
1R 4R 10R

3枠3番 2枠4番 1枠1番

ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） リコーモンディアル 調教師　荒山勝徳（大井） エアースピーダー 調教師　鈴木啓之（大井） 

牡3歳 馬主　吉田照哉 牝7歳 馬主　土橋正雄 牡3歳 馬主　北海道物産研究所（株）

黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日 鹿毛 生年月日　2012年5月21日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 父　フレンチデピュティ 生産牧場　リコーファーム 父　プリサイスエンド 生産牧場　伏木田牧場

母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市 母　フサイチモナコ（父　フジキセキ） 産地　新冠町 母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,405,000円 地方収得賞金　10,889,000円 地方収得賞金　4,300,000円

北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/07/30～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/08～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2014/12/30～　37戦3勝（2着6回、3着5回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 南関東：2018/12/30～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

スターインステルス 調教師　寺田新太郎（大井） 5R 2枠2番

牝3歳 馬主　坂本順子 3枠4番 マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 

栗毛 生年月日　2016年5月4日 アンジェリコ 調教師　佐野謙二（大井） 牡3歳 馬主　生杉学

父　フリオーソ 生産牧場　藤川フアーム 牝7歳 馬主　和田博美 黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日

母　スクロヴェーニ（父　スパイキュール） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2012年4月11日 父　シルポート 生産牧場　高橋農場

地方収得賞金　3,305,000円 父　パイロ 生産牧場　稲原牧場 母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市

北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 母　エアリング（父　ダンシングブレーヴ） 産地　平取町 地方収得賞金　3,900,000円

南関東：2018/12/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　11,336,000円 北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回）

5枠5番 北海道：2014/05/14～　7戦1勝（2着3回、3着0回） 南関東：2018/12/30～　4戦0勝（2着2回、3着0回）

クルーズラミレス 調教師　山中尊徳（船橋） 南関東：2014/12/26～　72戦2勝（2着4回、3着4回） 6枠8番

牡3歳 馬主　大久保和夫 クイーンズサエ 調教師　鈴木義久（川崎） 

青鹿毛 生年月日　2016年4月23日 6R 牝3歳 馬主　三田正眞

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　静内酒井牧場 5枠8番 黒鹿毛 生年月日　2016年5月2日

母　クリスタルブランカ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 コモンセンス 調教師　岡野尚光（大井） 父　パドトロワ 生産牧場　へいはた牧場

地方収得賞金　2,715,000円 牝4歳 馬主　（株）馬事学院 母　メイクミーシャイン（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町

北海道：2018/06/06～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月31日 地方収得賞金　4,335,000円

南関東：2019/01/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 北海道：2018/05/23～　10戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠7番 母　イゾルデ（父　トニービン） 産地　日高町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ヨシノルキー 調教師　澤佳宏（大井） 地方収得賞金　2,279,000円 南関東：2019/01/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　中村吉隆 北海道：2017/06/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年5月1日 金沢：2017/10/03～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 11R

父　プリサイスエンド 生産牧場　富塚ファーム 南関東：2017/12/12～　7戦0勝（2着2回、3着0回） 4枠8番

母　アイラシンガー（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町 北海道：2018/05/03～　6戦0勝（2着0回、3着3回） コンサートドーレ 調教師　堀千亜樹（大井） 

地方収得賞金　1,125,000円 南関東：2019/02/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　小林祐介

北海道：2018/06/20～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2014年5月9日

南関東：2018/12/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 7R 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

8枠11番 3枠3番 母　スズカララバイ（父　ラムタラ） 産地　新ひだか町

マリガン 調教師　高橋清顕（大井） コパノミラーレ 調教師　松浦裕之（大井） 地方収得賞金　20,164,000円

牡3歳 馬主　中西純穂 牡6歳 馬主　高岡里枝 北海道：2016/07/26～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年4月13日 鹿毛 生年月日　2013年4月14日 岩手：2016/10/31～　5戦0勝（2着1回、3着2回）

父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　ユートピア牧場 南関東：2017/02/15～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

母　ブルーハピネス（父　エイシンサンディ） 産地　新ひだか町 母　アミュレット（父　マヤノトップガン） 産地　登別市 JRA：2017/05/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,195,000円 地方収得賞金　10,225,000円 南関東：2017/09/15～　13戦5勝（2着2回、3着2回）

北海道：2018/06/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/05/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 6枠11番

南関東：2018/09/18～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 岩手：2015/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着1回） アンジュキッス 調教師　山崎裕也（川崎）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/02/24～　51戦4勝（2着2回、3着6回） 牝4歳 馬主　竹下浩一

4枠5番 鹿毛 生年月日　2015年1月29日

2R パワーピッチング 調教師　秋吉和美（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ハクツ牧場

3枠4番 牡8歳 馬主　東原英治 母　ディープキッス（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） 鹿毛 生年月日　2011年5月22日 地方収得賞金　14,550,000円

牡3歳 馬主　和田博美 父　クロフネ 生産牧場　西山牧場 北海道：2017/08/17～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日 母　セイウンクレナイ（父　タイキシャトル） 産地　日高町 南関東：2018/01/09～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム 地方収得賞金　16,059,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町 北海道：2013/06/13～　7戦2勝（2着0回、3着1回） ◆2018　桜花賞［浦和］　2着

地方収得賞金　2,815,000円 南関東：2013/12/30～　69戦5勝（2着7回、3着3回） 8枠15番

北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回） デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

南関東：2018/11/16～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 9R 牡4歳 馬主　和田博美

7枠11番 2枠2番 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

牡3歳 馬主　成瀬篤司 牡4歳 馬主　岡田隆寛 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日 地方収得賞金　14,655,000円

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 母　ネバーグレイス（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,025,000円 地方収得賞金　11,510,000円 南関東：2017/12/31～　15戦3勝（2着1回、3着3回）

北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回） ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

南関東：2018/11/15～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/01～　14戦2勝（2着3回、3着2回）

7枠12番 5枠6番

ハッピーアロー 調教師　立花伸（大井） コスモバレット 調教師　宗形竹見（大井） 

牝3歳 馬主　村山忠弘 牡4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 鹿毛 生年月日　2015年3月22日

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町 母　ベルモントヤマユリ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町

地方収得賞金　3,020,000円 地方収得賞金　11,050,000円

北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回） 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/01/23～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/02/23～　16戦2勝（2着1回、3着5回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2018　高知優駿［高知］　2着

1R　③テンノクイン　⑤コンビビアリテ　⑥シャインボルテージ 7枠9番

　　　⑧テロメア　⑩エメラルウィッシュ エリュシオン 調教師　月岡健二（大井）

2R　②ナツミトゥジュール　 牡6歳 馬主　佐々木雄二

3R　③ムク　⑧オープンゲート 鹿毛 生年月日　2013年5月3日

5R　⑥ジョースパーク　⑧マリポサ 父　ゴールドアリュール 生産牧場　鮫川啓一

9R　①サクラエ 母　オリヒメチャーム（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

10R　③エイシンスリーエス　⑨イスタナ 地方収得賞金　17,210,000円

11R　⑧ラヴィンユー 北海道：2015/05/28～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

岩手：2015/09/19～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

JRA：2016/02/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/04/22～　37戦3勝（2着5回、3着3回）

3/22(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
２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♪


