
1R 5R 8R

1枠1番 7枠8番 1枠2番

セリス 調教師　朝倉実（大井） ププ 調教師　朝倉実（大井） エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 

牝3歳 馬主　（有）ノマ 牡4歳 馬主　手嶋康雄 牡7歳 馬主　角井紀夫

鹿毛 生年月日　2016年4月3日 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日

父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場

母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町 母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,235,000円 地方収得賞金　2,470,000円 地方収得賞金　14,571,000円

北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　15戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/07/16～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/12/25～　4戦0勝（2着2回、3着0回） 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 兵庫：2014/09/24～　21戦2勝（2着1回、3着2回）

5枠6番 南関東：2018/12/31～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/12/28～　53戦5勝（2着6回、3着7回）

ライトニングボルト 調教師　井上弘之（大井） 2枠4番

牡3歳 馬主　三浦良三 6R リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） 

青鹿毛 生年月日　2016年4月28日 4枠7番 牝5歳 馬主　和田博美

父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘 サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） 青鹿毛 生年月日　2014年2月10日

母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　小野博郷 父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正

地方収得賞金　2,110,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日 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：2018/05/02～　11戦1勝（2着0回、3着3回） 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 地方収得賞金　6,730,000円

南関東：2018/12/29～　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 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

7枠11番 地方収得賞金　2,519,000円 南関東：2017/01/25～　16戦3勝（2着1回、3着2回）

セツゲツカ 調教師　張田京（船橋） 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠8番

牡3歳 馬主　（株）ＭＢＲ 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） カリスマパンサー 調教師　橋本和馬（大井） 

鹿毛 生年月日　2016年3月20日 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　村田裕子

父　カネヒキリ 生産牧場　田渕牧場 金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年3月24日

母　ハングインゼア（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 南関東：2018/11/02～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 父　カリズマティック 生産牧場　沖田牧場

地方収得賞金　2,160,000円 ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着 母　エスケープリリー（父　ライブリーワン） 産地　日高町

北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,575,000円

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 7R 北海道：2016/06/23～　6戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2018/10/23～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠2番 南関東：2016/10/25～　27戦2勝（2着2回、3着5回）

8枠12番 ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井）

ボーロレイ 調教師　佐藤壽（大井） 牡8歳 馬主　橋本義次 9R

牡3歳 馬主　酒井孝敏 鹿毛 生年月日　2011年5月2日 2枠2番

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典 アライア 調教師　橋本和馬（大井） 

父　ダノンシャンティ 生産牧場　サンシャイン牧場 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 牝6歳 馬主　（有）日進牧場

母　アンペラトリス（父　オペラハウス） 産地　日高町 地方収得賞金　16,424,000円 栗毛 生年月日　2013年4月11日

地方収得賞金　1,741,000円 北海道：2013/05/22～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　タイキシャトル 生産牧場　成隆牧場

北海道：2018/06/20～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2013/09/23～　26戦1勝（2着1回、3着9回） 母　レザムルーズ（父　ヘネシー） 産地　浦河町

愛知：2018/09/27～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/02/18～　47戦8勝（2着4回、3着5回） 地方収得賞金　19,348,000円

佐賀：2018/11/10～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 北海道：2016/05/12～　9戦6勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/12/25～　5戦0勝（2着0回、3着1回） ラストプラム 調教師　澤佳宏（大井） 南関東：2017/03/24～　12戦8勝（2着1回、3着2回）

牝4歳 馬主　門別敏朗

2R 栗毛 生年月日　2015年5月14日 10R

3枠4番 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 4枠8番

ゴールゲッター 調教師　阪本一栄（大井） 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 ヴァルム 調教師　佐藤壽（大井）

牝3歳 馬主　山田祐三 地方収得賞金　4,585,000円 牝5歳 馬主　酒井孝敏

黒鹿毛 生年月日　2016年3月12日 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 青鹿毛 生年月日　2014年5月13日

父　クロフネ 生産牧場　細川農場 南関東：2018/01/26～　21戦1勝（2着1回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　前川義則

母　ロンギングシャネル（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 4枠4番 母　ベティフォーエバー（父　ブラックホーク） 産地　日高町

地方収得賞金　1,887,500円 セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 地方収得賞金　12,310,000円

北海道：2018/07/05～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 牡4歳 馬主　佐藤堅一 北海道：2016/05/24～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/12/29～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 高知：2016/12/10～　17戦2勝（2着0回、3着2回）

7枠11番 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 南関東：2017/07/26～　33戦6勝（2着0回、3着2回）

フォルレイロ 調教師　市村誠（大井） 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県

牝3歳 馬主　八嶋長久 地方収得賞金　4,615,000円 11R

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 3枠3番

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　村田牧場 南関東：2017/12/27～　24戦1勝（2着2回、3着2回） クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

母　リキサンキャロル（父　ニューイングランド） 産地　新冠町 6枠8番 牡4歳 馬主　谷謙介

地方収得賞金　2,675,000円 スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 栗毛 生年月日　2015年4月14日

北海道：2018/08/16～　6戦0勝（2着4回、3着0回） 牡8歳 馬主　永井商事（株） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

南関東：2018/12/03～　5戦0勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2011年3月12日 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 地方収得賞金　38,565,000円

3R 母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 地方収得賞金　13,132,000円 愛知：2017/09/21～　13戦6勝（2着3回、3着0回）

スマイルジーニアス 調教師　高橋清顕（大井） 北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

セン4歳 馬主　今中俊平 岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2018/06/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年2月10日 北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回） ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 南関東：2016/01/13～　25戦6勝（2着6回、3着5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

母　スカーレットポピー（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

地方収得賞金　1,735,000円 12R

北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 1枠2番

南関東：2017/11/02～　21戦0勝（2着1回、3着1回） ミルグラシアス 調教師　藤田輝信（川崎） 

牡5歳 馬主　吉田照哉

4R 芦毛 生年月日　2014年5月14日

1枠1番 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 母　ハッピープレゼント（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

牝6歳 馬主　佐藤聡 地方収得賞金　14,425,000円

栗毛 生年月日　2013年5月7日 北海道：2016/05/25～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 南関東：2017/02/27～　15戦3勝（2着4回、3着1回）

地方収得賞金　6,175,000円 ◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2015/10/13～　50戦2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！
2R　②ホワイトガンベルト

●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 4R　①ローザルーナ　②ポートカナベラル　⑤フジノローズ

1R　⑤ジュリエットレター 　　　⑨エイシンセドリック

2R　⑦ジャストフォファン 5R　⑤アクアスクリーン

6R　④パーソナルマキ 7R　⑦ユキナ

7R　⑤ステラピンク　⑦シャヒーン 8R　④トリップオブラブ　⑤マッテマシタ

8R　③スタンドアウト 9R　③フォースアフリート　⑤アーツレイジング

11R　①サクラインザスカイ 11R第40回マーチC　③ノブイチ　⑦ハタノリヴィール

12R　⑧ニシケンチニタ　⑫ユミハリヅキ 12R　①ドリームスイーブル　⑨ワンダフルキングス

3/21(木・祝) 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
３着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


