
1R 5R 8R

6枠11番 3枠3番 3枠3番

シップレックビーチ 調教師　森下淳平（大井） アラレチャン 調教師　吉井竜一（大井） ゴールドシンボル 調教師　渡部則夫（大井） 

牡3歳 馬主　竹下浩一 牝5歳 馬主　太田匡哉 牡5歳 馬主　岡井元憲

栗毛 生年月日　2017年4月15日 鹿毛 生年月日　2015年4月5日 栗毛 生年月日　2015年3月15日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　ユートピア牧場 父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 父　ゴールドアリュール 生産牧場　村下明博

母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市 母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 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

地方収得賞金　1,500,000円 地方収得賞金　2,812,000円 地方収得賞金　6,840,000円

北海道：2019/07/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　8戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/02/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/12～　30戦0勝（2着1回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠12番 6枠8番 南関東：2018/03/08～　16戦1勝（2着1回、3着1回）

ワッサンハート 調教師　須田和伸（大井） スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 7枠12番

牡3歳 馬主　簗詰宜彦 牝7歳 馬主　佐藤聡 アンビグラム 調教師　阪本一栄（大井） 

鹿毛 生年月日　2017年5月26日 栗毛 生年月日　2013年5月7日 牝4歳 馬主　伊藤温

父　シニスターミニスター 生産牧場　森田芳男 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 黒鹿毛 生年月日　2016年2月16日

母　ビッグクロワッサン（父　プリサイスエンド） 産地　新冠町 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 父　ベルシャザール 生産牧場　大栄牧場

地方収得賞金　1,375,000円 地方収得賞金　7,215,000円 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：2019/08/08～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　5,205,000円

南関東：2019/11/13～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/10/13～　65戦2勝（2着2回、3着4回） 北海道：2018/06/28～　5戦2勝（2着1回、3着1回）

8枠15番 南関東：2018/12/31～　10戦0勝（2着0回、3着3回）

アルマドール 調教師　久保杉隆（大井） 7R

牝3歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 1枠1番 9R

栗毛 生年月日　2017年5月18日 クリスマスカクタス 調教師　赤嶺本浩（大井） 4枠6番

父　トビーズコーナー 生産牧場　大西ファーム 牝4歳 馬主　杉浦和也 ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 

母　ミスチフキッツ（父　マーベラスサンデー） 産地　浦河町 芦毛 生年月日　2016年2月29日 牡4歳 馬主　坪井隼人

地方収得賞金　1,425,000円 父　ダンカーク 生産牧場　ムーンシェル・インベストメンツ 青毛 生年月日　2016年5月4日

北海道：2019/06/05～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 母　コスモディスティニ（父　フジキセキ） 産地　日高町 父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場

岩手：2019/09/21～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,550,000円 母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町

南関東：2020/02/05～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,015,000円

兵庫：2018/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

2R 南関東：2018/12/25～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/12/29～　17戦2勝（2着1回、3着1回）

6枠8番 北海道：2019/04/17～　19戦3勝（2着1回、3着1回） 8枠13番

ヤマショウリターン 調教師　堀千亜樹（大井） 2枠4番 ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 

牝3歳 馬主　山下勇 プラチナダンディー 調教師　村上頼章（大井） 牡5歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2017年4月5日 牡5歳 馬主　小田和子 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

父　ストロングリターン 生産牧場　三輪牧場 栗毛 生年月日　2015年3月7日 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場

母　ジェネカー（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 父　プリサイスエンド 生産牧場　大狩部牧場 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　950,000円 母　マキシムガロー（父　スズカマンボ） 産地　新冠町 地方収得賞金　6,805,000円

北海道：2019/05/16～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,670,000円 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回）

岩手：2019/11/02～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/08/30～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 南関東：2017/10/06～　41戦1勝（2着5回、3着1回）

南関東：2019/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/25～　30戦1勝（2着1回、3着2回）

7枠10番 3枠5番 12R

リュウワンティアオ 調教師　柏木一夫（大井） ガンガラー 調教師　佐宗応和（大井） 5枠10番

牡3歳 馬主　（有）門脇 牝4歳 馬主　吉田晴哉 ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 

栗毛 生年月日　2017年4月14日 青鹿毛 生年月日　2016年1月23日 牡7歳 馬主　吉田照哉

父　ウォーターリーグ 生産牧場　今野活博 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　追分ファーム 栗毛 生年月日　2013年2月19日

母　リュウワンティアラ（父　スキャン） 産地　新冠町 母　ニライカナイ（父　Ｍｏｎｔｊｅｕ） 産地　安平町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

地方収得賞金　1,580,000円 地方収得賞金　2,530,000円 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

北海道：2019/05/16～　11戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/05/10～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　19,570,000円

岩手：2019/12/07～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/03/06～　12戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/02/04～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 4枠8番 南関東：2015/11/25～　28戦4勝（2着1回、3着2回）

8枠12番 ネフェルリリー 調教師　的場直之（大井） 北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

アンズビジン 調教師　高岩孝敏（大井） 牝4歳 馬主　木谷ツヤ 南関東：2018/12/06～　14戦2勝（2着0回、3着2回）

牝3歳 馬主　乙訓史樹 栗毛 生年月日　2016年3月5日 8枠15番

青鹿毛 生年月日　2017年5月11日 父　ローエングリン 生産牧場　フジワラフアーム ラブミージュニア 調教師　荒山勝徳（大井） 

父　メイショウボーラー 生産牧場　富田恭司 母　ネフェルメモリー（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 牡4歳 馬主　小林祥晃

母　オルビア（父　カリズマティック） 産地　様似町 地方収得賞金　2,500,000円 栗毛 生年月日　2016年3月19日

地方収得賞金　1,420,000円 北海道：2019/07/16～　7戦6勝（2着1回、3着0回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　谷岡牧場

北海道：2019/08/08～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2020/02/24～　1戦0勝（2着1回、3着0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

南関東：2019/12/29～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　10,165,000円

北海道：2018/05/16～　6戦2勝（2着2回、3着2回）

3R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

4枠5番 南関東：2018/12/05～　8戦4勝（2着1回、3着0回）

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） ◆2018　知床賞［盛岡］　3着

牝7歳 馬主　（株）馬事学院

芦毛 生年月日　2013年4月14日

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町

地方収得賞金　6,657,000円

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2016/07/12～　74戦1勝（2着6回、3着6回）

6枠9番

リックマトリックス 調教師　赤嶺本浩（大井） 

牡6歳 馬主　山邉浩

芦毛 生年月日　2014年5月28日

父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　荒木貴宏

母　マトリックストート（父　メジロマックイーン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　4,493,000円

北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2016/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

笠松：2017/01/26～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

南関東：2017/11/29～　18戦1勝（2着1回、3着5回）

7枠11番

セクシーセディー 調教師　高橋清顕（大井） 

牝7歳 馬主　今中俊平

鹿毛 生年月日　2013年3月12日

父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場

母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　6,404,000円

北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/01/25～　40戦3勝（2着2回、3着5回）

3/16(月) 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
１着

前走
２着

前走
２着

ホッカイドウ競馬トピックス
～今年も2歳馬の能力検査がスタート！～

3月12日（木）、本年最初となるホッカイドウ競馬競走能
力・発走調教検査が門別競馬場で実施されました。

この日は2歳馬105頭が受検し全頭が合格。16Rで50秒0の
時計をマークしたトンデコパ（牝・田中淳司厩舎、父サウス
ヴィグラス）が一番時計をマークしました。

合格した2歳馬たちは4月15日（水）の開幕に向け、これか
らさらに調整を進められていきます。どうぞご注目ください！

★能力検査成績・動画はこちら⇒
http://www.hokkaidokeiba.net/racedata/noken/index.php

場外発売・払戻の取り止めについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の
間、門別競馬場及び全道16か所の場外発売所（Aiba、
J-PLACE）における勝馬投票券の発売・払戻を取り止
めます。

ファンの皆様や関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛
けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申
し上げます。

なお、12月29日から2月26日に発売された勝馬投票
券（2月27日以降に期限を迎えるもの）の払戻期限は、
発売・払戻業務の再開から60日後といたします。


