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1枠1番 7枠11番 3枠3番

ボーロレイ 調教師　佐藤壽（大井） スマイルジーニアス 調教師　高橋清顕（大井） ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 

牡3歳 馬主　酒井孝敏 牡4歳 馬主　今中俊平 牡5歳 馬主　坂本浩一

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 鹿毛 生年月日　2015年2月10日 鹿毛 生年月日　2014年2月3日

父　ダノンシャンティ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム

母　アンペラトリス（父　オペラハウス） 産地　日高町 母　スカーレットポピー（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 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　1,561,000円 地方収得賞金　1,735,000円 地方収得賞金　15,853,000円

北海道：2018/06/20～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

愛知：2018/09/27～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/11/02～　20戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

佐賀：2018/11/10～　2戦2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）

南関東：2018/12/25～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 4R 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

3枠6番 3枠6番 南関東：2017/07/28～　15戦2勝（2着3回、3着1回）

アブソルートカラー 調教師　福永敏（大井） スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牝6歳 馬主　佐藤聡 7枠9番

栗毛 生年月日　2016年5月5日 栗毛 生年月日　2013年5月7日 エリュシオン 調教師　月岡健二（大井）

父　フレンチデピュティ 生産牧場　貞広賢治 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 牡6歳 馬主　佐々木雄二

母　アブソルートライン（父　ダンスインザダーク） 産地　むかわ町 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2013年5月3日

地方収得賞金　1,500,000円 地方収得賞金　6,175,000円 父　ゴールドアリュール 生産牧場　鮫川啓一

北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 母　オリヒメチャーム（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

南関東：2018/02/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/10/13～　49戦2勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　17,210,000円

4枠7番 北海道：2015/05/28～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

ハッピーハナコサン 調教師　朝倉実（大井） 6R 岩手：2015/09/19～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　三島宣彦 4枠5番 JRA：2016/02/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年3月4日 サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） 南関東：2016/04/22～　36戦3勝（2着5回、3着3回）

父　シビルウォー 生産牧場　聖心台牧場 牝4歳 馬主　小野博郷

母　ハシルモーガン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日 10R

地方収得賞金　1,386,500円 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 7枠9番

北海道：2018/08/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 母　バブリングブライド（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 カツゲキジャパン 調教師　寺田新太郎（大井） 

金沢：2018/11/18～　3戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　2,519,000円 牡4歳 馬主　野々垣陽介

南関東：2019/01/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年5月9日

5枠10番 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 父　アドマイヤジャパン 生産牧場　朝野勝洋

アイリスステップ 調教師　荒山勝徳（大井） 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アメリカンハット（父　ホスピタリテイ） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　大坪邦夫 金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,158,000円

栗毛 生年月日　2016年3月2日 南関東：2018/11/02～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/08/02～　8戦1勝（2着3回、3着0回）

父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着 愛知：2017/11/29～　10戦1勝（2着5回、3着4回）

母　フェリシア（父　グラスワンダー） 産地　安平町 6枠9番 北海道：2018/04/18～　12戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,450,000円 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 南関東：2019/01/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 牡4歳 馬主　岡田義見 ◆2018　北海優駿［門別］　1着

南関東：2019/02/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年5月12日

8枠15番 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 11R

サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 4枠7番

牡3歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 地方収得賞金　2,603,000円 マイコート 調教師　佐藤賢二（船橋） 

栗毛 生年月日　2016年5月13日 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　小林克己

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年4月29日

母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　鳥谷勝彦

地方収得賞金　1,890,000円 南関東：2018/12/05～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 母　エリザベスサクラ（父　アラムシャー） 産地　新ひだか町

北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　9,695,000円

南関東：2018/10/10～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 7R 北海道：2018/05/31～　8戦3勝（2着0回、3着3回）

4枠6番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2R セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 南関東：2018/12/27～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

2枠2番 牡4歳 馬主　佐藤堅一 ◆2018　サンライズC［門別］　1着

ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 ◆2019　ニューイヤーC［浦和］　3着

牡3歳 馬主　坪井隼人 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 7枠14番

青毛 生年月日　2016年5月4日 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 ヤマショウブラック 調教師　堀千亜樹（大井） 

父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 地方収得賞金　4,615,000円 牡3歳 馬主　山下勇

母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月7日

地方収得賞金　1,915,000円 南関東：2017/12/27～　23戦1勝（2着2回、3着2回） 父　ルースリンド 生産牧場　大北牧場

北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 6枠9番 母　インマイラヴ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

南関東：2018/12/29～　3戦0勝（2着1回、3着1回） ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井） 地方収得賞金　5,560,000円

5枠6番 牡8歳 馬主　橋本義次 北海道：2018/05/23～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

クリスマスカクタス 調教師　赤嶺本浩（大井） 鹿毛 生年月日　2011年5月2日 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　杉浦和也 父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典 岩手：2018/12/10～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

芦毛 生年月日　2016年2月29日 母　サダムヴィーナス（父　コマンダーインチーフ） 産地　むかわ町 南関東：2019/02/08～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

父　ダンカーク 生産牧場　ムーンシェル・インベストメンツ 地方収得賞金　16,424,000円 ◆2018　知床賞［盛岡］　1着

母　コスモディスティニ（父　フジキセキ） 産地　日高町 北海道：2013/05/22～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　寒菊賞［水沢］　2着

地方収得賞金　1,585,000円 岩手：2013/09/23～　26戦1勝（2着1回、3着9回） 8枠15番

北海道：2018/08/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/02/18～　46戦8勝（2着4回、3着5回） マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 

兵庫：2018/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠13番 牡3歳 馬主　生杉学

南関東：2018/12/25～　4戦0勝（2着1回、3着0回） スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日

6枠7番 牡8歳 馬主　永井商事（株） 父　シルポート 生産牧場　高橋農場

ゲッテルフンケン 調教師　荒山勝徳（大井） 栗毛 生年月日　2011年3月12日 母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市

牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 地方収得賞金　3,400,000円

鹿毛 生年月日　2016年2月18日 母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回）

父　ストロングリターン 生産牧場　木村牧場 地方収得賞金　12,952,000円 南関東：2018/12/30～　3戦0勝（2着2回、3着0回）

母　トーワフォーチュン（父　エンドスウィープ） 産地　浦河町 北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　2,030,000円 岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 12R

北海道：2018/05/31～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回） 5枠10番

◆2018　リリーC［門別］　2着 南関東：2016/01/13～　24戦6勝（2着6回、3着5回） フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

8枠11番 牡4歳 馬主　山口明彦

ゴールゲッター 調教師　阪本一栄（大井） 8R 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

牝3歳 馬主　山田祐三 4枠6番 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

黒鹿毛 生年月日　2016年3月12日 リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

父　クロフネ 生産牧場　細川農場 牝5歳 馬主　和田博美 地方収得賞金　14,990,000円

母　ロンギングシャネル（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 青鹿毛 生年月日　2014年2月10日 北海道：2017/05/24～　13戦2勝（2着3回、3着4回）

地方収得賞金　1,617,500円 父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正 南関東：2017/11/28～　9戦1勝（2着0回、3着3回）

北海道：2018/07/05～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 母　シルクヴァルキリー（父　マーベラスサンデー） 産地　新冠町 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2018/12/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　6,130,000円 南関東：2018/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

●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：2017/01/25～　15戦3勝（2着1回、3着2回） 6枠11番

2R　③アーツレイジング　⑨エイシンセドリック 6枠10番 トルナベント 調教師　佐野謙二（大井） 

3R　⑤フジノローズ　⑨ローザルーナ カリスマパンサー 調教師　橋本和馬（大井） 牡5歳 馬主　和田博美

4R　③アクアスクリーン　④トリップオブラブ 牝5歳 馬主　村田裕子 鹿毛 生年月日　2014年4月11日

6R　⑩ユキナ 栗毛 生年月日　2014年3月24日 父　フィガロ 生産牧場　加野牧場

7R　③ジョースパーク　 父　カリズマティック 生産牧場　沖田牧場 母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町

8R　①センザンルビー　 母　エスケープリリー（父　ライブリーワン） 産地　日高町 地方収得賞金　19,883,000円

9R　⑧マッテマシタ　 地方収得賞金　6,575,000円 北海道：2016/05/11～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

11R　⑦ワンダフルキングス 北海道：2016/06/23～　6戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2017/03/23～　29戦4勝（2着1回、3着5回）

12R　①ドリームスイーブル　③ノブイチ 南関東：2016/10/25～　26戦2勝（2着2回、3着5回）

6枠11番

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ラストプラム 調教師　澤佳宏（大井） 

3R　③テツワンイナキチ　 牝4歳 馬主　門別敏朗

5R　②レッツゴーレツコ　⑦ノンノン 栗毛 生年月日　2015年5月14日

6R　②リーエ　⑤ホットスタッフ　⑪マエストリート 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗

7R　⑥アベニンバード 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町

10R　①エイシンエンジョイ　②シリカ 地方収得賞金　4,585,000円

11R　①ハタノキセキ 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回）

12R　④ビジネスライク 南関東：2018/01/26～　20戦1勝（2着1回、3着1回）

3/7(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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