
1R 5R 9R

3枠3番 7枠12番 3枠4番

スマイルエルフ 調教師　田中正人（大井） マチュピチュ 調教師　佐野謙二（大井） トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 

牝2歳 馬主　（有）カミイスタット 牝3歳 馬主　泉一郎 牝4歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム

鹿毛 生年月日　2017年4月19日 鹿毛 生年月日　2016年5月21日 鹿毛 生年月日　2015年2月14日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　カミイスタット 父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場 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　ヒシラガーディア（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町 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　1,620,000円 地方収得賞金　3,551,000円 地方収得賞金　7,805,000円

北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/11/05～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/12/29～　20戦2勝（2着5回、3着2回）

兵庫：2019/03/21～　6戦0勝（2着3回、3着1回）

2R 南関東：2019/08/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 10R　第43回東京2歳優駿牝馬〔SⅠ〕（GRANDAME-JAPAN2019）

2枠3番 8枠13番 1枠1番

リンノカーニバル 調教師　蛯名雄太（大井） ファーストメロディ 調教師　蛯名雄太（大井） テーオーブルベリー 調教師　田中淳司（北海道）

牝2歳 馬主　林正夫 牝3歳 馬主　中山聡 牝2歳 馬主　小笹公也

鹿毛 生年月日　2017年5月4日 青毛 生年月日　2016年5月29日 鹿毛 生年月日　2017年4月12日

父　トゥザワールド 生産牧場　北俣牧夫 父　パイロ 生産牧場　広富牧場 父　カジノドライヴ 生産牧場　ヤナガワ牧場

母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町 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　テーオーディオネ（父　ヴァーミリアン） 産地　日高町

地方収得賞金　2,805,000円 地方収得賞金　3,980,000円 地方収得賞金　5,950,000円

北海道：2019/06/06～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/08/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/13～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/11/14～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回）

2枠4番 南関東：2019/06/04～　5戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2019　ラブミーチャン記念［笠松］　1着

アルシメード 調教師　高野毅（大井） ◆2019　園田プリンセスC［園田］　2着

牝2歳 馬主　（株）ＭＭＣ 6R 3枠6番

鹿毛 生年月日　2017年5月19日 5枠8番 ミステリーベルン 調教師　小国博行（北海道）

父　トランセンド 生産牧場　ダイヤモンドファーム エメラルド 調教師　高野毅（大井） 牝2歳 馬主　四本昭弘

母　コインオブスター（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 牝4歳 馬主　大野裕 鹿毛 生年月日　2017年4月23日

地方収得賞金　1,550,000円 栗毛 生年月日　2015年5月23日 父　ニホンピロアワーズ 生産牧場　市川牧場

北海道：2019/07/31～　5戦2勝（2着2回、3着0回） 父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 母　ミステリューズ（父　ナリタトップロード） 産地　浦河町

3枠6番 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 地方収得賞金　8,870,000円

エンジェルパイロ 調教師　森下淳平（大井） 地方収得賞金　4,687,000円 北海道：2019/04/24～　10戦4勝（2着2回、3着0回）

牝2歳 馬主　伏木田達之 北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2017年4月16日 笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2019　フローラルC［門別］　1着

父　パイロ 生産牧場　伏木田牧場 南関東：2018/12/27～　14戦2勝（2着3回、3着0回） ◆2019　金沢シンデレラC［金沢］　1着

母　エンジェルツイート（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 6枠10番 4枠7番

地方収得賞金　3,250,000円 プラチナダンディー 調教師　村上頼章（大井） トゥギャザーウェン 調教師　平山真希（浦和）

北海道：2019/05/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　小田和子 牝2歳 馬主　渡部賢治

◆2019　サッポロクラシックC［門別］　3着 栗毛 生年月日　2015年3月7日 鹿毛 生年月日　2017年3月28日

4枠7番 父　プリサイスエンド 生産牧場　大狩部牧場 父　トランセンド 生産牧場　川端英幸

ティーズリープ 調教師　嶋田幸晴（大井） 母　マキシムガロー（父　スズカマンボ） 産地　新冠町 母　アイラインローザー（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

牝2歳 馬主　立山伸二 地方収得賞金　4,470,000円 地方収得賞金　4,945,000円

栗毛 生年月日　2017年4月4日 北海道：2017/08/30～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2019/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ウインバリアシオン 生産牧場　清水貞信 南関東：2018/01/25～　26戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/11/04～　2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 4枠8番

地方収得賞金　3,600,000円 ジェイケイジーク 調教師　久保田信之（大井） ネーロルチェンテ 調教師　宗形竹見（大井）

北海道：2019/07/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　グローバルサービス（株） 牝2歳 馬主　眞保榮稔

南関東：2019/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 青鹿毛 生年月日　2017年4月19日

5枠9番 父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 父　ベルシャザール 生産牧場　ナカノファーム

ユーフェミア 調教師　吉井竜一（大井） 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　アデュラリア（父　クロフネ） 産地　日高町

牝2歳 馬主　星加浩一 地方収得賞金　3,990,000円 地方収得賞金　4,605,000円

鹿毛 生年月日　2017年4月5日 北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/02～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡野牧場 金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） ◆2019　ブロッサムC［門別］　1着

母　エンドレスラヴ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 南関東：2019/08/25～　4戦2勝（2着0回、3着0回） ◆2019　フローラルC［門別］　2着

地方収得賞金　1,665,000円 6枠11番

北海道：2019/07/24～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 7R ブロンディーヴァ 調教師　内田勝義（川崎）

6枠12番 2枠4番 牝2歳 馬主　（有）キャロットファーム

アースエヴェリーナ 調教師　市村誠（大井） ユニバーサルレディ 調教師　橋本和馬（大井） 栗毛 生年月日　2017年3月18日

牝2歳 馬主　松山増男 牝3歳 馬主　沖田正憲 父　スマートファルコン 生産牧場　ノーザンファーム

栗毛 生年月日　2017年5月3日 鹿毛 生年月日　2016年3月21日 母　アンソロジー（父　サクラバクシンオー） 産地　安平町

父　ハタノヴァンクール 生産牧場　上田昭治 父　ロジユニヴァース 生産牧場　沖田牧場 地方収得賞金　17,700,000円

母　ヒカルマイヒメ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 母　コニャックレディ（父　Ｏｌｙｍｐｉｏ） 産地　日高町 北海道：2019/06/12～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　600,000円 地方収得賞金　1,740,000円 中央収得賞金　2,100,000円 南関東：2019/09/03～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/08/28～　5戦0勝（2着3回、3着2回） 北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着4回、3着0回） ◆2019　ローレル賞［川崎］　1着

南関東：2019/12/03～　1戦1勝（2着0回、3着0回） JRA：2018/12/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　若武者賞［川崎］　3着

8枠15番 南関東：2019/10/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠14番

ヴェルレーヌ 調教師　中道啓二（大井） 5枠10番 コーラルツッキー 調教師　田中淳司（北海道）

牝2歳 馬主　西田順彦 フェアリーキス 調教師　大宮和也（大井） 牝2歳 馬主　（株）皐月

鹿毛 生年月日　2017年4月12日 牝6歳 馬主　小橋亮太 鹿毛 生年月日　2017年4月23日

父　アポロキングダム 生産牧場　飯島功典 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊洋牧場

母　キクカパラダイス（父　プリサイスエンド） 産地　新冠町 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 母　コーラルビュー（父　キングヘイロー） 産地　日高町

地方収得賞金　1,605,000円 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 地方収得賞金　25,250,000円

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　10,898,000円 北海道：2019/05/09～　7戦4勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） ◆2019　エーデルワイス賞［門別］　1着

3R 南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） ◆2019　フルールC［門別］　1着

6枠9番 北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　栄冠賞［門別］　3着

アイリスステップ 調教師　藤村和生（大井） 南関東：2017/01/10～　58戦3勝（2着3回、3着4回） 7枠14番

牝3歳 馬主　大坪邦夫 6枠12番 リヴェールブリス 調教師　米谷康秀（船橋）

栗毛 生年月日　2016年3月2日 リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） 牝2歳 馬主　伊達泰明

父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 牝5歳 馬主　和田博美 青鹿毛 生年月日　2017年6月1日

母　フェリシア（父　グラスワンダー） 産地　安平町 青鹿毛 生年月日　2014年2月10日 父　アンライバルド 生産牧場　サンシャイン牧場

地方収得賞金　1,450,000円 父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町

北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 母　シルクヴァルキリー（父　マーベラスサンデー） 産地　新冠町 地方収得賞金　2,150,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　26,000円）

南関東：2019/02/07～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　6,730,000円 北海道：2019/06/13～　5戦1勝（2着1回、3着2回）

岩手：2019/05/13～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/11/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/01/25～　20戦3勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/12/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2019　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

4R 8R

4枠6番 1枠1番 11R

ファーストステップ 調教師　須田和伸（大井） リードメロディー 調教師　荒井朋弘（大井） 3枠6番

セン3歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム 牝3歳 馬主　谷謙介 リコーアルバトロス 調教師　蛯名雄太（大井） 

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 芦毛 生年月日　2016年3月19日 牝5歳 馬主　土橋正雄

父　サウスヴィグラス 生産牧場　金成吉田牧場 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　小西ファーム 栗毛 生年月日　2014年5月29日

母　シーソング（父　コマンダーインチーフ） 産地　浦河町 母　リードハイシ（父　スターオブコジーン） 産地　日高町 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　1,945,000円 地方収得賞金　6,067,000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：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/06/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,773,000円

南関東：2019/01/23～　5戦0勝（2着0回、3着2回） 愛知：2018/07/19～　21戦4勝（2着4回、3着5回） 北海道：2016/06/22～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

5枠9番 南関東：2019/10/02～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/11/28～　24戦4勝（2着5回、3着0回）

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） ◆2019　梅桜賞［名古屋］　3着　　◆2019　新春ペガサスC［名古屋］　3着 5枠10番

牡3歳 馬主　（株）ファーストビジョン ◆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 コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 2枠3番 牡5歳 馬主　和田博美

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 ゴールドシンボル 調教師　渡部則夫（大井） 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　岡井元憲 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

地方収得賞金　1,733,000円 栗毛 生年月日　2015年3月15日 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　村下明博 地方収得賞金　21,395,000円

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/13～　21戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　6,840,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠13番 北海道：2017/06/21～　8戦3勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/11/30～　21戦4勝（2着5回、3着1回）

ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠12番

牝3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 南関東：2018/03/08～　12戦1勝（2着1回、3着1回） リコーデリンジャー 調教師　荒山勝徳（大井）

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 3枠5番 牝4歳 馬主　土橋正雄

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月11日

母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 牝5歳 馬主　山邉浩 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　リコーファーム

地方収得賞金　1,883,000円 栗毛 生年月日　2014年4月20日 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町

北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏 地方収得賞金　15,415,000円

笠松：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 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 北海道：2017/06/28～　6戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/01/10～　10戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　8,883,000円 南関東：2018/06/25～　12戦2勝（2着2回、3着4回）

北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　3着　　◆2017　リリーC［門別］　3着

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回） 8枠15番

1R　①トキノマドンナ　③ズイーガー　④リモージュ　⑤ノーシークレッツ 南関東：2017/11/15～　35戦6勝（2着0回、3着2回） トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

　　　⑥ピコリーヌ　⑦グレイエンブレム　⑧ニャンダカンダ 5枠10番 牡4歳 馬主　阿部東亜子

　　　⑨クリスタルアイ　⑩グローリアスレラ スセソール 調教師　山中尊徳（船橋） 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

2R　①ブラウンペガサス　②スカイガーデン　⑧ナイトキャップ セン7歳 馬主　伊達泰明 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

     ⑨マッドワールド 青鹿毛 生年月日　2012年2月29日 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

3R　③ポジティブ　⑦ビオレソリエス　⑧セレストブルー 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場 地方収得賞金　14,005,000円

6R　④デルグレネ 母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

7R　④シーイズアレディ 地方収得賞金　13,540,000円 南関東：2018/01/26～　22戦1勝（2着5回、3着1回）

9R　①トゥラヴユーモア 北海道：2016/05/12～　9戦4勝（2着3回、3着0回）

10R第48回東海ゴールドC　④バレンティーノ　⑦サザンオールスター 金沢：2016/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 12R

　　　⑨ニューホープ　⑩ドリームスイーブル 北海道：2017/04/19～　11戦4勝（2着2回、3着2回） 2枠4番

11R　⑨タイセイプロスパー 南関東：2017/12/12～　30戦5勝（2着5回、3着5回） パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 

6枠12番 牝4歳 馬主　和田博美

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ライトニングボルト 調教師　井上弘之（大井） 鹿毛 生年月日　2015年3月2日

1R　②トラノパワー 牡3歳 馬主　三浦良三 父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫

2R　⑦カネミツマーチ 青鹿毛 生年月日　2016年4月28日 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

3R　⑥パディユージン　⑦ローズメジャー　⑧タッチワールド 父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘 地方収得賞金　7,380,000円

5R　③ハシノオージャ 母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町 北海道：2017/05/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

7R　①エイシンマリーン　②コエミ　③タッチウェーブ　⑤ヘヴンリージェガー 地方収得賞金　6,940,000円 南関東：2017/12/30～　30戦2勝（2着0回、3着5回）

　　　⑦ネイチャーアモーレ　⑧カモーンツバサ　⑨スーパーローズ 北海道：2018/05/02～　11戦1勝（2着0回、3着3回） 4枠8番

9R　⑧チェリーベアハート 南関東：2018/12/29～　14戦2勝（2着3回、3着1回） ラブミージュニア 調教師　荒山勝徳（大井） 

11R　④ハタノキセキ 牡3歳 馬主　小林祥晃

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 栗毛 生年月日　2016年3月19日

大井1R　⑬バレットドゥオール 父　ゴールドアリュール 生産牧場　谷岡牧場

　　　2R　⑤フェアウィンド 母　ラブミーチャン（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

　　　6R　③ジューンメイプル 地方収得賞金　6,965,000円

　　　8R　⑤リックマドカ 北海道：2018/05/16～　6戦2勝（2着2回、3着2回）

　　11R　⑥リコーアルバトロス 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

　　12R　⑦クラウンエンジニア 南関東：2018/12/05～　5戦3勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 ◆2018　知床賞［盛岡］　3着

大井3R　⑦サマーアイランド

　　　5R　⑬ファーストメロディ

　　　7R　⑫リトルキッチン

　　10R　⑬コーラルツッキー

●本日の騎乗予定　宮崎 光行騎手
大井10R　⑥ミステリーベルン

12/31(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

東京2歳優駿牝馬に

ホッカイドウ競馬から3頭が出走！

2019最後の競馬を応援しよう♪
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