
1R 4R 10R

1枠1番 2枠3番 2枠2番

アイリスステップ 調教師　荒山勝徳（大井） エメラルド 調教師　高野毅（大井） リンノゲレイロ 調教師　高岩孝敏（大井） 

牝3歳 馬主　大坪邦夫 牝4歳 馬主　大野裕 牡4歳 馬主　林正夫

栗毛 生年月日　2016年3月2日 栗毛 生年月日　2015年5月23日 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　競優牧場

母　フェリシア（父　グラスワンダー） 産地　安平町 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 母　ステージワンスモア（父　タニノギムレット） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,450,000円 地方収得賞金　1,567,000円 地方収得賞金　5,420,000円

北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2017/06/07～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/02/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2018/11/19～　1戦0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）

5枠6番 南関東：2018/12/27～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/10/02～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

アブソルートカラー 調教師　福永敏（大井） 3枠5番 南関東：2018/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） ◆2018　佐賀皐月賞［佐賀］　1着　　◆2018　筑紫野賞［佐賀］　1着

栗毛 生年月日　2016年5月5日 牡6歳 馬主　（株）リバース ◆2018　飛燕賞［佐賀］　2着

父　フレンチデピュティ 生産牧場　貞広賢治 鹿毛 生年月日　2012年3月21日 ◆2017　天山賞［佐賀］　3着

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 父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 5枠9番

地方収得賞金　1,500,000円 母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 

北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,150,000円 牡4歳 馬主　和田博美

南関東：2018/02/07～　3戦0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） 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

6枠9番 南関東：2014/12/30～　76戦4勝（2着4回、3着9回） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場

リコーサラトガ 調教師　荒山勝徳（大井） 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町

牡3歳 馬主　土橋正雄 5R 地方収得賞金　5,245,000円

栗毛 生年月日　2016年6月1日 2枠2番 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回）

父　キングズベスト 生産牧場　リコーファーム スセソール 調教師　森下淳平（大井） 南関東：2017/10/06～　21戦1勝（2着2回、3着1回）

母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町 セン7歳 馬主　伊達泰明 6枠11番

地方収得賞金　1,420,000円 青鹿毛 生年月日　2012年2月29日 ミレナ 調教師　寺田新太郎（大井） 

北海道：2018/07/12～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場 牝4歳 馬主　小野瀬悦子

南関東：2019/02/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2015年3月24日

7枠10番 地方収得賞金　8,130,000円 父　リーチザクラウン 生産牧場　小野瀬竜馬

ベルナルド 調教師　宗形竹見（大井） 北海道：2016/05/12～　9戦4勝（2着3回、3着0回） 母　ミレナリオ（父　ラジヤマハール） 産地　清水町

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 金沢：2016/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,855,000円

栗毛 生年月日　2016年3月27日 北海道：2017/04/19～　11戦4勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ロジユニヴァース 生産牧場　グランド牧場 南関東：2017/12/12～　17戦2勝（2着5回、3着2回） 南関東：2018/02/23～　19戦1勝（2着1回、3着3回）

母　アイライクユー（父　ダンシングブレーヴ） 産地　新ひだか町 3枠4番
地方収得賞金　1,630,000円 ウッディタイガー 調教師　森下淳平（大井） 11R　第42回京浜盃〔SⅡ〕
北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 牡6歳 馬主　山本憲明 4枠5番
佐賀：2018/12/09～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月3日 ホワイトヘッド 調教師　川島正一（船橋）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　金宏二 牡3歳 馬主　吉田勝己

2R 母　ウディバードソング（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　新ひだか町 芦毛 生年月日　2016年3月26日

1枠1番 地方収得賞金　7,930,000円 父　ダンカーク 生産牧場　坂東牧場

アルクマール 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2015/04/23～　12戦4勝（2着2回、3着0回） 母　ワナビーザベスト（父　ステイゴールド） 産地　平取町

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,500,000円

鹿毛 生年月日　2016年4月1日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

父　ゴールドアリュール 生産牧場　下河辺牧場 南関東：2017/06/28～　8戦3勝（2着1回、3着3回） 4枠6番
母　エクシードワン（父　ナリタブライアン） 産地　日高町 5枠7番 ステッペンウルフ 調教師　佐藤賢二（船橋） 

地方収得賞金　1,195,000円 ファビリア 調教師　大宮和也（大井） 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 牝4歳 馬主　船越伸也 栗毛 生年月日　2016年2月28日

南関東：2018/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年4月15日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場

5枠5番 父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 母　ディープキッス（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

ヤマトタケル 調教師　佐々木洋一（大井） 母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 地方収得賞金　11,850,000円

牡3歳 馬主　阿部東亜子 地方収得賞金　2,914,000円 北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2016年5月20日 北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/20～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

父　フリオーソ 生産牧場　田中春美 兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2018　栄冠賞[門別]　3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：2017/12/27～　21戦0勝（2着1回、3着3回） 7枠11番
地方収得賞金　1,230,000円 8枠13番 ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） 

北海道：2018/07/04～　6戦0勝（2着0回、3着1回） プリーズ 調教師　香取和孝（大井） 牡3歳 馬主　上田江吏子

岩手：2018/12/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　酒井孝敏 鹿毛 生年月日　2016年5月20日

南関東：2019/01/22～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年3月21日 父　パイロ 生産牧場　原口牧場

5枠6番 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町

ルンタ 調教師　須田和伸（大井） 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 地方収得賞金　5,770,000円

牝3歳 馬主　（有）辻牧場 地方収得賞金　2,910,000円 北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2016年4月30日 北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2019/02/11～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

父　ワークフォース 生産牧場　辻牧場 南関東：2018/02/23～　21戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

母　アドマイヤビアン（父　アドマイヤコジーン） 産地　浦河町 7枠12番
地方収得賞金　950,000円 6R マイコート 調教師　佐藤賢二（船橋） 

北海道：2018/06/21～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 4枠7番 牡3歳 馬主　小林克己

6枠7番 ライトセイラ 調教師　鷹見浩（大井） 鹿毛 生年月日　2016年4月29日

スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 牝4歳 馬主　後藤貞夫 父　ロジユニヴァース 生産牧場　鳥谷勝彦

牝3歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム 黒鹿毛 生年月日　2015年2月4日 母　エリザベスサクラ（父　アラムシャー） 産地　新ひだか町

芦毛 生年月日　2016年6月7日 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　佐竹学 地方収得賞金　9,695,000円

父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム 母　ケイアイセイラ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 北海道：2018/05/31～　8戦3勝（2着0回、3着3回）

母　マイソールラブ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,802,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,615,000円 北海道：2017/08/09～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/12/27～　4戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 愛知：2017/12/13～　13戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2018　サンライズC［門別］　1着

南関東：2019/02/07～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/06/26～　13戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2019　ニューイヤーC［浦和］　3着

8枠12番 5枠9番 8枠13番

クリスマスカクタス 調教師　赤嶺本浩（大井） エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） ウィンターフェル 調教師　川島正一（船橋）

牝3歳 馬主　杉浦和也 牡4歳 馬主　岡田義見 牡3歳 馬主　（株）東京Ｍｉｄｇａｒ

芦毛 生年月日　2016年2月29日 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 青毛 生年月日　2016年4月14日

父　ダンカーク 生産牧場　ムーンシェル・インベストメンツ 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 父　ダノンバラード 生産牧場　有限会社三石軽種馬共同育成センター

母　コスモディスティニ（父　フジキセキ） 産地　日高町 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 母　トピカ（父　プリサイスエンド） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,585,000円 地方収得賞金　2,603,000円 地方収得賞金　13,450,000円

北海道：2018/08/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/22～　8戦4勝（2着2回、3着0回）

兵庫：2018/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3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～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/09/25～　3戦1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）

南関東：2018/12/05～　5戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2018　北海道2歳優駿[門別]　2着　　◆2018　サンライズC[門別]　2着

3R ◆2018　栄冠賞[門別]　2着

3枠3番 7R

サカベンタロー 調教師　赤嶺本浩（大井） 1枠1番 12R

牡6歳 馬主　坂本勉 ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 4枠7番
鹿毛 生年月日　2013年5月30日 牡5歳 馬主　坂本浩一 キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井）

父　パイロ 生産牧場　社台牧場 鹿毛 生年月日　2014年2月3日 牡8歳 馬主　小林篤

母　パチョリ（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　白老町 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム 鹿毛 生年月日　2011年3月15日

地方収得賞金　5,175,000円 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル

北海道：2015/08/18～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　18,353,000円 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：2016/02/10～　24戦3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） 地方収得賞金　17,766,000円 中央収得賞金　7,000,000円

4枠4番 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

トリプルベル 調教師　宮浦正行（大井） 　うちJRA参戦：1戦0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）

牝4歳 馬主　八嶋長久 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回） JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2015年5月14日 南関東：2017/07/28～　16戦3勝（2着3回、3着1回） 南関東：2014/11/27～　52戦3勝（2着5回、3着1回）

父　ハービンジャー 生産牧場　追分ファーム ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着 5枠9番

母　ツクバエトワール（父　ディープインパクト） 産地　安平町 7枠7番 ティーズブラッド 調教師　嶋田幸晴（大井）

地方収得賞金　1,640,000円 フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） セン6歳 馬主　立山伸二

北海道：2017/06/07～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　山口明彦 栗毛 生年月日　2013年4月15日

南関東：2017/12/27～　14戦0勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日 父　タイキシャトル 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム

6枠8番 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 母　アイルゴーバック（父　アッミラーレ） 産地　日高町

リックプンバ 調教師　村上頼章（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 地方収得賞金　14,682,000円

牡4歳 馬主　山邉浩 地方収得賞金　18,690,000円 北海道：2015/06/10～　4戦0勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 北海道：2017/05/24～　13戦2勝（2着3回、3着4回） 南関東：2015/08/25～　8戦2勝（2着0回、3着0回）

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 南関東：2017/11/28～　9戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2016/04/20～　10戦1勝（2着2回、3着1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 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2016/11/18～　28戦1勝（2着6回、3着1回）

地方収得賞金　1,482,000円 南関東：2018/12/29～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 8枠14番
北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0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 ドンゲイボルグ 調教師　鷹見浩（大井） 

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 牡6歳 馬主　（株）ドン

南関東：2018/12/31～　34戦0勝（2着1回、3着0回） 8R 芦毛 生年月日　2013年4月29日

6枠7番 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

ペインゴーアウェイ 調教師　朝倉実（大井） 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

牝4歳 馬主　手嶋康雄 地方収得賞金　13,474,000円

黒鹿毛 生年月日　2015年6月8日 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

父　バトルプラン 生産牧場　佐竹学 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

母　ミルクデール（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　5,010,000円 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2017/06/08～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/12/27～　22戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回）

●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：2018/12/27～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

1R　⑤ショシン　⑩ビーナスリング

2R　③ヨータカ　⑦ロージーロージー　⑧リックソダネー ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
　　　⑩ノースヒビキ 2R　①アラベスクシーズ

3R　②レジア　⑦マッチデース 3R　⑦メサヴェルデ

4R　⑨ヴァンテラス 4R　②チョウコイコイ　⑤クラトキン　⑨マケマケ

5R　③バレンティーノ　④バッテリーパーク　⑥クマリ 5R　⑨スターダムフロント

8R　②ライトリー　⑤ドリームパーリオ　⑥ポアンカレ　⑨ベアーレ 6R　④ミニョンヌ

9R　⑩センザンルビー 7R　⑥ピラミッドベニー　⑩エイシンテネア

11R　⑨タイヨウノウタ　⑩タイムメイテル 8R　①ノンノン　⑩リコーレキシントン

12R　①カツゲキマドンナ　⑥ハーリーバーリー　⑦キングレイジング 9R　①ゴリョウサン　⑧ラブリーギャル

10R　②コンドルノユメ　⑨レコパンハロウィー

11R　①シーズアレインボー

12R　②タイガーハウス　⑧ハドロサウルス

3/20(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
３着

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
３着

前走
１着

前走
１着

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
２着

応援よろしくお願いします♪

転入後
初出走


