
1R 6R 11R

6枠9番 5枠8番 1枠1番

アンズビジン 調教師　高岩孝敏（大井） クリスマスカクタス 調教師　赤嶺本浩（大井） サクセッサー 調教師　佐藤賢二（船橋）

牝3歳 馬主　乙訓史樹 牝4歳 馬主　杉浦和也 牡4歳 馬主　（有）新生ファーム

青鹿毛 生年月日　2017年5月11日 芦毛 生年月日　2016年2月29日 鹿毛 生年月日　2016年1月30日

父　メイショウボーラー 生産牧場　富田恭司 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　アドマイヤオーラ 生産牧場　新生ファーム

母　オルビア（父　カリズマティック） 産地　様似町 母　コスモディスティニ（父　フジキセキ） 産地　日高町 母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

地方収得賞金　740,000円 地方収得賞金　2,550,000円 地方収得賞金　27,595,000円

北海道：2019/08/08～　7戦1勝（2着1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：2018/06/28～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2018/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/15～　10戦1勝（2着3回、3着0回）

8枠13番 南関東：2018/12/25～　6戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2019　東京湾C［船橋］　1着

シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井） 北海道：2019/04/17～　18戦3勝（2着1回、3着1回） ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　2着

牝3歳 馬主　村田裕子 2枠3番

芦毛 生年月日　2017年3月11日 7R ブリージーストーム 調教師　荒山勝徳（大井） 

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 1枠1番 牡9歳 馬主　吉田照哉

母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 ファーストステップ 調教師　須田和伸（大井） 栗毛 生年月日　2011年4月14日

地方収得賞金　950,000円 セン4歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム

北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年4月9日 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：2019/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　金成吉田牧場 地方収得賞金　54,060,000円

母　シーソング（父　コマンダーインチーフ） 産地　浦河町 北海道：2013/06/13～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

2R 地方収得賞金　2,505,000円 南関東：2013/12/31～　36戦8勝（2着6回、3着5回）

4枠5番 北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/08/01～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

エック 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2019/01/23～　7戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/12/06～　11戦0勝（2着3回、3着1回）

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 8枠14番 ◆2015　'15スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

鹿毛 生年月日　2017年4月28日 プラチナダンディー 調教師　村上頼章（大井） ◆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

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 牡5歳 馬主　小田和子 4枠7番

母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2015年3月7日 リコーヴィッカース 調教師　蛯名雄太（大井）

地方収得賞金　1,235,000円 父　プリサイスエンド 生産牧場　大狩部牧場 牡7歳 馬主　土橋正雄

北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 母　マキシムガロー（父　スズカマンボ） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2013年5月6日

南関東：2019/12/04～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,570,000円 父　デュランダル 生産牧場　リコーファーム

5枠7番 北海道：2017/08/30～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

リュウワンティアオ 調教師　柏木一夫（大井） 南関東：2018/01/25～　28戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　38,955,000円

牡3歳 馬主　（有）門脇 北海道：2015/06/24～　8戦2勝（2着2回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年4月14日 9R 南関東：2015/12/29～　36戦9勝（2着4回、3着1回）

父　ウォーターリーグ 生産牧場　今野活博 2枠2番 6枠12番

母　リュウワンティアラ（父　スキャン） 産地　新冠町 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

地方収得賞金　1,155,000円 牡5歳 馬主　岡田義見 牡5歳 馬主　和田博美

北海道：2019/05/16～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

岩手：2019/12/07～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

6枠8番 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 地方収得賞金　6,033,000円 地方収得賞金　25,777,000円

牡3歳 馬主　和田博美 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/12/31～　29戦4勝（2着4回、3着4回）

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 南関東：2018/12/05～　16戦3勝（2着1回、3着3回） ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

地方収得賞金　995,000円 3枠3番

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 12R

南関東：2019/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　和田博美 1枠2番

6枠9番 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

ヤマショウリターン 調教師　堀千亜樹（大井） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場 牡5歳 馬主　阿部東亜子

牝3歳 馬主　山下勇 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

栗毛 生年月日　2017年4月5日 地方収得賞金　6,325,000円 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

父　ストロングリターン 生産牧場　三輪牧場 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

母　ジェネカー（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 南関東：2017/10/06～　39戦1勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　14,005,000円

地方収得賞金　950,000円 5枠7番 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

北海道：2019/05/16～　10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） 南関東：2018/01/26～　24戦1勝（2着5回、3着1回）

岩手：2019/11/02～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　沖田正憲 4枠7番

南関東：2019/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年3月15日 ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

8枠13番 父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

ハルタ 調教師　佐々木忠昭（大井） 母　オリガミ（父　シャンハイ） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

牝3歳 馬主　四宮圭 地方収得賞金　4,085,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

黒鹿毛 生年月日　2017年3月8日 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 南関東：2018/12/30～　15戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　26,490,000円

母　トウカイファミリー（父　ネオユニヴァース） 産地　平取町 6枠10番 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　917,000円 サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 南関東：2016/07/12～　43戦6勝（2着4回、3着5回）

北海道：2019/06/12～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 牡4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

岩手：2019/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年5月13日 6枠12番

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 リコーデリンジャー 調教師　荒山勝徳（大井）

3R 母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 牝5歳 馬主　土橋正雄

2枠2番 地方収得賞金　4,042,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年5月11日

ロータステソーロ 調教師　蛯名雄太（大井） 北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 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

牝3歳 馬主　了徳寺健二 南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3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

栗毛 生年月日　2017年5月26日 兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　16,265,000円

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　天羽禮治 南関東：2019/12/25～　2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）

母　ワイルドソース（父　Ｅｘｃｅｅｄ　Ａｎｄ　Ｅｘｃｅｌ） 産地　日高町 南関東：2018/06/25～　14戦2勝（2着2回、3着5回）

地方収得賞金　1,275,000円 10R ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　3着　　◆2017　リリーC［門別］　3着

北海道：2019/06/06～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 4枠6番

南関東：2020/01/22～　1戦0勝（2着0回、3着1回） クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

5枠5番 牡7歳 馬主　伊藤將

シンジュクマスク 調教師　月岡健二（大井） 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

牝3歳 馬主　北原大史 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

鹿毛 生年月日　2017年4月11日 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 地方収得賞金　33,050,000円

母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　815,000円 南関東：2015/12/28～　53戦6勝（2着7回、3着2回）

北海道：2019/07/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠10番

金沢：2019/10/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

南関東：2019/12/03～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡6歳 馬主　米津佳昭

5枠5番 栗毛 生年月日　2014年5月6日

シンジュクマスク 調教師　月岡健二（大井） 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

牝3歳 馬主　北原大史 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

鹿毛 生年月日　2017年4月11日 地方収得賞金　31,065,000円

父　アンパサンド 生産牧場　サンシャイン牧場 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

母　ベルガマスク（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 南関東：2016/11/16～　34戦7勝（2着4回、3着1回）

地方収得賞金　815,000円

北海道：2019/07/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） ●笠松・姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2019/12/03～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松2R　⑥マリポサ　

7枠8番 　　　5R　①サイレントウイナー　

リザード 調教師　小野寺晋廣（大井） 　　　6R　③サクラエ　

牝3歳 馬主　津田浩一 　　　7R　⑤パノラマ　⑥エイシンセドリック　⑦タキオンボウル

黒鹿毛 生年月日　2017年5月7日 　　　9R　⑩ドリームパーリオ

父　コメート 生産牧場　秋場牧場 姫路2R　③ナウシカオジョー　

母　ティーケーキセキ（父　フジキセキ） 産地　浦河町 　　　4R　②エリアント

地方収得賞金　1,249,000円 　　　5R　⑤サカベンタロー

北海道：2019/07/17～　4戦0勝（2着3回、3着0回） 　　　7R　⑥ハニューハント

南関東：2019/09/29～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 　　　8R　②インパクロ　④パピン　⑪シュペリエル

　　　9R　②ツルノシン　⑧ウインディシティー

2/4(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
３着

前走
１着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


