
3R 7R 11R

6枠7番 3枠4番 2枠3番

エムオーキャンドル 調教師　堀江仁（大井） セクシーセディー 調教師　高橋清顕（大井） エニークラップス 調教師　出川克己（船橋） 

牝3歳 馬主　大浅貢 牝7歳 馬主　今中俊平 牡6歳 馬主　吉田勝己

青毛 生年月日　2017年5月5日 鹿毛 生年月日　2013年3月12日 栗毛 生年月日　2014年4月22日

父　ベルシャザール 生産牧場　門別牧場 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 父　カジノドライヴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 母　デザートレジーナ（父　タヤスツヨシ） 産地　白老町

地方収得賞金　580,000円 地方収得賞金　6,324,000円 地方収得賞金　21,872,000円

北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/05/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/01/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/10/11～　29戦3勝（2着4回、3着8回）

南関東：2017/01/25～　38戦3勝（2着2回、3着5回） 3枠6番

4R 6枠10番 ホワイトヘッド 調教師　川島正一（船橋）

3枠3番 バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 牡4歳 馬主　吉田勝己

カクヨク 調教師　遠藤茂（大井） 牝7歳 馬主　（株）馬事学院 芦毛 生年月日　2016年3月26日

牝3歳 馬主　男澤喜惠子 芦毛 生年月日　2013年4月14日 父　ダンカーク 生産牧場　坂東牧場

鹿毛 生年月日　2017年5月8日 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 母　ワナビーザベスト（父　ステイゴールド） 産地　平取町

父　バトルプラン 生産牧場　服部牧場 母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 地方収得賞金　18,900,000円

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 地方収得賞金　6,657,000円 北海道：2018/05/17～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　595,000円 北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/03/20～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2019/05/15～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） ◆2019　黒潮盃［大井］　3着　　◆2019　京浜盃［大井］　3着

岩手：2019/12/07～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠8番

南関東：2020/01/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 

3枠4番 南関東：2016/07/12～　72戦1勝（2着6回、3着6回） 牡4歳 馬主　生杉学

エイシンアゴラ 調教師　櫻木英喜（大井） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日

牝3歳 馬主　北原大史 8R 父　シルポート 生産牧場　高橋農場

栗毛 生年月日　2017年3月16日 6枠10番 母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市

父　グランプリボス 生産牧場　栄進牧場 スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 地方収得賞金　11,875,000円

母　フェアリースワン（父　Ｗｏｏｄｍａｎ） 産地　浦河町 牝7歳 馬主　佐藤聡 北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回）

地方収得賞金　507,000円 栗毛 生年月日　2013年5月7日 南関東：2018/12/30～　21戦0勝（2着6回、3着4回）

北海道：2019/05/22～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 5枠10番

笠松：2019/08/14～　9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 ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 

南関東：2019/12/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,695,000円 牡6歳 馬主　坂本浩一

6枠9番 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2014年2月3日

イルソーニョ 調教師　嶋田幸晴（大井） 南関東：2015/10/13～　63戦2勝（2着1回、3着3回） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム

牝3歳 馬主　三岡陽 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

栗毛 生年月日　2017年2月25日 9R 地方収得賞金　25,168,000円

父　タイムパラドックス 生産牧場　イワミ牧場 7枠11番 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

母　フジドリーム（父　オペラハウス） 産地　新冠町 パッションアイコ 調教師　大宮和也（大井） 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　575,000円 牝4歳 馬主　中田和宏 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/20～　9戦0勝（2着3回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年5月5日 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/12/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　有限会社中田牧場 南関東：2017/07/28～　23戦5勝（2着2回、3着2回）

母　ツクバエンジェル（父　クロフネ） 産地　平取町 ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着

5R 地方収得賞金　2,036,000円

6枠9番 北海道：2018/05/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 12R

エクレールプロント 調教師　高橋清顕（大井） 兵庫：2018/07/04～　22戦1勝（2着0回、3着0回） 1枠2番

牝6歳 馬主　今中俊平 南関東：2019/06/04～　13戦0勝（2着0回、3着0回） マチュピチュ 調教師　佐野謙二（大井） 

栗毛 生年月日　2014年1月30日 8枠13番 牝4歳 馬主　泉一郎

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　猿倉牧場 アマラントス 調教師　上杉昌宏（大井） 鹿毛 生年月日　2016年5月21日

母　プレミアムカフェ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 牡6歳 馬主　岡田義見 父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場

地方収得賞金　3,285,000円 栗毛 生年月日　2014年5月31日 母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町

北海道：2016/05/24～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　日高大洋牧場 地方収得賞金　3,551,000円

南関東：2016/11/28～　39戦0勝（2着3回、3着4回） 母　レモンキス（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠13番 地方収得賞金　7,240,000円 南関東：2018/11/05～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

リックマトリックス 調教師　赤嶺本浩（大井） 北海道：2016/06/23～　22戦3勝（2着3回、3着4回） 兵庫：2019/03/21～　6戦0勝（2着3回、3着1回）

牡6歳 馬主　山邉浩 南関東：2018/02/22～　29戦3勝（2着1回、3着7回） 南関東：2019/08/01～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2014年5月28日 4枠8番

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　荒木貴宏 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ゴールドシンボル 調教師　渡部則夫（大井） 

母　マトリックストート（父　メジロマックイーン） 産地　新ひだか町 1R　⑦エムオーシャルマン 牡5歳 馬主　岡井元憲

地方収得賞金　3,493,000円 2R　④ナツミトゥジュール　⑥ハッピーアントニア 栗毛 生年月日　2015年3月15日

北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 4R　③テロメア　⑤ポートカナベラル 父　ゴールドアリュール 生産牧場　村下明博

南関東：2016/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5R　③タグヤ　⑤ケープフィア 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町

笠松：2017/01/26～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 6R　①ラストスナイパー 地方収得賞金　6,840,000円

南関東：2017/11/29～　16戦0勝（2着1回、3着4回） 7R　⑦リックソダネー 北海道：2017/06/21～　8戦3勝（2着1回、3着1回）

9R　①オクシー　⑥グレイン　⑦ライトリー 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6R 10R　③ハタノサンドリヨン 南関東：2018/03/08～　14戦1勝（2着1回、3着1回）

1枠1番

シェーネル 調教師　大宮和也（大井）

牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ

芦毛 生年月日　2016年3月4日

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　グランド牧場

母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,062,000円

北海道：2018/05/09～　20戦2勝（2着5回、3着2回）

南関東：2019/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

2/3(月) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
２着

前走
２着

今月のダートグレード競走

●2/11(火祝)佐賀競馬場 第47回佐賀記念
JpnⅢ・4歳以上オープン ダート2,000ｍ

●2/23(日祝)東京競馬場 第37回フェブラリーS
GⅠ・4歳以上オープン ダート1,600ｍ

応援よろしくね♪


