
3R 7R 9R

5枠8番 1枠1番 7枠12番

ハーピスト 調教師　高岩孝敏（大井） スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） ドンゲイボルグ 調教師　鷹見浩（大井） 

牡6歳 馬主　井上久光 牝8歳 馬主　馬場三四郎 牡6歳 馬主　（株）ドン

黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 鹿毛 生年月日　2011年5月28日 芦毛 生年月日　2013年4月29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 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 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 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

地方収得賞金　3,211,000円 地方収得賞金　14,427,000円 地方収得賞金　12,994,000円

北海道：2015/07/16～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/08/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2015/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 佐賀：2013/11/17～　12戦3勝（2着4回、3着0回） 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

南関東：2016/02/10～　55戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2014/07/29～　28戦0勝（2着9回、3着3回） 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠9番 兵庫：2016/05/18～　24戦6勝（2着7回、3着0回） 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） 南関東：2018/01/25～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　山邉浩 ◆2014　大観峰賞［佐賀］　1着 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 2枠4番 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回）

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 ディーエスパースン 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2018/12/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

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 牡4歳 馬主　武仲勝

地方収得賞金　1,162,000円 栗毛 生年月日　2015年3月31日 10R

北海道：2017/06/15～　12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 2枠3番

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 母　キタノオハナ（父　ナリタトップロード） 産地　新ひだか町 トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 

南関東：2018/12/31～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,945,000円 牝4歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム

北海道：2017/04/18～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2015年2月14日

4R 笠松：2017/09/28～　8戦1勝（2着1回、3着0回） 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

8枠12番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 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

エメラルド 調教師　高野毅（大井） 南関東：2018/05/09～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　6,755,000円

牝4歳 馬主　大野裕 3枠5番 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回）

栗毛 生年月日　2015年5月23日 フィールザファイア 調教師　佐々木忠昭（大井） 南関東：2017/12/29～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 牝5歳 馬主　高橋真紀

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 栗毛 生年月日　2014年3月19日 11R

地方収得賞金　1,247,000円 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 2枠3番

北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2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 コスモバレット 調教師　宗形竹見（大井） 

笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,881,000円 牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

南関東：2018/12/27～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/07/19～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年3月22日

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1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

5R 南関東：2016/12/16～　18戦1勝（2着1回、3着0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

2枠2番 ◆2016　園田プリンセスC［園田］　2着 地方収得賞金　11,050,000円

プラチナダンディー 調教師　村上頼章（大井） 4枠7番 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

牡4歳 馬主　小田和子 レイホーウエーブ 調教師　森下淳平（大井） 南関東：2018/02/23～　15戦2勝（2着1回、3着5回）

栗毛 生年月日　2015年3月7日 セン6歳 馬主　永井啓弍 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

父　プリサイスエンド 生産牧場　大狩部牧場 鹿毛 生年月日　2013年5月13日 ◆2018　高知優駿［高知］　2着

母　マキシムガロー（父　スズカマンボ） 産地　新冠町 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 8枠14番

地方収得賞金　2,530,000円 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町 ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 

北海道：2017/08/30～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　9,515,000円 牡4歳 馬主　岡田隆寛

南関東：2018/01/25～　15戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

6枠7番 南関東：2016/02/24～　29戦5勝（2着2回、3着3回） 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛

シュラーゲン 調教師　鷹見浩（大井） 8枠16番 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

牡5歳 馬主　（株）ドン ナルノステファニー 調教師　嶋田幸晴（大井） 地方収得賞金　11,000,000円

鹿毛 生年月日　2014年4月10日 牝4歳 馬主　成瀬篤司 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

父　エンパイアメーカー 生産牧場　岩見牧場 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 南関東：2017/12/01～　13戦2勝（2着3回、3着2回）

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 父　ディープブリランテ 生産牧場　松浦牧場

地方収得賞金　5,629,000円 母　アルディーミル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　新冠町 12R

北海道：2016/07/13～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,890,000円 5枠9番

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/07/26～　5戦2勝（2着0回、3着2回） キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井）

南関東：2016/12/05～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/11/28～　21戦0勝（2着1回、3着4回） 牡8歳 馬主　小林篤

北海道：2017/04/19～　11戦1勝（2着4回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2011年3月15日

南関東：2017/11/07～　8戦0勝（2着2回、3着0回） 8R 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル

北海道：2018/09/26～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 2枠2番 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

南関東：2018/12/30～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ブルチアーレ 調教師　鈴木啓之（大井） 地方収得賞金　17,766,000円 中央収得賞金　7,000,000円

牡6歳 馬主　寳寄山拓樹 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

6R 栗毛 生年月日　2013年5月5日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

1枠1番 父　アサクサデンエン 生産牧場　社台ファーム JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

コアレスレンジャー 調教師　阪本泰之（大井） 母　バーニングレッド（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 南関東：2014/11/27～　51戦3勝（2着5回、3着1回）

牡5歳 馬主　（有）キヨタケ牧場 地方収得賞金　12,340,000円

黒鹿毛 生年月日　2014年3月17日 北海道：2016/04/21～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

父　カジノドライヴ 生産牧場　雅牧場 南関東：2016/09/20～　13戦6勝（2着1回、3着1回）

母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町

地方収得賞金　5,830,000円

北海道：2016/06/16～　6戦0勝（2着2回、3着2回）

南関東：2016/12/28～　34戦1勝（2着3回、3着2回）

2枠2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　5,970,000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～　18戦3勝（2着0回、3着5回）

6枠8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～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠12番

オールマイライフ 調教師　的場直之（大井） 

牝5歳 馬主　廣松重信

青毛 生年月日　2014年3月25日

父　ネオユニヴァース 生産牧場　赤石牧場

母　ドリームヴィーナス（父　ジェイドロバリー） 産地　平取町

地方収得賞金　5,913,000円

北海道：2016/05/19～　11戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2016/12/30～　30戦2勝（2着1回、3着3回）

3/4(月) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

大井競馬場誘導馬・ボンネビルレコード
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪
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