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4枠6番 6枠9番 5枠9番

タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） ハッピーハナコサン 調教師　朝倉実（大井） ゴーマイウェイ 調教師　香取和孝（大井） 

牝8歳 馬主　森谷行秀 牝4歳 馬主　三島宣彦 牡4歳 馬主　酒井孝敏

栗毛 生年月日　2012年2月20日 鹿毛 生年月日　2016年3月4日 青毛 生年月日　2016年3月19日

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 父　シビルウォー 生産牧場　聖心台牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 母　ハシルモーガン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

地方収得賞金　9,750,000円 地方収得賞金　5,531,500円 地方収得賞金　12,765,000円

北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2018/08/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/02/04～　76戦2勝（2着3回、3着6回） 金沢：2018/11/18～　3戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

ｃ
南関東：2019/01/24～　13戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

2R 7枠11番 南関東：2019/10/02～　7戦2勝（2着2回、3着1回）

4枠5番 ルフィアンキック 調教師　栗田裕光（大井） 

リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） 牡4歳 馬主　佐野幸一郎 11R

牡5歳 馬主　山邉浩 鹿毛 生年月日　2016年4月19日 1枠1番

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 父　シンボリクリスエス 生産牧場　新冠伊藤牧場 リヴェールブリス 調教師　米谷康秀（船橋）

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 母　アドマイヤシズカ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　伊達泰明

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 地方収得賞金　4,915,000円 青鹿毛 生年月日　2017年6月1日

地方収得賞金　3,352,000円 北海道：2018/06/20～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 父　アンライバルド 生産牧場　サンシャイン牧場

北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/11/13～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 北海道：2019/04/17～　9戦3勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　2,150,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　26,000円）

南関東：2018/12/31～　22戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2019/10/15～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/06/13～　5戦1勝（2着1回、3着2回）

8枠14番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

3R マシェール 調教師　藤田輝信（大井） 南関東：2019/12/10～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 牡6歳 馬主　吉田照哉 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

アブソルートカラー 調教師　福永敏（大井） 鹿毛 生年月日　2014年3月22日 ◆2019　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

牝4歳 馬主　（有）ユートピア牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 6枠9番

栗毛 生年月日　2016年5月5日 母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市 ネーロルチェンテ 調教師　宗形竹見（大井）

父　フレンチデピュティ 生産牧場　貞広賢治 地方収得賞金　11,215,000円 牝3歳 馬主　眞保榮稔

母　アブソルートライン（父　ダンスインザダーク） 産地　むかわ町 北海道：2016/06/22～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2017年4月19日

地方収得賞金　3,680,000円 南関東：2016/11/16～　18戦3勝（2着1回、3着5回） 父　ベルシャザール 生産牧場　ナカノファーム

北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アデュラリア（父　クロフネ） 産地　日高町

南関東：2018/02/07～　11戦1勝（2着1回、3着0回） 8R 地方収得賞金　5,190,000円

4枠5番 4枠7番 北海道：2019/05/02～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） ゴールドシンボル 調教師　渡部則夫（大井） 南関東：2019/12/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

セン4歳 馬主　谷口貞保 牡5歳 馬主　岡井元憲 ◆2019　ブロッサムC［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2016年4月25日 栗毛 生年月日　2015年3月15日 ◆2019　フローラルC［門別］　2着

父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 父　ゴールドアリュール 生産牧場　村下明博 7枠11番

母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町 ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

地方収得賞金　3,675,000円 地方収得賞金　6,840,000円 牝3歳 馬主　石川貴久

北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/06/21～　8戦3勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

南関東：2019/02/07～　14戦1勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

南関東：2018/03/08～　15戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

4R 5枠8番 地方収得賞金　2,950,000円

6枠9番 ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

トリプルアロー 調教師　辻野豊（大井） 牡4歳 馬主　坪井隼人 南関東：2019/12/05～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

牡7歳 馬主　中澤加那子 青毛 生年月日　2016年5月4日

栗毛 生年月日　2013年5月23日 父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 12R

父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場 母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 2枠4番

母　マザーロード（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 地方収得賞金　5,015,000円 リコーアルバトロス 調教師　蛯名雄太（大井） 

地方収得賞金　13,559,000円 北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 牝6歳 馬主　土橋正雄

北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 南関東：2018/12/29～　16戦2勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2014年5月29日

南関東：2016/02/03～　63戦6勝（2着7回、3着2回） 7枠12番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　リコーファーム

6枠10番 ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

ププ 調教師　朝倉実（大井） 牡5歳 馬主　和田博美 地方収得賞金　18,773,000円

牡5歳 馬主　手嶋康雄 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 北海道：2016/06/22～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年5月21日 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場 南関東：2016/11/28～　26戦5勝（2着5回、3着0回）

父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 3枠5番

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 地方収得賞金　6,805,000円 キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井）

地方収得賞金　5,620,000円 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 牡9歳 馬主　小林篤

北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/10/06～　40戦1勝（2着5回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2011年3月15日

兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 8枠14番 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル

南関東：2018/12/31～　19戦1勝（2着4回、3着3回） キックザキャリバー 調教師　栗田裕光（大井） 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

8枠14番 牡4歳 馬主　佐野幸一郎 地方収得賞金　21,141,000円 中央収得賞金　7,000,000円

ダイキンボシ 調教師　的場直之（大井） 鹿毛 生年月日　2016年2月21日 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

牡4歳 馬主　廣松金次 父　サダムパテック 生産牧場　田中スタッド 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年5月23日 母　プロミスウェル（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

父　フリオーソ 生産牧場　木村牧場 地方収得賞　2,850,000円 南関東：2014/11/27～　57戦4勝（2着5回、3着1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：2018/06/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 6枠12番

地方収得賞金　3,918,000円 南関東：2018/11/13～　12戦2勝（2着0回、3着1回） セリス 調教師　朝倉実（大井）

北海道：2018/05/23～　13戦1勝（2着0回、3着3回） 8枠15番 牝4歳 馬主　（有）ノマ

南関東：2020/01/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） アンビグラム 調教師　阪本一栄（大井） 鹿毛 生年月日　2016年4月3日

牝4歳 馬主　伊藤温 父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場

6R 黒鹿毛 生年月日　2016年2月16日 母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町

6枠9番 父　ベルシャザール 生産牧場　大栄牧場 地方収得賞金　10,245,000円

パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 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：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

牝5歳 馬主　和田博美 地方収得賞金　5,205,000円 南関東：2018/12/25～　12戦3勝（2着3回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2015年3月2日 北海道：2018/06/28～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 8枠15番

父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫 南関東：2018/12/31～　9戦0勝（2着0回、3着3回） リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井）

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 牡5歳 馬主　土橋正雄

地方収得賞金　7,380,000円 9R 鹿毛 生年月日　2015年5月24日

北海道：2017/05/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

南関東：2017/12/30～　33戦2勝（2着0回、3着5回） デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

牡5歳 馬主　和田博美 地方収得賞金　13,550,000円

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 鹿毛 生年月日　2015年2月22日 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

2R　⑥セユウスマート 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

4R　②ロミロミ　⑨オリオンネージュ 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町 南関東：2017/12/26～　21戦2勝（2着3回、3着2回）

5R　③エイシンバミューダ　⑧フレッシュライン 地方収得賞金　25,777,000円 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

6R　①ベーカークイン　②アッパレダイテン 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 8枠16番

7R　⑧モリノラピス 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） 

8R　④スーパーラッド　 南関東：2017/12/31～　30戦4勝（2着4回、3着4回） 牝6歳 馬主　樋口雅彦

10R　②エイシンレインボー ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着 鹿毛 生年月日　2014年4月27日

11R　①アビゲイル　⑧ユーセイスラッガー 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場

●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手 母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 佐賀8R第24回たんぽぽ賞　⑧ヘイセイロード 地方収得賞金　16,885,000円

2R　⑥エリアント 　　10R　⑨トウキョウコール 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回）

5R　④モエレキンジトウ　⑥エアーシャンクス 　　11R　⑪イケノアサ 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

6R　②イヴリーヌ　⑤パピン　⑧アスラーダ ※本日はホッカイドウ競馬発売所での佐賀競馬の場外発売はございません。ご了承ください。 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7R　①イスズスカーレット　⑥ゴールドライセンス　⑨シュペリエル 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回）

　　　⑩サンマナ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

9R　②ヘヴンリージェガー　⑥タックスオフィサー　⑦ブラッドクロス 南関東：2018/10/12～　18戦4勝（2着3回、3着2回）

11R　⑨ヘイセイノキセキ　⑩チョウコイコイ

2/27(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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