
2R 7R 10R

5枠8番 4枠4番 5枠7番

サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） ビジネスライク 調教師　佐野謙二（大井） キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井）

牝3歳 馬主　小野博郷 牝3歳 馬主　北海道物産研究所（株） 牡7歳 馬主　小林篤

黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日 鹿毛 生年月日　2015年4月22日 鹿毛 生年月日　2011年3月15日

父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 父　カジノドライヴ 生産牧場　鮫川啓一 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル

母　バブリングブライド（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 母　マルハチメイフェア（父　ホワイトマズル） 産地　浦河町 母　ミラクルウーマン（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　1,959,000円 地方収得賞金　6,075,000円 地方収得賞金　17,016,000円 中央収得賞金　7,000,000円

北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/08～　12戦3勝（2着3回、3着3回） 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/10/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　北斗盃［門別］　2着　　◆2017　ブロッサムC［門別］　2着 JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回） ◆2017　金沢シンデレラC［金沢］　2着 南関東：2014/11/27～　47戦3勝（2着5回、3着0回）

南関東：2018/11/02～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠6番 6枠8番

◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着 サンレイウインザー 調教師　森下淳平（大井） マホウジン 調教師　納谷和玖（大井） 

8枠13番 牝7歳 馬主　永井啓弍 牡5歳 馬主　（有）アシスタント

エルポデール 調教師　月岡健二（大井） 鹿毛 生年月日　2011年4月16日 栗毛 生年月日　2013年4月5日

牡3歳 馬主　乙訓史樹 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 父　カネヒキリ 生産牧場　浜本幸雄

栗毛 生年月日　2015年2月24日 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町 母　ハッピーオーシャン（父　ジェニュイン） 産地　日高町

父　スマートファルコン 生産牧場　社台ファーム 地方収得賞金　16,984,000円 地方収得賞金　15,950,000円

母　エルヴィエント（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市 北海道：2013/06/13～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/06/16～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,595,000円 南関東：2014/01/22～　35戦10勝（2着9回、3着4回） 南関東：2015/10/16～　35戦3勝（2着4回、3着3回）

北海道：2017/07/13～　8戦0勝（2着2回、3着2回） 7枠10番

岩手：2017/11/25～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 8R ジリキ 調教師　阪本一栄（大井） 

南関東：2018/02/22～　13戦0勝（2着1回、3着0回） 1枠1番 牡4歳 馬主　山田祐三

トリプルアロー 調教師　辻野豊（大井） 鹿毛 生年月日　2014年4月13日

3R 牡5歳 馬主　中澤加那子 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三

2枠2番 栗毛 生年月日　2013年5月23日 母　アウスレーゼ（父　ゼネラリスト） 産地　新冠町

ミコマイ 調教師　市村誠（大井） 父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場 地方収得賞金　11,530,000円

牝2歳 馬主　（有）門脇 母　マザーロード（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 北海道：2016/07/06～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年4月16日 地方収得賞金　7,049,000円 南関東：2016/12/31～　22戦2勝（2着3回、3着4回）

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　森永聡 北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 7枠11番

母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 南関東：2016/02/03～　48戦3勝（2着3回、3着0回） エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

地方収得賞金　2,965,000円 2枠3番 牡4歳 馬主　高橋勉

北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） パツキン 調教師　渡部則夫（大井） 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

南関東：2018/10/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牝7歳 馬主　岡井元憲 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

6枠8番 栗毛 生年月日　2011年4月30日 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

キックザキャリバー 調教師　栗田裕光（大井） 父　メイショウボーラー 生産牧場　村下明博 地方収得賞金　11,465,000円

牡2歳 馬主　佐野幸一郎 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2016年2月21日 地方収得賞金　14,085,000円 南関東：2017/01/11～　36戦3勝（2着5回、3着8回）

父　サダムパテック 生産牧場　田中スタッド 北海道：2013/05/23～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

母　プロミスウェル（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 11R

地方収得賞　2,850,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠7番

北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2013/12/31～　69戦3勝（2着9回、3着6回） リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） 

南関東：2018/11/13～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠13番 牝4歳 馬主　山邉浩

スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） 栗毛 生年月日　2014年4月20日

4R 牝7歳 馬主　馬場三四郎 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏

2枠2番 鹿毛 生年月日　2011年5月28日 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

ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一 地方収得賞金　8,133,000円

牝2歳 馬主　小林祥晃 母　ケイアイポップス（父　コマンダーインチーフ） 産地　日高町 北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2016年3月21日 地方収得賞金　14,427,000円 岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回）

父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場 北海道：2013/08/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/15～　19戦6勝（2着0回、3着1回）

母　キモンオレンジ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 佐賀：2013/11/17～　12戦3勝（2着4回、3着0回） 7枠13番

地方収得賞金　2,715,000円 南関東：2014/07/29～　28戦0勝（2着9回、3着3回） コスモバレット 調教師　宗形竹見（大井） 

北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 兵庫：2016/05/18～　24戦6勝（2着7回、3着0回） 牡3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

南関東：2018/09/19～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/01/25～　11戦2勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年3月22日

◆2014　大観峰賞［佐賀］　1着 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

5R 母　ベルモントヤマユリ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町

7枠13番 9R 地方収得賞金　7,710,000円

アラレチャン 調教師　的場直之（大井） 4枠4番 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　林叔瑞 スギノアクトレス 調教師　佐野謙二（大井）  南関東：2018/02/23～　11戦1勝（2着1回、3着5回）

鹿毛 生年月日　2015年4月5日 牝5歳 馬主　杉山忠国 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 青鹿毛 生年月日　2013年4月1日 ◆2018　高知優駿［高知］　2着

母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 父　タニノギムレット 生産牧場　明治牧場

地方収得賞金　2,252,000円 母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町 12R

北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　7,027,000円 5枠5番

南関東：2017/12/12～　15戦0勝（2着0回、3着4回） 北海道：2015/10/14～　2戦2勝（2着0回、3着0回） チェリースプリング 調教師　辻野豊（大井）

8枠16番 南関東：2016/01/21～　3戦1勝（2着2回、3着0回） 牝4歳 馬主　谷謙介

サキノブライアン 調教師　櫻木英喜（大井） 岩手：2016/07/10～　7戦0勝（2着2回、3着2回） 芦毛 生年月日　2014年4月6日

牡6歳 馬主　榊原富夫 南関東：2016/12/05～　31戦0勝（2着3回、3着5回） 父　チェリークラウン 生産牧場　大成牧場

栗毛 生年月日　2012年6月14日 5枠5番 母　チェリーノコイビト（父　スクワートルスクワート） 産地　浦河町

父　タイムパラドックス 生産牧場　信田牧場 セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 地方収得賞金　3,390,000円 中央収得賞金　10,500,000円

母　サキノローレル（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　佐藤堅一 北海道：2016/07/27～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　8,240,000円 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 JRA：2017/04/08～　11戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2014/08/05～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2014/12/29～　68戦3勝（2着1回、3着3回） 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 南関東：2018/10/08～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　4,135,000円 ◆2016　フローラルC［門別］　3着

6R 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 7枠7番

4枠5番 南関東：2017/12/27～　19戦1勝（2着2回、3着1回） プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 

アースヴィヴィアナ 調教師　的場直之（大井） 牡5歳 馬主　本田恒雄

牝4歳 馬主　松山増男 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 芦毛 生年月日　2013年3月7日

栗毛 生年月日　2014年3月29日 大井6R　④ミテルテ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　カジノドライヴ 生産牧場 習志野牧場 　　　11R　⑮ルミナスコマンダー 母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町

母　ヒカルマイヒメ（父アグネスタキオン） 産地 白老町 ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 地方収得賞金　14,030,000円

地方収得賞金　3,095,000円 大井1R　⑪ヤマショウバトル 北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回）

北海道：2016/08/30～　12戦7勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/12/28～　52戦2勝（2着4回、3着5回）

南関東：2018/04/19～　5戦0勝（2着1回、3着2回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　②ディーエスプロット　⑤アッパレダイテン　⑥キティホーク

　　　⑦オリオンアンジュ　⑧ヴェルグンデ　⑩スペシャルヒル

2R　⑤モエレキンジトウ　⑥ドミノパス　⑦サニーデイローゼス

　　　⑧トゥラヴユーモア　⑪ズオズオエンジェル

5R　⑦カリーナ　⑩エナジーウェーブ

6R　①ゴールドパートナー　⑨リコートルーパー

7R　④ジョースパーク

10R　④スーパーラッド

12R　①コッチネッラ

12/7（金） 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
１着

前走
１着

前走
３着

前走
１着

前走
３着

前走
１着

前走
３着

応援よろしくね♪


