
1R 4R 10R

8枠13番 2枠2番 1枠1番

ハルタ 調教師　佐々木忠昭（大井） アルマドール 調教師　久保杉隆（大井） ユニバーサルレディ 調教師　橋本和馬（大井）

牝3歳 馬主　四宮圭 牝3歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 牝4歳 馬主　沖田正憲

黒鹿毛 生年月日　2017年3月8日 栗毛 生年月日　2017年5月18日 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 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　沖田牧場

母　トウカイファミリー（父　ネオユニヴァース） 産地　平取町 母　ミスチフキッツ（父　マーベラスサンデー） 産地　浦河町 母　コニャックレディ（父　Ｏｌｙｍｐｉｏ） 産地　日高町

地方収得賞金　917,000円 地方収得賞金　1,425,000円 地方収得賞金　1,990,000円 中央収得賞金　2,100,000円

北海道：2019/06/12～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着4回、3着0回）

岩手：2019/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 岩手：2019/09/21～　7戦0勝（2着1回、3着0回） JRA：2018/12/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/02/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/02/05～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/10/18～　6戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠4番 1枠2番

2R マルベルタ 調教師　鈴木啓之（大井） エイコウノカケハシ 調教師　森下淳平（大井） 

4枠5番 牝3歳 馬主　西森鶴 牡8歳 馬主　野島泰

ワカヅマ 調教師　橋本和馬（大井） 栗毛 生年月日　2017年5月11日 青毛 生年月日　2012年6月2日

牝3歳 馬主　和田博美 父　サウスヴィグラス 生産牧場　築紫洋 父　アサクサデンエン 生産牧場　野島牧場

鹿毛 生年月日　2017年2月4日 母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町 母　シルキーリゾート（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町

父　カジノドライヴ 生産牧場　二風谷ファーム 地方収得賞金　1,760,000円 地方収得賞金　15,758,000円

母　ヴェルデライト（父　ディープインパクト） 産地　平取町 北海道：2019/07/04～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2014/08/19～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,090,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/04/18～　24戦11勝（2着8回、3着3回）

北海道：2019/07/04～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 5枠7番 3枠6番

南関東：2019/09/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） シップレックビーチ 調教師　森下淳平（大井） ジーンジニー 調教師　辻野豊（船橋） 

8枠14番 牡3歳 馬主　竹下浩一 牝4歳 馬主　谷謙介

ヤマショウリターン 調教師　堀千亜樹（大井） 栗毛 生年月日　2017年4月15日 芦毛 生年月日　2016年3月27日

牝3歳 馬主　山下勇 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ユートピア牧場 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場

栗毛 生年月日　2017年4月5日 母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市 母　バライロー（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町

父　ストロングリターン 生産牧場　三輪牧場 地方収得賞金　1,500,000円 地方収得賞金　4,355,000円

母　ジェネカー（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 北海道：2019/07/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/07/05～　8戦3勝（2着1回、3着3回）

地方収得賞金　950,000円 7枠11番 南関東：2019/01/16～　10戦0勝（2着1回、3着1回）

北海道：2019/05/16～　10戦0勝（2着0回、3着0回） リアリティワード 調教師　荒山勝徳（大井） 5枠10番

岩手：2019/11/02～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　吉田照哉 サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 

南関東：2019/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年3月18日 牡4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 栗毛 生年月日　2016年5月13日

3R 母　アムールポエジー（父　ネオユニヴァース） 産地　千歳市 父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場

2枠2番 地方収得賞金　1,800,000円 母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町

リュウワンティアオ 調教師　柏木一夫（大井） 北海道：2019/04/17～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,222,000円

牡3歳 馬主　（有）門脇 8枠14番 北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年4月14日 ヤマジュンサルサ 調教師　高野毅（大井） 南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3回）

父　ウォーターリーグ 生産牧場　今野活博 牝3歳 馬主　山下洵一郎 兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回）

母　リュウワンティアラ（父　スキャン） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2017年4月26日 南関東：2019/12/25～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,580,000円 父　トビーズコーナー 生産牧場　聖心台牧場 6枠12番

北海道：2019/05/16～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 母　アートレインボー（父　アドマイヤジャパン） 産地　新ひだか町 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 

岩手：2019/12/07～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　1,935,000円 牡5歳 馬主　岡田義見

南関東：2020/02/04～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年5月12日

3枠3番 南関東：2019/10/17～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘

ロータステソーロ 調教師　蛯名雄太（大井） 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町

牝3歳 馬主　了徳寺健二 5R 地方収得賞金　6,033,000円

栗毛 生年月日　2017年5月26日 1枠1番 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　天羽禮治 バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

母　ワイルドソース（父　Ｅｘｃｅｅｄ　Ａｎｄ　Ｅｘｃｅｌ） 産地　日高町 牝7歳 馬主　（株）馬事学院 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,955,000円 芦毛 生年月日　2013年4月14日 南関東：2018/12/05～　17戦3勝（2着1回、3着3回）

北海道：2019/06/06～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム

南関東：2020/01/22～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 11R

4枠5番 地方収得賞金　6,657,000円 3枠5番

ネオセラフ 調教師　大宮和也（大井） 北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） タイムゴールド 調教師　堀江仁（大井）

牝3歳 馬主　橘勝年 名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 牝4歳 馬主　安喰武雄

鹿毛 生年月日　2017年3月7日 南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年3月3日

父　ネオユニヴァース 生産牧場　三石ファーム 名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　荒谷輝和

母　セラフ（父　ホワイトマズル） 産地　新ひだか町 南関東：2016/07/12～　73戦1勝（2着6回、3着6回） 母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,741,000円 5枠8番 地方収得賞金　8,475,000円

北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着1回、3着1回） セクシーセディー 調教師　高橋清顕（大井） 北海道：2018/06/07～　12戦5勝（2着1回、3着1回）

笠松：2019/09/12～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 牝7歳 馬主　今中俊平 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/02/05～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年3月12日 南関東：2019/08/22～　6戦3勝（2着2回、3着0回）

5枠7番 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 4枠7番

シルバーサークル 調教師　村上頼章（大井） 母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 ラブミージュニア 調教師　荒山勝徳（大井） 

牡3歳 馬主　横井快太 地方収得賞金　6,324,000円 牡4歳 馬主　小林祥晃

芦毛 生年月日　2017年3月16日 北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年3月19日

父　ジョーカプチーノ 生産牧場　大狩部牧場 岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　谷岡牧場

母　エルフィンパーク（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 南関東：2017/01/25～　39戦3勝（2着2回、3着5回） 母　ラブミーチャン（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,840,000円 地方収得賞金　8,165,000円

北海道：2019/05/22～　11戦1勝（2着1回、3着1回） 6R 北海道：2018/05/16～　6戦2勝（2着2回、3着2回）

南関東：2020/02/05～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠11番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

6枠10番 アラレチャン 調教師　吉井竜一（大井） 南関東：2018/12/05～　7戦4勝（2着0回、3着0回）

ユーフェミア 調教師　吉井竜一（大井） 牝5歳 馬主　太田匡哉 ◆2018　知床賞［盛岡］　3着

牝3歳 馬主　星加浩一 鹿毛 生年月日　2015年4月5日 8枠15番

鹿毛 生年月日　2017年4月5日 父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 マギーメイ 調教師　橋本和馬（大井）

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡野牧場 母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 牝4歳 馬主　村田裕子

母　エンドレスラヴ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,692,000円 栗毛 生年月日　2016年3月15日

地方収得賞金　1,665,000円 北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

北海道：2019/07/24～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 南関東：2017/12/12～　29戦0勝（2着1回、3着4回） 母　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

南関東：2019/12/31～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠12番 地方収得賞金　8,395,000円

7枠12番 スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 北海道：2018/06/14～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

トモノウイニング 調教師　井上弘之（大井） 牝7歳 馬主　佐藤聡 南関東：2018/12/30～　14戦3勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　（株）大高建設 栗毛 生年月日　2013年5月7日

栗毛 生年月日　2017年4月26日 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 12R

父　タイセイレジェンド 生産牧場　株式会社ケイズ 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 2枠3番

母　ウグイスジョウ（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 地方収得賞金　6,895,000円 イチジツセンリ 調教師　赤嶺本浩（大井）

地方収得賞金　1,830,000円 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 牡8歳 馬主　武仲勝

北海道：2019/05/09～　14戦1勝（2着5回、3着3回） 南関東：2015/10/13～　64戦2勝（2着1回、3着4回） 栗毛 生年月日　2012年5月7日

南関東：2019/12/30～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場

8枠13番 7R 母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町

エック 調教師　赤嶺本浩（大井） 8枠14番 地方収得賞金　13,335,000円

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 北海道：2014/06/19～　6戦2勝（2着2回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年4月28日 牡5歳 馬主　（株）ハッピースマイル 南関東：2015/07/01～　58戦6勝（2着5回、3着6回）

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 4枠8番

母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 ベルナルド 調教師　宗形竹見（大井） 

地方収得賞金　1,490,000円 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 地方収得賞金　4,945,000円 栗毛 生年月日　2016年3月27日

南関東：2019/12/04～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　グランド牧場

南関東：2017/12/27～　42戦1勝（2着2回、3着2回） 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

地方収得賞金　2,895,000円

9R 北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

7枠10番 佐賀：2018/12/09～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

ビッグショウ 調教師　三坂盛雄（大井） 南関東：2019/03/20～　11戦0勝（2着0回、3着3回）

牡4歳 馬主　沖田正憲

栗毛 生年月日　2016年3月15日 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 1R　⑤カネミツマーチ

母　オリガミ（父　シャンハイ） 産地　日高町 3R　⑦リコーモーゼル

地方収得賞金　4,085,000円 4R　⑧ドリームリン　⑩パディユージン

北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 5R　⑤イリア　⑨タッチワールド

南関東：2018/12/30～　16戦1勝（2着0回、3着0回） 6R　⑦リコーアナコンダ

7R　②プリティア　④オクターバー　⑦サラサ　⑪グレイトボルケーノ

8R　③ウインディシティー　④エイシントカチ　⑧ルーク

10R　⑪ゴリョウサン

2/25(火) 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
３着

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
３着

前走
２着

前走
２着

応援よろしくね♪


