
1R 5R 9R

5枠6番 4枠6番 1枠1番

カラースキーム 調教師　渡邉和雄（大井） セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） 

牝2歳 馬主　吉田和美 牡4歳 馬主　（株）ハッピースマイル 牡3歳 馬主　アークフロンティア（株）

栗毛 生年月日　2017年3月28日 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日

父　ゴールドアリュール 生産牧場　ノーザンファーム 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場

母　シンフォニーライツ（父　Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ） 産地　安平町 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町

地方収得賞金　800,000円 地方収得賞金　4,615,000円 地方収得賞金　5,645,000円

北海道：2019/07/04～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回）

7枠9番 南関東：2017/12/27～　38戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2018/11/15～　14戦2勝（2着1回、3着1回）

ツルマキロバリー 調教師　米田英世（大井） 7枠12番 2枠4番

牝2歳 馬主　（有）本桐牧場 ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 

黒鹿毛 生年月日　2017年2月23日 牝4歳 馬主　門別敏朗 牡5歳 馬主　田村誠

父　トーセンホマレボシ 生産牧場　本桐牧場 栗毛 生年月日　2015年5月14日 鹿毛 生年月日　2014年4月11日

母　シンワロバリー（父　ジェイドロバリー） 産地　新ひだか町 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場

地方収得賞金　1,375,000円 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 母　ベルモントプロテア（父　アジュディケーティング） 産地　日高町

北海道：2019/05/16～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　4,585,000円 地方収得賞金　8,595,000円

南関東：2019/11/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回）

南関東：2018/01/26～　23戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/12/30～　36戦3勝（2着2回、3着4回）

2R 8枠14番 6枠12番

2枠4番 イチジツセンリ 調教師　赤嶺本浩（大井） ラブミージュニア 調教師　荒山勝徳（大井） 

ラブミーパラダイス 調教師　堀千亜樹（大井） 牡7歳 馬主　武仲勝 牡3歳 馬主　小林祥晃

牝2歳 馬主　小林祥晃 栗毛 生年月日　2012年5月7日 栗毛 生年月日　2016年3月19日

鹿毛 生年月日　2017年2月12日 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 父　ゴールドアリュール 生産牧場　谷岡牧場

父　コパノリチャード 生産牧場　へいはた牧場 母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町 母　ラブミーチャン（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

母　コパノプレゼント（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　13,335,000円 地方収得賞金　5,765,000円

地方収得賞金　1,180,000円 北海道：2014/06/19～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/05/16～　6戦2勝（2着2回、3着2回）

北海道：2019/05/08～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/07/01～　55戦6勝（2着5回、3着6回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/11/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/05～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

3枠5番 6R ◆2018　知床賞［盛岡］　3着

ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井） 6枠10番

牝2歳 馬主　石川貴久 エメラルド 調教師　高野毅（大井） 10R

鹿毛 生年月日　2017年5月11日 牝4歳 馬主　大野裕 5枠5番

父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム 栗毛 生年月日　2015年5月23日 ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 

母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町 父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 牝3歳 馬主　小林祥晃

地方収得賞金　1,300,000円 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 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,287,000円 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場

5枠10番 北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 母　キモンオレンジ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

ヤマジュンヒバナ 調教師　栗田裕光（大井） 笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　12,015,000円

牝2歳 馬主　山下洵一郎 南関東：2018/12/27～　13戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2017年4月19日 南関東：2018/09/19～　11戦1勝（2着1回、3着1回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　アラキフアーム 7R ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

母　アラマサローズ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 3枠4番 8枠9番

地方収得賞金　1,390,000円 スマイルアウェイ 調教師　的場直之（大井） ゴーマイウェイ 調教師　香取和孝（大井） 

北海道：2019/05/02～　9戦0勝（2着2回、3着1回） 牝5歳 馬主　廣松重信 牡3歳 馬主　酒井孝敏

南関東：2019/11/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年2月22日 青毛 生年月日　2016年3月19日

6枠11番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

ティーズリープ 調教師　嶋田幸晴（大井） 母　オークスピリッツ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

牝2歳 馬主　立山伸二 地方収得賞金　6,583,000円 地方収得賞金　7,075,000円

栗毛 生年月日　2017年4月4日 北海道：2016/05/31～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

父　ウインバリアシオン 生産牧場　清水貞信 南関東：2016/12/13～　37戦2勝（2着4回、3着4回） 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

母　プレミールサダコ（父　サニングデール） 産地　青森県 7枠12番 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,500,000円 トチノエメラルド 調教師　嶋田幸晴（大井） 南関東：2019/10/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/07/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　阿部東亜子

鹿毛 生年月日　2016年3月30日 11R

3R 父　パイロ 生産牧場　田中春美 3枠5番

5枠8番 母　グラッドクライ（父　キッケンクリス） 産地　新ひだか町 デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

ジェイドリーム 調教師　大宮和也（大井） 地方収得賞金　3,740,000円 牡4歳 馬主　和田博美

牡3歳 馬主　北原大史 北海道：2018/07/25～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 南関東：2019/07/30～　7戦1勝（2着0回、3着3回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　中村和夫 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

母　レディビーナス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 8R 地方収得賞金　24,445,000円

地方収得賞金　1,593,000円 2枠2番 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

北海道：2018/06/28～　14戦2勝（2着3回、3着2回） リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/08/11～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 牝5歳 馬主　山邉浩 南関東：2017/12/31～　26戦4勝（2着4回、3着4回）

栗毛 生年月日　2014年4月20日 ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

4R 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏 4枠7番

4枠7番 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 イグナシオドーロ 調教師　内田勝義（川崎）

ファーストステップ 調教師　須田和伸（大井） 地方収得賞金　8,883,000円 牡3歳 馬主　（有）　グランド牧場

セン3歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム 北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2016年2月18日

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回） 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場

父　サウスヴィグラス 生産牧場　金成吉田牧場 南関東：2017/11/15～　34戦6勝（2着0回、3着2回） 母　ベラトリックス（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

母　シーソング（父　コマンダーインチーフ） 産地　浦河町 4枠5番 地方収得賞金　33,850,000円

地方収得賞金　1,805,000円 ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2018/05/02～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 牡3歳 馬主　和田博美 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/01/23～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日 南関東：2019/05/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠10番 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム ◆2018　北海道2歳優駿[門別]　1着

アイリスステップ 調教師　藤村和生（大井） 母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町 ◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC[門別]　1着

牝3歳 馬主　大坪邦夫 地方収得賞金　5,705,000円 ◆2018　サンライズC[門別]　3着

栗毛 生年月日　2016年3月2日 北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 8枠15番

父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 南関東：2018/11/16～　20戦0勝（2着2回、3着2回） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

母　フェリシア（父　グラスワンダー） 産地　安平町 5枠8番 牡5歳 馬主　米津佳昭

地方収得賞金　1,450,000円 クレインチャーム 調教師　岩本洋（川崎） 栗毛 生年月日　2014年5月6日

北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 牝3歳 馬主　西森鶴 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

南関東：2019/02/07～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年4月16日 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

岩手：2019/05/13～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　日西牧場 地方収得賞金　30,675,000円

南関東：2019/11/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　キシュウウインド（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠11番 地方収得賞金　5,490,000円 南関東：2016/11/16～　31戦7勝（2着4回、3着1回）

ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） 北海道：2018/10/18～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 南関東：2018/12/17～　13戦2勝（2着1回、3着3回） 12R

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 8枠14番 8枠14番

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 リードメロディー 調教師　荒井朋弘（大井） マントルパワー 調教師　橋本和馬（大井） 

母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 牝3歳 馬主　谷謙介 牡4歳 馬主　和田博美

地方収得賞金　1,883,000円 芦毛 生年月日　2016年3月19日 栗毛 生年月日　2015年4月29日

北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　小西ファーム 父　ローエングリン 生産牧場　日西牧場

笠松：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 母　リードハイシ（父　スターオブコジーン） 産地　日高町 母　メイショウブリーズ（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

南関東：2019/01/10～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　6,067,000円 地方収得賞金　9,385,000円

北海道：2018/06/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/08/03～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 愛知：2018/07/19～　21戦4勝（2着4回、3着5回） 南関東：2017/12/01～　25戦3勝（2着3回、3着1回）

2R　①サラベティ　②レコパンサムライ　③トランブルー 南関東：2019/10/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

　　　④マジカルフェイス　⑥エイシンアサヒダケ　⑦タッチウェーブ ◆2019　梅桜賞［名古屋］　3着　　◆2019　新春ペガサスC［名古屋］　3着

　　　⑫カモーンツバサ ◆2018　ライデンリーダー記念［名古屋］　3着　　◆2018　ゴールドウィング賞［名古屋］　3着

6R　①マエストリート

7R　⑨メイクアラッシュ ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
10R　⑦コスモバレット 1R　①ポジティブ　②ハウメニーローズ　③ニノマエ　⑥ビオレソリエス

11R第62回園田金盃　②コンドルダンス　⑦エイシンニシパ　⑫スリーピーアイ 2R　③エイシンアゴラ　④グローリアスフィル　⑤マジックガール

12R　③サンレオ　⑨コパノミラーレ 　　　⑥キセキタイム

3R　④ホワイトガンベルト　⑦パークス

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 4R　⑧マッテマシタ

大井1R　⑦バレットドゥオール 5R　⑨オクシー
　　　3R　①ヴェイパライズ 7R　④ナツミプレジール　⑤キングレイジング
　　　9R　④アメリカンマックス 8R　④タキオンボウル　⑨ジュウマンコウネン
　　12R　①ルミナスコマンダー 9R第6回ジュニアキング　①ムスターファ　②ルミナスアロー

　　　③ニュータウンガール　④ダルマワンサ　⑧ネオセラフ

　　　⑨マナホクレレ

10R　②ローズレイジング　⑦ラヴウォリアー

12/5（木） 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

前走
１着

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

前走
２着

前走
３着

前走
３着

応援よろしくね♪


