
3R 7R 11R

6枠11番 8枠14番 1枠2番

エメラルド 調教師　高野毅（大井） ディーエスパースン 調教師　赤嶺本浩（大井） クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝4歳 馬主　大野裕 牡4歳 馬主　武仲勝 牡5歳 馬主　倉見利弘

栗毛 生年月日　2015年5月23日 栗毛 生年月日　2015年3月31日 芦毛 生年月日　2014年5月4日

父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

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 母　キタノオハナ（父　ナリタトップロード） 産地　新ひだか町 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

地方収得賞金　1,157,000円 地方収得賞金　3,945,000円 地方収得賞金　25,545,000円

北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2017/04/18～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 笠松：2017/09/28～　8戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/12/06～　28戦3勝（2着5回、3着1回）

南関東：2018/12/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　'17スターバーストカップ［大井］　1着

南関東：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

4R ◆2018　'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

8枠13番 8R 3枠5番

ハーピスト 調教師　高岩孝敏（大井） 5枠5番 クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

牡6歳 馬主　井上久光 ブルチアーレ 調教師　鈴木啓之（大井） 牡6歳 馬主　伊藤將

黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 牡6歳 馬主　寳寄山拓樹 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

父　ハーツクライ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 栗毛 生年月日　2013年5月5日 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 父　アサクサデンエン 生産牧場　社台ファーム 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

地方収得賞金　3,211,000円 母　バーニングレッド（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 地方収得賞金　26,625,000円

北海道：2015/07/16～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　12,340,000円 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

岩手：2015/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/04/21～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/28～　37戦5勝（2着7回、3着2回）

南関東：2016/02/10～　54戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2016/09/20～　12戦6勝（2着1回、3着1回） 4枠7番

7枠9番 トルナベント 調教師　佐野謙二（大井） 

5R リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井） 牡5歳 馬主　和田博美

5枠10番 牡4歳 馬主　土橋正雄 鹿毛 生年月日　2014年4月11日

フィールザファイア 調教師　佐々木忠昭（大井） 鹿毛 生年月日　2015年5月24日 父　フィガロ 生産牧場　加野牧場

牝5歳 馬主　高橋真紀 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム 母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町

栗毛 生年月日　2014年3月19日 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 地方収得賞金　19,883,000円

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　6,950,000円 北海道：2016/05/11～　8戦1勝（2着0回、3着1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 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/03/23～　28戦4勝（2着1回、3着5回）

地方収得賞金　5,881,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠13番

北海道：2016/07/19～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/26～　8戦0勝（2着2回、3着1回） フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　山口明彦

南関東：2016/12/16～　16戦1勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

◆2016　園田プリンセスC［園田］　2着 9R 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

5枠8番 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

6R ドンゲイボルグ 調教師　鷹見浩（大井） 地方収得賞金　14,065,000円

1枠1番 牡6歳 馬主　（株）ドン 北海道：2017/05/24～　13戦2勝（2着3回、3着4回）

コアレスレンジャー 調教師　阪本泰之（大井） 芦毛 生年月日　2013年4月29日 南関東：2017/11/28～　9戦1勝（2着0回、3着3回）

牡5歳 馬主　（有）キヨタケ牧場 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2014年3月17日 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町 南関東：2018/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　カジノドライヴ 生産牧場　雅牧場 地方収得賞金　12,994,000円 ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 8枠15番

地方収得賞金　5,830,000円 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回） コスモバレット 調教師　宗形竹見（大井） 

北海道：2016/06/16～　6戦0勝（2着2回、3着2回） 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

南関東：2016/12/28～　33戦1勝（2着3回、3着2回） 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年3月22日

3枠4番 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

オールマイライフ 調教師　的場直之（大井） 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回） 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

牝5歳 馬主　廣松重信 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　11,050,000円

青毛 生年月日　2014年3月25日 南関東：2018/12/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ネオユニヴァース 生産牧場　赤石牧場 南関東：2018/02/23～　14戦2勝（2着1回、3着5回）

母　ドリームヴィーナス（父　ジェイドロバリー） 産地　平取町 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　5,913,000円 1R　⑦フォルコメンハイト ◆2018　高知優駿［高知］　2着

北海道：2016/05/19～　11戦2勝（2着2回、3着1回） 2R　②ブルーモルフォ　⑦ヴァンテラス

南関東：2016/12/30～　29戦2勝（2着1回、3着3回） 3R　①ビーナスリング　⑤ショシン 12R

5枠7番 4R　⑦フォースアフリート 5枠7番

マプチートカーユ 調教師　福永敏（大井） 5R　⑦ホワイトガンベルト キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井）

牝4歳 馬主　杉山忠国 8R　③パキラパワー　⑥カツゲキマドンナ 牡8歳 馬主　小林篤

鹿毛 生年月日　2015年5月22日 鹿毛 生年月日　2011年3月15日

父 フレンチデピュティ 生産牧場　金球美 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル

母 ウディバードソング（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　新ひだか町 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　3,670,000円 地方収得賞金　17,016,000円 中央収得賞金　7,000,000円

北海道：2017/05/23～　11戦1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）

南関東：2018/01/25～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠8番 JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） 南関東：2014/11/27～　50戦3勝（2着5回、3着0回）

牝8歳 馬主　馬場三四郎 7枠11番

鹿毛 生年月日　2011年5月28日 プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 

父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一 牡6歳 馬主　本田恒雄

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 芦毛 生年月日　2013年3月7日

地方収得賞金　14,427,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

北海道：2013/08/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町

佐賀：2013/11/17～　12戦3勝（2着4回、3着0回） 地方収得賞金　14,655,000円

南関東：2014/07/29～　28戦0勝（2着9回、3着3回） 北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回）

兵庫：2016/05/18～　24戦6勝（2着7回、3着0回） 南関東：2015/12/28～　55戦2勝（2着4回、3着5回）

南関東：2018/01/25～　15戦2勝（2着2回、3着0回）

◆2014　大観峰賞［佐賀］　1着

7枠12番

ビービーレジーナ 調教師　宗形竹見（大井） 

牝4歳 馬主　眞保榮稔

黒鹿毛 生年月日　2015年5月13日

父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

地方収得賞金　3,660,000円

北海道：2017/06/22～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2017/12/12～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/17～　10戦3勝（2着3回、3着2回）

南関東：2018/12/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠13番

アマラントス 調教師　上杉昌宏（大井）

牡5歳 馬主　岡田義見

栗毛 生年月日　2014年5月31日

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　日高大洋牧場

母　レモンキス（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町

地方収得賞金　5,720,000円

北海道：2016/06/23～　22戦3勝（2着3回、3着4回）

南関東：2018/02/22～　17戦3勝（2着0回、3着4回）

2/4(月) 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

ホッカイドウ競馬トピックス

【山本咲希到騎手トークイベント開催！】

川崎記念当日の1月30日（水）、Aiba石狩にお
いて、「山本咲希到ジョッキースペシャルトーク
イベント」が行われました！
トークは騎手を志すきっかけから昨年末の「ヤ

ングジョッキーズシリーズ」ファイナルラウンド
に出場した話、プライベートの過ごし方など多岐
にわたる内容。
また、サイン入りゴーグルなどが当たるじゃん

けん大会やサイン会・写真撮影会なども行われ、
ファンの皆さんもつかの間の交流を楽しんだよう
です！

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


