
2R 6R 11R

4枠5番 3枠3番 2枠2番

ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） リザード 調教師　小野寺晋廣（大井） タイムゴールド 調教師　堀江仁（大井）

牝4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牝3歳 馬主　津田浩一 牝4歳 馬主　安喰武雄

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 黒鹿毛 生年月日　2017年5月7日 栗毛 生年月日　2016年3月3日

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 父　コメート 生産牧場　秋場牧場 父　タイムパラドックス 生産牧場　荒谷輝和

母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 母　ティーケーキセキ（父　フジキセキ） 産地　浦河町 母　サイマルタシュ（父　Ｂｅｈｒｅｎｓ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,883,000円 地方収得賞金　2,949,000円 地方収得賞金　13,475,000円

北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/07/17～　4戦0勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/06/07～　12戦5勝（2着1回、3着1回）

笠松：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/09/29～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/01/10～　14戦0勝（2着1回、3着1回） 7枠9番 南関東：2019/08/22～　7戦4勝（2着2回、3着0回）

5枠7番 ゴールドボンバー 調教師　市村誠（大井） 4枠6番

アイリスステップ 調教師　藤村和生（大井） 牡3歳 馬主　鶴谷厚子 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

牝4歳 馬主　大坪邦夫 栗毛 生年月日　2017年2月11日 牡5歳 馬主　阿部東亜子

栗毛 生年月日　2016年3月2日 父　ダンカーク 生産牧場　仲野牧場 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 母　アンチークショップ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

母　フェリシア（父　グラスワンダー） 産地　安平町 地方収得賞金　5,810,000円 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　1,450,000円 北海道：2019/05/22～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　14,630,000円

北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/12/04～　5戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

南関東：2019/02/07～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/01/26～　26戦1勝（2着5回、3着2回）

岩手：2019/05/13～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 8R 5枠8番

南関東：2019/11/14～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠12番 ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

3R 牝5歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

4枠5番 鹿毛 生年月日　2015年2月14日 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

モリデンスケサン 調教師　鈴木啓之（大井） 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 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

牡4歳 馬主　森田芳男 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 地方収得賞金　26,490,000円

黒鹿毛 生年月日　2016年3月11日 地方収得賞金　8,105,000円 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

父　サムライハート 生産牧場　トモファーム 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 南関東：2016/07/12～　45戦6勝（2着4回、3着5回）

母　ヒラリータイザン（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 南関東：2017/12/29～　23戦2勝（2着5回、3着3回） ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

地方収得賞金　3,865,000円

北海道：2018/08/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 10R 12R

南関東：2019/06/26～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 1枠2番 3枠4番

6枠9番 シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井） ティーズリープ 調教師　嶋田幸晴（大井）

トリプルアロー 調教師　辻野豊（大井） 牝3歳 馬主　村田裕子 牝3歳 馬主　立山伸二

牡7歳 馬主　中澤加那子 芦毛 生年月日　2017年3月11日 栗毛 生年月日　2017年4月4日

栗毛 生年月日　2013年5月23日 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 父　ウインバリアシオン 生産牧場　清水貞信

父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場 母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 母　プレミールサダコ（父　サニングデール） 産地　青森県

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　2,965,000円 地方収得賞金　3,915,000円

地方収得賞金　13,559,000円 北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/07/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/12/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/05～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/02/03～　64戦6勝（2着7回、3着2回） 2枠3番 4枠5番

8枠13番 リュウノロジャー 調教師　鷹見浩（大井） エリタダス 調教師　佐野謙二（大井）

アブソルートカラー 調教師　福永敏（大井） 牡3歳 馬主　蓑島竜一 牡3歳 馬主　和田博美

牝4歳 馬主　（有）ユートピア牧場 黒鹿毛 生年月日　2017年4月7日 栗毛 生年月日　2017年3月31日

栗毛 生年月日　2016年5月5日 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場

父　フレンチデピュティ 生産牧場　貞広賢治 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 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

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 地方収得賞金　6,235,000円 地方収得賞金　6,030,000円

地方収得賞金　3,680,000円 北海道：2019/05/30～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/06/07～　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：2019/09/18～　9戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/02/07～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/10/17～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

2枠4番

4R アークヴァルサス 調教師 　嶋田幸晴（大井）

1枠1番 牡3歳 馬主　アークフロンティア（株）

ププ 調教師　朝倉実（大井） 鹿毛 生年月日　2017年4月20日

牡5歳 馬主　手嶋康雄 父　ストロングリターン 生産牧場　中館牧場

鹿毛 生年月日　2015年5月21日 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

父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 地方収得賞金　4,260,000円

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 北海道：2019/04/24～　9戦2勝（2着1回、3着4回）

地方収得賞金　5,620,000円 南関東：2019/12/04～　5戦0勝（2着1回、3着2回）

北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 4枠8番

兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） スティールペガサス 調教師　高野毅（大井）

南関東：2018/12/31～　20戦1勝（2着4回、3着3回） 牡3歳 馬主　菅野守雄

3枠3番 黒鹿毛 生年月日　2017年3月13日

エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

セン4歳 馬主　谷口貞保 母　ホールドミータイト（父　コマンズ） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2016年4月25日 地方収得賞金　8,000,000円

父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 北海道：2019/05/09～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,675,000円 南関東：2020/02/06～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2019　南部駒賞［盛岡］　2着

南関東：2019/02/07～　15戦1勝（2着1回、3着0回） 5枠9番

8枠13番 ストロングチェイン 調教師　福永敏（大井）

マチュピチュ 調教師　佐野謙二（大井） 牝3歳 馬主　杉山忠国

牝4歳 馬主　泉一郎 栗毛 生年月日　2017年5月19日

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 父　ストロングリターン 生産牧場　本桐牧場

父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場 母　チェインブラッド（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町

母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町 地方収得賞金　4,025,000円

地方収得賞金　3,551,000円 北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/12/29～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/11/05～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 7枠13番

兵庫：2019/03/21～　6戦0勝（2着3回、3着1回） ネオセラフ 調教師　大宮和也（大井）

南関東：2019/08/01～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　橘勝年

鹿毛 生年月日　2017年3月7日

5R 父　ネオユニヴァース 生産牧場　三石ファーム

2枠2番 母　セラフ（父　ホワイトマズル） 産地　新ひだか町

ダイキンボシ 調教師　的場直之（大井） 地方収得賞金　3,441,000円

牡4歳 馬主　廣松金次 北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2016年5月23日 笠松：2019/09/12～　6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 南関東：2020/02/05～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ナントカナルサ（父　アドマイヤコジーン） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,918,000円

北海道：2018/05/23～　13戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2020/01/24～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠6番

ファーストステップ 調教師　須田和伸（大井） 

セン4歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

鹿毛 生年月日　2016年4月9日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　金成吉田牧場

母　シーソング（父　コマンダーインチーフ） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,505,000円

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/01/23～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

6枠9番

シーザスターライト 調教師　月岡健二（大井） 

牝4歳 馬主　吉田勝己

鹿毛 生年月日　2016年4月4日

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　坂東牧場

母　シーザムーンライト（父　ゴールドアリュール） 産地　平取町

地方収得賞金　3,960,000円

北海道：2018/05/31～　5戦1勝（2着3回、3着1回）

南関東：2018/12/05～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

3/19(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
１着

前走
３着

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
３着

ホッカイドウ競馬トピックス
～「JBC2歳優駿」来年も門別で開催決定！～

このたびi地方競馬全国協会（東京都港区）で開かれ
たＪＢＣ実行委員会で、2021年の第21回ＪＢＣ競走実
施概要が決定されました。

ＪＢＣスプリント・クラシック・レディスクラシックの3競走
は、11月3日（水祝）に金沢競馬場で開催（8年ぶり2度
目）。

また2020年に創設される「ＪＢＣ2歳優駿」は、2021
年も引き続き門別競馬場で実施されます！

【2021年ＪＢＣ競走概要】

開催時期：2021年11月3日（水祝）

開催場：金沢競馬場
第21回ＪＢＣクラシック （2,100ｍ）
第21回ＪＢＣスプリント（1,400ｍ）

第11回ＪＢＣレディスクラシック（1,500ｍ）

開催場：門別競馬場
第2回ＪＢＣ2歳優駿（1,800ｍ）

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・


