3/22（水） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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3枠3番

ヒワノランニング

調教師 渡部則夫（大井）

ユメウメサクラ

調教師 渡部則夫（大井）

バンドオンザラン

調教師 内田勝義（川崎）

牡5歳

馬主 （株）リバース

牝5歳

馬主 （有）加野牧場

牡3歳

馬主 （有）グランド牧場

鹿毛

生年月日 2012年3月21日

黒鹿毛

生年月日 2012年4月3日

鹿毛

生年月日 2014年3月5日

父 ファスリエフ

生産牧場 樋渡志尚

父 マイネルセレクト

生産牧場 加野牧場

父 スズカコーズウェイ

生産牧場 グランド牧場

母 スーパーラヴァー（父 Ｓｉｌｖｅｒ Ｄｅｐｕｔｙ）

産地 新冠町

母 ブルーハピネス（父 エイシンサンディ）

産地 新ひだか町

母 セクシーシューズ（父 パラダイスクリーク）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 3,070,000円

地方収得賞金 5,649,000円

地方収得賞金 9,895,000円

北海道：2014/06/12～ 8戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/04/29～ 5戦2勝（2着0回、3着2回）

北海道：2016/04/20～ 8戦3勝（2着1回、3着0回）

南関東：2014/12/30～ 45戦0勝（2着2回、3着3回）

笠松：2015/09/01～ 8戦3勝（2着2回、3着2回）

2R
4枠5番

うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2016/01/06～ 6戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/01/18～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/04/28～ 13戦5勝（2着2回、3着0回）

◆2016 イノセントC［門別］ 1着

南関東：2016/12/12～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

4枠6番

◆2016 栄冠賞［門別］ 1着

メジャーヘンリー

調教師 辻野豊（大井）

4枠5番

牡4歳

馬主 伊藤徳子

ヴォルムス

調教師 蛯名雄太（大井）

牡3歳

栗毛

生年月日 2013年5月12日

牡4歳

馬主 吉田照哉

黒鹿毛

父 タイキシャトル

生産牧場 山岡ファーム

栗毛

生年月日 2013年2月19日

父 ロージズインメイ

生産牧場 岡田スタツド

母 エリモエクレール（父 アグネスタキオン）

産地 新冠町

父 サウスヴィグラス

生産牧場 社台ファーム

母 タニノジュレップ（父 コロナドズクエスト）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 1,667,000円

母 ブリュンヒルト（父 アグネスタキオン）

産地 千歳市

地方収得賞金 35,300,000円

北海道：2015/07/09～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 5,570,000円

笠松：2015/11/13～ 22戦4勝（2着4回、3着5回）

北海道：2015/06/03～ 8戦2勝（2着2回、3着1回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ローズジュレップ

馬主 （株）ノルマンディーサラブレッドレーシング
生年月日 2014年4月6日

北海道：2016/05/24～ 8戦4勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/11/25～ 13戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/01/27～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

調教師 小久保智（浦和）

前走
３着

転入後
初出走

8枠13番

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着1回）
◆2016 兵庫ジュニアグランプリ[園田] 1着

◆2016 新緑賞［笠松］ 3着

モンバサ

調教師 橋本和馬（大井）

◆2016 サッポロクラシックC[門別] 2着

5枠7番

牡4歳

馬主 和田博美

◆2016 全日本2歳優駿［川崎］ 3着

7枠11番

スギノフルブルーム

調教師 村上頼章（大井）

鹿毛

生年月日 2013年2月24日

牡4歳

馬主 森近隆幸

父 パイロ

生産牧場 高松牧場

バリスコア

青鹿毛

生年月日 2013年3月26日

母 ジョウノパンジー（父 タイキシャトル）

産地 浦河町

牡3歳

父 シンボリクリスエス

生産牧場 明治牧場

地方収得賞金 4,990,000円

青毛

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

北海道：2015/04/22～ 8戦1勝（2着1回、3着3回）

父 フリオーソ

生産牧場 中川浩典

南関東：2016/03/16～ 7戦3勝（2着0回、3着0回）

母 シャトーモア（父 ジョリーズヘイロー）

産地 日高町

地方収得賞金 1,595,000円
北海道：2015/06/18～ 9戦0勝（2着0回、3着0回）

調教師 岩本洋（川崎）
馬主 西森鶴

前走
２着

生年月日 2014年5月17日

地方収得賞金 7,495,000円

南関東：2015/12/25～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

8R
1枠1番

北海道：2016/04/20～ 15戦1勝（2着2回、3着1回）

タッチワールド

調教師 朝倉実（大井）

南関東：2017/01/18～ 2戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2016/12/01～ 7戦0勝（2着1回、3着0回）

牡4歳

馬主 松田昭雄

◆'17雲取賞［大井］ 2着

5枠8番

黒鹿

生年月日 2013年4月27日

◆2016 兵庫ジュニアグランプリ[園田] 3着

7枠12番

金沢：2015/12/01～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/07/13～ 8戦4勝（2着2回、3着1回）
うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

ユーフォニアム

調教師 米田英世（大井）

父 サイレントディール

生産牧場 門別正

牡4歳

馬主 山際義明

母 タッチノネガイ（父 フレンチデピュティ）

産地 日高町

黒鹿毛

生年月日 2013年6月4日

地方収得賞金 5,500,000円

牡3歳

父 エンパイアメーカー

生産牧場 山際セントラルスタッド

北海道：2015/05/27～ 10戦2勝（2着1回、3着2回）

栗毛

母 グラスレビン（父 ブライアンズタイム）

産地 新ひだか町

うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

ヒガシウィルウィン

調教師 佐藤賢二（船橋）
馬主 （株）ＭＭＣ

前走
１着

生年月日 2014年3月30日

父 サウスヴィグラス

生産牧場 グランド牧場
産地 新ひだか町

地方収得賞金 1,514,000円

南関東：2016/02/25～ 16戦0勝（2着3回、3着2回）

母 プリモタイム（父 ブライアンズタイム）

北海道：2015/08/27～ 10戦3勝（2着4回、3着1回）

◆2015 南部駒賞［水沢］ 3着

地方収得賞金 27,360,000円

南関東：2016/12/01～ 2戦0勝（2着0回、3着1回）

7枠11番

北海道：9戦3勝（2着5回、3着0回）

イッポンギ
3R
4枠6番

牡5歳
栗毛

調教師 内田勝義（川崎）

前走
２着

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

馬主 （有）グランド牧場

南関東：2017/01/18～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2012年4月26日

◆2017 ニューイヤーC［浦和］ 1着

ヒカリチャン

調教師 高橋清顕（大井）

父 スマートボーイ

生産牧場 グランド牧場

◆2016 北海道2歳優駿[門別] 2着

牝3歳

馬主 魚住啓市

母 ロケットスタート（父 Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｗｏｒｌｄ）

産地 新ひだか町

◆2016 ブリーダーズゴールドジュニアC[門別] 2着

栗毛

生年月日 2014年4月18日

地方収得賞金 7,287,000円

父 エイシンデピュティ

生産牧場 小倉光博

北海道：2014/06/04～ 10戦3勝（2着2回、3着1回）

ソッサスブレイ

母 トーハルミツル（父 ジェネラス）

産地 新ひだか町

南関東：2014/12/19～ 17戦1勝（2着6回、3着2回）

牡3歳

◆2014 ヤングチャレンジカップC［門別］ 2着

栗毛

地方収得賞金 580,000円

6枠9番

◆2016 栄冠賞[門別] 2着

8枠13番

北海道：2016/05/19～ 12戦2勝（2着0回、3着1回）
南関東：2016/12/27～ 4戦0勝（2着1回、3着0回）

◆2016 サンライズC[門別] 1着

9R
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調教師 山本学（船橋）
馬主 手嶋康雄

前走
１着

生年月日 2014年4月17日

父 コンデュイット

生産牧場 コスモヴューファーム

母 ベリーフ（父 スペシャルウィーク）

産地 新冠町

地方収得賞金 8,905,000円

オールマイライフ

調教師 的場直之（大井）

ニュートリノビーム

調教師 的場直之（大井）

北海道：2016/05/04～ 11戦2勝（2着3回、3着1回）

牝3歳

馬主 廣松重信

牡6歳

馬主 前川義則

南関東：2016/12/05～ 3戦3勝（2着0回、3着0回）

青毛

生年月日 2014年3月25日

鹿毛

生年月日 2011年5月16日

8枠14番

父 ネオユニヴァース（父 サンデーサイレンス） 生産牧場 赤石牧場

父 パーソナルラッシュ

生産牧場 大矢牧場

ピンクドッグウッド

調教師 稲益貴弘（船橋）

母 ドリームヴィーナス（父 ジェイドロバリー）

母 ベティボルテクス（父 ジェニュイン）

産地 日高町

牝3歳

馬主 尾崎智大

産地 平取町

地方収得賞金 1,103,000円

地方収得賞金 9,308,000円

鹿毛

生年月日 2014年4月9日

北海道：2016/05/19～ 11戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2013/08/29～ 8戦1勝（2着2回、3着0回）

父 サウスヴィグラス

生産牧場 グランド牧場

南関東：2016/12/30～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/01/21～ 6戦0勝（2着0回、3着0回）

母 スズカブルーム（父 スキャターザゴールド）

産地 新ひだか町

6枠10番

北海道：2014/06/17～ 9戦1勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金 29,250,000円
北海道：2016/05/24～ 7戦3勝（2着0回、3着1回）

ドルドルレヴェ

調教師 庄子昭彦（大井）

南関東：2014/10/22～ 42戦4勝（2着7回、3着5回）

牝3歳

馬主 酒井孝敏

5枠10番

黒鹿毛

生年月日 2014年5月22日

リコーエンツォ

父 シニスターミニスター

生産牧場 片岡博

牡5歳

母 サクラオンハート（父 サクラチトセオー）

産地 新ひだか町

鹿毛

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
調教師 立花伸（大井）
馬主 土橋正雄

前走
１着

愛知：2016/12/31～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）
うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2012年2月10日

南関東：2017/02/22～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 1,275,000円

父 ピサノデイラニ

生産牧場 藤吉牧場

◆2016 東京2歳優駿牝馬［大井］ 1着

北海道：2016/06/01～ 10戦1勝（2着1回、3着1回）

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

◆2016 エーデルワイス賞［門別］ 3着

南関東：2016/12/28～ 4戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金 5,789,000円

8枠13番

北海道：2014/06/26～ 15戦4勝（2着7回、3着2回）

◆2016 フルールC［門別］ 1着

12R
5枠6番

リベラリズム

調教師 藤村和生（大井）

南関東：2015/12/31～ 9戦3勝（2着2回、3着1回）

牝3歳

馬主 井上修一

6枠12番

ジャスティス

調教師 辻野豊（大井）

鹿毛

生年月日 2014年4月21日

サカベンタロー

調教師 赤嶺本浩（大井）

牡4歳

馬主 東邦男

父 ストリートセンス

生産牧場 元茂牧場

牡4歳

馬主 坂本勉

青鹿毛

生年月日 2013年2月19日

母 イースタンロマン（父 ブライアンズタイム）

産地 新ひだか町

鹿毛

生年月日 2013年5月30日

父 ロージズインメイ

生産牧場 ベルモントファーム

地方収得賞金 1,063,000円

父 パイロ

生産牧場 社台牧場

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

北海道：2016/06/08～ 9戦0勝（2着1回、3着0回）

母 パチョリ（父 Ｊａｄｅ Ｒｏｂｂｅｒｙ）

産地 白老町

地方収得賞金 5,475,000円

岩手：2016/12/04～ 2戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金 3,865,000円

北海道：2015/04/29～ 13戦1勝（2着2回、3着4回）

南関東：2017/01/24～ 3戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/08/18～ 7戦1勝（2着2回、3着2回）

金沢：2015/11/29～ 1戦0勝（2着0回、3着1回）

8枠14番

南関東：2016/02/10～ 15戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/29～ 22戦1勝（2着2回、3着1回）

ミスターソウルマン

調教師 鷹見浩（大井）

牡3歳

馬主 （有）グランド牧場

鹿毛

生年月日 2014年3月30日

10R
5枠10番

父 スマートボーイ

生産牧場 グランド牧場

グッドグラッド

調教師 納谷和玖（大井）

牡4歳

母 ダンスカーニバル（父 アフリート）

産地 新ひだか町

牡8歳

馬主 （有）アシスタント

栗毛

地方収得賞金 980,000円

黒鹿毛

生年月日 2009年3月19日

父 アサクサデンエン

生産牧場 社台ファーム

北海道：2016/06/30～ 7戦1勝（2着1回、3着0回）

父 ソングオブウインド

生産牧場 ★橋本牧場

母 バーニングレッド（父 アグネスタキオン）

産地 千歳市

南関東：2016/12/28～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

母 ワレンダークイン（父 ワレンダー）

産地 安平町

地方収得賞金 5,600,000円

5R
2枠2番

◆2015 金沢ヤングチャンピオン［金沢］ 3着

7枠10番

ブルチアーレ

調教師 鈴木啓之（大井）

前走
１着

馬主 吉田照哉
生年月日 2013年5月5日

地方収得賞金 26,651,000円

北海道：2016/04/21～ 4戦3勝（2着0回、3着0回）

北海道：2012/05/17～ 35戦15勝（2着7回、3着7回）

南関東：2016/09/20～ 4戦3勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/02/05～ 18戦4勝（2着3回、3着2回）

レイホーウエーブ

調教師 森下淳平（大井）

◆2014 星雲賞［門別］ 1着

セン4歳

馬主 永井啓弍

◆2014 コスモバルク記念［門別］ 2着

鹿毛

生年月日 2013年5月13日

◆2013 瑞穂賞［門別］ 2着

父 スズカマンボ

生産牧場 岡野牧場

◆2014 ステイヤーズカップ［門別］ 3着

母 サンウインダー（父 アフリート）

産地 新ひだか町

6枠12番

◆ 2014 赤レンガ記念［門別］ 2着

地方収得賞金 2,785,000円

エイコースナイパー

調教師 阪本一栄（大井）

北海道：2015/06/02～ 9戦2勝（2着0回、3着2回）

牡6歳

馬主 山田祐三

南関東：2016/02/24～ 7戦1勝（2着1回、3着0回）

黒鹿毛

生年月日 2011年5月26日

父 ウインラディウス

生産牧場 山田祐三

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

母 モモスター（父 ヤマニンスキー）

産地 新冠町

1R ⑦トミノテンユウ
2R ②オグリランダル ④シハツレッシャ ⑤マックスステラ
⑥ワンチャンス
3R ⑤リックヒナチャン ⑥フォルスクリール
6R ⑨イチヤマロッキー
9R ⑩ゴールドトレジャー
10R ①フォーユアラヴ ④クマリ ⑤シビップ
⑥ルビージェニファー ⑧カリーナ
11R ②スターグルーヴ ⑧チェリーシャクナゲ ⑨ハリアー
12R ④ヘビデューティー ⑩コパノサムタイム

地方収得賞金 17,895,000円
北海道；2013/06/04～ 6戦1勝（2着2回、3着1回）
南関東：2014/01/23～ 49戦3勝（2着7回、3着10回）
うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠13番

リコーベルリネッタ

調教師 蛯名雄太（大井）

牡5歳

馬主 土橋正雄

栗毛

生年月日 2012年4月22日

父 スパイキュール

生産牧場 リコーファーム

母 リコーパープル（父 カコイーシーズ）

産地 新冠町

地方収得賞金 17,104,000円
北海道：2014/08/13～ 5戦1勝（2着2回、3着2回）
南関東：2014/11/27～ 24戦5勝（2着2回、3着3回）

2017 門別グランシャリオナイター
開幕（4/18）まであと ２７ 日

応援よろしくお願いします♪

