
1R 4R 10R

5枠7番 1枠1番 3枠3番

ガンガラー 調教師　佐宗応和（大井） ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） マギーメイ 調教師　橋本和馬（大井）

牝3歳 馬主　吉田晴哉 牡7歳 馬主　（株）リバース 牝3歳 馬主　村田裕子

青鹿毛 生年月日　2016年1月23日 鹿毛 生年月日　2012年3月21日 栗毛 生年月日　2016年3月15日

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　追分ファーム 父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　ニライカナイ（父　Ｍｏｎｔｊｅｕ） 産地　安平町 母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 母　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　905,000円 地方収得賞金　8,150,000円 地方収得賞金　4,975,000円

北海道：2018/05/10～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/12～　8戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

7枠12番 南関東：2014/12/30～　75戦4勝（2着4回、3着9回） 南関東：2018/12/30～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） 5枠7番 5枠5番

セン3歳 馬主　谷口貞保 サカベンタロー 調教師　赤嶺本浩（大井） ゴーマイウェイ 調教師　嶋田幸晴（大井） 

鹿毛 生年月日　2016年4月25日 牡6歳 馬主　坂本勉 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 鹿毛 生年月日　2013年5月30日 青毛 生年月日　2016年3月19日

母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 父　パイロ 生産牧場　社台牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

地方収得賞金　1,000,000円 母　パチョリ（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　白老町 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　5,175,000円 地方収得賞金　4,415,000円

南関東：2019/02/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/18～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠13番 南関東：2016/02/10～　23戦3勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/11/01～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

パディユージン 調教師　松浦裕之（大井） 7枠8番

牡3歳 馬主　ライアンＥ．ヴィンセント 5R アンビグラム 調教師　阪本一栄（大井） 

鹿毛 生年月日　2016年3月21日 1枠1番 牝3歳 馬主　伊藤温

父　ヴァーミリアン 生産牧場　中村雅明 イチジツセンリ 調教師　赤嶺本浩（大井） 黒鹿毛 生年月日　2016年2月16日

母　ヒシアルコル（父　ダイワメジャー） 産地　浦河町 牡7歳 馬主　武仲勝 父　ベルシャザール 生産牧場　大栄牧場

地方収得賞金　900,000円 栗毛 生年月日　2012年5月7日 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町

北海道：2018/08/23～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 地方収得賞金　3,525,000円

南関東：2019/02/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町 北海道：2018/06/28～　5戦2勝（2着1回、3着1回）

8枠14番 地方収得賞金　12,785,000円 南関東：2018/12/31～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

フリムケバシコ 調教師　遠藤茂（大井） 北海道：2014/06/19～　6戦2勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　芳賀克也 南関東：2015/07/01～　40戦6勝（2着4回、3着6回） 11R　第10回フジノウェーブ記念〔SⅢ〕

青鹿毛 生年月日　2016年5月16日 4枠4番 1枠2番

父　ベルシャザール 生産牧場　嶋田牧場 トリプルアロー 調教師　辻野豊（大井） キャンドルグラス 調教師　川島正一（船橋）

母　ダンツライラック（父　Ｂａｒａｔｈｅａ） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　中澤加那子 牡5歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　845,000円 栗毛 生年月日　2013年5月23日 栗毛 生年月日　2014年5月7日

北海道：2018/07/18～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

南関東：2018/12/25～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　マザーロード（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 母　ブローザキャンドル（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

地方収得賞金　8,559,000円 地方収得賞金　60,150,000円

2R 北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2016/06/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

2枠2番 南関東：2016/02/03～　52戦3勝（2着6回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

アルクマール 調教師　佐野謙二（大井） 南関東：2016/12/14～　16戦7勝（2着0回、3着4回）

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 6R ◆2019　'19ウインタースプリント［大井］　1着

鹿毛 生年月日　2016年4月1日 5枠5番 ◆2018　'18ウインタースプリント［大井］　1着

父　ゴールドアリュール 生産牧場　下河辺牧場 プリーズ 調教師　香取和孝（大井） ◆2018　ゴールドC［浦和］　3着　　◆2018　アフター5スター賞［大井］　3着

母　エクシードワン（父　ナリタブライアン） 産地　日高町 牝4歳 馬主　酒井孝敏 ◆2017　羽田盃[大井]　3着　　◆2017　ブルーバードC[船橋]　3着

地方収得賞金　1,195,000円 鹿毛 生年月日　2015年3月21日 6枠12番

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 トロヴァオ 調教師　荒山勝徳（大井）

南関東：2018/12/29～　2戦0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 牡6歳 馬主　（有）キャロットファーム

4枠5番 地方収得賞金　2,910,000円 栗毛 生年月日　2013年5月27日

キョウエイホープ 調教師　阪本一栄（大井） 北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

牝3歳 馬主　田中晴夫 南関東：2018/02/23～　20戦1勝（2着0回、3着0回） 母　サワズソング（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　安平町

鹿毛 生年月日　2016年4月17日 地方収得賞金　73,100,000円

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　田渕牧場 7R 北海道：2015/07/02～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

母　パインブライト（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 7枠13番 南関東：2015/10/14～　17戦3勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　780,000円 ライトセイラ 調教師　鷹見浩（大井） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 牝4歳 馬主　後藤貞夫 ◆2016　ダービーグランプリ[水沢]　1着　　◆2015　ハイセイコー記念[大井]　1着

南関東：2019/01/23～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2015年2月4日 ◆2017　'17ムーンライトC［大井］　1着

5枠6番 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　佐竹学 ◆2017　川崎マイラーズ［川崎］　2着　　◆2016　羽田盃[大井]　2着

シーザスターライト 調教師　月岡健二（大井） 母　ケイアイセイラ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 ◆2018　報知オールスターC［川崎］　3着　　◆2018　マイルグランプリ［大井］　3着

牝3歳 馬主　吉田勝己 地方収得賞金　2,802,000円 7枠13番

鹿毛 生年月日　2016年4月4日 北海道：2017/08/09～　9戦1勝（2着1回、3着2回） クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　坂東牧場 愛知：2017/12/13～　13戦1勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　谷謙介

母　シーザムーンライト（父　ゴールドアリュール） 産地　平取町 南関東：2018/06/26～　12戦0勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年4月14日

地方収得賞金　1,180,000円 7枠14番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

北海道：2018/05/31～　5戦1勝（2着3回、3着1回） ニュートリノビーム 調教師　的場直之（大井） 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

南関東：2018/12/05～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡8歳 馬主　前川義則 地方収得賞金　38,565,000円

8枠12番 鹿毛 生年月日　2011年5月16日 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

ヤマトタケル 調教師　佐々木洋一（大井） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　大矢牧場 愛知：2017/09/21～　13戦6勝（2着3回、3着0回）

牡3歳 馬主　阿部東亜子 母　ベティボルテクス（父　ジェニュイン） 産地　日高町 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2016年5月20日 地方収得賞金　13,308,000円 南関東：2018/06/07～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

父　フリオーソ 生産牧場　田中春美 北海道：2013/08/29～　8戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

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 南関東：2014/01/21～　6戦0勝（2着0回、3着0回） ◆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

地方収得賞金　975,000円 北海道：2014/06/17～　9戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2018/07/04～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/10/22～　66戦5勝（2着9回、3着9回） 12R

岩手：2018/12/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠4番

南関東：2019/01/22～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 8R マシェール 調教師　藤田輝信（大井） 

1枠1番 牡5歳 馬主　吉田照哉

3R ミレナ 調教師　寺田新太郎（大井） 鹿毛 生年月日　2014年3月22日

7枠11番 牝4歳 馬主　小野瀬悦子 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

トリプルベル 調教師　宮浦正行（大井） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月24日 母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

牝4歳 馬主　八嶋長久 父　リーチザクラウン 生産牧場　小野瀬竜馬 地方収得賞金　10,765,000円

栗毛 生年月日　2015年5月14日 母　ミレナリオ（父　ラジヤマハール） 産地　清水町 北海道：2016/06/22～　3戦0勝（2着2回、3着0回）

父　ハービンジャー 生産牧場　追分ファーム 地方収得賞金　4,855,000円 南関東：2016/11/16～　14戦3勝（2着1回、3着5回）

母　ツクバエトワール（父　ディープインパクト） 産地　安平町 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠9番

地方収得賞金　1,640,000円 南関東：2018/02/23～　19戦1勝（2着1回、3着3回） リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井）

北海道：2017/06/07～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　土橋正雄

南関東：2017/12/27～　13戦0勝（2着0回、3着2回） 9R 鹿毛 生年月日　2015年5月24日

8枠14番 1枠2番 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） ペインゴーアウェイ 調教師　朝倉実（大井） 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

牝7歳 馬主　森谷行秀 牝4歳 馬主　手嶋康雄 地方収得賞金　8,150,000円

栗毛 生年月日　2012年2月20日 黒鹿毛 生年月日　2015年6月8日 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 父　バトルプラン 生産牧場　佐竹学 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

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　ミルクデール（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 南関東：2017/12/26～　9戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　8,910,000円 地方収得賞金　5,010,000円 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2017/06/08～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 7枠10番

南関東：2015/02/04～　63戦2勝（2着2回、3着6回） 南関東：2017/12/27～　21戦1勝（2着1回、3着2回） ヴァルム 調教師　佐藤壽（大井）

5枠9番 牝5歳 馬主　酒井孝敏

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 青鹿毛 生年月日　2014年5月13日

1R　①リックソダネー　③ムク　⑥ロージーロージー　⑩ノースヒビキ 牡4歳 馬主　和田博美 父　パイロ 生産牧場　前川義則

2R　①マッチデース 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 母　ベティフォーエバー（父　ブラックホーク） 産地　日高町

3R　①ヴァンテラス　⑦ブルーモルフォ 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場 地方収得賞金　9,010,000円

4R　②フォースアフリート　⑤ビーナスリング　⑦ショシン 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 北海道：2016/05/24～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

　　　⑨フォルコメンハイト 地方収得賞金　5,245,000円 高知：2016/12/10～　17戦2勝（2着0回、3着2回）

5R　⑦ホワイトガンベルト 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2017/07/26～　32戦6勝（2着0回、3着2回）

6R　③バッテリーパーク　⑨クマリ 南関東：2017/10/06～　20戦1勝（2着2回、3着1回） 8枠12番

8R　②ドリームパーリオ　④ナラ　⑤ベアーレ　⑦ハッピーフライト チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） 

9R　⑨パキラパワー 牝5歳 馬主　樋口雅彦

11R　⑥タイムメイテル　⑨ポアンカレ 鹿毛 生年月日　2014年4月27日

12R　③カツゲキマドンナ 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場

母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

●園田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　8,125,000円

2R　⑥ブルーベルファイト 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回）

3R　⑪キングオブチェス 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

5R　⑨ブラックトリガー 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8R　③バンローズキングス　⑤エイシントカチ　⑥チェリーフオール 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回）

11R　⑨タイガーハウス 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/10/12～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

3/6(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
３着

前走
１着

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
２着

応援よろしくね♪


