月日　2013年4月29日

父　エイシンサンディ 生産牧場　細道牧場 父　ダイワメジャー 生産牧場　オリエント牧場 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

母　シロキタジーニアス（父　トウカイテイオー） 産地　浦河町 母　ハピネスデスネ（父　アントレプレナー） 産地　新冠町 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

地方収得賞金　4,559,000円 地方収得賞金　4,767,000円 地方収得賞金　3,200,000円

北海道：2013/08/01～　6戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2013/06/12～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2014/03/19～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2014/02/20～　25戦0勝（2着3回、3着6回） 南関東：2015/10/06～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

3枠4番 6枠6番

プレミールキャット 調教師　新井清重（船橋） キングニミッツ 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝5歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牡2歳 馬主　（有）新生ファーム

鹿毛 生年月日　2010年5月2日 栗毛 生年月日　2013年6月4日

父　アサクサデンエン 生産牧場　小倉光博 父　スパイキュール 生産牧場　新生ファーム

母　シークレットローズ（父　レジエンドテイオー） 産地　新ひだか町 母　サヴァント（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

地方収得賞金　7,960,000円 地方収得賞金　2,398,000円

北海道：2012/07/26～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2015/08/19～　5戦1勝（2着0回、3着3回）

8枠14番 南関東：2012/11/14～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 7枠7番

ビナキャロル 調教師　赤嶺本浩（大井） 笠松：2013/05/15～　12戦2勝（2着1回、3着6回） ティーズブラッド 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝3歳 馬主　杉浦和也 南関東：2013/09/25～　34戦1勝（2着5回、3着2回） 牡2歳 馬主　立山伸二

鹿毛 生年月日　2012年3月23日 4枠5番 栗毛 生年月日　2013年4月15日

父　アサクサデンエン 生産牧場　大林ファーム ブライトウェイ 調教師　村上頼章（大井） 父　タイキシャトル 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム

母　プモ（父　アグネスデジタル） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　（有）社台レースホース 母　アイルゴーバック（父　アッミラーレ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,088,000円 黒鹿毛 生年月日　2012年3月14日 地方収得賞金　4,000,000円

北海道：2014/05/21～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 父　ファスリエフ 生産牧場　追分ファーム 北海道：2015/06/10～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

金沢：2014/12/03～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ライトザキャンドル（父　ダンスインザダーク） 産地　安平町 南関東：2015/08/25～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/01/21～　16戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,304,000円 8枠10番

北海道：2014/05/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ヴェルミオン 調教師　荒山勝徳（大井） 

5R 南関東：2014/08/28～　13戦1勝（2着1回、3着0回） 牡2歳 馬主　（有）サンデーレーシング

4枠5番 8枠14番 鹿毛 生年月日　2013年4月26日

サキノダイアン 調教師　櫻木英喜（大井） ユメノヒト 調教師　橋本和馬（大井） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　ノーザンファーム

牡6歳 馬主　榊原富夫 牝3歳 馬主　和田博美 母　マチカネセキガハラ（父　フジキセキ） 産地　安平町

鹿毛 生年月日　2009年5月6日 栗毛 生年月日　2012年3月1日 地方収得賞金　4,410,000円

父　スパイキュール 生産牧場　原弘之 父　サウスヴィグラス 生産牧場　カタオカステーブル 北海道：2015/07/15～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

母　アンバーダイアン（父　アンバーシヤダイ） 産地　新ひだか町 母　ベルナデッタ（父　アフリート） 産地　新ひだか町 南関東：2015/11/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　6,793,500円 地方収得賞金　3,367,000円

北海道：2011/07/27～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/06/03～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 10R

兵庫：2011/12/08～　51戦7勝（2着6回、3着8回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 3枠3番

南関東：2014/01/22～　34戦2勝（2着5回、3着2回） 南関東：2014/12/31～　8戦0勝（2着1回、3着1回） コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

◆2014　ブロッサムカップ　2着 牡3歳 馬主　市川智

名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2014　園田プリンセスカップ　3着 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

1R　④インヘリットライン 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

2R　⑧フェリチータ 8R 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

3R　⑦ドレミ 2枠2番 地方収得賞金　18,922,000円

4R　①スカイトマホーク　③トーイキララ　④リュウワンカーリー フォーティクイン 調教師　赤嶺本浩（大井） 北海道：2014/05/15～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

　　 ⑤スーパーラッド　⑥ハッピーガール　⑧ジンクーアン 牝3歳 馬主　（有）中山牧場 南関東：2014/09/25～　13戦2勝（2着2回、3着2回）

　　 ⑨アンジュオスリール　⑩オレンジノート 鹿毛 生年月日　2012年4月27日 ◆2014　平和賞　2着

6R　⑥エガオデコタエテ 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　中山牧場 ◆2015　'15雲取賞・優駿スプリント　3着

7R　⑤ナーゴナーゴユーリ　⑦セントウイナー 母　ラストキャノンズ（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 8枠10番

9R　①エムティアポロン　②アプリーレ　③キニナルーイ　 地方収得賞金　3,290,000円 エルヘイロー 調教師　冨田敏男（浦和）

　　 ④サジカゲン　⑤グレイトシャイン　⑦ロンリーウーマン 北海道：2014/06/25～　11戦1勝（2着3回、3着0回） 牡7歳 馬主　冨田藤男

　　 ⑨ゴールドパーク 南関東：2015/01/23～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2008年3月14日

◆2014　フローラルカップ　2着 父　ブラックタキシード 生産牧場　高橋耀代

4枠5番 母　ロマンオペラ（父　グランドオペラ） 産地　日高町

サキノブライアン 調教師　櫻木英喜（大井） 地方収得賞金　4,110,000円 中央収得賞金　41,560,000円

牡3歳 馬主　榊原富夫 北海道：2010/07/29～　5戦3勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2012年6月14日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　信田牧場 JRA：2010/12/19～　32戦2勝（2着1回、3着7回）

母　サキノローレル（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 南関東：2014/10/29～　19戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,260,000円 ◆2010　サンライズカップ1着

北海道：2014/08/05～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/12/29～　16戦1勝（2着0回、3着1回） 11R

4枠8番

バミューダ 調教師　堀江仁（大井）

牝5歳 馬主　加藤誠

青鹿毛 生年月日　2010年3月3日

父　スクワートルスクワート 生産牧場　富川田中牧場

母　トライベッカ（父　ホワイトマズル） 産地　日高町

地方収得賞金　11,317,000円

北海道：2012/07/04～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2012/12/29～　56戦2勝（2着8回、3着5回）

8枠16番

サプライズソング 調教師　矢野義幸（船橋）

牝3歳 馬主　目黒忠法

鹿毛 生年月日　2012年3月3日

父　ソングオブウインド 生産牧場　目黒牧場

母　シンメイジョアー（父　カリスタグローリ） 産地　日高町

地方収得賞金　5,612,000円

北海道：2014/08/07～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/03/03～　9戦1勝（2着0回、3着2回）

12/23（水・祝）大井　ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
2着

鞍上は石川倭騎手！
本日は他にも
5R ⑭ブエラ
6R ⑧スマートウインザー
9R ③リヴフォーエバー
に騎乗予定です☆彡

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

前走
３着

上：ドンゲイボルグ
（2015年6月18日門別5R・JRA認定フレッシュチャレンジ競走）
下：ヴェルミオン
（2015年7月15日門別8R・JRA認定フレッシュチャレンジ競走）

24日(木)・25日(金)の
大井競馬はナイター開催！

24日は園田競馬・25日は名古屋競馬との
リレー発売です。
お間違えなく♪


