
1R 4R 8R

3枠3番 3枠3番 3枠3番

アルマドール 調教師　久保杉隆（大井） ベルナルド 調教師　宗形竹見（大井） モスコミュール 調教師　久保杉隆（大井） 

牝3歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牝4歳 馬主　（有）木村牧場

栗毛 生年月日　2017年5月18日 栗毛 生年月日　2016年3月27日 栗毛 生年月日　2016年5月5日

父　トビーズコーナー 生産牧場　大西ファーム 父　ロジユニヴァース 生産牧場　グランド牧場 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場

母　ミスチフキッツ（父　マーベラスサンデー） 産地　浦河町 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　ジェベルロバーツ（父　ウェイオブライト） 産地　日高町

地方収得賞金　1,425,000円 地方収得賞金　2,895,000円 地方収得賞金　4,575,000円

北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着3回、3着0回）

岩手：2019/09/21～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 佐賀：2018/12/09～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/11/01～　19戦1勝（2着0回、3着2回）

5枠5番 南関東：2019/03/20～　10戦0勝（2着0回、3着3回） 4枠5番

トモノウイニング 調教師　井上弘之（大井） 8枠13番 サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） 

牝3歳 馬主　（株）大高建設 フォルレイロ 調教師　市村誠（大井） 牝5歳 馬主　小野博郷

栗毛 生年月日　2017年4月26日 牝4歳 馬主　八嶋長久 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日

父　タイセイレジェンド 生産牧場　株式会社ケイズ 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之

母　ウグイスジョウ（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　村田牧場 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　1,405,000円 母　リキサンキャロル（父　ニューイングランド） 産地　新冠町 地方収得賞金　6,699,000円

北海道：2019/05/09～　14戦1勝（2着5回、3着3回） 地方収得賞金　2,775,000円 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/30～　2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） 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

6枠6番 南関東：2018/12/03～　17戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

ユーフェミア 調教師　吉井竜一（大井） 金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　星加浩一 5R 南関東：2018/11/02～　21戦3勝（2着3回、3着4回）

鹿毛 生年月日　2017年4月5日 3枠4番 ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡野牧場 エメラルド 調教師　高野毅（大井） 5枠7番

母　エンドレスラヴ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 牝5歳 馬主　大野裕 キックザキャリバー 調教師　栗田裕光（大井）

地方収得賞金　1,665,000円 栗毛 生年月日　2015年5月23日 牡4歳 馬主　佐野幸一郎

北海道：2019/07/24～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 鹿毛 生年月日　2016年2月21日

南関東：2019/12/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 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 父　サダムパテック 生産牧場　田中スタッド

地方収得賞金　4,787,000円 母　プロミスウェル（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

2R 北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞　2,850,000円

5枠8番 笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

ストロングチェイン 調教師　福永敏（大井） 南関東：2018/12/27～　16戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2018/11/13～　11戦2勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　杉山忠国 7枠11番

栗毛 生年月日　2017年5月19日 セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 9R

父　ストロングリターン 生産牧場　本桐牧場 牡5歳 馬主　（株）ハッピースマイル 8枠10番

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 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 

地方収得賞金　1,645,000円 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 牝4歳 馬主　小林祥晃

北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

南関東：2019/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,945,000円 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場

8枠14番 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 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

ラブミーパラダイス 調教師　堀千亜樹（大井） 南関東：2017/12/27～　41戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　12,525,000円

牝3歳 馬主　小林祥晃 北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2017年2月12日 6R 南関東：2018/09/19～　14戦1勝（2着1回、3着1回）

父　コパノリチャード 生産牧場　へいはた牧場 1枠1番 ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

母　コパノプレゼント（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町 アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 

地方収得賞金　1,390,000円 牡6歳 馬主　田村誠 10R

北海道：2019/05/08～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年4月11日 1枠1番

南関東：2019/11/13～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場 タイムゴールド 調教師　堀江仁（大井）

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 牝4歳 馬主　安喰武雄

3R 地方収得賞金　8,595,000円 栗毛 生年月日　2016年3月3日

1枠1番 北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　荒谷輝和

アースエヴェリーナ 調教師　市村誠（大井） 南関東：2016/12/30～　39戦3勝（2着2回、3着4回） 母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　松山増男 地方収得賞金　7,500,000円

栗毛 生年月日　2017年5月3日 7R 北海道：2018/06/07～　12戦5勝（2着1回、3着1回）

父　ハタノヴァンクール 生産牧場　上田昭治 2枠2番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ヒカルマイヒメ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 アレグロ 調教師　鈴木啓之（大井）  南関東：2019/08/22～　5戦3勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　600,000円 牝4歳 馬主　藤元厚雄 4枠7番

北海道：2019/08/28～　5戦0勝（2着3回、3着2回） 栗毛 生年月日　2016年4月29日 ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 

南関東：2019/12/03～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム 牡7歳 馬主　吉田照哉

5枠5番 母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県 栗毛 生年月日　2013年2月19日

ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井） 地方収得賞金　4,513,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

牡3歳 馬主　北原大史 北海道：2018/10/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

鹿毛 生年月日　2017年3月18日 南関東：2018/11/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　19,570,000円

父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場 北海道：2019/05/02～　11戦5勝（2着3回、3着2回） 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2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 南関東：2019/12/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/25～　28戦4勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,433,000円 北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/12/06～　12戦2勝（2着0回、3着2回）

金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 1R　②フレッシュライン　③ラヴウォリアー　④タッチウェーブ 6枠12番

南関東：2019/12/29～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 　　　　⑤ダブルポジション　⑦ポジティブ　⑧スカイガーデン ラブミージュニア 調教師　荒山勝徳（大井） 

6枠6番 2R　③ビーナスリング　⑥アクアスクリーン 牡4歳 馬主　小林祥晃

ネオセラフ 調教師　大宮和也（大井） 3R　③プリティカメリア 栗毛 生年月日　2016年3月19日

牝3歳 馬主　橘勝年 4R　⑦ランタン 父　ゴールドアリュール 生産牧場　谷岡牧場

鹿毛 生年月日　2017年3月7日 5R　③フジノローズ　⑥オグリグラス 母　ラブミーチャン（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

父　ネオユニヴァース 生産牧場　三石ファーム 8R　③ナツミフルーリー　⑦オーシャンスカイ 地方収得賞金　8,165,000円

母　セラフ（父　ホワイトマズル） 産地　新ひだか町 9R　⑥マメチキータ 北海道：2018/05/16～　6戦2勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　1,741,000円 10R　①ルミナスアロー　⑤ムスターファ　⑥キセキタイム 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/12/05～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

笠松：2019/09/12～　6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！ ◆2018　知床賞［盛岡］　3着

7枠8番 2R　③スクード　⑤フェールマルトー　⑥クラモン

ファルコンビーク 調教師　村上頼章（大井） 5R　②クリーンチャンス　④トラノパワー　⑥フリムケバシコ 11R　第64回金盃〔SⅡ〕

牡3歳 馬主　吉田勝己 6R　②セツゲツカ　 1枠2番

栗毛 生年月日　2017年3月31日 7R　⑩フジノラビット フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

父　スマートファルコン 生産牧場　坂東牧場 8R　⑨コパノミラーレ 牡5歳 馬主　山口明彦

母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町 9R　②ナットビーワン　⑦エムザックベルガー　⑧マジカルフェイス 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

地方収得賞金　1,420,000円 　　　⑨タックスオフィサー　⑩ボーイッシュガール 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

北海道：2019/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 　　　⑪エイシンダンシャク 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

8枠10番 10R　③コンドルダンス 地方収得賞金　25,335,000円

シルバーサークル 調教師　村上頼章（大井） 11R　⑤エイシントカチ　⑦グルース 北海道：2017/05/24～　13戦2勝（2着3回、3着4回）

牡3歳 馬主　横井快太 南関東：2017/11/28～　9戦1勝（2着0回、3着3回）

芦毛 生年月日　2017年3月16日 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

父　ジョーカプチーノ 生産牧場　大狩部牧場 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

母　エルフィンパーク（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 北海道：2019/07/31～　9戦0勝（2着1回、3着4回）

地方収得賞金　1,585,000円 南関東：2019/12/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/05/22～　11戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

2/5(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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