
1R 6R 11R　'20桃花賞〔準重賞〕

5枠10番 1枠2番 1枠1番

エムオーキャンドル 調教師　堀江仁（大井） ファーストステップ 調教師　須田和伸（大井） カラースキーム 調教師　渡邉和雄（大井）

牝3歳 馬主　大浅貢 セン4歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム 牝3歳 馬主　吉田和美

青毛 生年月日　2017年5月5日 鹿毛 生年月日　2016年4月9日 栗毛 生年月日　2017年3月28日

父　ベルシャザール 生産牧場　門別牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　金成吉田牧場 父　ゴールドアリュール 生産牧場　ノーザンファーム

母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 母　シーソング（父　コマンダーインチーフ） 産地　浦河町 母　シンフォニーライツ（父　Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ） 産地　安平町

地方収得賞金　580,000円 地方収得賞金　2,505,000円 地方収得賞金　3,100,000円

北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2019/07/04～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

7枠14番 南関東：2019/01/23～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

カクヨク 調教師　遠藤茂（大井） 5枠9番 2枠2番

牝3歳 馬主　男澤喜惠子 クリスマスカクタス 調教師　赤嶺本浩（大井） アースエヴェリーナ 調教師　市村誠（大井）

鹿毛 生年月日　2017年5月8日 牝4歳 馬主　杉浦和也 牝3歳 馬主　松山増男

父　バトルプラン 生産牧場　服部牧場 芦毛 生年月日　2016年2月29日 栗毛 生年月日　2017年5月3日

母　マスターセイレーン（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 父　ダンカーク 生産牧場　ムーンシェル・インベストメンツ 父　ハタノヴァンクール 生産牧場　上田昭治

地方収得賞金　595,000円 母　コスモディスティニ（父　フジキセキ） 産地　日高町 母　ヒカルマイヒメ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

北海道：2019/05/15～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,550,000円 地方収得賞金　600,000円

岩手：2019/12/07～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/08/29～　4戦0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）

兵庫：2018/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

2R 南関東：2018/12/25～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 2枠3番

1枠1番 北海道：2019/04/17～　17戦3勝（2着1回、3着1回） カナヒタル 調教師　橋本和馬（大井）

イルソーニョ 調教師　嶋田幸晴（大井） 7枠13番 牝3歳 馬主　和田博美

牝3歳 馬主　三岡陽 プラチナダンディー 調教師　村上頼章（大井） 鹿毛 生年月日　2017年3月14日

栗毛 生年月日　2017年2月25日 牡5歳 馬主　小田和子 父　ゼンノロブロイ 生産牧場　大栄牧場

父　タイムパラドックス 生産牧場　イワミ牧場 栗毛 生年月日　2015年3月7日 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町

母　フジドリーム（父　オペラハウス） 産地　新冠町 父　プリサイスエンド 生産牧場　大狩部牧場 地方収得賞金　3,105,000円

地方収得賞金　575,000円 母　マキシムガロー（父　スズカマンボ） 産地　新冠町 北海道：2019/05/15～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2019/06/20～　9戦0勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　4,470,000円 南関東：2019/12/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/08/30～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 4枠6番

2枠3番 南関東：2018/01/25～　27戦1勝（2着1回、3着2回） ネーロルチェンテ 調教師　宗形竹見（大井）

エイシンアゴラ 調教師　櫻木英喜（大井） 牝3歳 馬主　眞保榮稔

牝3歳 馬主　北原大史 7R 青鹿毛 生年月日　2017年4月19日

栗毛 生年月日　2017年3月16日 3枠4番 父　ベルシャザール 生産牧場　ナカノファーム

父　グランプリボス 生産牧場　栄進牧場 サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 母　アデュラリア（父　クロフネ） 産地　日高町

母　フェアリースワン（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 地方収得賞金　4,605,000円

地方収得賞金　507,000円 栗毛 生年月日　2016年5月13日 北海道：2019/05/02～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

北海道：2019/05/22～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 南関東：2019/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

笠松：2019/08/14～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 ◆2019　ブロッサムC［門別］　1着

南関東：2019/12/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,042,000円 ◆2019　フローラルC［門別］　2着

2枠4番 北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 5枠8番

マボロシ 調教師　佐藤壽（大井） 南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3回） ティーズリープ 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝3歳 馬主　酒井孝敏 兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回） 牝3歳 馬主　立山伸二

鹿毛 生年月日　2017年2月9日 南関東：2019/12/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年4月4日

父　キングズベスト 生産牧場　へいはた牧場 父　ウインバリアシオン 生産牧場　清水貞信

母　キスカラハジメヨウ（父　ステイゴールド） 産地　新ひだか町 8R 母　プレミールサダコ（父　サニングデール） 産地　青森県

地方収得賞金　515,000円 3枠5番 地方収得賞金　3,915,000円

北海道：2019/07/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ビッグショウ 調教師　三坂盛雄（大井） 北海道：2019/07/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

佐賀：2019/08/11～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 牡4歳 馬主　沖田正憲 南関東：2019/12/05～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

笠松：2019/10/10～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年3月15日 5枠9番

父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 アクアリーブル 調教師　佐藤賢二（船橋）

3R 母　オリガミ（父　シャンハイ） 産地　日高町 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

3枠6番 地方収得賞金　4,085,000円 栗毛 生年月日　2017年3月13日

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　新生ファーム

牝7歳 馬主　（株）馬事学院 南関東：2018/12/30～　14戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アスカリーブル（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

芦毛 生年月日　2013年4月14日 3枠6番 地方収得賞金　3,735,000円

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2019/05/15～　10戦2勝（2着0回、3着2回）

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 牡5歳 馬主　和田博美 　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　6,657,000円 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 南関東：2020/01/08～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場 ◆2019　知床賞［盛岡］　1着

名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 7枠13番

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,325,000円 エンジェルパイロ 調教師　森下淳平（大井）

名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 牝3歳 馬主　伏木田達之

南関東：2016/07/12～　71戦1勝（2着6回、3着6回） 南関東：2017/10/06～　38戦1勝（2着4回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月16日

6枠12番 父　パイロ 生産牧場　伏木田牧場

スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 9R 母　エンジェルツイート（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

牝7歳 馬主　佐藤聡 6枠6番 地方収得賞金　5,350,000円

栗毛 生年月日　2013年5月7日 クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2019/05/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 牡7歳 馬主　伊藤將 南関東：2019/12/31～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2013年5月2日 ◆2019　サッポロクラシックC［門別］　3着

地方収得賞金　6,695,000円 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町 12R

南関東：2015/10/13～　62戦2勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　29,350,000円 7枠8番

北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回） チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） 

4R 南関東：2015/12/28～　52戦5勝（2着7回、3着2回） 牝6歳 馬主　樋口雅彦

4枠8番 鹿毛 生年月日　2014年4月27日

プリーズ 調教師　香取和孝（大井） 10R 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場

牝5歳 馬主　酒井孝敏 1枠1番 母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

鹿毛 生年月日　2015年3月21日 リコーデリンジャー 調教師　荒山勝徳（大井） 地方収得賞金　16,635,000円

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 牝5歳 馬主　土橋正雄 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回）

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 黒鹿毛 生年月日　2015年5月11日 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,910,000円 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 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回）

南関東：2018/02/23～　36戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　16,265,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/06/28～　6戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/10/12～　16戦4勝（2着3回、3着2回）

●笠松・高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/06/25～　13戦2勝（2着2回、3着5回）

笠松1R　⑦マッドワールド　 ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　3着　　◆2017　リリーC［門別］　3着

　　　2R　①ビオレソリエス　②ポジティブ　⑤ハウメニーローズ 5枠8番

　　　3R　②ノーシークレッツ　⑤マジックガール　⑥グレイエンブレム ゴーマイウェイ 調教師　香取和孝（大井） 

　　　      ⑦アーネストベルン 牡4歳 馬主　酒井孝敏

　　　5R　④ユキノボタン　⑤マリポサ 青毛 生年月日　2016年3月19日

　　　8R　⑤サクラエ 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

　　　9R　⑨ラストスナイパー 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

高知5R　③ナイトオブソード 地方収得賞金　10,915,000円

北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

大井1R　④サウザンマイルズ 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

　　　2R　⑩サブノゼノビア 南関東：2019/10/02～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

　　　4R　⑪ヴェイパライズ 6枠9番

　　　5R　⑫カフェジュリア ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

　　　6R　②ファーストステップ 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

　　　7R　①シーホース 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

　　11R　②アースエヴェリーナ 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 地方収得賞金　26,490,000円

高知1R　⑦モノノフノワザモノ 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

　　　3R　⑨ヴェンセールシチー 南関東：2016/07/12～　42戦6勝（2着4回、3着5回）

　　　5R　⑧タマモベルガモ ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

8枠13番

リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井）

牡5歳 馬主　土橋正雄

鹿毛 生年月日　2015年5月24日

父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

地方収得賞金　13,550,000円

北海道：2017/06/07～　7戦2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）

南関東：2017/12/26～　19戦2勝（2着3回、3着2回）

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

1/21(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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高知競馬場で行われる

「第34回全日本新人王争覇戦競走」に、

ホッカイドウ競馬の落合玄太騎手が参戦！

フレッシュな戦いに注目です♪


