
1R 5R 10R

4枠5番 4枠5番 2枠2番

ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井） ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 

牡8歳 馬主　（株）リバース セン4歳 馬主　八嶋長久 牡5歳 馬主　岡田隆寛

鹿毛 生年月日　2012年3月21日 芦毛 生年月日　2016年4月29日 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛

母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 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

地方収得賞金　9,390,000円 地方収得賞金　3,220,000円 地方収得賞金　12,635,000円

北海道：2014/06/12～　8戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回） 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2014/12/30～　88戦4勝（2着5回、3着12回） 南関東：2019/12/04～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/01～　20戦2勝（2着3回、3着3回）

6枠10番 6枠9番

レジア 調教師　村上頼章（大井） 7R イッチョウ 調教師　阪本一栄（大井）

牡4歳 馬主　吉田照哉 7枠11番 牡5歳 馬主　山田祐三

青鹿毛 生年月日　2016年2月5日 アンビグラム 調教師　阪本一栄（大井） 青鹿毛 生年月日　2015年3月11日

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 牝4歳 馬主　伊藤温 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三

母　ラブリープリンセス（父　エンドスウィープ） 産地　白老町 黒鹿毛 生年月日　2016年2月16日 母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,736,000円 父　ベルシャザール 生産牧場　大栄牧場 地方収得賞金　9,610,000円

北海道：2018/06/20～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町 北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着3回、3着3回）

笠松：2018/12/14～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　5,205,000円 南関東：2017/12/2～　31戦3勝（2着3回、3着4回）

南関東：2019/09/17～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/06/28～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 7枠11番

7枠12番 南関東：2018/12/31～　8戦0勝（2着0回、3着3回） ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） 

タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） 8枠13番 牡4歳 馬主　和田博美

牝8歳 馬主　森谷行秀 ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日

栗毛 生年月日　2012年2月20日 牡4歳 馬主　坪井隼人 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 青毛 生年月日　2016年5月4日 母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町

母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 地方収得賞金　8,305,000円

地方収得賞金　9,750,000円 母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 地方収得賞金　5,015,000円 南関東：2018/11/16～　23戦1勝（2着2回、3着2回）

南関東：2015/02/04～　75戦2勝（2着3回、3着6回） 北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2018/12/29～　15戦2勝（2着1回、3着1回） 11R　第2回雲取賞〔SⅢ〕

3R 3枠5番

6枠10番 8R サドンゲイル 調教師　水野貴史（浦和）

リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） 4枠6番 牡3歳 馬主　泉俊二

牡5歳 馬主　山邉浩 スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 青鹿毛 生年月日　2017年5月13日

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 牡9歳 馬主　永井商事（株） 父　シンボリクリスエス 生産牧場　大川牧場

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 栗毛 生年月日　2011年3月12日 母　エンゼルアーチ（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　厚真町

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 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 地方収得賞金　2,000,000円

地方収得賞金　3,352,000円 母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 北海道：2019/05/16～　12戦0勝（2着2回、3着3回）

北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　16,597,000円 南関東：2019/11/28～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回） 5枠8番

南関東：2018/12/31～　21戦1勝（2着1回、3着2回） 岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回） ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回） 牝3歳 馬主　石川貴久

4R 南関東：2016/01/13～　33戦8勝（2着6回、3着5回） 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

4枠5番 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） 9R 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

牝6歳 馬主　山邉浩 3枠4番 地方収得賞金　2,950,000円

栗毛 生年月日　2014年4月20日 キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井） 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏 牡9歳 馬主　小林篤 南関東：2019/12/05～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

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 鹿毛 生年月日　2011年3月15日 5枠9番

地方収得賞金　8,883,000円 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル スティールペガサス 調教師　高野毅（大井）

北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ミラクルウーマン（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　菅野守雄

岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回） 地方収得賞金　21,141,000円 中央収得賞金　7,000,000円 黒鹿毛 生年月日　2017年3月13日

南関東：2017/11/15～　36戦6勝（2着0回、3着2回） 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

5枠8番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ホールドミータイト（父　コマンズ） 産地　新ひだか町

ミコマイ 調教師　櫻木英喜（大井） JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,300,000円

牝4歳 馬主　（有）門脇 南関東：2014/11/27～　56戦4勝（2着5回、3着1回） 北海道：2019/05/09～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年4月16日 6枠9番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　森永聡 リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井） ◆2019　南部駒賞［盛岡］　2着

母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 牡5歳 馬主　土橋正雄 8枠14番

地方収得賞金　2,965,000円 鹿毛 生年月日　2015年5月24日 ピアノマン 調教師　佐藤賢二（船橋）

北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

南関東：2018/10/10～　19戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2017年2月14日

地方収得賞金　13,550,000円 父　ベルシャザール 生産牧場　新生ファーム

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

1R　①モズラフランス　④ビオレソリエス 　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　10,800,000円

3R　①ノーシークレッツ　③グレイエンブレム　④ハウメニーローズ 南関東：2017/12/26～　20戦2勝（2着3回、3着2回） 北海道：2019/05/22～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　⑤マジックガール　⑦アーネストベルン 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/08/08～　8戦2勝（2着2回、3着0回）

4R　③ヒートアップ　

5R　①ホワイトガンベルト ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
6R　②パークス　③マッチデース 1R　⑧チビッコミーチャン　

7R　①カティサンダ　⑥バレンティーノ 2R　④パレスドラゴン　⑩マエストリート

8R　①トゥラヴユーモア 3R　①リコーレキシントン　⑩ヘイセイノキセキ

9R第37回ウインター争覇　③チャイヤプーン　⑤ニューホープ 4R　⑧ゴールドカムイ

　　　⑦チェゴ　⑧ドリームスイーブル　⑩ハーリーバーリー 8R　①クロヒメ　⑤リードメロディー

10R　①ボルドープラージュ　

2/6(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

転入後
初出走


