
1R 4R 7R

4枠6番 4枠4番 4枠6番

キックエストレーヤ 調教師　栗田裕光（大井） キモンシャイン 調教師　宗形竹見（大井） アーネストロング 調教師　佐宗応和（大井）

牡3歳 馬主　佐野幸一郎 牝2歳 馬主　小林祥晃 牡3歳 馬主　川上和彦

栗毛 生年月日　2017年3月23日 黒鹿毛 生年月日　2018年3月8日 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

父　ストロングリターン 生産牧場　岡本昌市 父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 父　アーネストリー 生産牧場　堤牧場

母　ダノンステラ（父　ダイワメジャー） 産地　浦河町 母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　シルクアクエリアス（父　アドマイヤベガ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,480,000円 地方収得賞金　1,560,000円 地方収得賞金　2,960,000円

北海道：2019/05/08～　15戦3勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/06/27～　7戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/08/19～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/11/13～　9戦0勝（2着2回、3着1回）

2R 6枠8番

2枠2番 スティールストーム 調教師　鈴木啓之（大井） 8R

ハウメニーローズ 調教師　遠藤茂（大井） 牡2歳 馬主　菅野守雄 2枠2番

牝3歳 馬主　（同）ランニング・クラウド 栗毛 生年月日　2018年5月4日 レイヴィーナス 調教師　寺田新太郎（大井）

栗毛 生年月日　2017年4月20日 父　シニスターミニスター 生産牧場　有限会社プライドロック 牝3歳 馬主　豊島愛子

父　スターリングローズ 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社 母　フェスティバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2017年5月3日

母　アイランドリリー（父　タイムパラドックス） 産地　新冠町 地方収得賞金　1,530,000円 父　スマートファルコン 生産牧場　西村和夫

地方収得賞金　1,206,000円 北海道：2020/08/19～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 母　サムタイムレーター（父　エンドスウィープ） 産地　新ひだか町　

北海道：2019/08/01～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 8枠12番 地方収得賞金　2,658,000円

東海：2019/11/22～　10戦1勝（2着1回、3着3回） アークアネックス 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2019/08/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/04/16～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牝2歳 馬主　アークフロンティア（株） 岩手：2019/09/21～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/09/19～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年2月24日 南関東：2019/12/19～　16戦0勝（2着1回、3着2回）

父　スマートファルコン 生産牧場　能登浩

3R 母　フラワーパス（父　サクラバクシンオー） 産地　えりも町 9R

5枠5番 地方収得賞金　1,040,000円 4枠8番

ゼンニン 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2020/06/03～　4戦1勝（2着1回、3着0回） マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 

牡2歳 馬主　和田博美 南関東：2020/10/07～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　生杉学

鹿毛 生年月日　2018年5月26日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日

父　ネオユニヴァース 生産牧場　川上牧場 5R 父　シルポート 生産牧場　高橋農場

母　トーヨーサンバ（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 1枠2番 母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市

地方収得賞金　1,250,000円 バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 地方収得賞金　14,425,000円

北海道：2020/06/25～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 牝7歳 馬主　（株）馬事学院 北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回）

南関東：2020/10/07～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 芦毛 生年月日　2013年4月14日 南関東：2018/12/30～　24戦0勝（2着6回、3着6回）

6枠7番 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム

パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） 母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 10R

牝2歳 馬主　小菅誠 地方収得賞金　8,377,000円 1枠1番

青鹿毛 生年月日　2018年3月18日 北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井）

父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代 東海：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） セン4歳 馬主　八嶋長久

母　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2016年4月29日

地方収得賞金　1,060,000円 東海：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場

北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/07/12～　86戦2勝（2着7回、3着8回） 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町

南関東：2020/09/20～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠10番 地方収得賞金　11,210,000円

7枠8番 ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回）

ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井） 牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 南関東：2019/12/04～　16戦4勝（2着6回、3着1回）

牝2歳 馬主　立山伸二 鹿毛 生年月日　2016年1月26日 4枠7番

鹿毛 生年月日　2018年4月13日 父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 リンノティアラ 調教師　中野栄治（美浦）

父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム 母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 牝4歳 馬主　谷口祐人

母　フェスティブシャン（父　サニーブライアン） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　1,933,000円 栗毛 生年月日　2016年5月18日

地方収得賞金　1,480,000円 北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　ガーベラパークスタツド

北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 母　サオトメ（父　ヨハネスブルグ） 産地　浦河町

7枠9番 南関東：2018/11/13～　36戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　5,790,000円 中央収得賞金　0円

サンケイワールド 調教師　納谷和玖（大井） 7枠14番 北海道：2018/07/25～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　中村吉隆 スマイルジーニアス 調教師　高岩孝敏（大井） JRA：2018/10/21～　7戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2018年5月19日 セン5歳 馬主　今中俊平 南関東：2019/04/25～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

父　ケイムホーム 生産牧場　旭牧場 鹿毛 生年月日　2015年2月10日 JRA：2020/03/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　エレメンタリー（父　ダイワメジャー） 産地　日高町 父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム

地方収得賞金　1,595,000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 11R　第12回勝島王冠〔SⅡ〕

北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着7回、3着1回） 地方収得賞金　3,175,000円 4枠8番

北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） チャイヤプーン 調教師　辻野豊（大井）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2017/11/02～　50戦1勝（2着1回、3着3回） 牡5歳 馬主　大久保和夫

1R　②ラヴウォリアー 鹿毛 生年月日　2015年5月20日

3R　①ローンスター 6R 父　フェデラリスト 生産牧場　原フアーム

5R　⑪シャンパンパーティ 2枠2番 母　サイレントエクセル（父　ウイングアロー） 産地　新ひだか町

6R　②ソトコマタ　③ヤコウレッシャ エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） 地方収得賞金　60,800,000円

7R　⑥パーフェクトデイ　⑧ルミナスアロー セン4歳 馬主　谷口貞保 北海道：2017/08/23～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

8R　①オーゴンノキズナ　②アイエススター　③モズザベスト 鹿毛 生年月日　2016年4月25日 岩手：2017/10/29～　6戦5勝（2着0回、3着1回）

　　　⑤ティーズダンキー　⑧ファッベラ　⑪ルナエマーブル 父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 南関東：2018/07/24～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

9R　⑦アビゲイル 母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 岩手：2018/10/21～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

10R　①ユーセイスラッガー 地方収得賞金　3,925,000円 南関東：2019/04/04～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 東海：2020/01/24～　1戦1勝（2着0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！ 南関東：2019/02/07～　21戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　ダービーグランプリ［水沢］　1着

2R　⑤ナウシカオジョー　⑨ナインスエンジェル 5枠8番 ◆2018　戸塚記念［川崎］　1着　　◆2018　やまびこ賞［盛岡］　1着

3R　⑧イリア　⑨ハピリン セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） ◆2018　岩手ダービーダイヤモンドC［盛岡］　1着

4R　⑤チョウコイコイ　 セン5歳 馬主　（株）ハッピースマイル ◆2018　金杯［水沢］　1着　　◆2017　寒菊賞［水沢］　1着

5R　⑩ネイチャークラウド 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 ◆2020　東海クラウン［笠松］　1着

7R　②エイシンヒビキ　③アイルビーゼア　④エクスプレス 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 ◆2018　不来方賞［盛岡］　2着

　　　⑥クルゼイロ　⑦モリデンカイドウ 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 ◆2017　知床賞［盛岡］　3着

8R　②モリデンスケサン 地方収得賞金　5,795,000円

9R　⑩ヘヴンリージェガー 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回）

11R第63回園田金盃　②エイシンニシパ　④コスモバレット 南関東：2017/12/27～　52戦1勝（2着2回、3着5回）

12R　⑤クラトキン

●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 大井1R　⑬スピルアウト

園田8R　⑤メイショウバイラン 　　　3R　⑤ゼンニン

　　　4R　⑧スティールストーム

　　　6R　⑦フレンドスマート

　　　7R　⑫ユメミルユメコ

　　　9R　②ソロムコ

　　10R　⑤ワルツフォーデビー

　　11R　⑥ハセノパイロ

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
大井3R　②アールエクシード

　　　6R　①アイノヒーロー

　　　8R　⑥ヤマトシルビア

　　11R　⑭ノーブルサターン

12/9(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

大井11Rは重賞・勝島王冠！

服部騎手・桑村騎手も騎乗します。

応援してくださいね♪

●今週のダートグレード競走

第20回名古屋グランプリ
12月10日(木) 名古屋競馬場・JpnⅡ
3歳以上指定交流 ダート2,500ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します

前走
２着

前走
３着

前走
３着

前走
３着

前走
２着

前走
１着


