
1R 7R 10R

5枠10番 4枠8番 1枠1番

リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） マシェール 調教師　藤田輝信（大井） イエスオフコース 調教師　中道啓二（大井） 

牝4歳 馬主　山邉浩 牡4歳 馬主　吉田照哉 牡3歳 馬主　野島泰

栗毛 生年月日　2014年4月20日 鹿毛 生年月日　2014年3月22日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月9日

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 父　エクラヴァンクール 生産牧場　野島牧場

母　ミカワマドカ（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 母　ウルビーノ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,193,000円 地方収得賞金　5,265,000円 地方収得賞金　3,685,000円

北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/22～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回） 南関東：2016/11/16～　7戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2017/11/28～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2017/11/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠15番 2枠2番

8枠16番 コパノミラーレ 調教師　松浦裕之（大井） ミスビセンチ 調教師　小久保智（浦和） 

グリーンマイン 調教師　遠藤茂（大井） 牡5歳 馬主　高岡里枝 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

牝5歳 馬主　峰哲馬 鹿毛 生年月日　2013年4月14日 栗毛 生年月日　2015年4月14日

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 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　新生ファーム

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 母　ミスヨナ（父　ティンバーカントリー） 産地　日高町

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　7,475,000円 地方収得賞金　4,410,000円

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） 北海道：2017/06/14～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

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） 南関東：2017/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/12/09～　43戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2016/02/24～　30戦2勝（2着2回、3着4回） 3枠5番

アンフィーサ 調教師　佐宗応和（大井） 

2R 8R 牝3歳 馬主　吉田安惠

7枠12番 1枠1番 栗毛 生年月日　2015年3月4日

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　追分ファーム

牝5歳 馬主　（株）馬事学院 牡4歳 馬主　田村誠 母　ティークリッパー（父　トニービン） 産地　安平町

芦毛 生年月日　2013年4月14日 鹿毛 生年月日　2014年4月11日 地方収得賞金　4,625,000円

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場 北海道：2017/05/24～　8戦3勝（2着0回、3着1回）

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 母　ベルモントプロテア（父　アジュディケーティング） 産地　日高町 　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　2,253,000円 地方収得賞金　5,915,000円 5枠8番

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回） コスモウーノ 調教師　小久保智（浦和） 

名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2016/12/30～　12戦2勝（2着2回、3着1回） 牝3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠13番 栗毛 生年月日　2015年4月6日

名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） リンカーンシャー 調教師　遠藤茂（大井） 父　カネヒキリ 生産牧場　ビッグレッドファーム

南関東：2016/07/12～　33戦0勝（2着1回、3着0回） 牝5歳 馬主　峰哲馬 母　コスモジャイロ（父　Ｍａｃｈｏ　Ｕｎｏ） 産地　新冠町

栗毛 生年月日　2013年4月25日 地方収得賞金　5,580,000円

3R 父　テレグノシス 生産牧場　藤吉牧場 北海道：2017/07/06～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 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 南関東：2018/02/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

ベニノスパークル 調教師　中道啓二（大井） 地方収得賞金　7,279,000円 5枠9番

牝3歳 馬主　（株）紅谷 北海道：2015/07/09～　10戦1勝（2着1回、3着1回） トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

栗毛 生年月日　2015年4月2日 南関東：2015/12/28～　7戦0勝（2着2回、3着0回） 牡3歳 馬主　阿部東亜子

父　トビーズコーナー 生産牧場　大道牧場 北海道：2016/05/04～　13戦1勝（2着0回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 南関東：2016/11/30～　24戦3勝（2着1回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

地方収得賞金　1,025,000円 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

北海道：2017/07/12～　7戦2勝（2着0回、3着1回） 9R 地方収得賞金　4,455,000円

南関東：2017/12/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠12番 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

5枠5番 プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 南関東：2018/01/26～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

スターオブソレイユ 調教師　田中正人（大井） 牡5歳 馬主　本田恒雄 6枠10番

牝3歳 馬主　光安了 芦毛 生年月日　2013年3月7日 ヒガシウィザード 調教師　佐藤賢二（船橋）

鹿毛 生年月日　2015年1月31日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 牡3歳 馬主　梁川正普

父　ヴァーミリアン 生産牧場　小野秀治 母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日

母　スターオブジェンヌ（父　アジュディケーティング）産地　新ひだか町 地方収得賞金　9,350,000円 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場

地方収得賞金　3,382,000円 北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回） 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

北海道：2017/05/24～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/12/28～　38戦2勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　3,195,000円

佐賀：2017/07/02～　8戦5勝（2着2回、3着0回） 8枠13番 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2018/02/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） シグラップニコライ 調教師　佐野謙二（大井） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

8枠9番 牡4歳 馬主　杉浦和也 南関東：2018/01/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

ティーズロワール 調教師　嶋田幸晴（大井） 鹿毛 生年月日　2014年4月21日 ◆2017　知床賞［盛岡］　2着

牝3歳 馬主　立山伸二 父　スズカマンボ 生産牧場　沖田牧場 ◆2017　南部駒賞［水沢］　3着

栗毛 生年月日　2015年2月21日 母　ワシリーサ（父　ストラヴィンスキー） 産地　日高町 8枠14番

父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 地方収得賞金　7,555,000円 エフェルヴェソンス 調教師　高橋清顕（大井） 

母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 牡3歳 馬主　伊達泰明

地方収得賞金　2,735,000円 南関東：2016/11/28～　24戦2勝（2着0回、3着5回） 鹿毛 生年月日　2015年4月16日

北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

南関東：2017/11/03～　4戦0勝（2着1回、3着1回） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町

1R　③サザンベルン　④サウスポー　⑤ビナファルコン 地方収得賞金　5,789,000円

4R 　　　⑦ミスティックリズム　⑧デルグレネ 北海道：2017/06/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠7番 2R　⑧シビップ 金沢：2017/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 5R　②ワンダフルキッス　⑥エムティアポロン 南関東：2017/11/02～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

牡4歳 馬主　（株）レックス 8R　①リバーサクセス 8枠15番

栗毛 生年月日　2014年5月4日 10R　⑧ローザルーナ レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 

父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士 12R　①アンジュラミエル　⑦エイシンピュティア 牡3歳 馬主　ライフエンタープライズ（株）

母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2015年4月9日

地方収得賞金　3,321,000円 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場

北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 2R　②ププ 母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

愛知：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 3R　②サンデーヒカル　④レッツ 地方収得賞金　3,115,000円

南関東：2017/07/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 7R　③ケンシンハーバー　⑫モリデンボス 北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回）

8R　⑦マケマケ　⑩ピラミッドベニー 南関東：2017/09/25～　8戦1勝（2着0回、3着0回）

5R 9R　②ツルノシン　③エナジーウェーブ　⑦エムティストロフィ

6枠10番 　　　⑨アズーロ　⑩レコパンハロウィー 11R　第62回金盃〔ＳⅡ〕

トウカイアルバ 調教師　井上弘之（大井） 5枠10番

牝4歳 馬主　佐藤良二 キングニミッツ 調教師　矢野義幸（船橋）

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 牡5歳 馬主　（有）新生ファーム

父　ハービンジャー 生産牧場　びらとり牧場 栗毛 生年月日　2013年6月4日

母　トウカイファミリー（父　ネオユニヴァース） 産地　平取町 父　スパイキュール 生産牧場　新生ファーム

地方収得賞金　2,995,000円 母　サヴァント（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

北海道：2016/06/09～　10戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　30,818,000円　　中央収得賞金　3,350,000円　（付加賞金　49,000円）

南関東：2016/12/30～　18戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/08/19～　5戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2015/12/23～　4戦0勝（2着0回、3着2回）

6R 北海道：2016/04/20～　7戦1勝（2着2回、3着3回）

1枠1番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

ジュエリーアイス 調教師　三坂盛雄（大井） 南関東：2016/11/08～　14戦3勝（2着6回、3着2回）

牝4歳 馬主　沖田正憲 ◆2016　北海優駿［門別］　2着　　◆2017　東京スポーツ師走杯［川崎］　2着

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 ◆2017　東京記念［大井］　3着　　◆2016　北斗盃［門別］　3着

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　沖田牧場 ◆2016　王冠賞［門別］　3着

母　ロングビクトリア（父　タニノギムレット） 産地　日高町

地方収得賞金　2,940,000円 12R

北海道：2016/06/08～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 4枠7番

南関東：2016/12/31～　13戦0勝（2着1回、3着0回） ティーズブラッド 調教師　嶋田幸晴（大井）

6枠9番 牡5歳 馬主　立山伸二

レイホーウエーブ 調教師　森下淳平（大井） 栗毛 生年月日　2013年4月15日

セン5歳 馬主　永井啓弍 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

鹿毛 生年月日　2013年5月13日 母　アイルゴーバック（父　アッミラーレ） 産地　日高町

父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 地方収得賞金　11,332,000円

母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町 北海道：2015/06/10～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　5,370,000円 南関東：2015/08/25～　8戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/04/20～　10戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2016/02/24～　16戦3勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/11/18～　16戦3勝（2着4回、3着0回）

8枠13番 5枠8番

テッサロニキ 調教師　佐野謙二（大井） エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

牡7歳 馬主　和田博美 牡4歳 馬主　高橋勉

鹿毛 生年月日　2011年4月18日 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

父　シニスターミニスター 生産牧場　豊洋牧場 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

母　シャンハイハピネス（父　シャンハイ） 産地　日高町 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

地方収得賞金　12,890,000円 地方収得賞金　9,405,000円

北海道：2013/08/07～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

南関東：2014/02/28～　38戦3勝（2着7回、3着3回） 南関東：2017/01/11～　23戦3勝（2着4回、3着7回）

6枠11番

モリデンサンバ 調教師　鈴木啓之（大井） 

牝5歳 馬主　森田芳男

栗毛 生年月日　2013年3月21日

父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男

母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

地方収得賞金　9,337,000円

北海道：2015/06/11～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2016/03/18～　24戦2勝（2着1回、3着3回）

◆2015　フローラルC［門別］　3着

2/21（水） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
３着

前走
１着

前走
１着

前走
１着

転入後
初出走

前走
２着

前走
３着

前走
２着

●ホッカイドウ競馬トピックス
平成30年度開催日程が発表されました

4月18日（水）から15開催80日間、全日程を門別競馬場で
「グランシャリオナイター」として開催いたします。
新しいシーズンの開催にも、どうぞご期待ください♪

詳細はホッカイドウ競馬公式ＨＰ
http://www.hokkaidokeiba.net/ へ！

大井11Ｒは長距離重賞・第62回金盃！
ホッカイドウ競馬デビューの

キングニミッツも出走します♪

前走
１着


