
2R 9R 11R　第11回フジノウェーブ記念〔SⅢ〕

2枠2番 2枠4番 1枠1番

ストロングチェイン 調教師　福永敏（大井） サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

牝3歳 馬主　杉山忠国 牝5歳 馬主　小野博郷 牡5歳 馬主　谷謙介

栗毛 生年月日　2017年5月19日 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日 栗毛 生年月日　2015年4月14日

父　ストロングリターン 生産牧場　本桐牧場 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

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 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 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,325,000円 地方収得賞金　6,699,000円 地方収得賞金　47,240,000円

北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/12/29～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 愛知：2017/09/21～　13戦6勝（2着3回、3着0回）

4枠5番 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井） 金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/06/07～　16戦2勝（2着1回、3着2回）

牡3歳 馬主　北原大史 南関東：2018/11/02～　22戦3勝（2着3回、3着4回） ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

鹿毛 生年月日　2017年3月18日 ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着

父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場 3枠6番 2枠3番

母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 モスコミュール 調教師　久保杉隆（大井） トロヴァオ 調教師　荒山勝徳（大井）

地方収得賞金　2,133,000円 牝4歳 馬主　（有）木村牧場 牡7歳 馬主　（有）キャロットファーム

北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年5月5日 栗毛 生年月日　2013年5月27日

金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

南関東：2019/12/29～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 母　ジェベルロバーツ（父　ウェイオブライト） 産地　日高町 母　サワズソング（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　安平町

7枠11番 地方収得賞金　4,575,000円 地方収得賞金　98,250,000円

エムオーキャンドル 調教師　堀江仁（大井） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2015/07/02～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　大浅貢 南関東：2018/11/01～　20戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/10/14～　24戦3勝（2着4回、3着3回）

青毛 生年月日　2017年5月5日 5枠10番 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ベルシャザール 生産牧場　門別牧場 アレグロ 調教師　鈴木啓之（大井）  

母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　藤元厚雄 ◆2017　'17ムーンライトC［大井］　1着

地方収得賞金　2,280,000円 栗毛 生年月日　2016年4月29日

北海道：2019/07/04～　9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

南関東：2020/01/21～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県 ◆2019　JBCスプリント［浦和］　3着

地方収得賞金　4,513,000円

4R 北海道：2018/10/04～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 3枠5番

5枠8番 南関東：2018/11/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） キャンドルグラス 調教師　川島正一（船橋）

ファビリア 調教師　大宮和也（大井） 北海道：2019/05/02～　11戦5勝（2着3回、3着2回） 牡6歳 馬主　吉田照哉

牝5歳 馬主　船越伸也 南関東：2019/12/25～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年5月7日

栗毛 生年月日　2015年4月15日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 10R 母　ブローザキャンドル（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 2枠4番 地方収得賞金　90,440,000円

地方収得賞金　2,914,000円 ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 北海道：2016/06/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　岡田隆寛 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日 南関東：2016/12/14～　23戦9勝（2着3回、3着4回）

南関東：2017/12/27～　32戦0勝（2着1回、3着3回） 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛 ◆2020　船橋記念［船橋］　1着

7枠11番 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

プリーズ 調教師　香取和孝（大井） 地方収得賞金　12,635,000円

牝5歳 馬主　酒井孝敏 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年3月21日 南関東：2017/12/01～　21戦2勝（2着3回、3着3回）

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 3枠5番 3枠6番

母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 イッチョウ 調教師　阪本一栄（大井） ヒガシウィルウィン 調教師　米谷康秀（船橋）

地方収得賞金　2,910,000円 牡5歳 馬主　山田祐三 牡6歳 馬主　（株）ＭＭＣ

北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2015年3月11日 栗毛 生年月日　2014年3月30日

南関東：2018/02/23～　37戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 母　プリモタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

5R 地方収得賞金　9,910,000円 地方収得賞金　207,560,000円

6枠10番 北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：9戦3勝（2着5回、3着0回）

リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） 南関東：2017/12/2～　32戦3勝（2着3回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝6歳 馬主　山邉浩 6枠12番 南関東：2017/01/18～　17戦5勝（2着5回、3着1回）

栗毛 生年月日　2014年4月20日 ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2019/07/04～　5戦1勝（2着2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4歳 馬主　和田博美 南関東：2019/12/10～　2戦0勝（2着0回、3着1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 黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日 ◆2017　ジャパンダートダービー［大井］　1着

地方収得賞金　8,883,000円 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム ◆2018　サンタアニタトロフィー［大井］　1着

北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町

岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回） 地方収得賞金　8,305,000円

南関東：2017/11/15～　37戦6勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/16～　24戦1勝（2着2回、3着2回）

6R

5枠7番 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 大井5R　①ヒシハムザリバー

牡6歳 馬主　田村誠 　　　6R　⑥リンケージ

鹿毛 生年月日　2014年4月11日 　　　7R　⑥アサミン 12R

父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場 　　　9R　③スマートフレイ 5枠6番

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 　　10R　⑫ダストデビル ライトニングボルト 調教師　井上弘之（大井） 

地方収得賞金　8,695,000円 　　11R　⑧ブラックバゴ 牡4歳 馬主　三浦良三

北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回） 　　12R　⑨ノアブリジット 青鹿毛 生年月日　2016年4月28日

南関東：2016/12/30～　40戦3勝（2着2回、3着4回） 父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘

母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町

7R 地方収得賞金　8,140,000円

8枠16番 北海道：2018/05/02～　11戦1勝（2着0回、3着3回）

フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井） 南関東：2018/12/29～　16戦3勝（2着3回、3着1回）

セン4歳 馬主　八嶋長久 5枠7番

芦毛 生年月日　2016年4月29日 スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場 牝4歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 芦毛 生年月日　2016年6月7日

地方収得賞金　3,370,000円 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回） 母　マイソールラブ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町

南関東：2019/12/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　9,545,000円

北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2019/02/07～　10戦2勝（2着5回、3着3回）

1R　①シングンバルドー　⑦ゴールドポケット　⑧ダイセンペガサス

2R　②ラウロ　⑥エイシンサクラソウ ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
4R　②ファーストライト 1R　⑥スイートジェル

5R　④セイウンブラスト　⑨ハッピーフェイス 2R　②リコーレキシントン　⑤リコーヴィニャーレ　⑨レコパンハロウィー

8R　④カツゲキジャパン 3R　①トラノパワー

11R　⑦ヤコウレッシャ 5R　③ローズメジャー

12R　⑩フリーゴーイング 8R　⑩ダブルタッチ

9R　②ボーイッシュガール　⑪カモーンツバサ

10R　⑩エリュシオン

11R　④ブラックトリガー

◆2016　栄冠賞[門別]　2着　　◆2016　ブリーダーズGJC[門別]　2着

◆2019　旭岳賞［門別］　3着　　◆2018　大井記念［大井］　3着

◆2017　東京ダービー［大井］　1着　　◆2017　京浜盃［大井］　1着

◆2017　ニューイヤーC［浦和］　1着　　◆2016　サンライズC[門別]　1着

◆2016　北海道2歳優駿[門別]　2着　　◆2019　瑞穂賞［門別］　2着

◆2018　勝島王冠［大井］　2着　　◆2018　マイルグランプリ［大井］　2着

◆2017　浦和記念［浦和］　2着　　◆2017　羽田盃［大井］　2着

◆2018　報知オールスターC［川崎］　3着　　◆2018　マイルグランプリ［大井］　3着

◆2019　'19ウインタースプリント［大井］　1着　　◆2018　'18ウインタースプリント［大井］　1着

◆2019　アフター5スター賞［大井］　2着　　◆2019　フジノウェーブ記念［大井］　2着

◆2018　ゴールドC［浦和］　3着　　◆2018　アフター5スター賞［大井］　3着

◆2017　羽田盃[大井]　3着　　◆2017　ブルーバードC[船橋]　3着

2/26(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

◆2016　ダービーグランプリ[水沢]　1着　　◆2015　ハイセイコー記念[大井]　1着

◆2019　スパーキングサマーC［川崎］　2着　　◆2019　川崎マイラーズ［川崎］　2着

◆2017　川崎マイラーズ［川崎］　2着　　◆2016　羽田盃[大井]　2着

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
３着

服部茂史騎手が大井にスポット参戦！

メイン・フジノウェーブ記念では

⑧ブラックバゴとコンビを組むほか、

全部で7クラに騎乗予定です♪

前走
１着


