
1R 6R 9R

1枠1番 1枠1番 1枠1番

アルプスボッチ 調教師　佐々木忠昭（大井） パツキン 調教師　渡部則夫（大井） アンジェリコ 調教師　佐野謙二（大井）

牝3歳 馬主　杉浦和也 牝5歳 馬主　岡井元憲 牝4歳 馬主　和田博美

青鹿毛 生年月日　2013年3月29日 栗毛 生年月日　2011年4月30日 鹿毛 生年月日　2012年4月11日

父　ショウナンカンプ 生産牧場　小野瀬竜馬 父　メイショウボーラー 生産牧場　村下明博 父　パイロ 生産牧場　稲原牧場

母　マイネストレーガ（父　ブライアンズタイム） 産地　清水町 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町 母　エアリング（父　ダンシングブレーヴ） 産地　平取町

地方収得賞金　946,000円 地方収得賞金　5,630,000円 地方収得賞金　5,421,000円

北海道：2015/04/29〜　14戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2013/05/23〜　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2014/05/14〜　7戦1勝（2着3回、3着0回）

南関東：2015/12/02〜　5戦0勝（2着0回、3着1回） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/26〜　22戦2勝（2着1回、3着1回）

3枠3番 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠3番

コパノミラーレ 調教師　松浦裕之（大井） 南関東：2013/12/31〜　29戦1勝（2着2回、3着3回） メジャーメアリー 調教師　立花伸（大井） 

牡3歳 馬主　高岡里枝 4枠5番 牝4歳 馬主　小林章

鹿毛 生年月日　2013年4月14日 スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） 鹿毛 生年月日　2012年5月19日

父　アッミラーレ 生産牧場　ユートピア牧場 牝5歳 馬主　馬場三四郎 父　ブライアンズタイム 生産牧場　ヤナガワ牧場

母　アミュレット（父　マヤノトップガン） 産地　登別市 鹿毛 生年月日　2011年5月28日 母　ウィムシカルソーツ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

地方収得賞金　845,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一 地方収得賞金　6,197,000円

北海道：2015/05/21〜　4戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ケイアイポップス（父　コマンダーインチーフ） 産地　日高町 北海道：2014/07/17〜　7戦2勝（2着1回、3着2回）

岩手：2015/08/15〜　5戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,934,000円 南関東：2014/12/09〜　21戦1勝（2着0回、3着5回）

南関東：2016/02/24〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/08/22〜　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2014平和賞3着

4枠6番 佐賀：2013/11/17〜　12戦3勝（2着4回、3着0回） 5枠5番

モンバサ 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2014/07/29〜　25戦0勝（2着9回、3着1回） バミューダ 調教師　堀江　仁（大井）

牡3歳 馬主　和田博美 ◆2014大観峰賞1着 牝6歳 馬主　加藤誠

鹿毛 生年月日　2013年2月24日 8枠13番 青鹿毛 生年月日　2010年3月3日

父　パイロ 生産牧場　高松牧場 メジャービッグバン 調教師　立花伸（大井） 父　スクワートルスクワート 生産牧場　富川田中牧場

母　ジョウノパンジー（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　小林章 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　865,000円 鹿毛 生年月日　2012年3月22日 地方収得賞金　11,947,000円

北海道：2015/04/22〜　8戦1勝（2着1回、3着3回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　競優牧場 北海道：2012/07/04〜　10戦1勝（2着1回、3着2回）

母　エリモエクレール（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 南関東：2012/12/29〜　61戦2勝（2着9回、3着5回）

2R 地方収得賞金　2,854,000円

5枠5番 北海道：2014/05/14〜　8戦1勝（2着0回、3着0回） 11R　第39回京浜盃（SⅡ）

サカベンタロー 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2014/12/03〜　14戦1勝（2着0回、3着2回） 1枠1番
牡3歳 馬主　坂本勉 ラッキーバトル 調教師　宗形竹見（大井） 

鹿毛 生年月日　2013年5月30日 7R 牝3歳 馬主　（有）槇本牧場

父　パイロ 生産牧場　社台牧場 3枠3番 鹿毛 生年月日　2013年4月4日

母　パチョリ（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　白老町 ナイトフィーバー 調教師　田中康弘（大井） 父　バトルプラン 生産牧場　槇本牧場

地方収得賞金　865,000円 牝5歳 馬主　堂守貴志 母　マキハタターキー（父　サザンヘイロー） 産地　日高町

北海道：2015/08/18〜　7戦1勝（2着2回、3着2回） 栗毛 生年月日　2011年2月21日 地方収得賞金　8,890,000円

南関東：2016/02/10〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 北海道：2015/09/02〜　7戦4勝（2着2回、3着0回）

7枠9番 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

サカズキ 調教師　高岩孝敏（大井） 地方収得賞金　8,232,000円 南関東：2016/01/12〜　3戦1勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　西森三智代 北海道：2013/08/22〜　6戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2015ブロッサムカップ(H2)1着　◆2016　'16桃花賞2着

青鹿毛 生年月日　2013年4月15日 南関東：2013/12/27〜　23戦4勝（2着3回、3着4回） 3枠3番
父　サクラオリオン 生産牧場　中川欽一 ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 

母　サクラフィーユ（父　グラスワンダー） 産地　日高町 8R 牡3歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　715,000円 4枠6番 鹿毛 生年月日　2013年3月15日

北海道：2015/05/13〜　8戦1勝（2着0回、3着2回） コパノサムタイム 調教師　宗形竹見（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

南関東：2016/01/11〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　小林祥晃 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

7枠10番 鹿毛 生年月日　2011年3月27日 地方収得賞金　8,618,000円 中央収得賞金　1,600,000円

スギノフルブルーム 調教師　宗形竹見（大井） 父　コパノフウジン 生産牧場　西村和夫 北海道：2015/07/21〜　6戦2勝（2着0回、3着2回）

牡3歳 馬主　古谷剛彦 母　サムタイムレーター（父　エンドスウィープ） 産地　新ひだか町 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2013年3月26日 地方収得賞金　3,771,000円 南関東：2016/01/07〜　2戦1勝（2着0回、3着1回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　明治牧場 北海道：2013/05/16〜　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2015サンライズカップ（H2）3着

母　スギノブロッサム（父　フサイチコンコルド） 産地　新ひだか町 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠8番
地方収得賞金　785,000円 JRA：2013/11/02〜　9戦0勝（2着0回、3着0回） キーパンチャー 調教師　阪本一栄（大井） 

北海道：2015/06/18〜　9戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2014/05/28〜　20戦8勝（2着4回、3着3回） 牡3歳 馬主　山田祐三

金沢：2015/12/01〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 5枠7番 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日

南関東：2015/12/25〜　4戦0勝（2着0回、3着1回） ゲットザグルーブ 調教師　佐野謙二（大井） 父　スズカマンボ 生産牧場　山田祐三

牡4歳 馬主　阿部東亜子 母　アウスレーゼ（父　ゼネラリスト） 産地　新冠町

3R 鹿毛 生年月日　2012年5月16日 地方収得賞金　6,390,000円 中央収得賞金　2,400,000円

7枠11番 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新冠橋本牧場 北海道：2015/05/06〜　8戦3勝（2着2回、3着1回）

ゴールデンウルフ 調教師　朝倉実（大井） 母　スワンプリンセス（父　Ｎｕｒｅｙｅｖ） 産地　新冠町 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡7歳 馬主　神谷裕継 地方収得賞金　5,799,000円 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2009年5月18日 北海道：2014/05/28〜　7戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/12/30〜　4戦0勝（2着0回、3着2回）

父　オレハマッテルゼ 生産牧場　イーストファーム 南関東：2014/11/27〜　16戦1勝（2着0回、3着3回） ◆2015ジュニアグランプリ2着

母　イズミビシン（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 8枠13番 6枠9番
地方収得賞金　9,909,000円 カンガルージュ 調教師　堀江仁（大井） ヤマノカミ 調教師　佐藤賢二（船橋）

北海道：2011/09/22〜　4戦2勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　長井純一 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

南関東：2012/01/16〜　58戦5勝（2着5回、3着4回） 黒鹿毛 生年月日　2012年2月6日 鹿毛 生年月日　2013年2月13日

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　バゴ 生産牧場　宮内牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　新生ファーム

母　ローランハビーバ（父　アジュディケーティング） 産地　浦河町 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

4R 地方収得賞金　5,492,000円 地方収得賞金　9,193,000円

4枠5番 北海道：2014/06/18〜　10戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2015/04/22〜　7戦1勝（2着4回、3着2回）

ヤングエンパイア 調教師　辻野豊（大井） 南関東：2015/02/25〜　15戦1勝（2着0回、3着1回） 金沢：2015/11/01〜　2戦2勝（2着1回、3着0回）

牡7歳 馬主　（有）ターフ・スポート 南関東：2016/02/09〜　1戦0勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2009年3月31日 ◆2015兼六園ジュニアカップ2着　◆2015金沢ヤングチャンピオン1着

父　ローマンエンパイア 生産牧場　中島牧場 本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ ◆2016　‘16雲取賞3着

母　チョウカイパープル（父　アンバーシヤダイ） 産地　浦河町 2R　①ベターオフ、②マイサクラ、③コッチネッラ、⑦シルバークィーン 8枠14番
地方収得賞金　9,863,000円 5R　①ミスターロールス、②ソラニサクハナ、⑤レモンホープ タービランス 調教師　水野貴史（浦和） 

北海道：2011/06/07〜　8戦1勝（2着2回、3着0回） 7R　④スカイウォリアー、⑤セントウイナー、⑧ゴールドトレジャー 牡3歳 馬主　泉俊二

　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 8R　⑨エガオデコタエテ 黒鹿毛 生年月日　2013年4月11日

JRA：2012/01/14〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　大川牧場

南関東：2012/06/26〜　43戦6勝（2着2回、3着6回） 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

6枠8番 地方収得賞金　12,700,000円

エピルス 調教師　橋本和馬（大井） 北海道：2015/07/09〜　6戦4勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　村田裕子 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2012年4月13日 南関東：2016/01/07〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

父　ノボジャック 生産牧場　土井仁 ◆2015　サンライズカップ（H2）1着　◆2016ニューイヤーカップ2着

母　エイユーアグネス（父　ダンスインザダーク） 産地　様似町

地方収得賞金　1,540,000円 12R
北海道：2014/06/11〜　11戦1勝（2着2回、3着1回） 1枠1番
南関東：2015/03/18〜　11戦0勝（2着0回、3着2回） コスモグリズリー 調教師　宗形竹見（大井） 

牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

5R 鹿毛 生年月日　2012年5月31日

1枠1番 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

ニシケンツワモノ 調教師　高岩孝敏（大井） 母　コスモランゲル（父　スターオブコジーン） 産地　新冠町

牡4歳 馬主　西森三智代 地方収得賞金　15,834,000円

栗毛 生年月日　2012年4月30日 北海道：2014/07/02〜　4戦1勝（2着0回、3着0回）

父　クロフネ 生産牧場　株式会社ミリオンファーム 南関東：2014/09/17〜　19戦5勝（2着1回、3着1回）

母　アネーロ（父　ノーザンテースト） 産地　浦河町 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,810,000円 4枠4番
北海道：2014/06/11〜　11戦1勝（2着4回、3着1回） コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

南関東：2014/12/30〜　9戦1勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　市川智

3枠3番 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

牡4歳 馬主　（株）リバース 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

鹿毛 生年月日　2012年3月21日 地方収得賞金　20,498,000円

父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 北海道：2014/05/15〜　5戦2勝（2着1回、3着0回）

母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 南関東：2014/09/25〜　17戦2勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　2,670,000円 ◆2014平和賞2着　◆2015　'15雲取賞3着　◆2015優駿スプリント3着

北海道：2014/06/12〜　8戦2勝（2着0回、3着0回） 8枠9番
南関東：2014/12/30〜　25戦0勝（2着2回、3着2回） ブリージーストーム 調教師　荒山勝徳（大井）

7枠9番 牡5歳 馬主　吉田照哉

ハニープレッツェル 調教師　蛯名雄太（大井） 栗毛 生年月日　2011年4月14日

牝4歳 馬主　（有）サンデーレーシング 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム

栗毛 生年月日　2012年2月6日 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

父　スニッツェル 生産牧場　ノーザンファーム 地方収得賞金　25,470,000円

母　ハニーハント（父　エンドスウィープ） 産地　安平町 北海道：2013/06/13〜　5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　2,670,000円 南関東：2013/12/31〜　17戦6勝（2着4回、3着3回）

北海道：2014/07/10〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/10/02〜　11戦0勝（2着1回、3着1回）

3/16（水）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

本日は5頭のホッカイドウ競馬出身馬が

大井競馬の重賞に挑戦します！

応援よろしくお願いします!!

転入後
初出走

前走
3 着

前走
2 着

前走
3 着

前走
3 着

前走
1 着

前走
1 着


