
1R 4R 10R　第13回東京シンデレラマイル〔SⅢ〕

6枠7番 5枠7番 4枠8番

バックストッパー 調教師　阪本一栄（大井） ベアーレ 調教師　米田英世（大井） アークヴィグラス 調教師　嶋田幸晴（大井）

牡2歳 馬主　山田祐三 牝3歳 馬主　村上卓史 牝3歳 馬主　アークフロンティア（株）

鹿毛 生年月日　2017年2月19日 栗毛 生年月日　2016年3月16日 栗毛 生年月日　2016年5月18日

父　トランセンド 生産牧場　奥山博 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　オリオンファーム 父　サウスヴィグラス 生産牧場　村上牧場

母　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 母　シガトカ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ） 産地　日高町 母　キセキノショウリ（父　フジキセキ） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,200,000円 地方収得賞金　3,028,000円 地方収得賞金　58,700,000円

北海道：2019/06/27～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/06/28～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/05/31～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

笠松：2018/12/14～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/11/27～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

2R 南関東：2019/06/04～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

1枠1番 7枠11番 ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　1着

ラブミーパラダイス 調教師　堀千亜樹（大井） ベルナルド 調教師　宗形竹見（大井） ◆2018　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2018　ローレル賞［川崎］　1着

牝2歳 馬主　小林祥晃 牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） ◆2018　リリーC［門別］　1着　　◆2018　フルールC［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2017年2月12日 栗毛 生年月日　2016年3月27日 ◆2019　東京プリンセス賞［大井］　2着

父　コパノリチャード 生産牧場　へいはた牧場 父　ロジユニヴァース 生産牧場　グランド牧場 ◆2019　桜花賞［浦和］　3着

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 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 6枠12番

地方収得賞金　1,390,000円 地方収得賞金　2,895,000円 ストロングハート 調教師　内田勝義（川崎） 

北海道：2019/05/08～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

南関東：2019/11/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 佐賀：2018/12/09～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年5月22日

5枠8番 南関東：2019/03/20～　8戦0勝（2着0回、3着3回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

ダンスマティス 調教師　朝倉実（大井） 母　ファーストレディ（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

牡2歳 馬主　（株）ＭＭＣ 5R 地方収得賞金　43,300,000円

芦毛 生年月日　2017年5月22日 3枠3番 北海道：2017/07/19～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　有限会社大作ステーブル ミコマイ 調教師　櫻木英喜（大井） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

母　インディストラーダ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　（有）門脇 南関東：2017/12/31～　11戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,905,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月16日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　森永聡 ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2017　リリーC［門別］　1着

8枠14番 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 ◆2017　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着  ◆2017　フローラルC［門別］　2着

リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井） 地方収得賞金　2,965,000円 ◆2019　しらさぎ賞［浦和］　3着　　◆2018　ユングフラウ賞［浦和］　3着

牡2歳 馬主　土橋正雄 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　ローレル賞［川崎］　3着

鹿毛 生年月日　2017年3月21日 南関東：2018/10/10～　17戦1勝（2着0回、3着0回）

父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム 11R

母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町 7R 8枠15番

地方収得賞金　1,500,000円 3枠5番 アブソルートクイン 調教師　米谷康秀（船橋） 

北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回） アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 牝3歳 馬主　廣松光成

牡5歳 馬主　田村誠 栗毛 生年月日　2016年5月14日

3R 鹿毛 生年月日　2014年4月11日 父　カネヒキリ 生産牧場　長谷部牧場

2枠3番 父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場 母　アイディアルクイン（父　アスワン） 産地　日高町

エリタダス 調教師　佐野謙二（大井） 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 地方収得賞金　8,495,000円

牡2歳 馬主　和田博美 地方収得賞金　8,595,000円 北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2017年3月31日 北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回） 南関東：2019/03/15～　8戦2勝（2着1回、3着0回）

父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場 南関東：2016/12/30～　37戦3勝（2着2回、3着4回） ◆2018　ブロッサムC［門別］　3着

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

地方収得賞金　5,190,000円 8R 12R

北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 6枠11番 2枠4番

南関東：2019/09/18～　5戦2勝（2着0回、3着0回） アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 

5枠9番 牡3歳 馬主　アークフロンティア（株） 牡8歳 馬主　永井商事（株）

エック 調教師　赤嶺本浩（大井） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 栗毛 生年月日　2011年3月12日

牡2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場

鹿毛 生年月日　2017年4月28日 母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 地方収得賞金　5,645,000円 地方収得賞金　16,597,000円

母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,235,000円 南関東：2018/11/15～　15戦2勝（2着1回、3着1回） 岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 8枠16番 北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回）

南関東：2019/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 南関東：2016/01/13～　31戦8勝（2着6回、3着5回）

6枠11番 牡4歳 馬主　和田博美 3枠6番

アークヴァルサス 調教師 　嶋田幸晴（大井） 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

牡2歳 馬主　アークフロンティア（株） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場 牝3歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

鹿毛 生年月日　2017年4月20日 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 芦毛 生年月日　2016年6月7日

父　ストロングリターン 生産牧場　中館牧場 地方収得賞金　6,325,000円 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

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 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 母　マイソールラブ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,990,000円 南関東：2017/10/06～　37戦1勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　7,595,000円

北海道：2019/04/24～　9戦2勝（2着1回、3着4回） 北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2019/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 9R 南関東：2019/02/07～　8戦2勝（2着4回、3着2回）

6枠12番 6枠9番 6枠12番

トモノウイニング 調教師　井上弘之（大井） ネスター 調教師　佐野謙二（大井） イッチョウ 調教師　阪本一栄（大井）

牝2歳 馬主　（株）大高建設 牡6歳 馬主　（有）アシスタント 牡4歳 馬主　山田祐三

栗毛 生年月日　2017年4月26日 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日 青鹿毛 生年月日　2015年3月11日

父　タイセイレジェンド 生産牧場　株式会社ケイズ 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三

母　ウグイスジョウ（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町 母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,405,000円 地方収得賞金　26,490,000円 地方収得賞金　9,160,000円

北海道：2019/05/09～　14戦1勝（2着5回、3着3回） 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着3回、3着3回）

南関東：2016/07/12～　41戦6勝（2着4回、3着5回） 南関東：2017/12/2～　29戦3勝（2着3回、3着4回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着 7枠14番

1R　①ラヴウォリアー　②ナツミフルーリー　③マジックガール アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 

　　　⑤エイシンハマナス　⑥ハウメニーローズ　⑧ダブルポジション 牡5歳 馬主　（株）レックス

3R　①ムク　②アクアスクリーン 栗毛 生年月日　2014年5月4日

4R　①ビーナスリング　⑧オグリグラス 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士

7R　⑧ホワイトガンベルト　⑩マッテマシタ 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町

8R　③オクシー 地方収得賞金　11,801,000円

9R　⑤ナツミプレジール　⑦キングレイジング 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

11R第23回ライデンリーダー記念　②ルミナスアロー　③ネオセラフ 愛知：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

　　　④ローズレイジング　⑤ニュータウンガール　⑦ボルドープリュネ 南関東：2017/07/26～　22戦5勝（2着4回、3着2回）

　　　⑧キセキタイム　⑨タイムオブザーバー

12R　①エイシンセドリック ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
大井1R　⑩ピンフドラサン

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　3R　⑨エック

2R　③ダーリングリップ　⑥キングオブチェス 　　　5R　⑬リンケージ

4R　②エンドレスキング　④レコパンサムライ　⑦ハタノフリージア 　　11R　⑮アブソルートクイン

　　　⑩プロフーモ　⑪サラサ　⑫スモウブインタリズ

6R　①ハニューハント

8R　②リコーアナコンダ

9R　⑧コパノミラーレ

11R　②アポストル

12/30(月) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


