
1R 9R 11R

3枠5番 4枠4番 1枠1番

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） リンノゲレイロ 調教師　高岩孝敏（大井） プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 

牡3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牡4歳 馬主　林正夫 牡6歳 馬主　本田恒雄

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 鹿毛 生年月日　2015年3月1日 芦毛 生年月日　2013年3月7日

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　競優牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

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　ステージワンスモア（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　723,000円 地方収得賞金　5,420,000円 地方収得賞金　14,655,000円

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/07～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回）

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 佐賀：2017/11/04～　10戦4勝（2着1回、3着2回） 南関東：2015/12/28～　56戦2勝（2着4回、3着5回）

南関東：2018/11/13～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/10/02～　4戦0勝（2着1回、3着2回） 4枠7番

8枠15番 南関東：2018/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

クラスマックス 調教師　高野毅（大井） ◆2018　佐賀皐月賞［佐賀］　1着　　◆2018　筑紫野賞［佐賀］　1着 牡5歳 馬主　和田博美

牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ ◆2018　飛燕賞［佐賀］　2着 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

栗毛 生年月日　2016年3月7日 ◆2017　天山賞［佐賀］　3着 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

父　グラスワンダー 生産牧場　三城ボクジョウ株式会社 6枠7番 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

母　レッドストリング（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 地方収得賞金　12,895,000円

地方収得賞金　575,000円 牝4歳 馬主　和田博美 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/05/23～　11戦0勝（2着1回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2015年3月2日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫 南関東：2016/11/30～　15戦2勝（2着4回、3着1回）

3R 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 4枠8番

6枠9番 地方収得賞金　5,700,000円 クリルカレント 調教師　月岡健二（大井） 

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 北海道：2017/05/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牝6歳 馬主　（有）サンデーレーシング

牝6歳 馬主　（株）馬事学院 南関東：2017/12/30～　14戦1勝（2着0回、3着4回） 栗毛 生年月日　2013年5月14日

芦毛 生年月日　2013年4月14日 7枠9番 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 母　ケープリズバーン（父　Ｂｅｒｉｎｇ） 産地　安平町

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 牡5歳 馬主　田村誠 地方収得賞金　15,675,000円

地方収得賞金　4,137,000円 鹿毛 生年月日　2014年4月11日 北海道：2015/07/21～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場 南関東：2016/02/24～　30戦4勝（2着4回、3着1回）

名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 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 7枠14番

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,755,000円 リコーアルバトロス 調教師　蛯名雄太（大井） 

名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回） 牝5歳 馬主　土橋正雄

南関東：2016/07/12～　54戦0勝（2着3回、3着3回） 南関東：2016/12/30～　26戦3勝（2着2回、3着2回） 栗毛 生年月日　2014年5月29日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　リコーファーム

4R 10R 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

1枠1番 3枠4番 地方収得賞金　11,253,000円

エクレールプロント 調教師　澤佳宏（大井） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 北海道：2016/06/22～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

牝5歳 馬主　今中俊平 牡5歳 馬主　米津佳昭 南関東：2016/11/28～　16戦3勝（2着4回、3着0回）

栗毛 生年月日　2014年1月30日 栗毛 生年月日　2014年5月6日

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　猿倉牧場 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 12R

母　プレミアムカフェ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町 5枠7番

地方収得賞金　2,565,000円 地方収得賞金　22,195,000円 フォローユアハート 調教師　鷹見浩（大井） 

北海道：2016/05/24～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　小橋亮太

南関東：2016/11/28～　29戦0勝（2着3回、3着3回） 南関東：2016/11/16～　25戦6勝（2着3回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年2月18日

4枠7番 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場

5R シェアハッピー 調教師　澤佳宏（大井） 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

4枠8番 牝5歳 馬主　天堀忠博 地方収得賞金　5,845,000円

ダブルタッチ 調教師　上杉昌宏（大井） 青鹿毛 生産牧場　門別敏朗 北海道：2017/05/03～　10戦2勝（2着1回、3着3回）

牝4歳 馬主　大山和成 父　ハイアーゲーム 生年月日　2014年4月12日 南関東：2018/01/26～　14戦0勝（2着3回、3着4回）

青鹿毛 生年月日　2015年3月8日 母　ポンデュガール（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 ◆2017　フローラルC［門別］　3着

父　ヴァーミリアン 生産牧場　バンブー牧場 地方収得賞金　32,315,000円

母　チリビリビン（父　ブロッコ） 産地　浦河町 北海道：2016/05/19～　8戦2勝（2着1回、3着1回） ●園田・高知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　3,615,000円 南関東：2016/12/31～　19戦2勝（2着3回、3着1回） 園田1R　⑧ヴァーミリアグラン

北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　'17桃花賞［大井］　1着 　　　2R　⑦リュウノセレナーデ

南関東：2017/11/27～　19戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2017　ロジータ記念［川崎］　2着　　◆2016　リリーC［門別］　2着 　　　3R　⑥ゴリョウサン

6枠12番 ◆2018　さざんか賞［船橋］　2着 　　　4R　②カヤク　③アラベスクシーズ　⑤エムティストロフィ

マジカルモーメント 調教師　嶋田幸晴（大井） 5枠8番 　　　5R　②ミニョンヌ

牡6歳 馬主　谷岡真喜 クラキングス 調教師　市村誠（大井） 　　　7R　②エイシンテネア

栗毛 生年月日　2013年4月5日 牡5歳 馬主　倉見利弘 　　　8R　⑤メサヴェルデ　⑦チョウキャプテン

父　サクラゼウス 生産牧場　山田牧場 黒鹿毛 生年月日　2014年4月1日 　　　9R　⑨トキノケリー

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 父　アサクサキングス 生産牧場　倉見牧場 　　10R　⑦ジュリエットレター　⑧アポストル

地方収得賞金　9,270,000円 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 　　11R　④チェリーベアハート

北海道：2015/06/16～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　24,933,000円 　　12R　③ヤマノミラクル　⑤シップオブテセウス　⑩レコパンハロウィー

JRA：2016/01/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/24～　10戦2勝（2着2回、3着3回） 高知2R　⑤シャヒーン

南関東：2016/11/30～　18戦5勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/12/30～　25戦5勝（2着2回、3着1回） 　　　3R　②オレンジウォーク

北海道：2018/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠11番

6R ブリージーストーム 調教師　荒山勝徳（大井） 

4枠5番 牡8歳 馬主　吉田照哉

アフリカファースト 調教師　阪本一栄（大井） 栗毛 生年月日　2011年4月14日

牝4歳 馬主　渡邉和典 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム

鹿毛 生年月日　2015年3月28日 母　ブリージーウッズ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　聖心台牧場 地方収得賞金　45,790,000円

母　モーガンズマンボ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 北海道：2013/06/13～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　3,380,000円 南関東：2013/12/31～　36戦8勝（2着6回、3着5回）

北海道：2017/07/12～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/08/01～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2017/12/29～　11戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/12/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2015　'15スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

7R ◆2017　'17スターライトC［大井］　3着　　◆2015　デイリー水無月杯［川崎］　3着

1枠1番 8枠14番

アースヴィヴィアナ 調教師　的場直之（大井） サダムリスペクト 調教師　稲益貴弘（船橋）

牝5歳 馬主　松山増男 牡7歳 馬主　大西美生子

栗毛 生年月日　2014年3月29日 鹿毛 生年月日　2012年4月7日

父　カジノドライヴ 生産牧場　習志野牧場 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　神垣道弘

母　ヒカルマイヒメ（父アグネスタキオン） 産地 白老町 母　ハナランマン（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　4,895,000円 地方収得賞金　3,285,000円　　中央収得賞金　52,890,000円（付加賞金　945,000円）

北海道：2016/08/30～　12戦7勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/05/15～　10戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2018/04/19～　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）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

JRA：2015/03/01～　34戦2勝（2着1回、3着4回）

3/5(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


