
1R 5R 11R

4枠4番 3枠3番 1枠1番

スティールペガサス 調教師　高野毅（大井） アキレアガール 調教師　朝倉実（大井） コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

牡3歳 馬主　菅野守雄 牝5歳 馬主　真中たかせ 牡6歳 馬主　和田博美

黒鹿毛 生年月日　2017年3月13日 鹿毛 生年月日　2015年3月31日 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 父　タニノギムレット 生産牧場　村下清志 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

母　ホールドミータイト（父　コマンズ） 産地　新ひだか町 母　メイレディ（父　ジェニュイン） 産地　浦河町 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

地方収得賞金　6,300,000円 地方収得賞金　3,846,000円 地方収得賞金　26,455,000円

北海道：2019/05/09～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/05/03～　12戦2勝（2着5回、3着1回） 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/10/16～　19戦1勝（2着2回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/02/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠6番 南関東：2016/11/30～　23戦5勝（2着6回、3着1回）

◆2019　南部駒賞［盛岡］　2着 シェーネル 調教師　大宮和也（大井） 1枠2番

6枠8番 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ コンサートドーレ 調教師　堀千亜樹（大井） 

アークヴァルサス 調教師 　嶋田幸晴（大井） 芦毛 生年月日　2016年3月4日 牡6歳 馬主　小林祐介

牡3歳 馬主　アークフロンティア（株） 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　グランド牧場 栗毛 生年月日　2014年5月9日

鹿毛 生年月日　2017年4月20日 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　ストロングリターン 生産牧場　中館牧場 地方収得賞金　1,862,000円 母　スズカララバイ（父　ラムタラ） 産地　新ひだか町

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 北海道：2018/05/09～　20戦2勝（2着5回、3着2回） 地方収得賞金　26,384,000円

地方収得賞金　3,835,000円 南関東：2019/12/29～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/07/26～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/04/24～　9戦2勝（2着1回、3着4回） 6枠10番 岩手：2016/10/31～　5戦0勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/12/04～　4戦0勝（2着1回、3着1回） ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） 南関東：2017/02/15～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

7枠9番 牝4歳 馬主　（株）ファーストビジョン JRA：2017/05/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

リュウノロジャー 調教師　鷹見浩（大井） 鹿毛 生年月日　2016年5月21日 南関東：2017/09/15～　20戦6勝（2着2回、3着3回）

牡3歳 馬主　蓑島竜一 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 2枠4番

黒鹿毛 生年月日　2017年4月7日 母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 地方収得賞金　1,883,000円 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

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 北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

地方収得賞金　6,235,000円 笠松：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

北海道：2019/05/30～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/01/10～　13戦0勝（2着1回、3着1回） 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

　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　26,490,000円

南関東：2019/10/17～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 6R 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

1枠1番 南関東：2016/07/12～　44戦6勝（2着4回、3着5回）

2R アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

5枠5番 牡6歳 馬主　（株）レックス 5枠9番

リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井） 栗毛 生年月日　2014年5月4日 サマーダイアリー 調教師　佐宗応和（大井） 

牡3歳 馬主　土橋正雄 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士 牝6歳 馬主　渡部賢治

鹿毛 生年月日　2017年3月21日 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2014年3月28日

父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム 地方収得賞金　11,801,000円 父　ケイムホーム 生産牧場　金石牧場

母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ミヤビアルカディア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,470,000円 愛知：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　26,657,500円

北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/07/26～　25戦5勝（2着4回、3着2回） 北海道：2016/05/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/30～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/09/22～　29戦5勝（2着2回、3着3回）

6枠6番 8R

リザード 調教師　小野寺晋廣（大井） 3枠5番 12R

牝3歳 馬主　津田浩一 トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 3枠6番

黒鹿毛 生年月日　2017年5月7日 牝5歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム アルシメード 調教師　高野毅（大井）

父　コメート 生産牧場　秋場牧場 鹿毛 生年月日　2015年2月14日 牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ

母　ティーケーキセキ（父　フジキセキ） 産地　浦河町 父　ディープブリランテ 生産牧場　チャンピオンズファーム 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

地方収得賞金　2,949,000円 母　プランシングレディ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 父　トランセンド 生産牧場　ダイヤモンドファーム

北海道：2019/07/17～　4戦0勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　8,105,000円 母　コインオブスター（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

南関東：2019/09/29～　9戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 地方収得賞金　3,250,000円

6枠7番 南関東：2017/12/29～　22戦2勝（2着5回、3着3回） 北海道：2019/07/31～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

アースエヴェリーナ 調教師　市村誠（大井） 5枠9番 南関東：2019/12/31～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　松山増男 アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） 4枠7番

栗毛 生年月日　2017年5月3日 牡4歳 馬主　アークフロンティア（株） エリタダス 調教師　佐野謙二（大井）

父　ハタノヴァンクール 生産牧場　上田昭治 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 牡3歳 馬主　和田博美

母　ヒカルマイヒメ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 栗毛 生年月日　2017年3月31日

地方収得賞金　3,125,000円 母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場

北海道：2019/08/28～　5戦0勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　5,645,000円 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

南関東：2019/12/03～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　6,030,000円

7枠9番 南関東：2018/11/15～　18戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

ゴールドボンバー 調教師　市村誠（大井） 南関東：2019/09/18～　8戦2勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　鶴谷厚子 9R 4枠8番

栗毛 生年月日　2017年2月11日 7枠10番 シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井）

父　ダンカーク 生産牧場　仲野牧場 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 牝3歳 馬主　村田裕子

母　アンチークショップ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ）産地　新ひだか町 牡5歳 馬主　阿部東亜子 芦毛 生年月日　2017年3月11日

地方収得賞金　4,110,000円 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

北海道：2019/05/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男 母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

南関東：2019/12/04～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,965,000円

地方収得賞金　14,005,000円 北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

3R 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回） 南関東：2019/12/29～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

4枠5番 南関東：2018/01/26～　25戦1勝（2着5回、3着1回） 6枠12番

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） タイセイサクセサー 調教師　藤田輝信（大井）

牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 10R 牡3歳 馬主　田中成奉

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 4枠4番 栗毛 生年月日　2017年3月28日

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 父　タイセイレジェンド 生産牧場　谷川牧場

母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 牡6歳 馬主　坂本浩一 母　タイセイフレイヤ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　浦河町

地方収得賞金　1,733,000円 鹿毛 生年月日　2014年2月3日 地方収得賞金　8,275,000円

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム 北海道：2019/06/12～　9戦3勝（2着1回、3着4回）

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/11/13～　23戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　25,723,000円 南関東：2019/12/27～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

4R 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1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！
4枠6番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 1R　③イッセイ　④ラキリン　⑥シナノアサヤケ　⑧コスモサンシャイン

レジア 調教師　村上頼章（大井） 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 4R　①アベニンマルカート　④エムオーブラック

牡4歳 馬主　吉田照哉 南関東：2017/07/28～　24戦5勝（2着2回、3着2回） 5R　⑤アウトザブルー　⑨コッチネッラ

青鹿毛 生年月日　2016年2月5日 ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着 6R　②アーネストウイシュ

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 8枠13番 7R　⑥マッテマシタ

母　ラブリープリンセス（父　エンドスウィープ） 産地　白老町 センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 9R　②プラチナクイン　⑧フォーユアラヴ

地方収得賞金　1,816,000円 牡6歳 馬主　米津佳昭 11R　⑤ゴールドリング　⑧ヨミ

北海道：2018/06/20～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2014年5月6日 12R　⑨レッドプルーフ　

笠松：2018/12/14～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

南関東：2019/09/17～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

8枠13番 地方収得賞金　31,595,000円

リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

牝6歳 馬主　和田博美 南関東：2016/11/16～　35戦7勝（2着4回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2014年2月10日

父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正

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　6,960,000円

北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/01/25～　23戦3勝（2着1回、3着2回）

2/28(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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