
1R 7R 11R

1枠1番 4枠4番 7枠13番

アーネストロング 調教師　佐宗応和（大井） ジェイドリーム 調教師　大宮和也（大井） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

牡2歳 馬主　川上和彦 牡3歳 馬主　北原大史 牡5歳 馬主　米津佳昭

鹿毛 生年月日　2017年5月11日 鹿毛 生年月日　2016年4月9日 栗毛 生年月日　2014年5月6日

父　アーネストリー 生産牧場　堤牧場 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　中村和夫 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

母　シルクアクエリアス（父　アドマイヤベガ） 産地　新冠町 母　レディビーナス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

地方収得賞金　725,000円 地方収得賞金　2,153,000円 地方収得賞金　30,675,000円

北海道：2019/06/27～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/28～　14戦2勝（2着3回、3着2回） 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/11/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/08/11～　7戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/11/16～　32戦7勝（2着4回、3着1回）

7枠9番 6枠10番 8枠16番

イルソーニョ 調教師　嶋田幸晴（大井） セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） リコーヴィッカース 調教師　蛯名雄太（大井）

牝2歳 馬主　三岡陽 牡4歳 馬主　（株）ハッピースマイル 牡6歳 馬主　土橋正雄

栗毛 生年月日　2017年2月25日 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 栗毛 生年月日　2013年5月6日

父　タイムパラドックス 生産牧場　イワミ牧場 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 父　デュランダル 生産牧場　リコーファーム

母　フジドリーム（父　オペラハウス） 産地　新冠町 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

地方収得賞金　575,000円 地方収得賞金　4,615,000円 地方収得賞金　38,955,000円

北海道：2019/06/20～　9戦0勝（2着3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：2015/06/24～　8戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2017/12/27～　39戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2015/12/29～　34戦9勝（2着4回、3着1回）

2R 7枠12番

2枠2番 イチジツセンリ 調教師　赤嶺本浩（大井） 12R

ブラックワトル 調教師　堀千亜樹（大井） 牡7歳 馬主　武仲勝 3枠6番

セン2歳 馬主　平野郁朗 栗毛 生年月日　2012年5月7日 ゴーマイウェイ 調教師　香取和孝（大井） 

黒鹿毛 生年月日　2017年3月3日 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 牡3歳 馬主　酒井孝敏

父　フェノーメノ 生産牧場　スガタ牧場 母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町 青毛 生年月日　2016年3月19日

母　ゴールデンワトル（父　スニッツェル） 産地　平取町 地方収得賞金　13,335,000円 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

地方収得賞金　675,000円 北海道：2014/06/19～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

北海道：2019/05/16～　8戦0勝（2着4回、3着0回） 南関東：2015/07/01～　56戦6勝（2着5回、3着6回） 地方収得賞金　7,915,000円

7枠12番 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

カンナムスタイル 調教師　井上弘之（大井） 8R 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　大東正由 5枠7番 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年4月23日 マギーメイ 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2019/10/02～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘 牝3歳 馬主　村田裕子 4枠8番

母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2016年3月15日 ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 

地方収得賞金　550,000円 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 牝3歳 馬主　小林祥晃

北海道：2019/05/30～　10戦0勝（2着2回、3着2回） 母　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

地方収得賞金　8,395,000円 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場

3R 北海道：2018/06/14～　4戦1勝（2着0回、3着1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

3枠4番 南関東：2018/12/30～　13戦3勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　12,525,000円

リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） 北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

牡4歳 馬主　山邉浩 10R 南関東：2018/09/19～　12戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 2枠2番 ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 ピアノマン 調教師　佐藤賢二（船橋） 8枠15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 牡2歳 馬主　（有）新生ファーム クリルカレント 調教師　椎名廣明（船橋） 

地方収得賞金　3,252,000円 青鹿毛 生年月日　2017年2月14日 牝6歳 馬主　谷口祐人

北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 父　ベルシャザール 生産牧場　新生ファーム 栗毛 生年月日　2013年5月14日

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

南関東：2018/12/31～　19戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　10,800,000円 母　ケープリズバーン（父　Ｂｅｒｉｎｇ） 産地　安平町

北海道：2019/05/22～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　17,265,000円

4R 南関東：2019/08/08～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2015/07/21～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

3枠6番 2枠3番 南関東：2016/02/24～　46戦4勝（2着4回、3着2回）

パッションアイコ 調教師　大宮和也（大井） ピュアインペリアル 調教師　福永敏（大井） 8枠16番

牝3歳 馬主　中田和宏 牝2歳 馬主　（有）ユートピア牧場 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

鹿毛 生年月日　2016年5月5日 黒鹿毛 生年月日　2017年3月26日 牡5歳 馬主　高橋勉

父　キングヘイロー 生産牧場　有限会社中田牧場 父　クロフネ 生産牧場　ユートピア牧場 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

母　ツクバエンジェル（父　クロフネ） 産地　平取町 母　ピュアダイヤモンド（父　フジキセキ） 産地　登別市 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

地方収得賞金　2,036,000円 地方収得賞金　3,745,000円 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

北海道：2018/05/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/16～　10戦2勝（2着4回、3着2回） 地方収得賞金　13,365,000円

兵庫：2018/07/04～　22戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

南関東：2019/06/04～　11戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　金沢シンデレラC［金沢］　3着 南関東：2017/01/11～　54戦3勝（2着6回、3着9回）

4枠6番

5R リュウノロジャー 調教師　鷹見浩（大井） ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
1枠1番 牡2歳 馬主　蓑島竜一 大井6R　①パワポケチャラット

ピコタン 調教師　工藤伸輔（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月7日 　　　8R　⑨カフジフェニックス

牝4歳 馬主　グリーンウッド（株） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場

鹿毛 生年月日　2015年4月11日 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 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
父　バンブーエール 生産牧場　山田牧場 地方収得賞金　3,065,000円 3R　⑨マケマケ

母　マイネパトリシア（父　シルヴァーエンディング）産地　浦河町 北海道：2019/05/30～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 4R　②フリムケバシコ　⑨クリーンチャンス

地方収得賞金　11,377,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 5R　⑥リコーモーゼル　⑨コクサイルビー

北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/10/17～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 7R　①エイシンネッケツ

南関東：2017/10/24～　31戦4勝（2着1回、3着3回） 4枠7番 8R　①ファルサ　④サラベティ　⑤ボーイッシュガール　⑦ブラッドクロス

5枠8番 タイセイサクセサー 調教師　藤田輝信（大井） 　　　⑨マジカルフェイス　⑩ナットビーワン

ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 牡2歳 馬主　田中成奉 11R　⑩モエレキンジトウ

牡4歳 馬主　岡田隆寛 栗毛 生年月日　2017年3月28日

黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日 父　タイセイレジェンド 生産牧場　谷川牧場

父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛 母　タイセイフレイヤ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 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 地方収得賞金　5,275,000円

地方収得賞金　11,885,000円 北海道：2019/06/12～　9戦3勝（2着1回、3着4回）

北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2017/12/01～　18戦2勝（2着3回、3着2回） 6枠10番

イッキカセイ 調教師　佐藤賢二（船橋）

6R 牡2歳 馬主　原久美子

4枠4番 鹿毛 生年月日　2017年5月26日

エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） 父　プリサイスエンド 生産牧場　樋渡志尚

セン3歳 馬主　谷口貞保 母　シルキーフレンド（父　マーベラスサンデー） 産地　新冠町

鹿毛 生年月日　2016年4月25日 地方収得賞金　9,150,000円

父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 北海道：2019/06/06～　6戦3勝（2着1回、3着0回）

母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,675,000円 6枠11番

北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） ファンシーアップ 調教師　荒山勝徳（大井）

南関東：2019/02/07～　11戦1勝（2着1回、3着0回） 牡2歳 馬主　吉田晴哉

7枠7番 鹿毛 生年月日　2017年3月22日

アマラントス 調教師　上杉昌宏（大井） 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　追分ファーム

牡5歳 馬主　岡田義見 母　リヴァリーガーデン（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

栗毛 生年月日　2014年5月31日 地方収得賞金　5,200,000円

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　日高大洋牧場 北海道：2019/06/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　レモンキス（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町 南関東：2019/10/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　6,820,000円 8枠15番

北海道：2016/06/23～　22戦3勝（2着3回、3着4回） ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

南関東：2018/02/22～　27戦3勝（2着1回、3着6回） 牝2歳 馬主　石川貴久

鹿毛 生年月日　2017年5月11日

父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,300,000円

北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/12/05～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

12/27(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

※昨年のYJSファイナルラウンド紹介式（大井競馬場）
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27日（大井競馬場）・28日（中山競馬場）は

2019YJSファイナルラウンド！

若手騎手の頂点を決する戦いに注目です♪

◎本日のダートグレード競走

園田10Ｒ 第19回兵庫ゴールドトロフィー〔JpnⅢ〕
3歳以上オープン・ハンデ ダート1,400ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！


