
1R 5R 10R

3枠3番 2枠3番 6枠11番

ケンジン 調教師　佐野謙二（大井） フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井） リンノティアラ 調教師　高野毅（大井）

牡2歳 馬主　和田博美 セン3歳 馬主　八嶋長久 牝3歳 馬主　谷口祐人

栗毛 生年月日　2017年3月4日 芦毛 生年月日　2016年4月29日 栗毛 生年月日　2016年5月18日

父　ストロングリターン 生産牧場　アイズスタッド株式会社 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場 父　ゴールドアリュール 生産牧場　ガーベラパークスタツド

母　フリップフロップ（父　リンカーン） 産地　日高町 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 母　サオトメ（父　ヨハネスブルグ） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,150,000円 地方収得賞金　1,420,000円 地方取得賞金　5,310,000円

北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回） 北海道：2018/07/25～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 JRA：2018/10/21～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

ゴールドボンバー 調教師　市村誠（大井） 6R 南関東：2019/04/25～　9戦2勝（2着2回、3着0回）

牡2歳 馬主　鶴谷厚子 4枠5番 8枠16番

栗毛 生年月日　2017年2月11日 ベアーレ 調教師　米田英世（大井） ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 

父　ダンカーク 生産牧場　仲野牧場 牝3歳 馬主　村上卓史 牡4歳 馬主　和田博美

母　アンチークショップ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2016年3月16日 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

地方収得賞金　835,000円 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　オリオンファーム 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場

北海道：2019/05/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 母　シガトカ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ） 産地　日高町 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　3,028,000円 地方収得賞金　6,325,000円

2R 北海道：2016/06/28～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回）

4枠5番 笠松：2018/12/14～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/10/06～　36戦1勝（2着4回、3着1回）

アークヴァルサス 調教師 　嶋田幸晴（大井） 南関東：2019/06/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　アークフロンティア（株） 6枠9番 12R

鹿毛 生年月日　2017年4月20日 ベルナルド 調教師　宗形竹見（大井） 5枠9番

父　ストロングリターン 生産牧場　中館牧場 牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） 

母　セレブレイトコール（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2016年3月27日 牝5歳 馬主　樋口雅彦

地方収得賞金　1,990,000円 父　ロジユニヴァース 生産牧場　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2014年4月27日

北海道：2019/04/24～　9戦2勝（2着1回、3着4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 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場

5枠8番 地方収得賞金　2,895,000円 母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

バブリーダッシュ 調教師　松浦裕之（大井） 北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　15,275,000円

牡2歳 馬主　高岡里枝 佐賀：2018/12/09～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回）

黒鹿毛 生年月日　2017年4月8日 南関東：2019/03/20～　7戦0勝（2着0回、3着3回） 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

父　コパノリチャード 生産牧場　西村和夫 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　チーズクイーン（父　モルフェデスペクタ） 産地　新ひだか町 7R 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回）

地方収得賞金　1,055,000円 8枠14番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/04/17～　10戦1勝（2着1回、3着1回） フォルレイロ 調教師　市村誠（大井） 南関東：2018/10/12～　15戦4勝（2着2回、3着2回）

南関東：2019/10/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　八嶋長久 5枠10番

6枠9番 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 

エック 調教師　赤嶺本浩（大井） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　村田牧場 牡5歳 馬主　坂本浩一

牡2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 母　リキサンキャロル（父　ニューイングランド） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2014年2月3日

鹿毛 生年月日　2017年4月28日 地方収得賞金　2,775,000円 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 北海道：2018/08/16～　6戦0勝（2着4回、3着0回） 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 南関東：2018/12/03～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　19,648,000円

地方収得賞金　1,025,000円 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 8R 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠10番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

4R ミコマイ 調教師　櫻木英喜（大井） 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

8枠13番 牝3歳 馬主　（有）門脇 南関東：2017/07/28～　20戦4勝（2着2回、3着2回）

アーネム 調教師　赤嶺本浩（大井） 鹿毛 生年月日　2016年4月16日 ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着

牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　森永聡 6枠11番

鹿毛 生年月日　2016年5月7日 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 

父　エスポワールシチー 生産牧場　棚川光男 地方収得賞金　2,965,000円 牡3歳 馬主　生杉学

母　アップルトウショウ（父　アンバーシヤダイ） 産地　新ひだか町 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日

地方収得賞金　1,235,000円 南関東：2018/10/10～　16戦1勝（2着0回、3着0回） 父　シルポート 生産牧場　高橋農場

北海道：2018/05/09～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠14番 母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市

南関東：2018/09/27～　8戦0勝（2着0回、3着1回） ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 地方収得賞金　11,875,000円

牝4歳 馬主　冨田藤男 北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 青鹿毛 生年月日　2015年5月14日 南関東：2018/12/30～　18戦0勝（2着6回、3着3回）

1R　①トリップオブラブ 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 7枠13番

3R　⑤ムク 母　ビービーラッハーン（父　シンボリクリスエス） 産地　平取町 ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 

4R　④アクアスクリーン　 地方収得賞金　3,755,000円 牡4歳 馬主　岡田隆寛

5R　③オグリグラス　⑥ビーナスリング 北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

7R　①スーパーラッド　④エイシンセドリック 南関東：2017/12/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛

9R　①ハタノサンドリヨン　⑦バレンティーノ 北海道：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 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

10R　⑥カツゲキマドンナ　⑦ゴールデンビコー 南関東：2018/11/26～　21戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,885,000円

北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2017/12/01～　17戦2勝（2着3回、3着2回）

2R　⑤アベニンバード　⑦キングオブチェス 7枠14番

3R　⑩レッドエルム　 ミトノグラス 調教師　庄子昭彦（大井）

4R　②サカベンツヨシ　④イリア 牡6歳 馬主　酒井孝敏

5R　①コクサイルビー　⑨パディユージン 鹿毛 生年月日　2013年4月10日

6R　①フジノラビット　⑤ローズメジャー　⑥タイガーパンチ 父　グラスワンダー 生産牧場　ハクツ牧場

8R　②ウィナーズヒロイン 母　ラストパートナー（父　エリシオ） 産地　新冠町

9R　⑩ダブルタッチ 地方収得賞金　1,500,000円　中央収得賞金　28,700,000円（付加賞金　113,000円）

10R　②ハドロサウルス　④サハラファイター　⑧ウインディシティー 北海道：2015/07/08～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　　⑪ツルノシン 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

11R　⑩エイシンホクトセイ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

12R　⑪ヘイセイノキセキ JRA：2016/03/06～　36戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/09/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
大井7R　⑧ヤマニンフォルツァ

　　　11R　⑦リコーワルサー

12/4（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

転入後
初出走
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３着
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前走
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１着

勝島王冠には、

今年の瑞穂賞を制した

⑨バルダッサーレも出走！

再転入初戦を迎えます♪

前走
3着

前走
2着


