
1R 4R 9R

4枠4番 3枠3番 4枠5番

ブレイクダンス 調教師　納谷和玖（大井） カガヤキ 調教師　月岡健二（大井） ヤマジュンサルサ 調教師　高野毅（大井）

牝2歳 馬主　森田一俊 牝2歳 馬主　今井優 牝3歳 馬主　山下洵一郎

黒鹿毛 生年月日　2018年3月25日 黒鹿毛 生年月日　2018年5月12日 栗毛 生年月日　2017年4月26日

父　トーセンジョーダン 生産牧場　真壁信一 父　ホッコータルマエ 生産牧場　ヤスナカファーム 父　トビーズコーナー 生産牧場　聖心台牧場

母　サンレイスズカ（父　サンデーサイレンス） 産地　むかわ町 母　インディストラーダ（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 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

地方収得賞金　525,000円 地方収得賞金　935,000円 地方収得賞金　5,060,000円

北海道：2020/04/23～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 2020/06/10～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/11/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠7番 南関東：2019/10/17～　12戦1勝（2着2回、3着2回）

ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 　うち他地区参戦：0戦0勝（2着0回、3着0回）

2R 牡2歳 馬主　会田裕一

4枠5番 栗毛 生年月日　2018年3月18日 10R

オウンゴール 調教師　岡野尚光（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也 5枠8番

セン2歳 馬主　酒井孝敏 母　フォレスタレガーロ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） 

栗毛 生年月日　2018年3月9日 地方収得賞金　935,000円 牝5歳 馬主　小野博郷

父　トーセンジョーダン 生産牧場　習志野牧場 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日

母　ラボンボネーラ（父　ディープスカイ） 産地　白老町 南関東：2020/11/03～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之

地方収得賞金　525,000円 8枠11番 母　バブリングブライド（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

北海道：2020/04/15～　10戦0勝（2着0回、3着2回） ノビーノヒカリ 調教師　福永敏（大井） 地方収得賞金　7,629,000円

南関東：2020/11/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝2歳 馬主　嶋田賢 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠6番 栗毛 生年月日　2018年2月21日 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

エムオーゴールド 調教師　堀江仁（大井） 父　シニスターミニスター 生産牧場　服部牧場 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　大浅貢 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 金沢：2018/03/26～　11戦2勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2018年3月26日 地方収得賞金　800,000円 南関東：2018/11/02～　37戦2勝（2着4回、3着5回）

父　ホッコータルマエ 生産牧場　門別牧場 北海道：2020/07/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着

母　エムオーパール（父　ステイゴールド） 産地　日高町 南関東：2020/11/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠10番

地方収得賞金　500,000円 8枠12番 クラキャノン 調教師　朝倉実（大井）

北海道：2020/06/10～　9戦1勝（2着0回、3着0回） イッツバッド 調教師　嶋田幸晴（大井） 牡3歳 馬主　倉見利弘

牝2歳 馬主　三岡有香 鹿毛 生年月日　2017年5月21日

3R 鹿毛 生年月日　2018年5月11日 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場

2枠2番 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

ムーンライトキッス 調教師　宮浦正行（大井） 母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　4,958,000円

牝2歳 馬主　上山浩司 地方収得賞金　575,000円 北海道：2019/05/21～　22戦5勝（2着8回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018年5月2日 北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回） 南関東：2020/11/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ディスクリートキャット 生産牧場　三石川上牧場

母　ミスムーンライト２（父　Ｐｌａｔｉｎｉ） 産地　新ひだか町 6R 12R

地方収得賞金　650,000円 1枠1番 2枠2番

北海道：2020/07/08～　5戦1勝（2着0回、3着2回） エランヴィタール 調教師　嶋田幸晴（大井） モリデンスター 調教師　山越光（浦和）

5枠7番 牡3歳 馬主　小野美子 牡3歳 馬主　森田芳男

プナヘレ 調教師　的場直之（大井） 鹿毛 生年月日　2017年5月1日 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

牡2歳 馬主　林田憲次 父　スマートファルコン 生産牧場　柏木一則 父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男

芦毛 生年月日　2018年5月15日 母　タイセイクインス（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

父　クリエイター２ 生産牧場　佐々木恵一 地方収得賞金　2,358,000円 地方収得賞金　10,015,000円

母　セインツプレイ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　浦河町 北海道：2019/09/11～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

地方収得賞金　650,000円 南関東：2019/12/12～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　9戦2勝（2着1回、3着0回）

北海道：2020/08/05～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/05/14～　6戦4勝（2着1回、3着1回） 5枠7番

6枠8番 マイティウォーリア 調教師　鈴木啓之（大井） 

ライヴクッキー 調教師　赤嶺本浩（大井） 7R 牡4歳 馬主　菊地昌廣

牡2歳 馬主　澤田孝之 4枠6番 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

鹿毛 生年月日　2018年3月31日 フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　クリアファーム

父　コパノリチャード 生産牧場　中本牧場 牡3歳 馬主　山口明彦 母　ミーナー（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　日高町

母　キーツヨイ（父　タバスコキャット） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 地方収得賞金　13,385,000円

地方収得賞金　801,000円 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 北海道：2018/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2020/07/09～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2020/09/27～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,385,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/11/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回） 南関東：2019/02/20～　12戦2勝（2着2回、3着2回）

南関東：2020/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2018　平和賞[船橋]　3着

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 6枠10番 8枠14番

2R　①ピエールジャガー　②リーヴァプリモ　③ノブリーデイ ワカヅマ 調教師　橋本和馬（大井） マギーメイ 調教師　櫻木英喜（大井）

　　　④ボルドーアラン　⑤カレンワールド　⑥ドリームズサークル 牝3歳 馬主　和田博美 牝4歳 馬主　村田裕子

　　　⑦シビルボーイ 鹿毛 生年月日　2017年2月4日 栗毛 生年月日　2016年3月15日

3R　④ニャンダカンダ　 父　カジノドライヴ 生産牧場　二風谷ファーム 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

7R　①サンビタリア　③ハッピーヘイロー　⑥フレアリングラブ 母　ヴェルデライト（父　ディープインパクト） 産地　平取町 母　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

　　　⑦プートワモナムール　⑧シビルクイーン 地方収得賞金　4,585,000円 地方収得賞金　8,395,000円

8R　⑥フェールドゥー 北海道：2019/07/04～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/07/19～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

9R　⑥シュヴァノーティ　 南関東：2019/09/18～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2018/12/30～　24戦3勝（2着1回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 8R ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
2R　①ソラモトベルハズ　②アンスリウムシンヤ　③ライプトラオム 3枠3番 大井3R　⑦プナヘレ

　　　④エイシンヒーロー　⑥ムグンファ　⑨レコパンダンカーク ヤマイチクラウン 調教師　蛯名雄太（大井） 　　　4R　③カガヤキ

　　　⑩ヤシロヴィッキー 牡3歳 馬主　坂本肇 　　　5R　④ケープオブストーム

3R　②ユウバエ　⑧ノルトクリーガー　⑨キーボウル 黒鹿毛 生年月日　2017年2月18日 　　　6R　①エランヴィタール

4R　①サクラベスト 父　トゥザワールド 生産牧場　中田浩美 　　　7R　⑨ダイユウローズ

7R　⑥ラブミーパラダイス 母　ダービーズポケット（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町 　　　9R　⑤ヤマジュンサルサ

8R　①マロンドクイーン　④トラノパワー　⑨リードメロディー 地方収得賞金　4,430,000円 　　10R　⑩クラキャノン

10R　⑦キール　 北海道：2019/05/16～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 　　12R　⑧ノボリソング

11R　③メイクアラッシュ 南関東：2019/11/14～　9戦1勝（2着0回、3着1回） ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
7枠10番 大井1R　⑬ムサシミニスター

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 ワッサンハート 調教師　須田和伸（大井） 　　　3R　⑤サドンスマイル

園田2R　②アンスリウムシンヤ 牡3歳 馬主　簗詰宜彦 　　　4R　⑧トチノヒーロー

　　　5R　③ヴァイスリヒト 鹿毛 生年月日　2017年5月26日 　　　7R　⑩ワカヅマ

　　10R　⑧リヤンドール 父　シニスターミニスター 生産牧場　森田芳男 　　　9R　⑧イチネンプリンス

母　ビッグクロワッサン（父　プリサイスエンド） 産地　新冠町 　　10R　⑭グレートリープ

地方収得賞金　4,570,000円

北海道：2019/08/08～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/11/13～　10戦0勝（2着3回、3着3回）

8枠11番

ゴールドシンボル 調教師　渡部則夫（大井） 

牡5歳 馬主　岡井元憲

栗毛 生年月日　2015年3月15日

父　ゴールドアリュール 生産牧場　村下明博

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　7,320,000円

北海道：2017/06/21～　8戦3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：2018/03/08～　22戦1勝（2着1回、3着2回）
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勝馬投票券の払戻期限について

地方競馬では、2019年12月29日(日)から2020年2月26日(水)ま
でに発売した

勝馬投票券の払戻有効期限を２０２１年１月２日(土)といたしま

す。

対象の勝馬投票券の払戻がお済みでないお客様におかれましては、
お早めに払戻をお願いいたします。
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