
1R 3R 8R

2枠2番 7枠11番 2枠2番

エムオーブラック 調教師　堀江仁（大井） ベニノスパークル 調教師　中道啓二（大井） ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井）

牡3歳 馬主　大浅貢 牝3歳 馬主　（株）紅谷 牡7歳 馬主　橋本義次

黒鹿毛 生年月日　2015年3月28日 栗毛 生年月日　2015年4月2日 鹿毛 生年月日　2011年5月2日

父　タニノギムレット 生産牧場　門別牧場 父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場 父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典

母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 母　サダムヴィーナス（父　コマンダーインチーフ） 産地　むかわ町

地方収得賞金　555,000円 地方収得賞金　1,025,000円 地方収得賞金　14,044,000円

北海道：2017/06/01～　10戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/07/12～　7戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2013/05/22～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠5番 南関東：2017/12/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2013/09/23～　26戦1勝（2着1回、3着9回）

セユウナイス 調教師　香取和孝（大井） 8枠12番 南関東：2015/02/18～　34戦7勝（2着4回、3着5回）

牡3歳 馬主　工藤節雄 ゴールドシンボル 調教師　渡部則夫（大井） 5枠9番

鹿毛 生年月日　2015年4月2日 牡3歳 馬主　岡井元憲 カリスマパンサー 調教師　橋本和馬（大井） 

父　モンテロッソ 生産牧場　荒谷牧場 栗毛 生年月日　2015年3月15日 牝4歳 馬主　村田裕子

母　セユウレディ（父　エスプリシーズ） 産地　青森県 父　ゴールドアリュール 生産牧場　村下明博 栗毛 生年月日　2014年3月24日

地方収得賞金　810,000円 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町 父　カリズマティック 生産牧場　沖田牧場

北海道：2017/08/16～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,965,000円 母　エスケープリリー（父　ライブリーワン） 産地　日高町

南関東：2017/12/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回 北海道：2017/06/21～　8戦3勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,920,000円

4枠6番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/06/23～　6戦0勝（2着2回、3着1回）

セユウスマート 調教師　佐藤壽（大井） 南関東：2016/10/25～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

牡3歳 馬主　工藤節雄 4R 8枠14番

栗毛 生年月日　2015年4月14日 1枠1番 コパノミラーレ 調教師　松浦裕之（大井） 

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 グリーンマイン 調教師　遠藤茂（大井） 牡5歳 馬主　高岡里枝

母　セユウプレゼント（父　バゴ） 産地　青森県 牝5歳 馬主　峰哲馬 鹿毛 生年月日　2013年4月14日

地方収得賞金　625,000円 青鹿毛 生年月日　2013年3月23日 父　アッミラーレ 生産牧場　ユートピア牧場

北海道：2017/06/08～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 父　ソングオブウインド 生産牧場　ヤマイチ牧場 母　アミュレット（父　マヤノトップガン） 産地　登別市

南関東：2017/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アジアンタム（父　フジキセキ） 産地　むかわ町 地方収得賞金　5,875,000円

5枠7番 地方収得賞金　2,180,000円 北海道：2015/05/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回）

スターオブアラジン 調教師　的場直之（大井） 北海道：2015/05/05～　16戦0勝（2着5回、3着4回） 岩手：2015/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　光安了 南関東：2015/12/09～　42戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2016/02/24～　29戦1勝（2着2回、3着4回）

鹿毛 生年月日　2015年4月7日 8枠15番

父　ジャングルポケット 生産牧場　築紫洋 5R ソンサー 調教師　福永敏（大井） 

母　ビビアンアロー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 5枠10番 牝4歳 馬主　（有）ターフ・スポート

地方収得賞金　769,000円 ゴッデス 調教師　高岩孝敏（大井） 鹿毛 生年月日　2014年4月29日

北海道：2017/06/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　大澤恒広 父　ファスリエフ 生産牧場　村田牧場

兵庫：2017/07/19～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2013年5月11日 母　ダンシングハート（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町

佐賀：2017/09/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 父　サムライハート 生産牧場　田湯牧場 地方収得賞金　3,726,000円

南関東：2017/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 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 北海道：2016/05/11～　5戦0勝（2着1回、3着3回）

8枠13番 地方収得賞金　1,775,000円 南関東：2016/10/28～　11戦1勝（2着0回、3着2回）

トリプルベル 調教師　市村誠（大井） 北海道：2015/08/19～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　八嶋長久 笠松：2015/11/27～　8戦1勝（2着2回、3着3回） 10R

栗毛 生年月日　2015年5月14日 北海道：2016/04/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠7番

父　ハービンジャー 生産牧場　追分ファーム 南関東：2016/11/30～　22戦0勝（2着0回、3着1回） エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 

母　ツクバエトワール（父　ディープインパクト） 産地　安平町 牡6歳 馬主　角井紀夫

地方収得賞金　560,000円 6R 黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日

北海道：2017/06/07～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 8枠15番 父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場

南関東：2017/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） サキノブライアン 調教師　櫻木英喜（大井） 母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町

牡6歳 馬主　榊原富夫 地方収得賞金　12,421,000円

2R 栗毛 生年月日　2012年6月14日 北海道：2014/07/16～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 父　タイムパラドックス 生産牧場　信田牧場 兵庫：2014/09/24～　21戦2勝（2着1回、3着2回）

ココアキャンディ 調教師　阪本一栄（大井） 母　サキノローレル（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 南関東：2015/12/28～　31戦4勝（2着5回、3着6回）

牝3歳 馬主　三岡陽 地方収得賞金　7,660,000円 5枠9番

鹿毛 生年月日　2015年4月12日 北海道：2014/08/05～　6戦1勝（2着0回、3着0回） ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 

父　アドマイヤムーン 生産牧場　谷口牧場 南関東：2014/12/29～　52戦3勝（2着1回、3着2回） 牡4歳 馬主　坂本浩一

母　フミノサチヒメ（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2014年2月3日

地方収得賞金　680,000円 7R 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム

北海道：2017/06/28～　8戦1勝（2着1回、3着0回） 2枠4番 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

3枠5番 サクセスストーリー 調教師　納谷和玖（大井） 地方収得賞金　6,198,000円

エルポデール 調教師　村上頼章（大井） 牡6歳 馬主　中村吉隆 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　吉田照哉 栃栗毛 生年月日　2012年4月30日 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2015年2月24日 父　モエレプルトス 生産牧場　上田昭治 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　スマートファルコン 生産牧場　社台ファーム 母　ロマンスフリージア（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

母　エルヴィエント（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市 地方収得賞金　7,485,000円 南関東：2017/07/28～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　540,000円 北海道：2014/07/23～　47戦6勝（2着5回、3着5回） ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着

北海道：2017/07/13～　8戦0勝（2着2回、3着2回） 南関東：2017/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2017/11/25～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 3枠5番 12R

3枠6番 ティーズハーバー 調教師　高野毅（大井） 2枠3番

フェデリース 調教師　立花伸（大井） 牡4歳 馬主　立山伸二 ジャストゥラヴ 調教師　森下淳平（大井）

牝3歳 馬主　伊達泰明 青鹿毛 生年月日　2014年4月5日 牝5歳 馬主　上田信路

鹿毛 生年月日　2015年3月1日 父　リーチザクラウン 生産牧場　桑嶋峰雄 鹿毛 生年月日　2013年5月4日

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 母　バントウショウ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 父　シニスターミニスター 生産牧場　林時春

母　シュベリーン（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 地方収得賞金　2,363,000円 母　リリーアンドローズ（父　サンデーサイレンス） 産地　様似町

地方収得賞金　810,000円 北海道：2016/04/20～　12戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　11,020,000円

北海道：2017/05/24～　11戦1勝（2着4回、3着0回） 南関東：2016/12/13～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/07/01～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

5枠9番 北海道：2017/04/19～　12戦4勝（2着2回、3着3回） 南関東：2015/11/26～　20戦3勝（2着2回、3着2回）

ブライトコメット 調教師　蛯名雄太（大井） 南関東：2017/12/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠7番

牝3歳 馬主　吉田和美 3枠6番 アーシー 調教師　櫻木英喜（大井）

鹿毛 生年月日　2015年1月22日 アイノテクニシャン 調教師　佐野謙二（大井） 牝5歳 馬主　（株）ＹＳＫ

父　スマートファルコン 生産牧場　ノーザンファーム 牡4歳 馬主　河内敏 栗毛 生年月日　2013年4月23日

母　ササファイヤー（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　安平町 栗毛 生年月日　2014年3月26日 父　ゴールドアリュール 生産牧場　天羽禮治

地方収得賞金　500,000円 父　フリオーソ 生産牧場　高橋義浩 母　ブラウブリッツ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町

北海道：2017/09/14～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　オーディション（父　キングヘイロー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　9,269,000円

南関東：2017/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,905,000円 北海道：2015/05/28～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

7枠14番 北海道：2016/06/30～　9戦1勝（2着1回、3着1回） JRA：2016/02/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

ヌーロルエイン 調教師　秋吉和美（大井） 南関東：2016/12/27～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 愛知：2016/05/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　田村義徳 北海道：2017/09/19～　4戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/06/27～　23戦2勝（2着4回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2015年5月4日 南関東：2017/12/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠13番

父　アメリカンボス 生産牧場　スターフアーム マホウジン 調教師　納谷和玖（大井） 

母　ベルモントスピネル（父　アジュディケーティング）産地　新冠町 ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 牡5歳 馬主　（有）アシスタント

地方収得賞金　540,000円 大井2R　⑧ノーブルクィーン 栗毛 生年月日　2013年4月5日

北海道：2017/07/06～　10戦0勝（2着2回、3着3回） 父　カネヒキリ 生産牧場　浜本幸雄

南関東：2017/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　ハッピーオーシャン（父　ジェニュイン） 産地　日高町

8枠16番 1R　①フォースアフリート　⑤アカイブリターン　⑥ビナファルコン 地方収得賞金　11,100,000円

マキシマムフォース 調教師　香取和孝（大井） 　　　⑦ウワサノオンナ 北海道：2015/06/16～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　酒井孝敏 2R　④ホワイトガンベルト　⑤サンミゲル　⑧フラットコード 南関東：2015/10/16～　27戦2勝（2着3回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2015年3月9日 3R　①リックプンバ　②サウスポー　④サザンベルン

父　ワークフォース 生産牧場　明治牧場 4R　①ヒカリチャン

母　マキシマムジョイ（父　ハーツクライ） 産地　新ひだか町 8R　④イナズマアリオーン

地方収得賞金　582,000円

北海道：2017/06/01～　4戦0勝（2着0回、3着1回）

愛知：2017/08/10～　9戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
4R　⑤ブラックトリガー 

5R　①ロザリー　

8R　①ティーズクラッチ　③フジノオオワシ　④ジョウショーメイト  

　　　⑤ダイヤファントム 

9R　⑤ゴーリキ 　⑦バッテリーパーク 

1/24（水） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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●本日の重賞競走

大井11R 第21回TCK女王盃〔JpnⅢ〕
4歳以上牝馬 ダート・外1,800ｍ

ご期待ください！

応援よろしくね♪

前走
１着

前走
３着


