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7枠9番 1枠1番 3枠3番

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） マギーメイ 調教師　橋本和馬（大井）

牡3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牝4歳 馬主　小野博郷 牝3歳 馬主　村田裕子

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日 栗毛 生年月日　2016年3月15日

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 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　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　723,000円 地方収得賞金　2,519,000円 地方収得賞金　3,775,000円

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/12/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/13～　3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） 4枠4番

8枠10番 金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回） ヨシノルキー 調教師　澤佳宏（大井） 

クリスマスカクタス 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2018/11/02～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 牝3歳 馬主　中村吉隆

牝3歳 馬主　杉浦和也 ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着 黒鹿毛 生年月日　2016年5月1日

芦毛 生年月日　2016年2月29日 5枠10番 父　プリサイスエンド 生産牧場　富塚ファーム

父　ダンカーク 生産牧場　ムーンシェル・インベストメンツ ライトセイラ 調教師　鷹見浩（大井） 母　アイラシンガー（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

母　コスモディスティニ（父　フジキセキ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　後藤貞夫 地方収得賞金　1,125,000円

地方収得賞金　865,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年2月4日 北海道：2018/06/20～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/08/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　佐竹学 南関東：2018/12/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2018/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ケイアイセイラ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

南関東：2018/12/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,802,000円 11R　第22回TCK女王盃〔JpnⅢ〕

北海道：2017/08/09～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 6枠9番

2R 愛知：2017/12/13～　13戦1勝（2着2回、3着0回） ジュエルクイーン 調教師　福永敏（大井）

1枠1番 南関東：2018/06/26～　10戦0勝（2着2回、3着0回） 牝7歳 馬主　杉山忠国

ファーストステップ 調教師　須田和伸（大井） 8枠16番 青鹿毛 生年月日　2012年4月17日

牡3歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム アースヴィヴィアナ 調教師　的場直之（大井） 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　明治牧場

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 牝5歳 馬主　松山増男 母　プラチナローズ（父　クロフネ） 産地　新ひだか町

父　サウスヴィグラス 生産牧場　金成吉田牧場 栗毛 生年月日　2014年3月29日 地方収得賞金　60,465,000円

母　シーソング（父　コマンダーインチーフ） 産地　浦河町 父　カジノドライヴ 生産牧場　習志野牧場 北海道：2014/05/21～　9戦2勝（2着4回、3着3回）

地方収得賞金　850,000円 母　ヒカルマイヒメ（父アグネスタキオン） 産地 白老町 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　4,495,000円 愛知：2014/12/31～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 北海道：2016/08/30～　12戦7勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

キョウエイホープ 調教師　阪本一栄（大井） 南関東：2018/04/19～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　田中晴夫 北海道：2015/5/21～　29戦9勝（2着3回、3着6回）

鹿毛 生年月日　2016年4月17日 8R 　うち他地区参戦：4戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　田渕牧場 2枠2番 南関東：2018/10/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

母　パインブライト（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 フォローユアハート 調教師　鷹見浩（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　780,000円 牝4歳 馬主　小橋亮太 ◆2016・17・18　ビューチフル・ドリーマーC［水沢］　1着

北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2015年2月18日 ◆2017・18　ノースクイーンC［門別］　1着

5枠8番 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 ◆2016・17　ヒダカソウC［門別］　1着　　◆2015　若草賞［名古屋］　1着

ハッピーアロー 調教師　立花伸（大井） 母　ハヤブサラヴハート（父　シンボリクリスエス） 産地　新ひだか町 ◆2015　ゴールドジュニア［笠松］　1着　　◆2014　ラブミーチャン記念［笠松］　1着

牝3歳 馬主　村山忠弘 地方収得賞金　5,545,000円 ◆2014　エーデルワイス賞［門別］　2着　　◆2016　ノースクイーンC［門別］　2着

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 北海道：2017/05/03～　10戦2勝（2着1回、3着3回） ◆2015　ビューチフルー・ドリーマーC［水沢］　2着

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 南関東：2018/01/26～　12戦0勝（2着3回、3着3回） ◆2015　ヒダカソウC［門別］　2着　　◆2014　イノセントC［門別］　2着

母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町 ◆2017　フローラルC［門別］　3着 ◆2014　リリーC［門別］　2着

地方収得賞金　950,000円 ◆2018　ヒダカソウC［門別］　3着　　◆2017　赤レンガ記念［門別］　3着

北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回） 9R ◆2017　コスモバルク記念［門別］　3着　　◆2016　道営記念［門別］　3着

6枠11番 1枠2番 ◆2015　ノースクイーンC［門別］　3着　　◆2015　北海優駿［門別］　3着

ゴールゲッター 調教師　阪本一栄（大井） トンイ 調教師　松浦裕之（大井） ◆2014　フルールC［門別］　3着

牝3歳 馬主　山田祐三 牝4歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 7枠11番

黒鹿毛 生年月日　2016年3月12日 鹿毛 生年月日　2015年2月14日 アルティマウェポン 調教師　林和弘（北海道） 

父　クロフネ 生産牧場　細川農場 父　ディープブリランテ 生産牧場　チャンピオンズファーム 牝6歳 馬主　幅田昌伸

母　ロンギングシャネル（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 母　プランシングレディ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2013年4月25日

地方収得賞金　937,500円 地方収得賞金　5,555,000円 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　辻牧場

北海道：2018/07/05～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 母　レインボーアーチ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

南関東：2018/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/29～　13戦1勝（2着4回、3着2回） 地方収得賞金　7,750,000円　　 中央収得賞金　24,200,000円

8枠15番 3枠6番 JRA：2016/02/20～　13戦3勝（2着0回、3着0回）

パレスドラゴン 調教師　渡部則夫（大井） パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 　うち地方競馬参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　西村豊 牝4歳 馬主　和田博美 北海道：2018/06/21～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2016年4月2日 鹿毛 生年月日　2015年3月2日 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　石田牧場 父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫 ◆2018　レディスプレリュード［大井］　3着

母　マサカーネ（父　トワイニング） 産地　新冠町 母　サクラジュノー（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　655,000円 地方収得賞金　5,700,000円 12R

北海道：2018/05/16～　13戦0勝（2着1回、3着3回） 北海道：2017/05/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 2枠2番

南関東：2018/12/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/30～　12戦1勝（2着0回、3着4回） キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井）

4枠7番 牡8歳 馬主　小林篤

5R アティテュード 調教師　中道啓二（大井） 鹿毛 生年月日　2011年3月15日

4枠5番 牝4歳 馬主　伊達泰明 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル

フライトナカヤマ 調教師　赤嶺本浩（大井） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日 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

牡4歳 馬主　（有）中山牧場 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場 地方収得賞金　17,016,000円 中央収得賞金　7,000,000円

鹿毛 生年月日　2015年4月26日 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

父　ベーカバド 生産牧場　中山牧場 地方収得賞金　5,253,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　プラネット（父　アグネスフライト） 産地　浦河町 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回） JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,705,000円 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2014/11/27～　49戦3勝（2着5回、3着0回）

北海道：2017/06/15～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠5番

南関東：2017/12/29～　13戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2017/11/09～　15戦1勝（2着2回、3着2回） ジャストゥラヴ 調教師　森下淳平（大井）

6枠9番 牝6歳 馬主　上田信路

タイガーハウス 調教師　堀千亜樹（大井） ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 鹿毛 生年月日　2013年5月4日

牡4歳 馬主　市川義美ホールディングス（株） 大井2R　③ラバテラフルーヴ 父　シニスターミニスター 生産牧場　林時春

鹿毛 生年月日　2015年5月10日 　　　8R　⑮マイネルインペリオ 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

父　オルフェーヴル 生産牧場　坂東牧場 　　　9R　④グリターテソーロ 地方収得賞金　16,420,000円

母　ピサノジュバン（父　スペシャルウィーク） 産地　平取町 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 北海道：2015/07/01～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　2,670,000円 大井2R　⑮パレスドラゴン 南関東：2015/11/26～　27戦5勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/06/29～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 　　　3R　④ボスアンルーリー 7枠11番

南関東：2017/12/27～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 　　　6R　⑪マキバハミドリ リコーデリンジャー 調教師　荒山勝徳（大井）

7枠11番 　　　7R　⑩ライトセイラ 牝4歳 馬主　土橋正雄

トリプルアロー 調教師　辻野豊（大井） 　　　8R　⑥レアルイモン 黒鹿毛 生年月日　2015年5月11日

牡6歳 馬主　中澤加那子 　　　9R　⑦アティテュード 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

栗毛 生年月日　2013年5月23日 　　10R　④ヨシノルキー 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町

父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場 地方収得賞金　9,865,000円

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：2017/06/28～　6戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　8,009,000円 南関東：2018/06/25～　3戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回） ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　3着　　◆2017　リリーC［門別］　3着

南関東：2016/02/03～　50戦3勝（2着5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！
1R　⑨ローズメジャー

6R　②フィールザゴッデス　⑨レッツゴーレツコ　⑩マエストリート

9R　⑧アベニンバード　⑫ダイヤファントム

10R　⑥エラミカ

12R　③ジュリエットレター

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　②ロージーロージー　⑨ムク

2R　①タイムメイテル　②ポアンカレ　③ノースヒビキ　④ダニースペシャル

　　　⑦リックソダネー

4R　⑦カリーナ

5R　①ユキナ　②アムールドランジュ

6R　①リックヒナチャン

7R　⑧ジョースパーク
10R　⑨センザンルビー

1/23（水） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬
所 属

前走
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大井11R・第22回TCK女王盃に

ホッカイドウ競馬のアルティマウェポンが参戦！

応援よろしくお願いします♪


