3/21（火） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
6枠9番

9R
1枠1番

リコーヴィニャーレ

11R
2枠2番

調教師 蛯名雄太（大井）

ティーズブラッド

馬主 土橋正雄

牡4歳

生年月日 2012年3月13日

栗毛

父 クロフネ

生産牧場 リコーファーム

母 ギブソンガール（父 ブライアンズタイム）

産地 新冠町

牝5歳
芦毛

前走
３着

調教師 嶋田幸晴（大井）

スパイア

調教師 宗形竹見（大井）

馬主 立山伸二

牡8歳

馬主 （有）槇本牧場

生年月日 2013年4月15日

鹿毛

生年月日 2009年2月12日

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

父 ワイルドラッシュ

生産牧場 橋本牧場

母 アイルゴーバック（父 アッミラーレ）

産地 日高町

母 アヴィアラ（父 Ｃｏｘ’ｓ Ｒｉｄｇｅ）

産地 新ひだか町

前走
２着

地方収得賞金 2,900,000円

地方収得賞金 7,592,000円

地方収得賞金 34,940,000円

北海道：2014/08/07～ 6戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/10～ 4戦0勝（2着1回、3着1回）

北海道：2011/09/02～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2014/12/30～ 22戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2015/08/25～ 8戦2勝（2着0回、3着0回）

JRA：2012/01/29～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/04/20～ 10戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2012/06/05～ 10戦5勝（2着2回、3着1回）

南関東：2016/11/18～ 5戦0勝（2着3回、3着0回）

南関東：2012/12/04～ 5勝0勝（2着0回、3着2回）

2枠2番

北海道：2013/06/12～ 8戦4勝（2着0回、3着1回）

2R
5枠5番

プリモプレスト

調教師 庄子昭彦（大井）

マケマケ

調教師 阪本泰之（大井）

南関東：2013/12/29～ 46戦8勝（2着4回、3着3回）

牝4歳

馬主 酒井孝敏

牝7歳

馬主 阿部憲三

5枠6番

栗毛

生年月日 2013年3月13日

黒鹿毛

生年月日 2010年4月19日

クインザヒーロー

調教師 田中康弘（大井）

父 オレハマッテルゼ

生産牧場 ノースガーデン

父 サウスヴィグラス

生産牧場 ファーミングヤナキタ

牡4歳

馬主 伊藤將

母 テイクマイハート（父 ラムタラ）

産地 日高町

母 ハリスンマリー（父 ダイナガリバー）

産地 日高町

鹿毛

生年月日 2013年5月2日

地方収得賞金 1,322,500円

地方収得賞金 19,195,000円

父 アドマイヤオーラ

生産牧場 長浜忠

北海道：2015/07/23～ 8戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2012/06/13～ 5戦1勝（2着0回、3着0回）

母 クインオブクイン（父 キングヘイロー）

産地 新冠町

佐賀：2015/11/29～ 18戦2勝（2着1回、3着1回）

JRA：2012/11/03～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 12,165,000円

南関東：2016/10/13～ 8戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2013/01/24～ 33戦5勝（2着4回、3着3回）

北海道：2015/05/21～ 11戦1勝（2着3回、3着1回）

8枠12番

兵庫：2016/01/04～ 4戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/12/28～ 16戦3勝（2着3回、3着1回）

ゴッデス

調教師 高岩孝敏（大井）

南関東：2016/03/14～ 18戦0勝（2着1回、3着2回）

8枠12番

牝4歳

馬主 大澤恒広

5枠5番

鹿毛

生年月日 2013年5月11日

アオジャシン

父 サムライハート

生産牧場 田湯牧場

牡5歳

母 バレンタインキッス（父 ジェイドロバリー）

産地 新ひだか町

芦毛

前走
１着

タイムビヨンド

調教師 朝倉実（大井）

調教師 藤田輝信（大井）

牝5歳

馬主 木谷ツヤ

馬主 （有）下河辺牧場

栗毛

生年月日 2012年4月9日

生年月日 2012年5月18日

父 タイムパラドックス

生産牧場 船越牧場

生産牧場 下河辺牧場

母 ブルーダイナ（父 カコイーシーズ）

地方収得賞金 1,375,000円

父 ワイルドラッシュ

北海道：2015/08/19～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

母 マジックミラージュ（父 Ｇｉａｎｔ’ｓ Ｃａｕｓｅｗａｙ） 産地 日高町

地方収得賞金 31,290,000円

笠松：2015/11/27～ 8戦1勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金 8,207,000円

北海道：2014/05/14～ 3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/04/20～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/05/28～ 7戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2015/01/20～ 3戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/11/30～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

JRA：2015/03/14～ 6戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/04/22～ 7戦1勝（2着5回、3着1回）

中央収得賞金 1,100,000円

南関東：2016/08/02～ 6戦4勝（2着0回、3着1回）

6R
2枠2番

うちJRA参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

◆2014 サッポロクラシックC［門別］ 3着

うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

6枠6番

サンレイウインザー

産地 日高町

中央収得賞金 3,000,000円

南関東：2016/01/14～ 4戦0勝（2着1回、3着1回）

調教師 森下淳平（大井）

モリデンサンバ

調教師 鈴木啓之（大井）

馬主 永井啓弍

牝4歳

馬主 森田芳男

生年月日 2011年4月16日

栗毛

生年月日 2013年3月21日

南関東：2017/01/23～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

父 スズカマンボ

生産牧場 岡野牧場

父 マーベラスサンデー

生産牧場 森田芳男

◆2016 道営記念［門別］ 1着

母 サンウインダー（父 アフリート）

産地 新ひだか町

母 アローフィールド（父 シャーディー）

産地 新冠町

◆2016 ヒダカソウC［門別］ 2着

牝6歳
鹿毛

前走
２着

北海道：2016/05/24～ 8戦5勝（2着1回、3着2回）
うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着2回）
◆2016ノースクイーンC［門別］ 1着
◆2015 北海優駿［門別］ 2着

地方収得賞金 8,429,000円

地方収得賞金 6,762,000円

◆2015 王冠賞［門別］ 2着

◆2015 ダービーグランプリ［水沢］ 2着

北海道：2013/06/13～ 9戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/11～ 8戦1勝（2着1回、3着1回）

◆2016 クイーン賞［船橋］ 3着

南関東：2014/01/22～ 20戦5勝（2着5回、3着2回）

南関東：2016/03/18～ 12戦2勝（2着0回、3着2回）

◆2016 ビューチフル・ドリーマーC［水沢］ 3着

◆2015 北斗盃［門別］ 3着

◆2015 フローラルC［門別］ 3着

7R
3枠3番

8枠10番

ツナグテ

調教師 森下淳平（大井）

12R
1枠1番

馬主 佐久間拓士

マイカラー

調教師 森下淳平（大井）

生年月日 2011年5月14日

牡5歳

馬主 山口裕介

リックカグラ

調教師 岩本洋（川崎）

牝6歳

牡4歳

馬主 山邉浩

芦毛

栗毛

生年月日 2013年3月22日

父 デュランダル

生産牧場 シンボリ牧場

栗毛

生年月日 2012年3月25日

父 スウィフトカレント

生産牧場 荒木貴宏

母 スイートローレライ（父 Ｒａｈｙ）

産地 日高町

父 サイレントディール

生産牧場 春木昭雄

母 ケイアイカグラ（父 Ｓｏｎｇａｎｄａｐｒａｙｅｒ）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 13,701,000円

母 プライベートビーチ（父 トウカイテイオー）

産地 日高町

地方収得賞金 4,274,000円

北海道：2013/06/20～ 7戦1勝（2着5回、3着0回）

地方収得賞金 10,123,000円

北海道：2015/06/10～ 10戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2014/04/01～ 25戦5勝（2着5回、3着6回）

北海道：2014/05/21～ 4戦1勝（2着1回、3着1回）

前走
１着

うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/10/02～ 21戦2勝（2着1回、3着2回）

うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

10R
2枠4番

うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

パワーピッチング

調教師 佐宗応和（大井）

エンターザスフィア

調教師 林正人（船橋）

JRA：2016/10/01～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

牡6歳

馬主 菊地博

牡5歳

馬主 山口裕介

南関東：2017/01/17～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛

生年月日 2011年5月22日

鹿毛

生年月日 2012年3月14日

◆2015 知床賞［盛岡］ 1着

父 クロフネ

生産牧場 西山牧場

父 ヴァーミリアン

生産牧場 村本牧場

6枠9番

母 セイウンクレナイ（父 タイキシャトル）

産地 日高町

母 トーワマドンナ（父 ラムタラ）

産地 新冠町

笠松：2015/12/16～ 12戦3勝（2着0回、3着0回）

◆2015 東京湾カップ［船橋］ 3着

1枠2番

スイスヨーデル

調教師 岡野尚光（大井）

地方収得賞金 12,209,000円

地方収得賞金 11,406,000円

牝5歳

馬主 （有）富士ファーム

北海道：2013/06/13～ 7戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2014/05/15～ 4戦2勝（2着0回、3着0回）

鹿毛

生年月日 2012年3月29日

南関東：2013/12/30～ 43戦4勝（2着7回、3着3回）

父 サムライハート

生産牧場 有限会社石川牧場

3枠5番

母 ベベコリエンド（父 Ｍｏｒｅ Ｔｈａｎ Ｒｅａｄｙ）

産地 新ひだか町

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2017/12/18～ 20戦2勝（2着0回、3着1回）

パーソナルマキ

調教師 宗形竹見（大井）

2枠3番

地方収得賞金 6,727,000円

牡4歳

馬主 （有）槇本牧場

シグラップエリー

調教師 佐野謙二（大井）

北海道：2014/07/16～ 2戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛

生年月日 2013年3月29日

牝4歳

馬主 杉浦和也

南関東：2014/10/30～ 40戦3勝（2着1回、3着3回）

父 パーソナルラッシュ

生産牧場 槇本牧場

栗毛

生年月日 2013年4月28日

母 マキハタスペシャル（父 Ｍａｒｓｃａｙ）

産地 日高町

父 プリサイスエンド

生産牧場 信岡牧場

地方収得賞金 4,465,000円 中央収得賞金 1,800,000円

母 ミルサジェス（父 スペシャルウィーク）

産地 浦河町

北海道：2015/08/04～ 9戦3勝（2着4回、3着2回）

地方収得賞金 8,338,000円

8R
3枠3番

ワンダーローズ

調教師 立花伸（大井）

牝4歳

馬主 村山忠弘

JRA：2016/03/05～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

青鹿

生年月日 2013年4月12日

北海道：2016/07/13～ 9戦1勝（2着1回、3着0回）

岩手：2015/11/30～ 2戦0勝（2着0回、3着1回）

父 ロージズインメイ

生産牧場 モリナガファーム

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/17～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）
うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2016/11/27～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/05/20～ 16戦2勝（2着2回、3着0回）

母 ワンダーガール（父 シルヴァーエンディング） 産地 日高町

4枠7番

◆2015 知床賞［盛岡］ 2着

地方収得賞金 2,216,000円

ゲットザグルーブ

調教師 堀千亜樹（大井）

北海道：2015/07/08～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

牡5歳

馬主 阿部英治

金沢：2015/10/04～ 9戦4勝（2着0回、3着1回）

鹿毛

生年月日 2012年5月16日

南関東：2016/01/28～ 11戦1勝（2着1回、3着0回）

父 ヴァーミリアン

生産牧場 新冠橋本牧場

5枠6番

母 スワンプリンセス（父 Ｎｕｒｅｙｅｖ）

産地 新冠町

マヒナズヒル

調教師 月岡健二（大井）

地方収得賞金 7,844,000円

牝7歳

馬主 尾田信夫

北海道：2014/05/28～ 7戦2勝（2着0回、3着2回）

鹿毛

生年月日 2010年4月10日

南関東：2014/11/27～ 30戦1勝（2着2回、3着4回）

父 ネオユニヴァース

生産牧場 ノーザンファーム

母 モアムーンライト（父 Ｍｏｒｅ Ｔｈａｎ Ｒｅａｄｙ）産地 安平町

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

地方収得賞金 14,461,000円

2R ③ジュウマンコウネン
5R ⑨デバンス ⑩ニットウハルキ
6R ⑨エグザルトント ⑪カリスマスピリット
7R ②ブラックトリガー ③ハザードマップ ⑨エナジーウイング
8R ⑦ジュメーリイ ⑩マルメロ
10R ⑦アカシャツハル
11R ⑥ハタノキセキ ⑦ナナヨンハーバー

北海道：2012/08/23～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）
南関東：2012/10/26～ 38戦6勝（2着1回、3着5回）
うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠7番

アンジェリコ

調教師 佐野謙二（大井）

牝5歳

馬主 和田博美

鹿毛

生年月日 2012年4月11日

父 パイロ

生産牧場 稲原牧場

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 6,496,000円
北海道：2014/05/14～ 7戦1勝（2着3回、3着0回）
南関東：2014/12/26～ 41戦2勝（2着1回、3着2回）

応援よろしくね♪

2017 門別グランシャリオナイター
開幕（4/18）まであと

２８

日

