
1R 5R 9R

1枠1番 2枠3番 2枠3番

リックマトリックス 調教師　赤嶺本浩（大井） ダブルタッチ 調教師　上杉昌宏（大井） パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 

牡5歳 馬主　山邉浩 牝4歳 馬主　大山和成 牝4歳 馬主　和田博美

芦毛 生年月日　2014年5月28日 青鹿毛 生年月日　2015年3月8日 鹿毛 生年月日　2015年3月2日

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　荒木貴宏 父　ヴァーミリアン 生産牧場　バンブー牧場 父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫

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 母　チリビリビン（父　ブロッコ） 産地　浦河町 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　2,693,000円 地方収得賞金　3,615,000円 地方収得賞金　5,700,000円

北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/27～　17戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/12/30～　13戦1勝（2着0回、3着4回）

笠松：2017/01/26～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 3枠4番 6枠11番

南関東：2017/11/29～　9戦0勝（2着0回、3着2回） シュラーゲン 調教師　鷹見浩（大井） アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 

7枠14番 牡5歳 馬主　（株）ドン 牡5歳 馬主　田村誠

リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） 鹿毛 生年月日　2014年4月10日 鹿毛 生年月日　2014年4月11日

牡4歳 馬主　山邉浩 父　エンパイアメーカー 生産牧場　岩見牧場 父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 母　ケージーレインボー（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 母　ベルモントプロテア（父　アジュディケーティング） 産地　日高町

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 地方収得賞金　5,479,000円 地方収得賞金　7,755,000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 北海道：2016/07/13～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回）

地方収得賞金　1,162,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/12/30～　24戦3勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/12/05～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 8枠15番

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 北海道：2017/04/19～　11戦1勝（2着4回、3着1回） リンノゲレイロ 調教師　高岩孝敏（大井） 

南関東：2018/12/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/07～　8戦0勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　林正夫

北海道：2018/09/26～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

2R 南関東：2018/12/30～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　競優牧場

2枠3番 8枠14番 母　ステージワンスモア（父　タニノギムレット） 産地　新冠町

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） マジカルモーメント 調教師　嶋田幸晴（大井） 地方収得賞金　5,420,000円

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 牡6歳 馬主　谷岡真喜 北海道：2017/06/07～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

芦毛 生年月日　2013年4月14日 栗毛 生年月日　2013年4月5日 佐賀：2017/11/04～　10戦4勝（2着1回、3着2回）

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 父　サクラゼウス 生産牧場　山田牧場 北海道：2018/10/02～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 母　サクラフェリーチェ（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 南関東：2018/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　4,137,000円 地方収得賞金　8,870,000円 ◆2018　佐賀皐月賞［佐賀］　1着　　◆2018　筑紫野賞［佐賀］　1着

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/16～　4戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2018　飛燕賞［佐賀］　2着

名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） JRA：2016/01/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　天山賞［佐賀］　3着

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/11/30～　18戦5勝（2着1回、3着0回）

名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/06/06～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 10R

南関東：2016/07/12～　53戦0勝（2着3回、3着3回） 3枠4番

3枠4番 6R ミルグラシアス 調教師　藤田輝信（川崎） 

サカベンタロー 調教師　赤嶺本浩（大井） 7枠11番 牡4歳 馬主　吉田照哉

牡6歳 馬主　坂本勉 プレジデントスワン 調教師　久保田信之（大井） 芦毛 生年月日　2014年5月14日

鹿毛 生年月日　2013年5月30日 牝5歳 馬主　（株）馬事学院 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

父　パイロ 生産牧場　社台牧場 鹿毛 生年月日　2014年3月31日 母　ハッピープレゼント（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

母　パチョリ（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　白老町 父　サクラプレジデント 生産牧場　ノースガーデン 地方収得賞金　10,995,000円

地方収得賞金　4,375,000円 母　アイアイティアラ（父　トロットサンダー） 産地　日高町 北海道：2016/05/25～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2015/08/18～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　3,944,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/02/10～　22戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/07/19～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/02/27～　14戦3勝（2着4回、3着1回）

5枠9番 愛知：2016/12/14～　33戦7勝（2着5回、3着6回） ◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

エクレールプロント 調教師　澤佳宏（大井） 南関東：2018/06/19～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠12番

牝5歳 馬主　今中俊平 デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

栗毛 生年月日　2014年1月30日 7R 牡4歳 馬主　和田博美

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　猿倉牧場 3枠4番 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

母　プレミアムカフェ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 ナルノステファニー 調教師　嶋田幸晴（大井） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

地方収得賞金　2,565,000円 牝4歳 馬主　成瀬篤司 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

北海道：2016/05/24～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 地方収得賞金　12,100,000円

南関東：2016/11/28～　28戦0勝（2着3回、3着3回） 父　ディープブリランテ 生産牧場　松浦牧場 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

母　アルディーミル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　新冠町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R 地方収得賞金　3,615,000円 南関東：2017/12/31～　13戦3勝（2着0回、3着2回）

2枠2番 北海道：2017/07/26～　5戦2勝（2着0回、3着2回） ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

ユメノヒト 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2017/11/28～　19戦0勝（2着1回、3着3回）

牝7歳 馬主　和田博美 4枠6番 11R

栗毛 生年月日　2012年3月1日 レイホーウエーブ 調教師　森下淳平（大井） 4枠8番

父　サウスヴィグラス 生産牧場　カタオカステーブル セン6歳 馬主　永井啓弍 リコーヴィッカース 調教師　蛯名雄太（大井）

母　ベルナデッタ（父　アフリート） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2013年5月13日 牡6歳 馬主　土橋正雄

地方収得賞金　18,340,000円 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 栗毛 生年月日　2013年5月6日

北海道：2014/06/03～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町 父　デュランダル 生産牧場　リコーファーム

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　9,415,000円 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

南関東：2014/12/31～　43戦4勝（2着7回、3着3回） 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　34,265,000円

◆2014　ブロッサムカップ［門別］　2着 南関東：2016/02/24～　28戦5勝（2着2回、3着3回） 北海道：2015/06/24～　8戦2勝（2着2回、3着0回）

◆2014　園田プリンセスカップ［園田］　3着 6枠10番 南関東：2015/12/29～　25戦8勝（2着4回、3着1回）

5枠5番 ミスターソウルマン 調教師　高岩孝敏（大井） 5枠10番

モリノラスボス 調教師　佐藤賢二（船橋） 牡5歳 馬主　杉浦和也 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

牡4歳 馬主　森和久 鹿毛 生年月日　2014年3月30日 牡4歳 馬主　谷謙介

鹿毛 生年月日　2015年4月20日 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 栗毛 生年月日　2015年4月14日

父　エスポワールシチー 生産牧場　笹川大晃牧場 母　ダンスカーニバル（父　アフリート） 産地　新ひだか町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 地方収得賞金　5,065,000円 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　8,960,000円 北海道：2016/06/30～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　37,770,000円

北海道：2017/05/17～　8戦3勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/12/28～　21戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2017/05/17～　4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） 北海道：2018/04/24～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 愛知：2017/09/21～　13戦6勝（2着3回、3着0回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/30～　3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）

JRA：2018/02/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/06/07～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/12/21～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 8R ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

◆2017　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着 3枠6番 ◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

フォローユアハート 調教師　鷹見浩（大井） 8枠16番

4R 牝4歳 馬主　小橋亮太 クラキングス 調教師　市村誠（大井） 

5枠5番 鹿毛 生年月日　2015年2月18日 牡5歳 馬主　倉見利弘

コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 黒鹿毛 生年月日　2014年4月1日

牡5歳 馬主　和田博美 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 父　アサクサキングス 生産牧場　倉見牧場

鹿毛 生年月日　2014年3月11日 地方収得賞金　5,845,000円 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町

父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸 北海道：2017/05/03～　10戦2勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　24,933,000円

母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町 南関東：2018/01/26～　13戦0勝（2着3回、3着4回） 北海道：2016/05/24～　10戦2勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　12,055,000円 ◆2017　フローラルC［門別］　3着 南関東：2016/12/30～　24戦5勝（2着2回、3着1回）

北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：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） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2016/11/30～　14戦2勝（2着3回、3着1回） 2R　③エイシンセドリック 12R

7枠8番 3R　②ゴーウン 4枠6番

ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 5R　③ローザルーナ　⑦ポートカナベラル ウチデノコヅチ 調教師　堀千亜樹（大井）

牡6歳 馬主　吉田照哉 6R　⑤クマリ 牝7歳 馬主　菅原広隆

栗毛 生年月日　2013年2月19日 7R　④バッテリーパーク 栗毛 生年月日　2012年2月27日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 9R　⑥センザンルビー 父　ディープスカイ 生産牧場　小河豊水

母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 母　シーキングドーラ（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　13,090,000円 ●佐賀競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　11,445,000円 中央収得賞金　13,440,000円

北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 1R　⑤ハタノダムール　⑨チェリードール 北海道：2014/07/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/11/25～　28戦4勝（2着1回、3着2回） 2R　⑦コパノマックレーン JRA：2014/08/09～　15戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 4R　⑥ウワサノマリー 南関東：2016/07/01～　27戦1勝（2着1回、3着4回）

南関東：2018/12/06～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 5R　③エイシンミナミナ

7R　⑧カリスマスピリット

10R　⑧ミトノリバー

11R　⑤タッチスプリント　⑦イケノアサ

2/5(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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