
1R 6R 10R

4枠5番 3枠5番 3枠3番

リュウノロジャー 調教師　鷹見浩（大井） アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） 

牡3歳 馬主　蓑島竜一 牡6歳 馬主　（株）レックス 牡4歳 馬主　和田博美

黒鹿毛 生年月日　2017年4月7日 栗毛 生年月日　2014年5月4日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム

母　ハリケンアスリート（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町 母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町

地方収得賞金　3,065,000円 地方収得賞金　11,801,000円 地方収得賞金　8,305,000円

北海道：2019/05/30～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 愛知：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/11/16～　22戦1勝（2着2回、3着2回）

南関東：2019/10/17～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/07/26～　23戦5勝（2着4回、3着2回） 5枠6番

5枠7番 6枠11番 ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 

リンノカーニバル 調教師　蛯名雄太（大井） アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） 牡5歳 馬主　岡田隆寛

牝3歳 馬主　林正夫 牡4歳 馬主　アークフロンティア（株） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

鹿毛 生年月日　2017年5月4日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛

父　トゥザワールド 生産牧場　北俣牧夫 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 母　ネバーグレイス（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町 母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 地方収得賞金　11,885,000円

地方収得賞金　3,015,000円 地方収得賞金　5,645,000円 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2019/06/06～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 南関東：2017/12/01～　19戦2勝（2着3回、3着2回）

南関東：2019/11/14～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/11/15～　16戦2勝（2着1回、3着1回）

7枠11番 11R

ゴールドボンバー 調教師　市村誠（大井） 7R 6枠11番

牡3歳 馬主　鶴谷厚子 3枠5番 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

栗毛 生年月日　2017年2月11日 トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 牡5歳 馬主　阿部東亜子

父　ダンカーク 生産牧場　仲野牧場 牝5歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

母　アンチークショップ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ）産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2015年2月14日 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

地方収得賞金　2,935,000円 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　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

北海道：2019/05/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 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　14,005,000円

南関東：2019/12/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,805,000円 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 南関東：2018/01/26～　23戦1勝（2着5回、3着1回）

3R 南関東：2017/12/29～　21戦2勝（2着5回、3着2回） 6枠12番

4枠8番 コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

マチュピチュ 調教師　佐野謙二（大井） 8R 牡6歳 馬主　和田博美

牝4歳 馬主　泉一郎 2枠2番 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場 牡5歳 馬主　和田博美 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年2月22日 地方収得賞金　22,755,000円

地方収得賞金　3,551,000円 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場 北海道：2016/07/13～　5戦1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） 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町 　うちJRA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） 地方収得賞金　25,777,000円 南関東：2016/11/30～　22戦4勝（2着6回、3着1回）

兵庫：2019/03/21～　6戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 7枠13番

南関東：2019/08/01～　3戦0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） サマーダイアリー 調教師　佐宗応和（大井） 

6枠11番 南関東：2017/12/31～　28戦4勝（2着4回、3着4回） 牝6歳 馬主　渡部賢治

エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着 栗毛 生年月日　2014年3月28日

セン4歳 馬主　谷口貞保 3枠3番 父　ケイムホーム 生産牧場　金石牧場

鹿毛 生年月日　2016年4月25日 センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 母　ミヤビアルカディア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町

父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 牡6歳 馬主　米津佳昭 地方収得賞金　26,657,500円

母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2014年5月6日 北海道：2016/05/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,675,000円 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 南関東：2016/09/22～　28戦5勝（2着2回、3着3回）

北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町 8枠16番

南関東：2019/02/07～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　30,675,000円 コンサートドーレ 調教師　堀千亜樹（大井） 

8枠16番 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 牡6歳 馬主　小林祐介

ダイキンボシ 調教師　的場直之（大井） 南関東：2016/11/16～　33戦7勝（2着4回、3着1回） 栗毛 生年月日　2014年5月9日

牡4歳 馬主　廣松金次 6枠9番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

鹿毛 生年月日　2016年5月23日 ストロングハート 調教師　内田勝義（川崎） 母　スズカララバイ（父　ラムタラ） 産地　新ひだか町

父　フリオーソ 生産牧場　木村牧場 牝5歳 馬主　（有）グランド牧場 地方収得賞金　25,459,000円

母　ナントカナルサ（父　アドマイヤコジーン） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2015年5月22日 北海道：2016/07/26～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,818,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 岩手：2016/10/31～　5戦0勝（2着1回、3着2回）

北海道：2018/05/23～　13戦1勝（2着0回、3着3回） 母　ファーストレディ（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町 南関東：2017/02/15～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　48,600,000円 JRA：2017/05/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

4R 北海道：2017/07/19～　6戦3勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/09/15～　19戦6勝（2着2回、3着2回）

2枠2番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

ジェイケイジーク 調教師　久保田信之（大井） 南関東：2017/12/31～　12戦1勝（2着1回、3着2回） 12R

牡4歳 馬主　グローバルサービス（株） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠4番

黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2017　リリーC［門別］　1着 スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 

父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 ◆2017　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着  ◆2017　フローラルC［門別］　2着 牡9歳 馬主　永井商事（株）

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 ◆2020　船橋記念［船橋］　3着　　◆2019　しらさぎ賞［浦和］　3着 栗毛 生年月日　2011年3月12日

地方収得賞金　3,990,000円 ◆2018　ユングフラウ賞［浦和］　3着　　◆2017　ローレル賞［川崎］　3着 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場

北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠10番 母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町

金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） ブリージーストーム 調教師　荒山勝徳（大井） 地方収得賞金　16,597,000円

南関東：2019/08/25～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 牡9歳 馬主　吉田照哉 北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回）

5枠5番 栗毛 生年月日　2011年4月14日 岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回）

ププ 調教師　朝倉実（大井） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム 北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回）

牡5歳 馬主　手嶋康雄 母　ブリージーウッズ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市 南関東：2016/01/13～　32戦8勝（2着6回、3着5回）

鹿毛 生年月日　2015年5月21日 地方収得賞金　53,475,000円 5枠5番

父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 北海道：2013/06/13～　5戦1勝（2着1回、3着1回） ライトニングボルト 調教師　井上弘之（大井） 

母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 南関東：2013/12/31～　36戦8勝（2着6回、3着5回） 牡4歳 馬主　三浦良三

地方収得賞金　5,470,000円 北海道：2018/08/01～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2016年4月28日

北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/12/06～　10戦0勝（2着3回、3着1回） 父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘

兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） ◆2015　'15スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着 母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町

南関東：2018/12/31～　17戦1勝（2着4回、3着3回） ◆2017　'17スターライトC［大井］　3着　　◆2015　デイリー水無月杯［川崎］　3着 地方収得賞金　8,140,000円

6枠7番 北海道：2018/05/02～　11戦1勝（2着0回、3着3回）

ファーストメロディ 調教師　蛯名雄太（大井） 9R 南関東：2018/12/29～　15戦3勝（2着3回、3着1回）

牝4歳 馬主　中山聡 7枠8番 8枠11番

青毛 生年月日　2016年5月29日 タイセイサクセサー 調教師　藤田輝信（大井） スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

父　パイロ 生産牧場　広富牧場 牡3歳 馬主　田中成奉 牝4歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

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 栗毛 生年月日　2017年3月28日 芦毛 生年月日　2016年6月7日

地方収得賞金　3,980,000円 父　タイセイレジェンド 生産牧場　谷川牧場 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

北海道：2018/08/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 母　タイセイフレイヤ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　浦河町 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

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,275,000円 地方収得賞金　7,595,000円

南関東：2019/06/04～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/06/12～　9戦3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）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/02/07～　9戦2勝（2着5回、3着2回）

5R 南関東：2019/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠12番

5枠10番 8枠10番 イッチョウ 調教師　阪本一栄（大井）

ユニバーサルレディ 調教師　橋本和馬（大井） エリタダス 調教師　佐野謙二（大井） 牡5歳 馬主　山田祐三

牝4歳 馬主　沖田正憲 牡3歳 馬主　和田博美 青鹿毛 生年月日　2015年3月11日

鹿毛 生年月日　2016年3月21日 栗毛 生年月日　2017年3月31日 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三

父　ロジユニヴァース 生産牧場　沖田牧場 父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場 母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

母　コニャックレディ（父　Ｏｌｙｍｐｉｏ） 産地　日高町 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　9,610,000円

地方収得賞金　1,740,000円 中央収得賞金　2,100,000円 地方収得賞金　6,030,000円 北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着3回、3着3回）

北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着4回、3着0回） 北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/12/2～　30戦3勝（2着3回、3着4回）

JRA：2018/12/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/09/18～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/10/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠11番

アークヴァルサス 調教師 　嶋田幸晴（大井）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡3歳 馬主　アークフロンティア（株）

1R　①トキノマドンナ　③グローリアスレラ　④リモージュ 鹿毛 生年月日　2017年4月20日

　　　⑦ニャンダカンダ 父　ストロングリターン 生産牧場　中館牧場

2R　①ズイーガー　④ピコリーヌ　⑥フレッシュライン 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

　　　⑧クリスタルアイ 地方収得賞金　2,830,000円

3R　②ナイトキャップ 北海道：2019/04/24～　9戦2勝（2着1回、3着4回）

4R　⑥マッテマシタ 南関東：2019/12/04～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

5R　①パキラパワー　⑥キングレイジング
6R　③シーイズアレディ　⑧カツゲキマドンナ ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
7R　⑥ボルドープラージュ 大井1R　⑪ゴールドボンバー

9R　⑨トゥラヴユーモア 　　　2R　⑤ピンフドラサン

10R　④ドリームスイーブル　⑦チャイヤプーン 　　　3R　⑯ダイキンボシ

　　　6R　②ハナレイ

1/24(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしくね♪


