
1R 2R 6R

2枠2番 2枠3番 3枠4番

シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井） シンジュクマスク 調教師　月岡健二（大井） タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） 

牝2歳 馬主　村田裕子 牝2歳 馬主　北原大史 牝7歳 馬主　森谷行秀

芦毛 生年月日　2017年3月11日 鹿毛 生年月日　2017年4月11日 栗毛 生年月日　2012年2月20日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場

母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 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　950,000円 地方収得賞金　815,000円 地方収得賞金　9,750,000円

北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/07/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回）

3枠3番 金沢：2019/10/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/02/04～　74戦2勝（2着3回、3着6回）

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2019/12/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠14番

牡2歳 馬主　和田博美 3枠5番 ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井）

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 バブリーダッシュ 調教師　松浦裕之（大井） 牡7歳 馬主　（株）リバース

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 牡2歳 馬主　高岡里枝 鹿毛 生年月日　2012年3月21日

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2017年4月8日 父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚

地方収得賞金　825,000円 父　コパノリチャード 生産牧場　西村和夫 母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1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 地方収得賞金　9,390,000円

3枠4番 地方収得賞金　1,055,000円 北海道：2014/06/12～　8戦2勝（2着0回、3着0回）

アンズビジン 調教師　高岩孝敏（大井） 北海道：2019/04/17～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2014/12/30～　86戦4勝（2着5回、3着12回）

牝2歳 馬主　乙訓史樹 南関東：2019/10/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2017年5月11日 5枠8番 7R

父　メイショウボーラー 生産牧場　富田恭司 ストロングチェイン 調教師　福永敏（大井） 2枠3番

母　オルビア（父　カリズマティック） 産地　様似町 牝2歳 馬主　杉山忠国 ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 

地方収得賞金　740,000円 栗毛 生年月日　2017年5月19日 牡3歳 馬主　坪井隼人

北海道：2019/08/08～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 父　ストロングリターン 生産牧場　本桐牧場 青毛 生年月日　2016年5月4日

5枠7番 母　チェインブラッド（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場

リザード 調教師　小野寺晋廣（大井） 地方収得賞金　950,000円 母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町

牝2歳 馬主　津田浩一 北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　5,015,000円

黒鹿毛 生年月日　2017年5月7日 7枠13番 北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

父　コメート 生産牧場　秋場牧場 カナヒタル 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2018/12/29～　14戦2勝（2着1回、3着1回）

母　ティーケーキセキ（父　フジキセキ） 産地　浦河町 牝2歳 馬主　和田博美

地方収得賞金　994,000円 鹿毛 生年月日　2017年3月14日 8R

北海道：2019/07/17～　4戦0勝（2着3回、3着0回） 父　ゼンノロブロイ 生産牧場　大栄牧場 5枠7番

南関東：2019/09/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町 モスコミュール 調教師　久保杉隆（大井） 

5枠8番 地方収得賞金　1,005,000円 牝3歳 馬主　（有）木村牧場

ピエールラピス 調教師　的場直之（大井） 北海道：2019/05/15～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2016年5月5日

牝2歳 馬主　工藤栄三 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場

黒鹿毛 生年月日　2017年2月28日 4R 母　ジェベルロバーツ（父　ウェイオブライト） 産地　日高町

父　ベルシャザール 生産牧場　川上牧場 2枠3番 地方収得賞金　4,575,000円

母　ブルーフェアプレー（父　アジュディケーティング）産地　新冠町 アーネム 調教師　赤嶺本浩（大井） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　795,000円 牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 南関東：2018/11/01～　17戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2019/08/14～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年5月7日

6枠10番 父　エスポワールシチー 生産牧場　棚川光男 9R

ゴールドボンバー 調教師　市村誠（大井） 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 6枠12番

牡2歳 馬主　鶴谷厚子 地方収得賞金　1,235,000円 キックザキャリバー 調教師　栗田裕光（大井）

栗毛 生年月日　2017年2月11日 北海道：2018/05/09～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　佐野幸一郎

父　ダンカーク 生産牧場　仲野牧場 南関東：2018/09/27～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年2月21日

母　アンチークショップ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ）産地　新ひだか町 7枠13番 父　サダムパテック 生産牧場　田中スタッド

地方収得賞金　835,000円 シェーネル 調教師　大宮和也（大井） 母　プロミスウェル（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

北海道：2019/05/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 地方収得賞　2,850,000円

南関東：2019/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2016年3月4日 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

7枠11番 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　グランド牧場 南関東：2018/11/13～　9戦2勝（2着0回、3着1回）

ヤマショウリターン 調教師　堀千亜樹（大井） 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

牝2歳 馬主　山下勇 地方収得賞金　1,062,000円 11R

栗毛 生年月日　2017年4月5日 北海道：2018/05/09～　20戦2勝（2着5回、3着2回） 2枠3番

父　ストロングリターン 生産牧場　三輪牧場 ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 

母　ジェネカー（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 5R 牡5歳 馬主　坂本浩一

地方収得賞金　740,000円 6枠7番 鹿毛 生年月日　2014年2月3日

北海道：2019/05/16～　10戦0勝（2着0回、3着0回） スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム

岩手：2019/11/02～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝6歳 馬主　佐藤聡 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

8枠13番 栗毛 生年月日　2013年5月7日 地方収得賞金　23,048,000円

ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井） 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　北原大史 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年3月18日 地方収得賞金　6,695,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 南関東：2015/10/13～　61戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2017/07/28～　21戦5勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　753,000円 6枠8番 ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着

北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回） プリーズ 調教師　香取和孝（大井） 5枠9番

金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　酒井孝敏 リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井）

8枠14番 鹿毛 生年月日　2015年3月21日 牡4歳 馬主　土橋正雄

ニノマエ 調教師　渡邉和雄（大井） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2015年5月24日

牡2歳 馬主　和田正巳 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 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

鹿毛 生年月日　2017年3月20日 地方収得賞金　2,910,000円 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

父　ワールドエース 生産牧場　谷岡牧場 北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　13,550,000円

母　サクラフーガ（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 南関東：2018/02/23～　35戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　850,000円 8枠12番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/07/18～　6戦0勝（2着2回、3着2回） トリプルベル 調教師　宮浦正行（大井） 南関東：2017/12/26～　18戦2勝（2着3回、3着2回）

笠松：2019/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　八嶋長久 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2015年5月14日 7枠13番

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　ハービンジャー 生産牧場　追分ファーム クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

1R　⑥フジノローズ 母　ツクバエトワール（父　ディープインパクト） 産地　安平町 牡6歳 馬主　伊藤將

3R　①キティホーク　③マリポサ 地方収得賞金　2,480,000円 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

5R　⑦ユキノボタン 北海道：2017/06/07～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

7R　⑨サクラエ　⑩マッチデース 南関東：2017/12/27～　29戦0勝（2着1回、3着4回） 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

8R　⑦カツゲキマドンナ 地方収得賞金　28,850,000円

9R　①テロメア　⑥ランタン ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

11R　⑦ハタノサンドリヨン　⑧ボルドープラージュ 大井1R　⑬ダンスポケット 南関東：2015/12/28～　50戦5勝（2着7回、3着2回）

12R　②スターインステルス　③グレイン　⑨ドリームパーリオ 　　　2R　⑦コンチディナミーテ

　　　3R　⑭ヴェイパライズ

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　4R　③アーネム

1R　④リュウノテラス 　　　7R　④タイムパワー

2R　①オンデュラシオン　②パピン　④フェールマルトー 　　　9R　⑫キックザキャリバー

　　　⑤クラモン　⑧スクード　⑨ナウシカオジョー　⑩インパクロ

　　　⑪ナチュラルクリアー

3R　③シティーリヴァー　④ジュリエットラブ　⑥アスラーダ

5R　⑧イリア　

8R　③フォーチュンシー　⑫ウィナーズヒロイン

9R　②ルーク　⑧エイシントカチ　⑨ハドロサウルス

　　　⑩ウインディシティー

11R　⑤ゴリョウサン

12/29(日) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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◎本日のダートグレード競走

大井10Ｒ 第65回東京大賞典〔GⅠ〕
3歳以上オープン・国際交流 ダ・外2,000ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！

応援よろしくね♪
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