
1R 5R 10R

1枠1番 2枠2番 2枠2番

フリムケバシコ 調教師　遠藤茂（大井） エムオーブラック 調教師　堀江仁（大井） トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

牝3歳 馬主　芳賀克也 牡4歳 馬主　大浅貢 牡4歳 馬主　阿部東亜子

青鹿毛 生年月日　2016年5月16日 黒鹿毛 生年月日　2015年3月28日 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

父　ベルシャザール 生産牧場　嶋田牧場 父　タニノギムレット 生産牧場　門別牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

母　ダンツライラック（父　Ｂａｒａｔｈｅａ） 産地　新ひだか町 母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　590,000円 地方収得賞金　2,935,000円 地方収得賞金　9,295,000円

北海道：2018/07/18～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/01～　10戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

南関東：2018/12/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/02/22～　14戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/01/26～　12戦0勝（2着4回、3着1回）

6枠10番 5枠8番 4枠4番

ヤマトタケル 調教師　佐々木洋一（大井） ファビリア 調教師　大宮和也（大井） プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 

牡3歳 馬主　阿部東亜子 牝4歳 馬主　船越伸也 牡6歳 馬主　本田恒雄

栗毛 生年月日　2016年5月20日 栗毛 生年月日　2015年4月15日 芦毛 生年月日　2013年3月7日

父　フリオーソ 生産牧場　田中春美 父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

母　トチノスカーレット（父　サムライハート） 産地　新ひだか町 母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　550,000円 地方収得賞金　2,914,000円 地方収得賞金　14,655,000円

北海道：2018/07/04～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回）

岩手：2018/12/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/12/28～　54戦2勝（2着4回、3着5回）

南関東：2017/12/27～　19戦0勝（2着1回、3着3回） 6枠8番

2R クリルカレント 調教師　月岡健二（大井） 

4枠7番 6R 牝6歳 馬主　（有）サンデーレーシング

リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） 1枠1番 栗毛 生年月日　2013年5月14日

牡4歳 馬主　山邉浩 ディーエスパースン 調教師　赤嶺本浩（大井） 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 牡4歳 馬主　武仲勝 母　ケープリズバーン（父　Ｂｅｒｉｎｇ） 産地　安平町

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 栗毛 生年月日　2015年3月31日 地方収得賞金　15,675,000円

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 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2015/07/21～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,162,000円 母　キタノオハナ（父　ナリタトップロード） 産地　新ひだか町 南関東：2016/02/24～　29戦4勝（2着4回、3着1回）

北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　2,945,000円 6枠9番

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 北海道：2017/04/18～　8戦2勝（2着1回、3着2回） ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 

南関東：2018/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2017/09/28～　8戦1勝（2着1回、3着0回） 牡6歳 馬主　吉田照哉

6枠12番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2013年2月19日

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 南関東：2018/05/09～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 2枠2番 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

芦毛 生年月日　2013年4月14日 プリーズ 調教師　庄子昭彦（大井） 地方収得賞金　13,090,000円

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 牝4歳 馬主　酒井孝敏 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2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 鹿毛 生年月日　2015年3月21日 南関東：2015/11/25～　28戦4勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　4,057,000円 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 南関東：2018/12/06～　2戦0勝（2着0回、3着2回）

名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　2,910,000円 7枠10番

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/02/23～　18戦1勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　和田博美

南関東：2016/07/12～　52戦0勝（2着3回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

7枠13番 7R 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

エメラルド 調教師　高野毅（大井） 1枠1番 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

牝4歳 馬主　大野裕 チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） 地方収得賞金　10,855,000円

栗毛 生年月日　2015年5月23日 牝5歳 馬主　樋口雅彦 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 鹿毛 生年月日　2014年4月27日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ウェルカムキャット（父　タバスコキャット） 産地　新ひだか町 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場 南関東：2016/11/30～　13戦2勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,157,000円 母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　7,825,000円 11R　'19桃花賞（準重賞）

笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回） 4枠6番

南関東：2018/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

8枠16番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　千田裕美

リックマトリックス 調教師　赤嶺本浩（大井） 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

牡5歳 馬主　山邉浩 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

芦毛 生年月日　2014年5月28日 南関東：2018/10/12～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　荒木貴宏 4枠4番 地方収得賞金　2,810,000円

母　マトリックストート（父　メジロマックイーン） 産地　新ひだか町 リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　2,693,000円 牡4歳 馬主　土橋正雄 南関東：2018/10/23～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年5月24日 5枠8番

南関東：2016/11/28～　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　リコーファーム ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 

笠松：2017/01/26～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

南関東：2017/11/29～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　6,470,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年1月31日

北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム

3R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

3枠3番 南関東：2017/12/26～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　2,680,000円

エクレールプロント 調教師　澤佳宏（大井） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

牝5歳 馬主　今中俊平 6枠6番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2014年1月30日 モリデンサンバ 調教師　鈴木啓之（大井） 南関東；2018/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　猿倉牧場 牝6歳 馬主　森田芳男 ◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着

母　プレミアムカフェ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 栗毛 生年月日　2013年3月21日 ◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着

地方収得賞金　2,565,000円 父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男 5枠9番

北海道：2016/05/24～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町 モリノラピス 調教師　佐藤賢二（船橋） 

南関東：2016/11/28～　27戦0勝（2着3回、3着3回） 地方収得賞金　12,487,000円 牝3歳 馬主　森和久

6枠9番 北海道：2015/06/11～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月9日

サカベンタロー 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2016/03/18～　36戦3勝（2着2回、3着3回） 父　ブラックタイド 生産牧場　オリオンファーム

牡6歳 馬主　坂本勉 ◆2015　フローラルC［門別］　3着 母　カーリア（父　Ｃａｒｓｏｎ　Ｃｉｔｙ） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2013年5月30日 6枠7番 地方収得賞金　3,575,000円

父　パイロ 生産牧場　社台牧場 サンレイウインザー 調教師　森下淳平（大井） 北海道：2018/05/17～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

母　パチョリ（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　白老町 牝8歳 馬主　永井啓弍 南関東：2018/12/21～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　4,055,000円 鹿毛 生年月日　2011年4月16日 6枠10番

北海道：2015/08/18～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 マチュピチュ 調教師　張田京（船橋） 

南関東：2016/02/10～　21戦2勝（2着0回、3着0回） 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町 牝3歳 馬主　泉一郎

地方収得賞金　18,024,000円 鹿毛 生年月日　2016年5月21日

4R 北海道：2013/06/13～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場

3枠5番 南関東：2014/01/22～　37戦10勝（2着11回、3着4回） 母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町

ウチデノコヅチ 調教師　堀千亜樹（大井） 7枠9番 地方収得賞金　2,915,000円

牝7歳 馬主　菅原広隆 ビジネスライク 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2012年2月27日 牝4歳 馬主　北海道物産研究所（株） 南関東：2018/11/05～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

父　ディープスカイ 生産牧場　小河豊水 鹿毛 生年月日　2015年4月22日 8枠14番

母　シーキングドーラ（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ）産地　新ひだか町 父　カジノドライヴ 生産牧場　鮫川啓一 フォルレイロ 調教師　市村誠（大井） 

地方収得賞金　11,445,000円 中央収得賞金　13,440,000円 母　マルハチメイフェア（父　ホワイトマズル） 産地　浦河町 牝3歳 馬主　八嶋長久

北海道：2014/07/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,255,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日

JRA：2014/08/09～　15戦1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） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　村田牧場

南関東：2016/07/01～　26戦1勝（2着1回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 母　リキサンキャロル（父　ニューイングランド） 産地　新冠町

4枠7番 南関東：2018/10/30～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,725,000円

オーブスプリング 調教師　荒山勝徳（大井） ◆2018　北斗盃［門別］　2着　　◆2017　ブロッサムC［門別］　2着 北海道：2018/08/16～　6戦0勝（2着4回、3着0回）

牝5歳 馬主　（株）ＭＭＣ ◆2017　金沢シンデレラC［金沢］　2着 南関東：2018/12/03～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2014年3月8日 8枠15番

父　ディープブリランテ 生産牧場　桜井牧場 8R ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 

母　ナスケンアイリス（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町 6枠9番 牝3歳 馬主　小林祥晃

地方収得賞金　15,655,000円 ドンゲイボルグ 調教師　鷹見浩（大井） 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

北海道：2016/06/09～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 牡6歳 馬主　（株）ドン 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2013年4月29日 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

南関東：2017/07/28～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司 地方収得賞金　12,015,000円

◆2016　フローラルC［門別］　1着 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町 北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

◆2016　ブロッサムC［門別］　3着 地方収得賞金　10,774,000円 南関東：2018/09/19～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

●笠松・高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

笠松1R　⑥ポートカナベラル 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
　　　3R　①フジノローズ　⑨ローザルーナ 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回） 大井1R　③ローレンウィーズ

　　　4R　①マッテマシタ　③トリップオブラブ 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　2R　⑬エメラルド

　　　5R　⑥エッジ 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回） 　　　3R　⑬ローレンピュア

　　　6R　③バッテリーパーク 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回） 　　　6R　④アエノローレンス

　　　7R　①カツゲキマドンナ 南関東：2018/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　8R　④ビービーバーレスク

　　　9R　③アクアスクリーン　 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
高知3R　②グルース 大井4R　⑫ハクユウスターダム

　　　5R　⑤シャーロットリン 　　　6R　⑤カナデルスター

　　　8R　③エイシンスペード

　　12R　①モンラッシェ

1/22（火） 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
２着

前走
３着

前走
１着

前走
２着

前走
２着

前走
３着

前走
１着

前走
２着

第33回全日本新人王争覇戦

1/22(火) 高知競馬場
第1戦 第3競走（1,400ｍ、15:55発走予定）
第2戦 第5競走（1,400ｍ、17:00発走予定）


