
1R 4R 8R
2枠2番 6枠7番 4枠6番
クリルカレント 調教師　月岡健二（大井） スーパープルーム 調教師　岡林光浩（船橋） ジュメーリイ 調教師　納谷和玖（大井） 

牝3歳 馬主　（有）サンデーレーシング 牝3歳 馬主　組）寿組合 牝4歳 馬主　宮澤健

栗毛 生年月日　2013年5月14日 鹿毛 生年月日　2013年4月4日 鹿毛 生年月日　2012年3月12日

父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム 父　ネオユニヴァース 生産牧場　村上欽哉 父　ソングオブウインド 生産牧場　高橋フアーム

母　ケープリズバーン（父　Ｂｅｒｉｎｇ） 産地　安平町 母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町 母　コンゴウマドンナ（父　マーベラスサンデー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,300,000円 地方収得賞金　1,060,000円 地方収得賞金　2,166,000円

北海道：2015/07/21〜　3戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/04/22〜　7戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/04/23〜　10戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/02/24〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/09〜　4戦1勝（2着1回、3着1回） 高知：2015/01/10〜　17戦3勝（2着4回、3着1回）

7枠7番 7枠9番 南関東：2015/11/27〜　4戦0勝（2着0回、3着0回）

ベストハンター 調教師　上杉昌宏（大井） イケノパシスタ 調教師　岡野尚光（大井） 8枠14番
牝3歳 馬主　山田祐三 牝3歳 馬主　池添安雄 カラーマーメイド 調教師　小野寺晋廣（大井） 

栗毛 生年月日　2013年5月18日 鹿毛 生年月日　2013年5月28日 牝4歳 馬主　津田浩一

父　タイキシャトル 生産牧場　北星村田牧場 父　ブラックタイド 生産牧場　池添安雄 黒鹿毛 生年月日　2012年5月10日

母　エンチャンティング（父　Ｂｉｇｓｔｏｎｅ） 産地　新冠町 母　イケノナイン（父　ジェリ） 産地　日高町 父　ケイムホーム 生産牧場　豊洋牧場

地方収得賞金　2,295,000円 地方収得賞金　2,925,000円 母　カラーガード（父　スペシャルウィーク） 産地　日高町

北海道：2015/07/01〜　7戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2015/05/28〜　9戦2勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　2,024,000円

南関東：2015/12/25〜　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/11/04〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/03〜　15戦3勝（2着0回、3着3回）

8枠9番 8枠12番 南関東：2015/12/28〜　4戦1勝（2着0回、3着0回）

モリデンサンバ 調教師　鈴木啓之（大井） ノースマジカル 調教師　米田英世（大井） 

牝3歳 馬主　森田芳男 牡3歳 馬主　早川正行 9R
栗毛 生年月日　2013年3月21日 黒鹿毛 生年月日　2013年3月18日 4枠5番
父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男 父　サムライハート 生産牧場　高岸順一 ネロフレイバー 調教師　月岡健二（大井） 

母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町 母　ラフォーレ（父　バンブーアトラス） 産地　浦河町 牡5歳 馬主　尾田信夫

地方収得賞金　1,997,000円 地方収得賞金　2,870,000円 黒鹿毛 生年月日　2011年3月19日

北海道：2015/06/11〜　8戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/08/19〜　4戦1勝（2着1回、3着0回） 父　アドマイヤドン 生産牧場　ノーザンファーム

◆2015フローラルカップ（H3）3着 南関東：2015/11/02〜　5戦1勝（2着1回、3着0回） 母　フェザーレイ（父　エルコンドルパサー） 産地　安平町

地方収得賞金　4,949,000円

2R 5R 北海道：2013/06/25〜　4戦1勝（2着1回、3着1回）

1枠1番 5枠7番 南関東：2013/12/31〜　27戦0勝（2着3回、3着5回）

カミノメグリアイ 調教師　佐藤壽（大井） オマツリオジョウ 調教師　井上弘之（大井） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　宇賀神英子 牝5歳 馬主　中田妙子 5枠6番
芦毛 生年月日　2013年3月23日 鹿毛 生年月日　2011年4月5日 エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 

父　クロフネ 生産牧場　杵臼牧場 父　エイシンサンディ 生産牧場　細道牧場 牡4歳 馬主　角井紀夫

母　スプンキーウーマン（父　アルカセット） 産地　浦河町 母　シロキタジーニアス（父　トウカイテイオー） 産地　浦河町 黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日

地方収得賞金　2,460,000円 地方収得賞金　4,703,000円 父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場

北海道：2015/04/22〜　7戦0勝（2着3回、3着0回） 北海道：2013/08/01〜　6戦1勝（2着3回、3着1回） 母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町

南関東：2015/09/18〜　9戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/03/19〜　20戦2勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　2,101,000円

2枠2番 7枠12番 北海道：2014/07/16〜　3戦0勝（2着1回、3着0回）

バジガクスペラーレ 調教師　久保田信之（大井） ゼンリュウクイーン 調教師　佐々木洋一（大井） 兵庫：2014/09/24〜　21戦2勝（2着1回、3着2回）

牝3歳 馬主　（株）馬事学院 牝4歳 馬主　長橋秀雄 南関東：2015/12/28〜　4戦1勝（2着0回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2013年3月24日 鹿毛 生年月日　2012年5月7日

父　アジュディケーティング 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 父　ファスリエフ 生産牧場　前川隆範 10R
母　カフェドフレール（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 母　ブラウンチェリー（父　グラスワンダー） 産地　新冠町 4枠6番
地方収得賞金　2,215,000円 地方収得賞金　1,873,000円 ハイランドグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 

北海道：2015/05/28〜　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/10〜　8戦1勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　簗詰貴彦

金沢：2015/07/28〜　6戦1勝（2着3回、3着1回） 南関東：2014/12/26〜　24戦0勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2012年2月16日

南関東：2015/11/02〜　7戦1勝（2着0回、3着1回） 父　スターリングローズ 生産牧場　長浜忠

3枠3番 6R 母　カネショウバナナ（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

テツワンイナキチ 調教師　荒井朋弘（大井） 3枠4番 地方収得賞金　4,879,000円

牡3歳 馬主　黒木剛 ヴィヴァント 調教師　立花貢（大井） 北海道：2014/06/26〜　5戦1勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2013年2月13日 牝4歳 　　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　シンボリ牧場 黒鹿毛 生年月日　2012年3月11日 南関東：2015/04/09〜　10戦1勝（2着2回、3着2回）

母　スイートローレライ（父　Ｒａｈｙ） 産地　日高町 父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 6枠10番
地方収得賞金　2,261,000円 母　ジュリエット（父　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ） 産地　安平町 ハシルセンセイ 調教師　荒井朋弘（大井）

北海道：2015/05/13〜　8戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　1,900,000円 牝6歳 馬主　中部建材（株）

佐賀：2015/10/25〜　4戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2014/08/19〜　5戦1勝（2着1回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2010年4月4日

南関東：2016/01/13〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/11/26〜　20戦0勝（2着0回、3着0回） 父　キッケンクリス 生産牧場　斉藤正男

5枠7番 4枠6番 母　コウヨウヒロイン（父　ホリスキー） 産地　新ひだか町

リンカーンシャー 調教師　遠藤茂（大井） イエローブラッド 調教師　鷹見浩（大井） 地方収得賞金　10,686,000円

牝3歳 馬主　峰哲馬 牡5歳 馬主　（株）ＢＥＴＴＥＲ　ＬＩＦＥ　ＣＯＲＰ 北海道：2012/05/10〜　13戦1勝（2着0回、3着3回）

栗毛 生年月日　2013年4月25日 鹿毛 生年月日　2011年3月3日 南関東：2012/11/28〜　45戦3勝（2着3回、3着5回）

父　テレグノシス 生産牧場　藤吉牧場 父　ダイワメジャー 生産牧場　オリエント牧場

母　レディーエンブレム（父　キンググローリアス） 産地　新ひだか町 母　ハピネスデスネ（父　アントレプレナー） 産地　新冠町 11R
地方収得賞金　2,005,000円 地方収得賞金　4,847,000円 2枠2番
北海道：2015/07/09〜　10戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2013/06/12〜　10戦1勝（2着1回、3着0回） グッドグラッド 調教師　納谷和玖（大井）

南関東：2015/12/28〜　4戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2014/02/20〜　29戦0勝（2着3回、3着6回） 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

7枠11番 5枠7番 黒鹿毛 生年月日　2009年3月19日

エムオータイカン 調教師　堀江仁（大井） ブエラ 調教師　高橋清顕（大井） 父　ソングオブウインド 生産牧場　★橋本牧場

牝3歳 馬主　大浅貢 牝6歳 馬主　吉田照哉 母　ワレンダークイン（父　ワレンダー） 産地　安平町

黒鹿毛 生年月日　2013年5月29日 鹿毛 生年月日　2010年3月8日 地方収得賞金　19,251,000円

父　メイショウボーラー 生産牧場　カタオカフアーム 父　メイショウサムソン 生産牧場　社台ファーム 北海道：2012/05/17〜　35戦15勝（2着7回、3着7回）

母　サッカータイカン（父　サツカーボーイ） 産地　新ひだか町 母　フラップアウェイ（父　エルコンドルパサー） 産地　千歳市 南関東：2015/02/05〜　13戦2勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　2,111,000円 地方収得賞金　7,495,000円 ◆2013瑞穂賞（H2）3着　◆2014コスモバルク記念（H3）2着

北海道：2015/06/17〜　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2012/07/11〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2014星雲賞（H3）1着　◆2014赤レンガ記念（H3）2着

名古屋：2015/12/03〜　3戦0勝（2着1回、3着1回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2014ステイヤーズカップ（H1）3着　◆2014瑞穂賞（H2）3着

南関東：2016/02/10〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2012/12/04〜　43戦2勝（2着3回、3着6回） 3枠4番
8枠15番 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） マイカラー 調教師　森下淳平（大井）

マラドーナスピン 調教師　渡邉和雄（大井） ◆2013オパールカップ3着 牡4歳 馬主　山口裕介

牝3歳 馬主　（有）バンブー牧場 5枠8番 栗毛 生年月日　2012年3月25日

栗毛 生年月日　2013年3月18日 サキノダイアン 調教師　櫻木英喜（大井） 父　サイレントディール 生産牧場　春木昭雄

父　カネヒキリ 生産牧場　バンブー牧場 牡7歳 馬主　榊原富夫 母　プライベートビーチ（父　トウカイテイオー） 産地　日高町

母　バンビーナココ（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2009年5月6日 地方収得賞金　9,060,000円

地方収得賞金　2,400,000円 父　スパイキュール 生産牧場　原弘之 北海道：2014/05/21〜　4戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2015/07/01〜　7戦1勝（2着0回、3着1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 南関東：2014/10/02〜　10戦2勝（2着1回、3着2回）

　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,069,500円 ◆2015東京湾カップ3着

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2011/07/27〜　11戦0勝（2着1回、3着0回） 5枠9番
南関東：2016/01/15〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2011/12/08〜　51戦7勝（2着6回、3着8回） エイコースナイパー 調教師　阪本一栄（大井） 

◆2015ブロッサムカップ（H3）3着 南関東：2014/01/22〜　36戦2勝（2着5回、3着3回） 牡5歳 馬主　山田祐三

黒鹿毛 生年月日　2011年5月26日

3R 7R 父　ウインラディウス 生産牧場　山田祐三

8枠13番 3枠3番 母　モモスター（父　ヤマニンスキー） 産地　新冠町

タスカルーサ 調教師　佐野謙二（大井） ヘルキャット 調教師　小野寺晋廣（大井） 地方収得賞金　12,741,000円

牝3歳 馬主　和田博美 牝4歳 馬主　江里口弘一郎 北海道；2013/06/04〜　6戦1勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2013年3月16日 青鹿毛 生年月日　2012年5月22日 南関東：2014/01/23〜　31戦3勝（2着5回、3着8回）

父　デュランダル 生産牧場　飛野牧場 父　スズカマンボ 生産牧場　キヨタケ牧場 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　レッドバラード（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　新ひだか町 母　ムヒバー（父　Ｄａｙｊｕｒ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,720,000円 地方収得賞金　1,923,000円 12R
北海道：2015/05/14〜　5戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/08/05〜　3戦0勝（2着1回、3着1回） 1枠1番
南関東：2015/11/04〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2014/10/03〜　10戦0勝（2着2回、3着2回） ベストポジション 調教師　藤田輝信（大井）

　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　三嶋昌春

南関東：2015/04/09〜　13戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2011年2月9日

父　ディープスカイ 生産牧場　三嶋牧場

本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ 母　ポールポジション２（父　Ｐｉｖｏｔａｌ） 産地　浦河町

1R　⑤ヴィクトリーハニー、⑦チェリーインター 地方収得賞金　10,432,000円

2R　⑤トーイドン 北海道：2013/05/16〜　9戦3勝（2着2回、3着3回）

3R　①フジノキンメダル 南関東：2014/12/31〜　16戦5勝（2着1回、3着0回）

6R　⑥ユリアリーチ 3枠3番
7R　⑧エンドゾーン プレッツェル 調教師　福永敏（大井）

8R　②ラヴラヴフェイス 牡4歳 馬主　手嶋康雄

9R　④ガンバルデュラン 鹿毛 生年月日　2012年2月28日

10R　①エムオーハンター、③チェリーサイクロン、⑥シリウス 父　スニッツェル 生産牧場　奥山博

11R　⑦ケントリュウコウ、⑧ワンダフルタイム 母　トランスルーセント（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

地方収得賞金　6,200,000円

北海道：2014/05/21〜　8戦1勝（2着3回、3着2回）
JRA：2014/10/26〜　5戦0勝（2着0回、3着0回）
兵庫：2015/04/30〜　3戦1勝（2着0回、3着1回）
南関東：2015/07/10〜　11戦1勝（2着2回、3着2回）

5枠7番
デロニクスレギア 調教師　寺田新太郎（大井）

牡4歳 馬主　廣瀬由一
鹿毛 生年月日　2012年4月9日
父　フサイチホウオー 生産牧場　高村伸一
母　ロサガリカ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町
地方収得賞金　6,866,000円
北海道：2014/07/24〜　6戦0勝（2着0回、3着0回）
金沢：2014/10/21〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）
南関東：2014/12/10〜　16戦4勝（2着2回、3着1回）

3/18（金）大井  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

本日も多数のホッカイドウ

競馬出身馬が出走します！

応援してください！
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