
1R 5R 9R

3枠6番 2枠4番 2枠2番

アンズビジン 調教師　高岩孝敏（大井） ベルナルド 調教師　宗形竹見（大井） タイムゴールド 調教師　堀江仁（大井）

牝3歳 馬主　乙訓史樹 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牝4歳 馬主　安喰武雄

青鹿毛 生年月日　2017年5月11日 栗毛 生年月日　2016年3月27日 栗毛 生年月日　2016年3月3日

父　メイショウボーラー 生産牧場　富田恭司 父　ロジユニヴァース 生産牧場　グランド牧場 父　タイムパラドックス 生産牧場　荒谷輝和

母　オルビア（父　カリズマティック） 産地　様似町 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 母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　740,000円 地方収得賞金　2,895,000円 地方収得賞金　7,185,000円

北海道：2019/08/08～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/06/07～　12戦5勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/12/29～　1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） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠13番 南関東：2019/03/20～　9戦0勝（2着0回、3着3回） 南関東：2019/08/22～　4戦3勝（2着1回、3着0回）

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 3枠5番

牡3歳 馬主　和田博美 イチジツセンリ 調教師　赤嶺本浩（大井） 10R

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 牡8歳 馬主　武仲勝 1枠1番

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 栗毛 生年月日　2012年5月7日 リコーアルバトロス 調教師　蛯名雄太（大井） 

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 牝6歳 馬主　土橋正雄

地方収得賞金　825,000円 母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2014年5月29日

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　13,335,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　リコーファーム

南関東：2019/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/19～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

南関東：2015/07/01～　56戦6勝（2着5回、3着6回） 地方収得賞金　15,773,000円

2R 北海道：2016/06/22～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

2枠2番 6R 南関東：2016/11/28～　25戦4勝（2着5回、3着0回）

ヤマショウリターン 調教師　堀千亜樹（大井） 3枠6番 2枠4番

牝3歳 馬主　山下勇 セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 

栗毛 生年月日　2017年4月5日 牡5歳 馬主　（株）ハッピースマイル 牝4歳 馬主　小林祥晃

父　ストロングリターン 生産牧場　三輪牧場 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

母　ジェネカー（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場

地方収得賞金　950,000円 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 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

北海道：2019/05/16～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,945,000円 地方収得賞金　12,525,000円

岩手：2019/11/02～　1戦1勝（2着0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：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/27～　40戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2018/09/19～　13戦1勝（2着1回、3着1回）

3枠3番 6枠11番 ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

ロータステソーロ 調教師　蛯名雄太（大井） エメラルド 調教師　高野毅（大井） 

牝3歳 馬主　了徳寺健二 牝5歳 馬主　大野裕 11R　第23回TCK女王盃〔JpnⅢ〕

栗毛 生年月日　2017年5月26日 栗毛 生年月日　2015年5月23日 3枠3番

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　天羽禮治 父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム アルティマウェポン 調教師　林和弘（北海道） 

母　ワイルドソース（父　Ｅｘｃｅｅｄ　Ａｎｄ　Ｅｘｃｅｌ） 産地　日高町 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 牝7歳 馬主　幅田昌伸

地方収得賞金　850,000円 地方収得賞金　4,687,000円 栗毛 生年月日　2013年4月25日

北海道：2019/06/06～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　辻牧場

6枠8番 笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 母　レインボーアーチ（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井） 南関東：2018/12/27～　15戦2勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　11,450,000円　　中央収得賞金　24,200,000円

牡3歳 馬主　北原大史 6枠12番 JRA：2016/02/20～　13戦3勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年3月18日 フォルレイロ 調教師　市村誠（大井） 　うち地方競馬参戦：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 牝4歳 馬主　八嶋長久 北海道：2018/06/21～　12戦1勝（2着0回、3着1回）

母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 　うち他地区参戦：6戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　753,000円 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　村田牧場 ◆2018　レディスプレリュード［大井］　3着

北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 母　リキサンキャロル（父　ニューイングランド） 産地　新冠町

金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,775,000円 12R

南関東：2019/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/16～　6戦0勝（2着4回、3着0回） 4枠6番

6枠9番 南関東：2018/12/03～　16戦0勝（2着2回、3着0回） ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 

リザード 調教師　小野寺晋廣（大井） 牡7歳 馬主　吉田照哉

牝3歳 馬主　津田浩一 8R 栗毛 生年月日　2013年2月19日

黒鹿毛 生年月日　2017年5月7日 1枠2番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

父　コメート 生産牧場　秋場牧場 キックザキャリバー 調教師　栗田裕光（大井） 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

母　ティーケーキセキ（父　フジキセキ） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　佐野幸一郎 地方収得賞金　19,570,000円

地方収得賞金　994,000円 鹿毛 生年月日　2016年2月21日 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2019/07/17～　4戦0勝（2着3回、3着0回） 父　サダムパテック 生産牧場　田中スタッド 南関東：2015/11/25～　28戦4勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/09/29～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 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：2018/10/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠12番 地方収得賞　2,850,000円 南関東：2018/12/06～　12戦2勝（2着0回、3着2回）

シンジュクマスク 調教師　月岡健二（大井） 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　北原大史 南関東：2018/11/13～　10戦2勝（2着0回、3着1回） ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
鹿毛 生年月日　2017年4月11日 6枠12番 2R　②フィールザゴッデス

父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 モスコミュール 調教師　久保杉隆（大井） 3R　⑥サカベンツヨシ

母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 牝4歳 馬主　（有）木村牧場 4R　③サカベンタロー

地方収得賞金　815,000円 栗毛 生年月日　2016年5月5日 5R　①チビッコミーチャン

北海道：2019/07/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 6R　③コンドルノユメ

金沢：2019/10/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ジェベルロバーツ（父　ウェイオブライト） 産地　日高町 7R　③モエレキンジトウ

南関東：2019/12/03～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,575,000円 8R　⑤アスラーダ　⑥プロフーモ　⑦サラベティ

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 9R　②ハタノキセキ

3R 南関東：2018/11/01～　18戦1勝（2着0回、3着2回） 10R　①ハドロサウルス　⑥コパノミラーレ

4枠7番 7枠14番 11R　⑦エリュシオン

ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） 12R　⑦セツゲツカ　⑨フジノラビット

牡8歳 馬主　（株）リバース 牝5歳 馬主　小野博郷

鹿毛 生年月日　2012年3月21日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日

父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之

母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 母　バブリングブライド（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　9,390,000円 地方収得賞金　6,519,000円

北海道：2014/06/12～　8戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/12/30～　87戦4勝（2着5回、3着12回） 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

5枠9番 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） 金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回）

牡5歳 馬主　山邉浩 南関東：2018/11/02～　20戦3勝（2着3回、3着4回）

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 8枠16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 アレグロ 調教師　鈴木啓之（大井）  

地方収得賞金　3,352,000円 牝4歳 馬主　藤元厚雄

北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年4月29日

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム

南関東：2018/12/31～　20戦1勝（2着1回、3着2回） 母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県

地方収得賞金　4,513,000円

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2018/10/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

1R　②ビーナスリング　⑦アクアスクリーン 南関東：2018/11/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

2R　⑥プリティカメリア　⑦ムク 北海道：2019/05/02～　11戦5勝（2着3回、3着2回）

3R　②オグリグラス　④ランタン 南関東：2019/12/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

4R　①フジノローズ　

5R　⑦サイレントウイナー　 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
7R　③ゴールデンビコー　⑥タキオンボウル 大井6R　⑬アルーリングデイズ

8R　③エイシンセドリック　⑤パノラマ 　　　9R　⑩ブレーヴブラッド

9R　④カティサンダ 　　10R　①リコーアルバトロス

10R　②ドリームパーリオ　④ハーリーバーリー 　　11R　③アルティマウェポン

1/22(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
１着

前走
１着

前走
２着

ホッカイドウ競馬
所 属

TCK女王盃にアルティマウェポンが出走！

鞍上は五十嵐冬樹騎手、

応援よろしくお願いします♪


