
1R 4R 8R

1枠1番 2枠3番 6枠10番

エック 調教師　赤嶺本浩（大井） ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牡6歳 馬主　田村誠

鹿毛 生年月日　2017年4月28日 鹿毛 生年月日　2016年1月26日 鹿毛 生年月日　2014年4月11日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場

母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 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　1,235,000円 地方収得賞金　1,733,000円 地方収得賞金　8,595,000円

北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回）

南関東：2019/12/04～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/12/30～　38戦3勝（2着2回、3着4回）

4枠7番 南関東：2018/11/13～　22戦0勝（2着1回、3着2回） 7枠13番

アルシメード 調教師　高野毅（大井） 3枠6番 フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井）

牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） セン4歳 馬主　八嶋長久

鹿毛 生年月日　2017年5月19日 牝4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 芦毛 生年月日　2016年4月29日

父　トランセンド 生産牧場　ダイヤモンドファーム 鹿毛 生年月日　2016年5月21日 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場

母　コインオブスター（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町

地方収得賞金　1,550,000円 母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 地方収得賞金　3,220,000円

北海道：2019/07/31～　5戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　1,883,000円 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回）

南関東：2019/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/04～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠9番 笠松：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

ストロングチェイン 調教師　福永敏（大井） 南関東：2019/01/10～　11戦0勝（2着1回、3着1回） 9R

牝3歳 馬主　杉山忠国 8枠15番 3枠3番

栗毛 生年月日　2017年5月19日 レジア 調教師　村上頼章（大井） ダンスマティス 調教師　朝倉実（大井）

父　ストロングリターン 生産牧場　本桐牧場 牡4歳 馬主　吉田照哉 牡3歳 馬主　（株）ＭＭＣ

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 青鹿毛 生年月日　2016年2月5日 芦毛 生年月日　2017年5月22日

地方収得賞金　1,475,000円 父　ダノンシャンティ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 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

北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 母　ラブリープリンセス（父　エンドスウィープ） 産地　白老町 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

南関東：2019/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　1,736,000円 地方収得賞金　4,005,000円

7枠14番 北海道：2018/06/20～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

ユーフェミア 調教師　吉井竜一（大井） 笠松：2018/12/14～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/12/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　星加浩一 南関東：2019/09/17～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 8枠10番

鹿毛 生年月日　2017年4月5日 8枠16番 ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡野牧場 アイリスステップ 調教師　藤村和生（大井） 牝3歳 馬主　石川貴久

母　エンドレスラヴ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　大坪邦夫 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

地方収得賞金　1,665,000円 栗毛 生年月日　2016年3月2日 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

北海道：2019/07/24～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

南関東：2019/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　フェリシア（父　グラスワンダー） 産地　安平町 地方収得賞金　2,500,000円

8枠15番 地方収得賞金　1,450,000円 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

トモノウイニング 調教師　井上弘之（大井） 北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/12/05～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　（株）大高建設 南関東：2019/02/07～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2017年4月26日 岩手：2019/05/13～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 10R

父　タイセイレジェンド 生産牧場　株式会社ケイズ 南関東：2019/11/14～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠16番

母　ウグイスジョウ（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 ゴールドシンボル 調教師　渡部則夫（大井） 

地方収得賞金　1,405,000円 5R 牡5歳 馬主　岡井元憲

北海道：2019/05/09～　14戦1勝（2着5回、3着3回） 3枠6番 栗毛 生年月日　2015年3月15日

南関東：2019/12/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回） リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　村下明博

牝6歳 馬主　和田博美 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町

2R 青鹿毛 生年月日　2014年2月10日 地方収得賞金　6,840,000円

1枠1番 父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正 北海道：2017/06/21～　8戦3勝（2着1回、3着1回）

シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井） 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 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　村田裕子 地方収得賞金　6,880,000円 南関東：2018/03/08～　13戦1勝（2着1回、3着1回）

芦毛 生年月日　2017年3月11日 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 南関東：2017/01/25～　21戦3勝（2着1回、3着2回） 11R　'20ウインタースプリント（準重賞）

母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 7枠13番 5枠9番

地方収得賞金　950,000円 タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） アークヴィグラス 調教師　嶋田幸晴（大井）

北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 牝8歳 馬主　森谷行秀 牝4歳 馬主　アークフロンティア（株）

南関東：2019/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2012年2月20日 栗毛 生年月日　2016年5月18日

5枠6番 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　村上牧場

ピエールラピス 調教師　的場直之（大井） 母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 母　キセキノショウリ（父　フジキセキ） 産地　新冠町

牝3歳 馬主　工藤栄三 地方収得賞金　9,750,000円 地方収得賞金　58,700,000円

黒鹿毛 生年月日　2017年2月28日 北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2018/05/31～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

父　ベルシャザール 生産牧場　川上牧場 南関東：2015/02/04～　74戦2勝（2着3回、3着6回） 南関東：2018/11/27～　9戦2勝（2着1回、3着1回）

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 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,635,000円 6R ◆2018　エーデルワイス賞［門別］　1着　

北海道：2019/08/14～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 7枠12番 ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　1着　　◆2018　ローレル賞［川崎］　1着

南関東：2019/12/29～　2戦0勝（2着1回、3着0回） リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） ◆2018　リリーC［門別］　1着　　◆2018　フルールC［門別］　1着

6枠8番 牝6歳 馬主　山邉浩 ◆2019　東京プリンセス賞［大井］　2着

リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井） 栗毛 生年月日　2014年4月20日 ◆2019　桜花賞［浦和］　3着

牡3歳 馬主　土橋正雄 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏

鹿毛 生年月日　2017年3月21日 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 12R

父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム 地方収得賞金　8,883,000円 8枠15番

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：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） アンビグラム 調教師　阪本一栄（大井） 

地方収得賞金　2,340,000円 岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回） 牝4歳 馬主　伊藤温

北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/11/15～　36戦6勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2016年2月16日

南関東：2019/12/30～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ベルシャザール 生産牧場　大栄牧場

7R 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 7枠12番 地方収得賞金　5,025,000円

1R　②ヒートアップ ベアーレ 調教師　米田英世（大井） 北海道：2018/06/28～　5戦2勝（2着1回、3着1回）

3R　④マッチデース　⑤ホワイトガンベルト 牝4歳 馬主　村上卓史 南関東：2018/12/31～　7戦0勝（2着0回、3着3回）

4R　⑧パークス 栗毛 生年月日　2016年3月16日 8枠16番

5R　③デルグレネ 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　オリオンファーム パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 

7R　②ダブルポジション　⑤スカイガーデン　⑥ラヴウォリアー 母　シガトカ（父　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ） 産地　日高町 牝5歳 馬主　和田博美

　　　⑧ナツミフルーリー 地方収得賞金　3,028,000円 鹿毛 生年月日　2015年3月2日

9R第44回ゴールドジュニア　③ダルマワンサ　⑧ムスターファ 北海道：2016/06/28～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫

10R　⑥ルミナスアロー　⑦キセキタイム　⑧マメチキータ 笠松：2018/12/14～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 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

　　　⑨ボルドープリュネ 南関東：2019/06/04～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,380,000円

8枠13番 北海道：2017/05/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ミコマイ 調教師　櫻木英喜（大井） 南関東：2017/12/30～　31戦2勝（2着0回、3着5回）

1R　⑧リュウノテラス 牝4歳 馬主　（有）門脇

3R　①パレスドラゴン　⑥ドリームリン 鹿毛 生年月日　2016年4月16日 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
5R　①リコーモーゼル　⑥リコーヴィニャーレ 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　森永聡 大井1R　⑮トモノウイニング

6R　③トラノパワー 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 　　　2R　⑦バレットドゥオール

7R　②リコーサラトガ　③ピックプウィン 地方収得賞金　2,965,000円 　　　3R　②インペルフェット

10R　⑨マルメロ 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　7R　⑦ウインコンツェルト

南関東：2018/10/10～　18戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　8R　⑩アメリカンマックス

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
大井4R　⑮レジア

　　　5R　⑧パワポケロワージ

　　　6R　③マセラシオン

　　　8R　⑥ゼルター

　　11R　④ブルーウィザード
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