
1R 7R 11R　第43回京浜盃〔SⅡ〕

1枠1番 3枠3番 1枠1番

レジア 調教師　村上頼章（大井） チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

牡4歳 馬主　吉田照哉 牝6歳 馬主　樋口雅彦 牝3歳 馬主　石川貴久

青鹿毛 生年月日　2016年2月5日 鹿毛 生年月日　2014年4月27日 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

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 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

母　ラブリープリンセス（父　エンドスウィープ） 産地　白老町 母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,816,000円 地方収得賞金　16,885,000円 地方収得賞金　3,460,000円

北海道：2018/06/20～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回） 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

笠松：2018/12/14～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/05～　5戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/09/17～　7戦0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） 5枠7番

4枠5番 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回） ファンシーアップ 調教師　荒山勝徳（大井）

タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　吉田晴哉

牝8歳 馬主　森谷行秀 南関東：2018/10/12～　19戦4勝（2着3回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2017年3月22日

栗毛 生年月日　2012年2月20日 6枠7番 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　追分ファーム

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 セリス 調教師　朝倉実（大井） 母　リヴァリーガーデン（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 牝4歳 馬主　（有）ノマ 地方収得賞金　8,200,000円

地方収得賞金　9,750,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月3日 北海道：2019/06/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場 南関東：2019/10/01～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/02/04～　77戦2勝（2着3回、3着6回） 母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町 7枠12番

地方収得賞金　10,245,000円 ファルコンビーク 調教師　村上頼章（大井）

2R 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　吉田勝己

3枠3番 南関東：2018/12/25～　13戦3勝（2着3回、3着2回） 栗毛 生年月日　2017年3月31日

リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） 7枠10番 父　スマートファルコン 生産牧場　坂東牧場

牡5歳 馬主　山邉浩 リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井） 母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 牡5歳 馬主　土橋正雄 地方収得賞金　3,120,000円

父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 鹿毛 生年月日　2015年5月24日 北海道：2019/06/06～　5戦1勝（2着1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 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム 南関東：2020/02/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,352,000円 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 8枠13番

北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　13,550,000円 ティーズダンク 調教師　水野貴史（浦和）

笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　立山伸二

南関東：2018/12/31～　23戦1勝（2着1回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年4月25日

5枠7番 南関東：2017/12/26～　22戦2勝（2着3回、3着2回） 父　スマートファルコン 生産牧場　原田牧場

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ビフォーダーク（父　キングカメハメハ） 産地　日高町

牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 地方収得賞金　15,600,000円

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 9R 北海道：2019/05/08～　9戦3勝（2着2回、3着1回）

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 2枠2番 南関東：2019/11/25～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） ◆2019　サンライズC［門別］　1着

地方収得賞金　1,733,000円 牡4歳 馬主　和田博美 ◆2019　全日本2歳優駿［川崎］　3着

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日 8枠14番

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム ピアノマン 調教師　佐藤賢二（船橋）

南関東：2018/11/13～　24戦0勝（2着1回、3着2回） 母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

地方収得賞金　8,305,000円 青鹿毛 生年月日　2017年2月14日

3R 北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 父　ベルシャザール 生産牧場　新生ファーム

2枠2番 南関東：2018/11/16～　25戦1勝（2着2回、3着2回） 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） 3枠3番 地方収得賞金　13,300,000円

牝6歳 馬主　山邉浩 ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 北海道：2019/05/22～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2014年4月20日 牡5歳 馬主　岡田隆寛 南関東：2019/08/08～　10戦3勝（2着2回、3着0回）

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

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 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛 12R

地方収得賞金　8,883,000円 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 2枠3番

北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　12,935,000円 コンサートドーレ 調教師　堀千亜樹（大井） 

岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回） 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回） 牡6歳 馬主　小林祐介

南関東：2017/11/15～　38戦6勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/12/01～　22戦2勝（2着3回、3着3回） 栗毛 生年月日　2014年5月9日

5枠6番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

4R イッチョウ 調教師　阪本一栄（大井） 母　スズカララバイ（父　ラムタラ） 産地　新ひだか町

8枠14番 牡5歳 馬主　山田祐三 地方収得賞金　26,384,000円

フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井） 青鹿毛 生年月日　2015年3月11日 北海道：2016/07/26～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

セン4歳 馬主　八嶋長久 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三 岩手：2016/10/31～　5戦0勝（2着1回、3着2回）

芦毛 生年月日　2016年4月29日 母　アビリティック（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 南関東：2017/02/15～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場 地方収得賞金　10,360,000円 JRA：2017/05/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 南関東：2017/09/15～　21戦6勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　3,370,000円 南関東：2017/12/2～　33戦3勝（2着3回、3着4回） 3枠6番

北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回） サマーダイアリー 調教師　佐宗応和（大井） 

南関東：2019/12/04～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 10R 牝6歳 馬主　渡部賢治

3枠5番 栗毛 生年月日　2014年3月28日

5R ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 父　ケイムホーム 生産牧場　金石牧場

8枠13番 牝4歳 馬主　小林祥晃 母　ミヤビアルカディア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町

パートカラー 調教師　佐野謙二（大井） 鹿毛 生年月日　2016年3月21日 地方収得賞金　26,657,500円

牝5歳 馬主　和田博美 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場 北海道：2016/05/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年3月2日 母　キモンオレンジ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 南関東：2016/09/22～　30戦5勝（2着2回、3着3回）

父　バトルプラン 生産牧場　西村和夫 地方収得賞金　12,525,000円 4枠7番

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 北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回） コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

地方収得賞金　7,380,000円 南関東：2018/09/19～　16戦1勝（2着1回、3着1回） 牡6歳 馬主　和田博美

北海道：2017/05/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

南関東：2017/12/30～　33戦2勝（2着0回、3着5回） 4枠8番 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

6R 牝4歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム 地方収得賞金　27,010,000円

2枠3番 芦毛 生年月日　2016年6月7日 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　アークフロンティア（株） 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：2016/11/30～　24戦5勝（2着6回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 地方収得賞金　9,545,000円 5枠9番

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回） ブリージーストーム 調教師　荒山勝徳（大井） 

母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 南関東：2019/02/07～　11戦2勝（2着5回、3着3回） 牡9歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　5,645,000円 5枠9番 栗毛 生年月日　2011年4月14日

北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） ライトニングボルト 調教師　井上弘之（大井） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　社台ファーム

南関東：2018/11/15～　19戦2勝（2着1回、3着1回） 牡4歳 馬主　三浦良三 母　ブリージーウッズ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

5枠10番 青鹿毛 生年月日　2016年4月28日 地方収得賞金　54,060,000円

アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘 北海道：2013/06/13～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

牡6歳 馬主　（株）レックス 母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町 南関東：2013/12/31～　36戦8勝（2着6回、3着5回）

栗毛 生年月日　2014年5月4日 地方収得賞金　8,440,000円 北海道：2018/08/01～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士 北海道：2018/05/02～　11戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2018/12/06～　12戦0勝（2着3回、3着1回）

母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町 南関東：2018/12/29～　17戦3勝（2着3回、3着1回） ◆2015　'15スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

地方収得賞金　11,801,000円 6枠12番 ◆2017　'17スターライトC［大井］　3着　　◆2015　デイリー水無月杯［川崎］　3着

北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） リコーソッピース 調教師　荒山勝徳（大井）

愛知：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 牡6歳 馬主　土橋正雄

南関東：2017/07/26～　25戦5勝（2着4回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2014年4月20日

6枠12番 父　ゴールドアリュール 生産牧場　リコーファーム

ハッピーハナコサン 調教師　朝倉実（大井） 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町

牝4歳 馬主　三島宣彦 地方収得賞金　14,145,000円

鹿毛 生年月日　2016年3月4日 北海道：2016/08/03～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

父　シビルウォー 生産牧場　聖心台牧場 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ハシルモーガン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 大井：2017/07/27～　7戦5勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　5,531,500円 ◆2016　サンライズC［門別］　3着

北海道：2018/08/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

金沢：2018/11/18～　3戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/01/24～　14戦2勝（2着0回、3着1回）

3/18(水) 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
１着

前走
１着

前走
３着

前走
１着

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


