
5R 10R

1枠1番 3枠5番

フライトナカヤマ 調教師　赤嶺本浩（大井） モリデンサンバ 調教師　鈴木啓之（大井） 

牡3歳 馬主　（有）中山牧場 牝5歳 馬主　森田芳男

鹿毛 生年月日　2015年4月26日 栗毛 生年月日　2013年3月21日

父　ベーカバド 生産牧場　中山牧場 父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男

母　プラネット（父　アグネスフライト） 産地　浦河町 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　2,455,000円 地方収得賞金　12,487,000円

北海道：2017/06/15～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/06/11～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/12/29～　11戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2016/03/18～　34戦3勝（2着2回、3着3回）

◆2015　フローラルC［門別］　3着

6R 5枠8番

5枠7番 アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 

タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） 牡4歳 馬主　（株）レックス

牝6歳 馬主　森谷行秀 栗毛 生年月日　2014年5月4日

栗毛 生年月日　2012年2月20日 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町

母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 地方収得賞金　10,271,000円

地方収得賞金　8,540,000円 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 愛知：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/02/04～　59戦2勝（2着2回、3着5回） 南関東：2017/07/26～　14戦5勝（2着3回、3着2回）

6枠9番 5枠9番

シルエットロマン 調教師　井上弘之（大井） ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 

牝4歳 馬主　（有）ターフ・スポート 牡3歳 馬主　岡田隆寛

鹿毛 生年月日　2014年4月11日 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

父　シニスターミニスター 生産牧場　中島牧場 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛

母　キープアンドゴー（父　マリエンバード） 産地　浦河町 母　ネバーグレイス（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　3,420,000円 地方収得賞金　8,600,000円

北海道：2016/08/31～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/04/18～　14戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2017/12/01～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

6枠10番

7R エリュシオン 調教師　月岡健二（大井）

5枠5番 牡5歳 馬主　佐々木雄二

ショコラパフェ 調教師　高橋清顕（大井） 鹿毛 生年月日　2013年5月3日

牝3歳 馬主　篠田くみ子 父　ゴールドアリュール 生産牧場　鮫川啓一

芦毛 生年月日　2015年4月25日 母　オリヒメチャーム（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

父　サウスヴィグラス 生産牧場　Ｕ・Ｍ・Ａ 地方収得賞金　13,760,000円

母　ホウショウリヴ（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町 北海道：2015/05/28～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　9,620,000円 岩手：2015/09/19～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/05/24～　7戦3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）

兵庫：2017/11/21～　5戦3勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/04/22～　33戦2勝（2着5回、3着3回）

南関東：2018/05/11～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 6枠11番

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） グローリング 調教師　鈴木啓之（大井） 

8枠9番 牡3歳 馬主　西森鶴

リコーデリンジャー 調教師　荒山勝徳（大井） 鹿毛 生年月日　2015年4月27日

牝3歳 馬主　土橋正雄 父　フリオーソ 生産牧場　旭牧場

黒鹿毛 生年月日　2015年5月11日 母　アペイロン（父　エルコンドルパサー） 産地　日高町

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　リコーファーム 地方収得賞金　7,960,000円

母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町 北海道：2017/05/11～　11戦1勝（2着1回、3着5回）

地方収得賞金　8,500,000円 南関東：2017/12/30～　11戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2017/06/28～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 8枠15番

南関東：2018/06/25～　2戦1勝（2着0回、3着1回） ヴァルム 調教師　佐藤壽（大井）

◆2017　エーデルワイス賞［門別］　3着　　◆2017　リリーC［門別］　3着 牝4歳 馬主　酒井孝敏

青鹿毛 生年月日　2014年5月13日

8R 父　パイロ 生産牧場　前川義則

4枠8番 母　ベティフォーエバー（父　ブラックホーク） 産地　日高町

ラストプラム 調教師　澤佳宏（大井） 地方収得賞金　9,010,000円

牝3歳 馬主　門別敏朗 北海道：2016/05/24～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2015年5月14日 高知：2016/12/10～　17戦2勝（2着0回、3着2回）

父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 南関東：2017/07/26～　29戦5勝（2着0回、3着2回）

母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町

地方収得賞金　4,585,000円 11R

北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 7枠10番

南関東：2018/01/26～　16戦1勝（2着1回、3着1回） ブリージーストーム 調教師　荒山勝徳（大井） 

5枠9番 牡7歳 馬主　吉田照哉

アンジェリコ 調教師　佐野謙二（大井） 栗毛 生年月日　2011年4月14日

牝6歳 馬主　和田博美 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム

鹿毛 生年月日　2012年4月11日 母　ブリージーウッズ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

父　パイロ 生産牧場　稲原牧場 地方収得賞金　44,995,000円

母　エアリング（父　ダンシングブレーヴ） 産地　平取町 北海道：2013/06/13～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　11,336,000円 南関東：2013/12/31～　36戦8勝（2着6回、3着5回）

北海道：2014/05/14～　7戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/08/01～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2014/12/26～　67戦2勝（2着4回、3着4回） ◆'15スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

5枠10番 ◆'17スターライトC［大井］　3着　　◆2015　デイリー水無月杯［川崎］　3着

スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 8枠12番

牡7歳 馬主　永井商事（株） サマーダイアリー 調教師　佐宗応和（大井） 

栗毛 生年月日　2011年3月12日 牝4歳 馬主　渡部賢治

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 栗毛 生年月日　2014年3月28日

母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 父　ケイムホーム 生産牧場　金石牧場

地方収得賞金　12,232,000円 母　ミヤビアルカディア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町

北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　24,947,500円

岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/05/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回） 南関東：2016/09/22～　20戦5勝（2着2回、3着3回）

南関東：2016/01/13～　20戦6勝（2着6回、3着5回）

12R

9R 5枠9番

6枠8番 フィランソロフィー 調教師　福田真広（大井）

コアレスレンジャー 調教師　阪本泰之（大井） セン5歳 馬主　伊達敏明

牡4歳 馬主　（有）キヨタケ牧場 栗毛 生年月日　2013年4月18日

黒鹿毛 生年月日　2014年3月17日 父　スクリーンヒーロー 生産牧場　サンシャイン牧場

父　カジノドライヴ 生産牧場　雅牧場 母　フェアリーライド（父　サザンヘイロー） 産地　日高町

母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 地方収得賞金　12,810,000円

地方収得賞金　5,710,000円 北海道：2015/04/22～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2016/06/16～　6戦0勝（2着2回、3着2回） JRA：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/12/28～　30戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2016/08/30～　6戦3勝（2着1回、3着0回）

8枠12番 南関東：2016/11/28～　16戦3勝（2着2回、3着3回）

ストレンジウーマン 調教師　寺田新太郎（大井） 北海道：2018/05/09～　8戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　酒井孝敏 南関東：2018/10/08～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2014年4月28日 5枠10番

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 

母　バイブレイションズ（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 牡5歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　5,337,000円 栗毛 生年月日　2013年2月19日

北海道：2016/08/10～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

JRA：2017/04/23～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

南関東：2017/07/03～　19戦3勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　11,990,000円

北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

◆名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2015/11/25～　28戦4勝（2着1回、3着2回）

1R　②シャインユアライト 北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

3R　④コパノマックレーン

4R　③マッテマシタ　⑨レッドエルム ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
5R　⑦ベロナサンライズ　⑧ゴールドリング　⑨ポタラ 大井3R　⑥スピシュスキー
6R　④タラレバ　⑩ミオサヴァイブ ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
7R　②アップバング　⑨マイサクラ 大井6R　⑫オーシャンケリー
9R　⑥アビゲイル　⑦キャッチザウェーブ

10R　⑥レモンホープ

12R　⑦ナンセカンセ

◆園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　①ガルガルガルチ　⑤ホワイトスパロウ

2R　①リーエ　④ウィナーズヒロイン　⑥フィールザゴッデス　⑧キュープライト

3R　⑨チェインギャング

4R　⑦ラバーソール

5R　①アンジュオスリール

11R　⑦スターレーン

12/6（木） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしくね♪


