
1R 4R 10R

2枠4番 2枠2番 5枠8番

サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） ルフィアンキック 調教師　栗田裕光（大井） リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） 

牡3歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 牡3歳 馬主　佐野幸一郎 牝5歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2016年5月13日 鹿毛 生年月日　2016年4月19日 青鹿毛 生年月日　2014年2月10日

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 父　シンボリクリスエス 生産牧場　新冠伊藤牧場 父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正

母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 母　アドマイヤシズカ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 母　シルクヴァルキリー（父　マーベラスサンデー） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,750,000円 地方収得賞金　1,785,000円 地方収得賞金　6,130,000円

北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/20～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/10/10～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/11/13～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/01/25～　13戦3勝（2着1回、3着1回）

3枠6番 4枠4番 6枠11番

エアースピーダー 調教師　鈴木啓之（大井） マリガン 調教師　高橋清顕（大井） ラストプラム 調教師　澤佳宏（大井） 

牡3歳 馬主　北海道物産研究所（株） 牡3歳 馬主　中西純穂 牝4歳 馬主　門別敏朗

黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月13日 栗毛 生年月日　2015年5月14日

父　プリサイスエンド 生産牧場　伏木田牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗

母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町 母　ブルーハピネス（父　エイシンサンディ） 産地　新ひだか町 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　2,115,000円 地方収得賞金　2,435,000円 地方収得賞金　4,585,000円

北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/09/18～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/26～　18戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/12/30～　1戦0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） 7枠12番

4枠8番 7枠7番 カリスマパンサー 調教師　橋本和馬（大井） 

アンビグラム 調教師　阪本一栄（大井） マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 牝5歳 馬主　村田裕子

牝3歳 馬主　伊藤温 牡3歳 馬主　生杉学 栗毛 生年月日　2014年3月24日

黒鹿毛 生年月日　2016年2月16日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 父　カリズマティック 生産牧場　沖田牧場

父　ベルシャザール 生産牧場　大栄牧場 父　シルポート 生産牧場　高橋農場 母　エスケープリリー（父　ライブリーワン） 産地　日高町

母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町 母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市 地方収得賞金　6,575,000円

地方収得賞金　2,600,000円 地方収得賞金　2,640,000円 北海道：2016/06/23～　6戦0勝（2着2回、3着1回）

北海道：2018/06/28～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回） 南関東：2016/10/25～　23戦2勝（2着2回、3着5回）

南関東：2018/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/30～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

5枠9番 7枠8番 11R

ゴーマイウェイ 調教師　嶋田幸晴（大井） ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） 1枠1番

牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 牡3歳 馬主　和田博美 コンサートドーレ 調教師　堀千亜樹（大井） 

青毛 生年月日　2016年3月19日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日 牡5歳 馬主　小林祐介

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム 栗毛 生年月日　2014年5月9日

母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　2,515,000円 地方収得賞金　2,815,000円 母　スズカララバイ（父　ラムタラ） 産地　新ひだか町

北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　18,684,000円

南関東：2018/11/01～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/11/16～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/07/26～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠11番 岩手：2016/10/31～　5戦0勝（2着1回、3着2回）

フラッシュアロー 調教師　立花伸（大井） 5R 南関東：2017/02/15～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　村山忠弘 3枠3番 JRA：2017/05/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2016年3月16日 スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 南関東：2017/09/15～　11戦5勝（2着1回、3着2回）

父　パイロ 生産牧場　株式会社カネツ牧場 牝6歳 馬主　佐藤聡 5枠9番

母　ムーンスガタ（父　アドマイヤムーン） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2013年5月7日 アライア 調教師　橋本和馬（大井） 

地方収得賞金　2,660,000円 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 牝6歳 馬主　（有）日進牧場

北海道：2018/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2013年4月11日

南関東：2018/11/15～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　6,175,000円 父　タイキシャトル 生産牧場　成隆牧場

7枠14番 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 母　レザムルーズ（父　ヘネシー） 産地　浦河町

ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 南関東：2015/10/13～　47戦2勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　19,348,000円

牡3歳 馬主　坪井隼人 北海道：2016/05/12～　9戦6勝（2着0回、3着1回）

青毛 生年月日　2016年5月4日 6R 南関東：2017/03/24～　11戦8勝（2着1回、3着2回）

父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 2枠3番 7枠14番

母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 スセソール 調教師　森下淳平（大井） デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

地方収得賞金　1,590,000円 セン7歳 馬主　伊達泰明 牡4歳 馬主　和田博美

北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2012年2月29日 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

南関東：2018/12/29～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

2R 地方収得賞金　7,180,000円 地方収得賞金　12,100,000円

5枠9番 北海道：2016/05/12～　9戦4勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

ププ 調教師　朝倉実（大井） 金沢：2016/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　手嶋康雄 北海道：2017/04/19～　11戦4勝（2着2回、3着2回） 南関東：2017/12/31～　12戦3勝（2着0回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2015年5月21日 南関東：2017/12/12～　14戦2勝（2着3回、3着2回） ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 8枠16番

母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 8R エイシンエンジョイ 調教師　荒山勝徳（大井） 

地方収得賞金　1,900,000円 2枠2番 牡4歳 馬主　平井克彦

北海道：2017/05/24～　15戦2勝（2着1回、3着1回） アラレチャン 調教師　的場直之（大井） 栗毛 生年月日　2015年4月16日

兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 牝4歳 馬主　林叔瑞 父　サウスヴィグラス 生産牧場　栄進牧場

南関東：2018/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月5日 母　エーシンジョイフル（父　オペラハウス） 産地　浦河町

父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 地方収得賞金　11,415,000円

3R 母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 北海道：2017/08/02～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

3枠5番 地方収得賞金　2,252,000円 南関東：2018/04/17～　8戦2勝（2着1回、3着2回）

リコーモンディアル 調教師　荒山勝徳（大井） 北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

牝7歳 馬主　土橋正雄 南関東：2017/12/12～　17戦0勝（2着0回、3着4回） 12R

鹿毛 生年月日　2012年5月21日 1枠2番

父　フレンチデピュティ 生産牧場　リコーファーム 9R ジャストフォファン 調教師　張田京（船橋）  

母　フサイチモナコ（父　フジキセキ） 産地　新冠町 8枠10番 牡6歳 馬主　（株）ＭＢＲ

地方収得賞金　10,689,000円 セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 鹿毛 生年月日　2013年2月11日

北海道：2014/07/30～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 牡4歳 馬主　佐藤堅一 父　バゴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

南関東：2014/12/30～　34戦3勝（2着6回、3着4回） 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 母　サパス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 地方収得賞金　15,350,000円

母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 北海道：2015/06/24～　6戦3勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　4,315,000円 南関東：2015/12/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/04/20～　21戦4勝（2着5回、3着1回）

南関東：2017/12/27～　21戦1勝（2着2回、3着1回） 　うち他地区参戦：6戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/01/16～　7戦0勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 ◆2016　王冠賞［門別］　1着

大井1R　⑩エムオーアプローズ ◆2016　オパールC［盛岡］　2着　　◆2016　北斗盃［門別］　2着

　　　2R　⑨ププ ◆2017　せきれい賞［盛岡］　3着　　◆2016　北海優駿［門別］　3着

　　　3R　⑪ゴールデンビューチ 2枠4番

　　　9R　⑤ツインクルテソーロ カツゲキジャパン 調教師　寺田新太郎（大井） 

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 牡4歳 馬主　野々垣陽介

大井3R　⑦ミエノサンキュー 鹿毛 生年月日　2015年5月9日

　　　4R　⑧ダストデビル 父　アドマイヤジャパン 生産牧場　朝野勝洋

　　　6R　②リヴァリーシップ 母　アメリカンハット（父　ホスピタリテイ） 産地　新ひだか町

　　　7R　⑧ノーブルキッス 地方収得賞金　8,158,000円

　　　9R　⑪カズマデプレシャン 北海道：2017/08/02～　8戦1勝（2着3回、3着0回）

　　10R　④ロケットクイーン 愛知：2017/11/29～　10戦1勝（2着5回、3着4回）

　　11R　⑮ムサシトレジャー 北海道：2018/04/18～　12戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2018　北海優駿［門別］　1着

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 3枠6番

1R　②テンノクイン　③ナツミトゥジュール　④コンビビアリテ ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 

　　　⑦ポルヴォロン　⑧エメラルウィッシュ 牡4歳 馬主　岡田隆寛

2R　①シャインボルテージ　⑤ヨータカ　⑦ベリベリワンダー 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

4R　④ラヴィンユー 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛

5R　⑥ハーリーバーリー　⑦キングレイジング 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

7R　⑤ヒートアップ 地方収得賞金　9,800,000円

10R　②ハタノリヴィール　⑧ノブイチ 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/12/01～　12戦2勝（2着2回、3着2回）

1/25（金） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
３着

前走
２着

前走
１着

転入後
初出走

服部茂史騎手は本日が

期間限定騎乗最終日！

応援よろしくお願いします♪


