
1R 4R 7R

5枠6番 6枠9番 3枠3番

エリタダス 調教師　佐野謙二（大井） エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） 

牡3歳 馬主　和田博美 セン4歳 馬主　谷口貞保 牡4歳 馬主　アークフロンティア（株）

栗毛 生年月日　2017年3月31日 鹿毛 生年月日　2016年4月25日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日

父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場 父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場

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 母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 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　6,030,000円 地方収得賞金　3,675,000円 地方収得賞金　5,645,000円

北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回）

南関東：2019/09/18～　7戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/02/07～　13戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/11/15～　17戦2勝（2着1回、3着1回）

7枠9番 4枠5番

アークヴァルサス 調教師 　嶋田幸晴（大井） 5R アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 

牡3歳 馬主　アークフロンティア（株） 2枠2番 牡6歳 馬主　（株）レックス

鹿毛 生年月日　2017年4月20日 ダイキンボシ 調教師　的場直之（大井） 栗毛 生年月日　2014年5月4日

父　ストロングリターン 生産牧場　中館牧場 牡4歳 馬主　廣松金次 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士

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 鹿毛 生年月日　2016年5月23日 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,580,000円 父　フリオーソ 生産牧場　木村牧場 地方収得賞金　11,801,000円

北海道：2019/04/24～　9戦2勝（2着1回、3着4回） 母　ナントカナルサ（父　アドマイヤコジーン） 産地　浦河町 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/04～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,818,000円 愛知：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/05/23～　13戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2017/07/26～　24戦5勝（2着4回、3着2回）

2R 南関東：2020/01/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 5枠7番 9R

ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） ジェイケイジーク 調教師　久保田信之（大井） 7枠12番

牝4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牡4歳 馬主　グローバルサービス（株） パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 牝5歳 馬主　和田博美

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 鹿毛 生年月日　2015年3月2日

母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 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 父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫

地方収得賞金　1,883,000円 地方収得賞金　3,990,000円 母　サクラジュノー（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町

北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,380,000円

笠松：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） 北海道：2017/05/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/01/10～　12戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/08/25～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/30～　32戦2勝（2着0回、3着5回）

5枠8番 8枠13番

アイリスステップ 調教師　藤村和生（大井） ププ 調教師　朝倉実（大井） 10R

牝4歳 馬主　大坪邦夫 牡5歳 馬主　手嶋康雄 5枠5番

栗毛 生年月日　2016年3月2日 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 リュウノロジャー 調教師　鷹見浩（大井）

父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 牡3歳 馬主　蓑島竜一

母　フェリシア（父　グラスワンダー） 産地　安平町 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 黒鹿毛 生年月日　2017年4月7日

地方収得賞金　1,450,000円 地方収得賞金　5,620,000円 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場

北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 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

南関東：2019/02/07～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　3,235,000円

岩手：2019/05/13～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/31～　18戦1勝（2着4回、3着3回） 北海道：2019/05/30～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/11/14～　4戦0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）

6R 南関東：2019/10/17～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

3R 7枠10番

1枠1番 ユニバーサルレディ 調教師　橋本和馬（大井） 11R

リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） 牝4歳 馬主　沖田正憲 8枠11番

牝6歳 馬主　和田博美 鹿毛 生年月日　2016年3月21日 ゴーマイウェイ 調教師　香取和孝（大井） 

青鹿毛 生年月日　2014年2月10日 父　ロジユニヴァース 生産牧場　沖田牧場 牡4歳 馬主　酒井孝敏

父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正 母　コニャックレディ（父　Ｏｌｙｍｐｉｏ） 産地　日高町 青毛 生年月日　2016年3月19日

母　シルクヴァルキリー（父　マーベラスサンデー） 産地　新冠町 地方収得賞金　1,840,000円 中央収得賞金　2,100,000円 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

地方収得賞金　6,960,000円 北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着4回、3着0回） 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回） JRA：2018/12/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,915,000円

南関東：2017/01/25～　22戦3勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/10/18～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

5枠8番 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

アキレアガール 調教師　朝倉実（大井） 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

牝5歳 馬主　真中たかせ 南関東：2019/10/02～　6戦2勝（2着2回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年3月31日

父　タニノギムレット 生産牧場　村下清志 12R

母　メイレディ（父　ジェニュイン） 産地　浦河町 1枠1番

地方収得賞金　3,846,000円 リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井）

北海道：2017/05/03～　12戦2勝（2着5回、3着1回） 牡3歳 馬主　土橋正雄

南関東：2018/10/16～　18戦1勝（2着2回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2017年3月21日

父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町

1R　②リモージュ　③ミラコロアシオン　⑤ニャンダカンダ 地方収得賞金　3,020,000円

　　　⑥グローリアスレラ　⑧トキノマドンナ 北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

2R　③ナイトキャップ　⑤ズイーガー　⑥ピコリーヌ 南関東：2019/12/30～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

　　　⑦クリスタルアイ 6枠7番

5R　⑥マッテマシタ　⑦ペインゴーアウェイ　⑧ローザルーナ ゴールドボンバー 調教師　市村誠（大井）

6R　⑧パキラパワー　 牡3歳 馬主　鶴谷厚子

7R　③キングレイジング　 栗毛 生年月日　2017年2月11日

8R　①ナツミプレジール　⑨カツゲキマドンナ 父　ダンカーク 生産牧場　仲野牧場

9R　③スーパーラッド 母　アンチークショップ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町

10R　⑤デルグレネ 地方収得賞金　3,360,000円

北海道：2019/05/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2019/12/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

2/7(金) 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

前走
３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♪


