
2R 8R 11R

8枠12番 1枠1番 3枠3番

キモンノトモエ 調教師　市村誠（大井） ジュモット 調教師　納谷和玖（大井） スマイルピース 調教師　佐野謙二（大井） 

牝3歳 馬主　社納常美 牝4歳 馬主　（有）アシスタント 牡5歳 馬主　和田博美

芦毛 生年月日　2013年4月10日 鹿毛 生年月日　2012年3月24日 栗毛 生年月日　2011年5月28日

父　コパノフウジン 生産牧場　西村和夫 父　ファスリエフ 生産牧場　松平牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

母　オイワケトモエ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　新ひだか町 母　セイヴィングス（父　サクラバクシンオー） 産地　日高町 母　エフケーサクラ（父　キンググローリアス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　625,000円 地方収得賞金　3,500,000円 地方収得賞金　48,242,000円

北海道：2015/06/03～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2014/07/17～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

兵庫：2015/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/11/25～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/11/07～　14戦5勝（2着3回、3着2回）

南関東：2016/02/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠9番 ◆2014　黒潮盃［大井］　1着　　◆2014　東京ダービー［大井］　2着

ドリーミングホープ 調教師　上杉昌宏（大井） 4枠4番

3R 牝5歳 馬主　山田祐三 ファルコンクロウ 調教師　岡田一男（浦和） 

6枠10番 青鹿毛 生年月日　2011年4月27日 牡7歳 馬主　上野耕一

インカレッジ 調教師　遠藤茂（大井） 父　タイムパラドックス 生産牧場　山田祐三 鹿毛 生年月日　2009年4月10日

牝5歳 馬主　阿部東亜子 母　ヒルノカリアナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド

鹿毛 生年月日　2011年5月19日 地方収得賞金　6,555,000円 母　キョウエイビリーブ（父　トニービン） 産地　新ひだか町

父　キングヘイロー 生産牧場　田中春美 北海道：2013/06/18～　11戦2勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　36,241,000円

母　ディアレイラ（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町 南関東：2013/12/30～　39戦1勝（2着1回、3着7回） 北海道：2011/05/12～　19戦2勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　2,768,000円 7枠11番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2013/07/30～　4戦0勝（2着1回、3着1回） ブライトウェイ 調教師　村上頼章（大井） 南関東：2012/11/05～　43戦8勝（2着6回、3着7回）

岩手：2013/12/07～　14戦1勝（2着3回、3着4回） 牝4歳 馬主　（有）社台レースホース ◆2015　勝島王冠［大井］　2着

南関東：2014/12/04～　20戦1勝（2着3回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2012年3月14日

父　ファスリエフ 生産牧場　追分ファーム 12R

4R 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 3枠5番

1枠1番 地方収得賞金　3,304,000円 リンノフォーマリア 調教師　橋本和馬（大井） 

フィニッシュブロー 調教師　久保與造（大井） 北海道：2014/05/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　和田博美

牡4歳 馬主　望月朋子 南関東：2014/08/28～　16戦1勝（2着1回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2011年5月4日

栗毛 生年月日　2012年3月22日 8枠13番 父　パイロ 生産牧場　佐竹学

父　スニッツェル 生産牧場　ユートピア牧場 タイセイスウォード 調教師　鷹見浩（大井） 母　ウマヒトスジ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　新ひだか町

母　アブソルートライン（父　ダンスインザダーク） 産地　登別市 牡4歳 馬主　田中成奉 地方収得賞金　13,054,000円

地方収得賞金　1,416,000円 芦毛 生年月日　2012年3月19日 北海道：2013/06/26～　5戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2014/07/02～　19戦3勝（2着4回、3着4回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　上水牧場 南関東：2013/12/30～　16戦5勝（2着2回、3着2回）

南関東：2015/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アントワープ（父　キングカメハメハ） 産地　むかわ町 ◆2013　ブロッサムカップ［門別］　2着

地方収得賞金　3,565,000円 4枠8番

5R 北海道：2014/04/29～　10戦1勝（2着3回、3着1回） ミラクルフラワー 調教師　鈴木啓之（大井） 

1枠1番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　簗詰幸子

エイダイサンボーイ 調教師　辻野豊（大井） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2012年5月13日

牡6歳 馬主　増澤一明 JRA：2014/12/13～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

芦毛 生年月日　2010年3月7日 南関東：2015/11/05～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 母　イイデトゥインクル（父　オジジアン） 産地　新ひだか町

父　ヒシミラクル 生産牧場　東振牧場 地方収得賞金　9,205,000円

母　エイダイマリア（父　ウォーニング） 産地　むかわ町 9R 北海道：2014/06/26～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　5,129,000円 4枠4番 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2012/06/28～　12戦1勝（2着1回、3着1回） フォーティクイン 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2015/03/16～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2012/12/28～　42戦2勝（2着3回、3着3回） 牝4歳 馬主　（有）中山牧場 北海道：2015/07/14～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

6枠8番 鹿毛 生年月日　2012年4月27日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ダマスクインゴット 調教師　小野寺晋廣（大井） 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　中山牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡5歳 馬主　江里口弘一郎 母　ラストキャノンズ（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 岩手：2015/11/22～　4戦2勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2011年2月5日 地方収得賞金　3,570,000円 ◆2014　知床賞［盛岡］　1着　　◆2014　プリンセスカップ［水沢］　1着

父　ロージズインメイ 生産牧場　社台ファーム 北海道：2014/06/25～　11戦1勝（2着3回、3着0回） 7枠13番

母　ダマスクローズ（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 南関東：2015/01/23～　7戦1勝（2着0回、3着1回） スタンドアウト 調教師　佐野謙二（大井） 

地方収得賞金　3,660,000円 ◆2014　フローラルカップ［門別］　2着 牡5歳 馬主　杉浦和也

北海道：2013/04/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2011年3月26日

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場

南関東：2014/02/07～　26戦0勝（2着4回、3着1回） 1枠1番 母　プリモスペシャル（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町

8枠12番 ギガビーム 調教師　納谷和玖（大井） 地方収得賞金　14,585,000円

ヴァローダムーン 調教師　久保與造（大井） 牡3歳 馬主　土井和則 北海道：2013/05/08～　8戦4勝（2着3回、3着0回）

牝5歳 馬主　村田裕子 鹿毛 生年月日　2013年3月31日 JRA：2013/12/14～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2011年3月29日 父　ブラックタイド 生産牧場　土井牧場 北海道：2014/06/03～　22戦5勝（2着3回、3着2回）

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 母　アラビアータ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 岩手：2015/12/21～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 地方収得賞金　3,155,000円 南関東：2016/02/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,240,000円 北海道：2015/07/16～　7戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2014　王冠賞［門別］　1着　　◆2014　北海優駿［門別］　3着

北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠16番

兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） 南関東：2015/12/30～　4戦1勝（2着0回、3着0回） リトルカントリー 調教師　高橋清顕（大井） 

南関東：2014/08/13～　31戦0勝（2着2回、3着4回） 2枠2番 牡5歳 馬主　宮村明

ミスターダヴィンチ 調教師　鈴木義久（川崎） 鹿毛 生年月日　2011年5月14日

6R 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 父　メイショウサムソン 生産牧場　川端正博

3枠4番 鹿毛 生年月日　2013年5月5日 母　パープルデージ（父　デインヒル） 産地　日高町

ビナキャロル 調教師　赤嶺本浩（大井） 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　12,454,000円

牝4歳 馬主　杉浦和也 母　スモモ（父　デヒア） 産地　日高町 北海道：2013/05/30～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2012年3月23日 地方収得賞金　3,314,000円 南関東：2014/04/23～　22戦4勝（2着2回、3着4回）

父　アサクサデンエン 生産牧場　大林ファーム 北海道：2015/06/16～　9戦3勝（2着1回、3着1回）

母　プモ（父　アグネスデジタル） 産地　新冠町 兵庫：2015/12/10～　1戦0勝（2着0回、3着1回） ●本日は高知競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　3,088,000円 南関東：2016/01/25～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 1R　⑤ニシノエルドラド

北海道：2014/05/21～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 2枠3番 3R　④リュウノボサツ

金沢：2014/12/03～　2戦1勝（2着0回、3着1回） ジャスティス 調教師　辻野豊（大井） 6R　⑤エムティプレジール　⑧オーヴァルブーケ　⑨サムライマジック

南関東：2015/01/21～　19戦1勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　東邦男 7R　③ワールドウェーブ　⑪イチザゴールド

5枠7番 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日 8R　④サダムサルート

リコーエンツォ 調教師　立花伸（大井） 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム 9R　⑥サイモンリッター　⑦カットニス

牡4歳 馬主　土橋正雄 母　ベルモントピノコ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町 10R　⑧ニシケンメイピン　⑨シアーブリス

鹿毛 生年月日　2012年2月10日 地方収得賞金　3,725,000円 11R　⑦ニシノファイター

父　ピサノデイラニ 生産牧場　藤吉牧場 北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回） 12R　⑧リンカスイート

母　ウォーネックレス（父　コロナドズクエスト） 産地　新ひだか町 金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　3,159,000円 南関東：2015/12/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 高知5R　第18回黒船賞〔JpnⅢ〕

北海道：2014/06/26～　15戦4勝（2着7回、3着2回） ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着 1枠1番

南関東：2015/12/31～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 3枠4番 サクラシャイニー 調教師　田中守（高知）

7枠11番 トッケンドーナ 調教師　鈴木啓之（大井） 牡10歳 馬主　須田靖之

エステバン 調教師　堀江仁（大井） 牡3歳 馬主　西森鶴 栗毛 生年月日　2006年5月6日

牡4歳 馬主　佐藤正晴 鹿毛 生年月日　2013年3月28日 父　サクラプレジデント 生産牧場　新和牧場

鹿毛 生年月日　2012年4月16日 父　シンボリクリスエス 生産牧場　賀張三浦牧場 母　サクラフューチャー（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町

父　ファルブラヴ 生産牧場　折手牧場 母　タイキプリンセス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町 地方収得賞金　18,290,000円　　中央収得賞金　82,540,000円（付加賞金　1,130,000円）

母　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　4,190,000円 北海道：2008/05/06～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　2,948,000円 北海道：2015/05/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） JRA：2018/12/14～　42戦4勝（2着3回、3着5回）

北海道：2014/08/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：11戦8勝（2着0回、3着1回）

笠松：2014/10/31～　14戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/01/15～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着1回）

　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠8番 ◆2014　黒潮マイルチャンピオンシップ［高知］　1着

南関東：2015/10/16～　8戦0勝（2着1回、3着0回） クインザヒーロー 調教師　田中康弘（大井） ◆2015・2016　大高坂賞［高知］　1着

牡3歳 馬主　伊藤將 ◆2015　御厨人窟賞［高知］　１着　　◆2015　福永洋一記念［高知］　1着

鹿毛 生年月日　2013年5月2日 ◆2015　園田FCスプリント［園田］　1着

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠 ◆2014　兵庫ゴールドトロフィー［園田］　3着

母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町 8枠12番

地方収得賞金　3,145,000円 ニシケンモノノフ 調教師　庄野靖志（JRA） 

北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 牡5歳 馬主　西森鶴

南関東：2015/12/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2011年3月11日

5枠9番 父　メイショウボーラー 生産牧場　八木常郎

マホウジン 調教師　納谷和玖（大井） 母　グリーンヒルコマチ（父　アフリート） 産地　新冠町

牡3歳 馬主　（有）アシスタント 地方収得賞金　26,250,000円　　中央収得賞金　112,100,000円（付加賞金　1,465,000円）

栗毛 生年月日　2013年4月5日 北海道：2013/07/04～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

父　カネヒキリ 生産牧場　浜本幸雄 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ハッピーオーシャン（父　ジェニュイン） 産地　日高町 JRA：2013/11/03～　21戦6勝（2着4回、3着0回）

地方収得賞金　3,170,000円 　うち地方競馬参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/16～　6戦2勝（2着0回、3着1回） ◆2013　兵庫ジュニアグランプリ［園田］　1着

南関東：2015/10/16～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠10番

タイセイソレイユ 調教師　鷹見浩（大井）

牡3歳 馬主　田中成奉

栗毛 生年月日　2013年5月13日

父　プリサイスエンド 生産牧場　高岸順一

母　フリスカ（父　ステイゴールド） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,670,000円

北海道：2015/05/20～　10戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2015/12/29～　4戦1勝（2着2回、3着0回）

３/１５(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

高知競馬
所属

前走
２着

前走
３着

前走
２着

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

ＪＲＡ
所属

前走
１着

本日は黒船賞！
ホッカイドウ競馬出身の

重賞ウィナーも
2頭出走しますよ♪


