
1R 5R 9R

8枠15番 1枠1番 2枠2番

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） トリプルアロー 調教師　辻野豊（大井） アティテュード 調教師　中道啓二（大井）

牡3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牡6歳 馬主　中澤加那子 牝4歳 馬主　伊達泰明

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 栗毛 生年月日　2013年5月23日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場

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　マザーロード（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町

地方収得賞金　723,000円 地方収得賞金　8,009,000円 地方収得賞金　5,253,000円

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/02/03～　51戦3勝（2着5回、3着0回） 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/11/13～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠4番 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

イチジツセンリ 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2017/11/09～　16戦1勝（2着2回、3着2回）

2R 牡7歳 馬主　山崎義隆 3枠4番

2枠2番 栗毛 生年月日　2012年5月7日 ペインゴーアウェイ 調教師　朝倉実（大井） 

ゴールゲッター 調教師　阪本一栄（大井） 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 牝4歳 馬主　手嶋康雄

牝3歳 馬主　山田祐三 母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2015年6月8日

黒鹿毛 生年月日　2016年3月12日 地方収得賞金　12,785,000円 父　バトルプラン 生産牧場　佐竹学

父　クロフネ 生産牧場　細川農場 北海道：2014/06/19～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 母　ミルクデール（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町

母　ロンギングシャネル（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 南関東：2015/07/01～　39戦6勝（2着4回、3着6回） 地方収得賞金　5,010,000円

地方収得賞金　937,500円 8枠13番 北海道：2017/06/08～　10戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2018/07/05～　9戦1勝（2着0回、3着2回） ファビリア 調教師　大宮和也（大井） 南関東：2017/12/27～　20戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2018/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　船越伸也 8枠14番

2枠3番 栗毛 生年月日　2015年4月15日 ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 

フリムケバシコ 調教師　遠藤茂（大井） 父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 牡4歳 馬主　和田博美

牝3歳 馬主　芳賀克也 母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

青鹿毛 生年月日　2016年5月16日 地方収得賞金　2,914,000円 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場

父　ベルシャザール 生産牧場　嶋田牧場 北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町

母　ダンツライラック（父　Ｂａｒａｔｈｅａ） 産地　新ひだか町 兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,245,000円

地方収得賞金　845,000円 南関東：2017/12/27～　20戦0勝（2着1回、3着3回） 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回）

北海道：2018/07/18～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/10/06～　19戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2018/12/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6R

3枠4番 1枠1番 10R

キョウエイホープ 調教師　阪本一栄（大井） フライトナカヤマ 調教師　赤嶺本浩（大井） 3枠4番
牝3歳 馬主　田中晴夫 牡4歳 馬主　（有）中山牧場 フラッシュアロー 調教師　立花伸（大井） 

鹿毛 生年月日　2016年4月17日 鹿毛 生年月日　2015年4月26日 牝3歳 馬主　村山忠弘

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　田渕牧場 父　ベーカバド 生産牧場　中山牧場 栗毛 生年月日　2016年3月16日

母　パインブライト（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 母　プラネット（父　アグネスフライト） 産地　浦河町 父　パイロ 生産牧場　株式会社カネツ牧場

地方収得賞金　780,000円 地方収得賞金　2,705,000円 母　ムーンスガタ（父　アドマイヤムーン） 産地　日高町

北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/06/15～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,165,000円

南関東：2019/01/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/29～　14戦0勝（2着1回、3着3回） 北海道：2018/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠9番 3枠3番 南関東：2018/11/15～　4戦0勝（2着2回、3着0回）

パディユージン 調教師　松浦裕之（大井） エムオーブラック 調教師　堀江仁（大井） 3枠5番
牡3歳 馬主　ライアンＥ．ヴィンセント 牡4歳 馬主　大浅貢 グレイアンジェラ 調教師　佐々木仁（川崎） 

鹿毛 生年月日　2016年3月21日 黒鹿毛 生年月日　2015年3月28日 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場

父　ヴァーミリアン 生産牧場　中村雅明 父　タニノギムレット 生産牧場　門別牧場 芦毛 生年月日　2016年2月21日

母　ヒシアルコル（父　ダイワメジャー） 産地　浦河町 母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　900,000円 地方収得賞金　2,935,000円 母　ワカオカミ（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町

北海道：2018/08/23～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/06/01～　10戦0勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　4,500,000円

6枠10番 南関東：2018/02/22～　15戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/07/11～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

ファーストステップ 調教師　須田和伸（大井） 5枠8番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム アフリカファースト 調教師　阪本一栄（大井） 南関東：2018/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 牝4歳 馬主　渡邉和典 ◆2018　ブロッサムC［門別］　2着

父　サウスヴィグラス 生産牧場　金成吉田牧場 鹿毛 生年月日　2015年3月28日 ◆2018　フルールC［門別］　3着

母　シーソング（父　コマンダーインチーフ） 産地　浦河町 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　聖心台牧場 5枠8番
地方収得賞金　850,000円 母　モーガンズマンボ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 ビービージェンマ 調教師　稲益貴弘（船橋） 

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　3,130,000円 牝3歳 馬主　（有）坂東牧場

南関東：2019/01/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/07/12～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年2月18日

7枠12番 南関東：2017/12/29～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場

ヤマトタケル 調教師　佐々木洋一（大井） 母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町

牡3歳 馬主　阿部東亜子 7R 地方収得賞金　3,180,000円

栗毛 生年月日　2016年5月20日 1枠2番 北海道：2018/07/19～　5戦1勝（2着3回、3着0回）

父　フリオーソ 生産牧場　田中春美 プリーズ 調教師　庄子昭彦（大井） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

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 牝4歳 馬主　酒井孝敏 南関東：2018/12/11～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　550,000円 鹿毛 生年月日　2015年3月21日 5枠9番
北海道：2018/07/04～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 スターインステルス 調教師　寺田新太郎（大井） 

岩手：2018/12/16～　1戦1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 牝3歳 馬主　坂本順子

南関東：2019/01/22～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,910,000円 栗毛 生年月日　2016年5月4日

8枠15番 北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 父　フリオーソ 生産牧場　藤川フアーム

パレスドラゴン 調教師　渡部則夫（大井） 南関東：2018/02/23～　19戦1勝（2着0回、3着0回） 母　スクロヴェーニ（父　スパイキュール） 産地　新ひだか町

牡3歳 馬主　西村豊 5枠9番 地方収得賞金　3,305,000円

青鹿毛 生年月日　2016年4月2日 アースヴィヴィアナ 調教師　的場直之（大井） 北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　石田牧場 牝5歳 馬主　松山増男 南関東：2018/12/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

母　マサカーネ（父　トワイニング） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2014年3月29日 7枠13番
地方収得賞金　655,000円 父　カジノドライヴ 生産牧場　習志野牧場 アンビグラム 調教師　阪本一栄（大井） 

北海道：2018/05/16～　13戦0勝（2着1回、3着3回） 母　ヒカルマイヒメ（父アグネスタキオン） 産地 白老町 牝3歳 馬主　伊藤温

南関東：2018/12/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,895,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年2月16日

北海道：2016/08/30～　12戦7勝（2着1回、3着1回） 父　ベルシャザール 生産牧場　大栄牧場

4R 南関東：2018/04/19～　8戦1勝（2着3回、3着2回） 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町

8枠13番 5枠10番 地方収得賞金　3,075,000円

タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） ライトセイラ 調教師　鷹見浩（大井） 北海道：2018/06/28～　5戦2勝（2着1回、3着1回）

牝7歳 馬主　森谷行秀 牝4歳 馬主　後藤貞夫 南関東：2018/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2012年2月20日 黒鹿毛 生年月日　2015年2月4日

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　佐竹学 11R　第63回金盃〔SⅡ〕
母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 母　ケイアイセイラ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 7枠14番
地方収得賞金　8,790,000円 地方収得賞金　2,802,000円 ヤマノファイト 調教師　矢野義幸（船橋） 

北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2017/08/09～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 牡4歳 馬主　山口明彦

南関東：2015/02/04～　62戦2勝（2着2回、3着6回） 愛知：2017/12/13～　13戦1勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

南関東：2018/06/26～　11戦0勝（2着2回、3着0回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　ケイアイリード（父　フォーティナイナー） 産地　平取町

1R　④トカロン　⑤マッチデース　⑥ライトリー 8R 地方収得賞金　98,300,000円

2R　③トリップオブラブ　⑧フジノローズ 3枠5番 北海道：2017/04/18～　9戦4勝（2着1回、3着1回）

3R　⑧マッテマシタ ミレナ 調教師　寺田新太郎（大井） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

5R　④カリーナ 牝4歳 馬主　小野瀬悦子 南関東：2018/01/10～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

6R　②ユキナ　⑧リックヒナチャン 黒鹿毛 生年月日　2015年3月24日 ◆2019　報知オールスターC［川崎］　1着　　◆2018　京浜盃［大井］　1着

7R　③アクアスクリーン 父　リーチザクラウン 生産牧場　小野瀬竜馬 ◆2018　羽田盃［大井］　1着　　◆2018　ニューイヤーC［浦和］　1着

8R　①ベアーレ　⑤サノオーソ 母　ミレナリオ（父　ラジヤマハール） 産地　清水町 ◆2017　サンライズC［門別］　1着　　◆2017　イノセントC［門別］　1着

9R　③ポアンカレ　⑩タイヨウノウタ 地方収得賞金　4,855,000円 ◆2018　埼玉新聞栄冠賞［浦和］　2着

北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　栄冠賞［門別］　3着

南関東：2018/02/23～　18戦1勝（2着1回、3着3回）

12R

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 5枠9番

1R　⑥ホワイトスパロウ センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

2R　⑤キングオブチェス　⑦リコーレキシントン 牡5歳 馬主　米津佳昭

3R　①エムティストロフィ 栗毛 生年月日　2014年5月6日

4R　⑦スターダムフロント　⑨ダーリングリップ 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

8R　⑧フジノオオワシ 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

9R　⑥ブリリアントアリス 地方収得賞金　21,270,000円

10R　⑤フォーチュンシー 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

11R　②チェリーサマー　⑧サハラファイター 南関東：2016/11/16～　24戦6勝（2着3回、3着0回）

6枠11番

ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 

牡5歳 馬主　坂本浩一

鹿毛 生年月日　2014年2月3日

父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム

母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

地方収得賞金　15,853,000円

北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2016/10/13～　5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）

佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2017/07/28～　14戦2勝（2着3回、3着1回）

◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着

2/6(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

ヤマノファイト

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

前走
３着

前走
１着ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪

前走
１着


