
1R 5R 9R

4枠4番 3枠3番 1枠1番

プリーズ 調教師　香取和孝（大井） ジェイケイジーク 調教師　久保田信之（大井） トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 

牝4歳 馬主　酒井孝敏 牡3歳 馬主　グローバルサービス（株） 牝4歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム

鹿毛 生年月日　2015年3月21日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 鹿毛 生年月日　2015年2月14日

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 父　ディープブリランテ 生産牧場　チャンピオンズファーム

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 母　ローレルウィッチ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町 母　プランシングレディ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町

地方収得賞金　2,910,000円 地方収得賞金　3,990,000円 地方収得賞金　7,805,000円

北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回）

南関東：2018/02/23～　34戦1勝（2着0回、3着0回） 金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） 南関東：2017/12/29～　19戦2勝（2着5回、3着2回）

6枠9番 南関東：2019/08/25～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 2枠3番

スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 5枠8番 タイムゴールド 調教師　堀江仁（大井）

牝6歳 馬主　佐藤聡 アマラントス 調教師　上杉昌宏（大井） 牝3歳 馬主　安喰武雄

栗毛 生年月日　2013年5月7日 牡5歳 馬主　岡田義見 栗毛 生年月日　2016年3月3日

父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 栗毛 生年月日　2014年5月31日 父　タイムパラドックス 生産牧場　荒谷輝和

母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　日高大洋牧場 母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　6,695,000円 母　レモンキス（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町 地方収得賞金　6,705,000円

北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　6,820,000円 北海道：2018/06/07～　12戦5勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/10/13～　60戦2勝（2着1回、3着3回） 北海道：2016/06/23～　22戦3勝（2着3回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/02/22～　26戦3勝（2着1回、3着6回） 南関東：2019/08/22～　3戦3勝（2着0回、3着0回）

2R 8枠13番 7枠13番

1枠2番 ファーストメロディ 調教師　蛯名雄太（大井） ハッピーアロー 調教師　立花伸（大井）

タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） 牝3歳 馬主　中山聡 牝3歳 馬主　村山忠弘

牝7歳 馬主　森谷行秀 青毛 生年月日　2016年5月29日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日

栗毛 生年月日　2012年2月20日 父　パイロ 生産牧場　広富牧場 父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 母　ゴールドハーモニー（父　ゴールドアリュール） 産地　日高町 母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町

母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 地方収得賞金　3,980,000円 地方収得賞金　6,225,000円

地方収得賞金　9,670,000円 北海道：2018/08/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回）

北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 　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～　17戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2015/02/04～　73戦2勝（2着3回、3着6回） 南関東：2019/06/04～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 8枠16番

3枠6番 8枠14番 パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 

ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） ププ 調教師　朝倉実（大井） 牝4歳 馬主　和田博美

牡7歳 馬主　（株）リバース 牡4歳 馬主　手嶋康雄 鹿毛 生年月日　2015年3月2日

鹿毛 生年月日　2012年3月21日 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫

父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 母　サクラジュノー（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町

母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 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 地方収得賞金　7,380,000円

地方収得賞金　9,390,000円 地方収得賞金　5,170,000円 北海道：2017/05/24～　5戦1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） 北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/12/30～　29戦2勝（2着0回、3着5回）

南関東：2014/12/30～　85戦4勝（2着5回、3着12回） 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回）

南関東：2018/12/31～　15戦1勝（2着4回、3着3回） 10R

3R 1枠2番

4枠4番 6R トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

エリタダス 調教師　佐野謙二（大井） 3枠3番 牡4歳 馬主　阿部東亜子

牡2歳 馬主　和田博美 オールマイライフ 調教師　的場直之（大井） 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

栗毛 生年月日　2017年3月31日 牝5歳 馬主　廣松重信 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場 青毛 生年月日　2014年3月25日 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町 父　ネオユニヴァース 生産牧場　赤石牧場 地方収得賞金　14,005,000円

地方収得賞金　5,190,000円 母　ドリームヴィーナス（父　ジェイドロバリー） 産地　平取町 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　6,913,000円 南関東：2018/01/26～　21戦1勝（2着5回、3着1回）

南関東：2019/09/18～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/19～　11戦2勝（2着2回、3着1回） 4枠7番

南関東：2016/12/30～　34戦3勝（2着1回、3着3回） オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

4R 4枠6番 牡5歳 馬主　（有）グランド牧場

3枠4番 ユニバーサルレディ 調教師　橋本和馬（大井） 芦毛 生年月日　2014年3月16日

ペインゴーアウェイ 調教師　朝倉実（大井） 牝3歳 馬主　沖田正憲 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

牝4歳 馬主　手嶋康雄 鹿毛 生年月日　2016年3月21日 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2015年6月8日 父　ロジユニヴァース 生産牧場　沖田牧場 地方収得賞金　14,490,000円

父　バトルプラン 生産牧場　佐竹学 母　コニャックレディ（父　Ｏｌｙｍｐｉｏ） 産地　日高町 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

母　ミルクデール（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　1,740,000円 中央収得賞金　2,100,000円 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　5,010,000円 北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着4回、3着0回） 南関東：2018/04.04～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/06/08～　10戦1勝（2着2回、3着1回） JRA：2018/12/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

南関東：2017/12/27～　32戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/10/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

6枠9番 6枠9番 ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

フェアリーキス 調教師　大宮和也（大井） サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） 5枠9番

牝6歳 馬主　小橋亮太 牝4歳 馬主　小野博郷 リコーアルバトロス 調教師　蛯名雄太（大井） 

鹿毛 生年月日　2013年6月4日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日 牝5歳 馬主　土橋正雄

父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 栗毛 生年月日　2014年5月29日

母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 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 父　サウスヴィグラス 生産牧場　リコーファーム

地方収得賞金　10,898,000円 地方収得賞金　5,019,000円 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,773,000円

南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2016/06/22～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/11/28～　23戦4勝（2着5回、3着0回）

南関東：2017/01/10～　58戦3勝（2着3回、3着4回） 金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 8枠15番

南関東：2018/11/02～　18戦2勝（2着3回、3着3回） コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着 牡5歳 馬主　和田博美

1R　②ノーシークレッツ　③トキノマドンナ　④グローリアスレラ 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

　　　⑤リモージュ　⑥エイシンハマナス　⑦ズイーガー 7R 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

　　　⑧ナイトキャップ　⑨クリスタルアイ 8枠15番 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

2R　②セレストブルー　③マッドワールド　④フレッシュライン リュウノロジャー 調教師　鷹見浩（大井） 地方収得賞金　20,395,000円

　　　⑧スカイガーデン 牡2歳 馬主　蓑島竜一 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

5R　⑥デルグレネ 黒鹿毛 生年月日　2017年4月7日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7R　②シーイズアレディ 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 南関東：2016/11/30～　20戦4勝（2着4回、3着1回）

8R　⑤ポアンカレ 母　ハリケンアスリート（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 8枠16番

9R　①ボルドープラージュ 地方収得賞金　3,065,000円 ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 

10R　⑧ノブイチ　⑨ドリームスイーブル 北海道：2019/05/30～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 牡6歳 馬主　吉田照哉

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2013年2月19日

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 南関東：2019/10/17～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

大井8R　⑦キングタイド 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

　　10R　⑥ムサシトレジャー 8R 地方収得賞金　19,570,000円

7枠12番 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

イッチョウ 調教師　阪本一栄（大井） 南関東：2015/11/25～　28戦4勝（2着1回、3着2回）

牡4歳 馬主　山田祐三 北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2015年3月11日 南関東：2018/12/06～　10戦2勝（2着0回、3着2回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三

母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 11R

地方収得賞金　7,960,000円 5枠9番

北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着3回、3着3回） ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

南関東：2017/12/2～　28戦2勝（2着3回、3着4回） 牡6歳 馬主　（有）アシスタント

8枠13番 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

ライトニングボルト 調教師　井上弘之（大井） 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

牡3歳 馬主　三浦良三 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

青鹿毛 生年月日　2016年4月28日 地方収得賞金　26,490,000円

父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町 南関東：2016/07/12～　40戦6勝（2着4回、3着5回）

地方収得賞金　6,460,000円 ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

北海道：2018/05/02～　11戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2018/12/29～　13戦2勝（2着2回、3着1回）

12/6(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしくお願いします！
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１着


