
1R 4R 10R

4枠4番 2枠2番 1枠1番

マルベルタ 調教師　鈴木啓之（大井） プリーズ 調教師　香取和孝（大井） サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 

牝3歳 馬主　西森鶴 牝5歳 馬主　酒井孝敏 牡4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション

栗毛 生年月日　2017年5月11日 鹿毛 生年月日　2015年3月21日 栗毛 生年月日　2016年5月13日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　築紫洋 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場

母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町 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 母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町

地方収得賞金　1,930,000円 地方収得賞金　2,910,000円 地方収得賞金　4,222,000円

北海道：2019/07/04～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/02/23～　38戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3回）

南関東：2020/02/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回）

6枠8番 6R 南関東：2019/12/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

ユーフェミア 調教師　吉井竜一（大井） 3枠3番 3枠5番

牝3歳 馬主　星加浩一 ヒワノランニング 調教師　渡部則夫（大井） エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 

鹿毛 生年月日　2017年4月5日 牡8歳 馬主　（株）リバース 牡5歳 馬主　岡田義見

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡野牧場 鹿毛 生年月日　2012年3月21日 鹿毛 生年月日　2015年5月12日

母　エンドレスラヴ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 父　ファスリエフ 生産牧場　樋渡志尚 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘

地方収得賞金　1,665,000円 母　スーパーラヴァー（父　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ） 産地　新冠町 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町

北海道：2019/07/24～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　9,390,000円 地方収得賞金　6,033,000円

南関東：2019/12/31～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/12～　8戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠9番 南関東：2014/12/30～　89戦4勝（2着5回、3着12回） 笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

ヤマジュンサルサ 調教師　高野毅（大井） 8枠11番 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　山下洵一郎 スマイルジーニアス 調教師　高橋清顕（大井） 南関東：2018/12/05～　18戦3勝（2着1回、3着3回）

栗毛 生年月日　2017年4月26日 セン5歳 馬主　今中俊平 7枠13番

父　トビーズコーナー 生産牧場　聖心台牧場 鹿毛 生年月日　2015年2月10日 エイコウノカケハシ 調教師　森下淳平（大井） 

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 父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 牡8歳 馬主　野島泰

地方収得賞金　2,360,000円 母　スカーレットポピー（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 青毛 生年月日　2012年6月2日

北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　2,895,000円 父　アサクサデンエン 生産牧場　野島牧場

南関東：2019/10/17～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 母　シルキーリゾート（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町

南関東：2017/11/02～　36戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　16,238,000円

2R 8枠12番 北海道：2014/08/19～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

8枠11番 ファビリア 調教師　大宮和也（大井） 南関東：2016/04/18～　25戦11勝（2着9回、3着3回）

リアリティワード 調教師　荒山勝徳（大井） 牝5歳 馬主　船越伸也

牡3歳 馬主　吉田照哉 栗毛 生年月日　2015年4月15日 11R

栗毛 生年月日　2017年3月18日 父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 2枠3番

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

母　アムールポエジー（父　ネオユニヴァース） 産地　千歳市 地方収得賞金　2,914,000円 牡6歳 馬主　米津佳昭

地方収得賞金　2,055,000円 北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年5月6日

北海道：2019/04/17～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

南関東：2020/02/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/27～　33戦0勝（2着1回、3着3回） 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

地方収得賞金　32,655,000円

3R 7R 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 4枠4番 南関東：2016/11/16～　36戦7勝（2着4回、3着2回）

ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井） ベルナルド 調教師　宗形竹見（大井） 5枠9番

牡3歳 馬主　北原大史 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

鹿毛 生年月日　2017年3月18日 栗毛 生年月日　2016年3月27日 牡5歳 馬主　谷謙介

父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場 父　ロジユニヴァース 生産牧場　グランド牧場 栗毛 生年月日　2015年4月14日

母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 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 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

地方収得賞金　2,368,000円 地方収得賞金　2,895,000円 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/20～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　47,240,000円

金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 佐賀：2018/12/09～　5戦1勝（2着1回、3着1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2回、3着0回） 南関東：2019/03/20～　12戦0勝（2着0回、3着3回） 愛知：2017/09/21～　13戦6勝（2着3回、3着0回）

3枠4番 5枠5番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ミカチャン 調教師　米田英世（大井） セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 南関東：2018/06/07～　17戦2勝（2着1回、3着2回）

牝3歳 馬主　真下辰夫 牡5歳 馬主　（株）ハッピースマイル ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

鹿毛 生年月日　2017年3月1日 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 ◆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

父　トゥザワールド 生産牧場　シンユウフアーム 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場

母　ショッキングカラー（父　サムライハート） 産地　新冠町 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 12R

地方収得賞金　2,180,000円 地方収得賞金　5,045,000円 4枠7番

北海道：2019/05/01～　10戦3勝（2着0回、3着3回） 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井）

4枠5番 南関東：2017/12/27～　43戦1勝（2着2回、3着2回） 牡9歳 馬主　小林篤

ロータステソーロ 調教師　蛯名雄太（大井） 7枠10番 鹿毛 生年月日　2011年3月15日

牝3歳 馬主　了徳寺健二 イチジツセンリ 調教師　赤嶺本浩（大井） 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル

栗毛 生年月日　2017年5月26日 牡8歳 馬主　武仲勝 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

父　スクリーンヒーロー 生産牧場　天羽禮治 栗毛 生年月日　2012年5月7日 地方収得賞金　21,141,000円 中央収得賞金　7,000,000円

母　ワイルドソース（父　Ｅｘｃｅｅｄ　Ａｎｄ　Ｅｘｃｅｌ） 産地　日高町 父　キングヘイロー 生産牧場　若林牧場 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,955,000円 母　コーディング（父　Ｍａｒｋ　ｏｆ　Ｅｓｔｅｅｍ） 産地　新冠町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/06～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　13,335,000円 JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/01/22～　3戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2014/06/19～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 南関東：2014/11/27～　58戦4勝（2着5回、3着1回）

5枠7番 南関東：2015/07/01～　59戦6勝（2着5回、3着6回） 6枠10番

エムオーキャンドル 調教師　堀江仁（大井） ゴーマイウェイ 調教師　香取和孝（大井） 

牝3歳 馬主　大浅貢 8R 牡4歳 馬主　酒井孝敏

青毛 生年月日　2017年5月5日 2枠4番 青毛 生年月日　2016年3月19日

父　ベルシャザール 生産牧場　門別牧場 カフェジュリア 調教師　森下淳平（大井） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム

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　嶋田賢 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　2,450,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 地方収得賞金　13,690,000円

北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/01/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　プレイフォーノビー（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 南関東：2018/11/01～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠8番 地方収得賞金　2,820,000円 北海道：2019/06/06～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

エック 調教師　赤嶺本浩（大井） 北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 南関東：2019/10/02～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 南関東：2019/04/24～　10戦0勝（2着2回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年4月28日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 9R

母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 1枠1番

地方収得賞金　1,915,000円 ビッグショウ 調教師　三坂盛雄（大井） 

北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 牡4歳 馬主　沖田正憲

南関東：2019/12/04～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年3月15日

7枠12番 父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場

シルバーサークル 調教師　村上頼章（大井） 母　オリガミ（父　シャンハイ） 産地　日高町

牡3歳 馬主　横井快太 地方収得賞金　4,085,000円

芦毛 生年月日　2017年3月16日 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

父　ジョーカプチーノ 生産牧場　大狩部牧場 南関東：2018/12/30～　17戦1勝（2着0回、3着0回）

母　エルフィンパーク（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 3枠4番

地方収得賞金　1,840,000円 ジーンジニー 調教師　辻野豊（大井） 

北海道：2019/05/22～　11戦1勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　谷謙介

南関東：2020/02/05～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2016年3月27日

8枠13番 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場

トモノウイニング 調教師　井上弘之（大井） 母　バライロー（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　（株）大高建設 地方収得賞金　4,355,000円

栗毛 生年月日　2017年4月26日 北海道：2018/07/05～　8戦3勝（2着1回、3着3回）

父　タイセイレジェンド 生産牧場　株式会社ケイズ 南関東：2019/01/16～　11戦0勝（2着1回、3着1回）

母　ウグイスジョウ（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 5枠7番

地方収得賞金　2,000,000円 ジェイケイジーク 調教師　赤嶺本浩（大井）

北海道：2019/05/09～　14戦1勝（2着5回、3着3回） 牡4歳 馬主　杉浦和也

南関東：2019/12/30～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日

8枠14番 父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清

ワカヅマ 調教師　橋本和馬（大井） 母　ローレルウィッチ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　和田博美 地方収得賞金　3,990,000円

鹿毛 生年月日　2017年2月4日 北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　カジノドライヴ 生産牧場　二風谷ファーム 金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回）

母　ヴェルデライト（父　ディープインパクト） 産地　平取町 南関東：2019/08/25～　8戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,770,000円

北海道：2019/07/04～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/09/18～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

3/17(火)大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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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。

ホッカイドウ競馬

★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。


