
1R 4R 8R

5枠7番 1枠1番 5枠8番

セクシーセディー 調教師　高橋清顕（大井） アウィウィリオ 調教師　吉井竜一（大井） ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井）

牝7歳 馬主　今中俊平 牝2歳 馬主　佐野幸一郎 牡3歳 馬主　北原大史

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 鹿毛 生年月日　2018年5月2日 鹿毛 生年月日　2017年3月18日

父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 父　ダノンレジェンド 生産牧場　まるとみ冨岡牧場 父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場

母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 母　レッドシャトル（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

地方収得賞金　8,564,000円 地方収得賞金　1,850,000円 地方収得賞金　6,021,000円

北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/07/02～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 4枠4番 金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2017/01/25～　50戦5勝（2着3回、3着5回） トウキョウボーイ 調教師　立花伸（大井） 南関東：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回）

7枠12番 牡2歳 馬主　村山忠弘 北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） 栗毛 生年月日　2018年3月30日 南関東：2020/11/05～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 父　エスポワールシチー 生産牧場　門別敏朗

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 母　ビビッドフレイム（父　パイロ） 産地　日高町 9R

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 地方収得賞金　2,410,000円 4枠6番

母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着1回、3着0回） マウントポジション 調教師　的場直之（大井）

地方収得賞金　2,463,000円 7枠10番 牡3歳 馬主　吉田照哉

北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） ドンピシャ 調教師　阪本一栄（大井） 栗毛 生年月日　2017年4月13日

東海：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 牝2歳 馬主　山田祐三 父　カネヒキリ 生産牧場　社台ファーム

南関東：2019/01/10～　28戦0勝（2着2回、3着2回） 青鹿毛 生年月日　2018年4月26日 母　マウントコブラ（父　Ｍｔ．　Ｌｉｖｅｒｍｏｒｅ） 産地　千歳市

父　ロードアルティマ 生産牧場　高村伸一 地方収得賞金　6,225,000円

2R 母　モンタナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　様似町 北海道：2019/06/27～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

5枠10番 地方収得賞金　1,600,000円 南関東：2020/04/28～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

ファビリア 調教師　大宮和也（大井） 北海道：2020/05/13～　11戦1勝（2着3回、3着4回） 8枠14番

牝5歳 馬主　船越伸也 7枠11番 フィールドノア 調教師　澤佳宏（大井）

栗毛 生年月日　2015年4月15日 レジェンドルーラー 調教師　的場直之（大井） 牡3歳 馬主　小林克己

父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 牡2歳 馬主　廣松光成 青鹿毛 生年月日　2017年6月3日

母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 黒鹿毛 生年月日　2018年4月18日 父　ロードアルティマ 生産牧場　近藤牧場

地方収得賞金　4,234,000円 父　ダノンレジェンド 生産牧場　野坂牧場 母　オチャノコサイサイ（父　ダイタクサージャン） 産地　浦河町

北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 母　スターオブアフリカ（父　Ｊｏｈａｎｎｅｓｂｕｒｇ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　6,422,500円

兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,320,000円 北海道：2019/07/17～　8戦3勝（2着2回、3着1回）

南関東：2017/12/27～　47戦0勝（2着2回、3着5回） 北海道：2020/06/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/01/11～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/11/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R 8枠12番 10R

1枠1番 アークリオン 調教師　嶋田幸晴（大井） 6枠6番

ジャングルファング 調教師　橋本和馬（大井） 牝2歳 馬主　アークフロンティア（株） シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井）

牡2歳 馬主　和田博美 鹿毛 生年月日　2018年3月28日 牝3歳 馬主　村田裕子

鹿毛 生年月日　2018年1月25日 父　リオンディーズ 生産牧場　小泉学 芦毛 生年月日　2017年3月11日

父　ジャングルポケット 生産牧場　明治牧場 母　エアワルツ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　アームズトウショウ（父　コロナドズクエスト） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　1,750,000円 母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,100,000円 北海道：2020/08/05～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　6,830,000円

北海道：2020/07/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/18～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/11/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/29～　15戦2勝（2着1回、3着2回）

3枠3番 5R

エイノスケ 調教師　鷹見浩（大井） 6枠10番 11R

牡2歳 馬主　中田和宏 バックストッパー 調教師　阪本一栄（大井） 2枠4番

栗毛 生年月日　2018年4月6日 牡3歳 馬主　山田祐三 コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

父　アンライバルド 生産牧場　有限会社中田牧場 鹿毛 生年月日　2017年2月19日 牡6歳 馬主　和田博美

母　マイカイ（父　ヨハネスブルグ） 産地　平取町 父　トランセンド 生産牧場　奥山博 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

地方収得賞金　1,810,000円 母　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

北海道：2020/05/05～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 地方収得賞金　3,690,000円 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

南関東：2020/11/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/27～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　27,010,000円

3枠4番 南関東：2019/12/30～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

ラストスタンド 調教師　的場直之（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　（有）新生ファーム 6R 南関東：2016/11/30～　26戦5勝（2着6回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2018年4月29日 1枠1番 5枠10番

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） セリス 調教師　朝倉実（大井）

母　ファーストキス（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 牡4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 牝4歳 馬主　（有）ノマ

地方収得賞金　2,750,000円 栗毛 生年月日　2016年5月13日 鹿毛 生年月日　2016年4月3日

北海道：2020/06/24～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町

6枠10番 地方収得賞金　4,872,000円 地方収得賞金　12,245,000円

セレーネカグラ 調教師　市村誠（大井） 北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

牝2歳 馬主　曽根正 南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3回） 南関東：2018/12/25～　25戦3勝（2着4回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018年4月28日 兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回） 8枠16番

父　レッドスパーダ 生産牧場　浦河小林牧場 南関東：2019/12/25～　19戦0勝（2着1回、3着0回） ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

母　ヒカルカグヤヒメ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

地方収得賞金　1,950,000円 7R 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

北海道：2020/05/27～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 4枠5番 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

南関東：2020/11/18～　1戦0勝（2着1回、3着0回） ユーフェミア 調教師　吉井竜一（大井） 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

牝3歳 馬主　星加浩一 地方収得賞金　35,255,000円

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 鹿毛 生年月日　2017年4月5日 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

1R　③アンデサイト　⑥キチキチバンバン　⑦スズノスケ 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡野牧場 南関東：2016/07/12～　57戦7勝（2着6回、3着7回）

2R　④ヴァラデロ　⑤クイーンエルザ　⑥クーネオ　⑦ゴールドサマニ 母　エンドレスラヴ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

　　　⑧キヒン　⑩ゴールドランチ 地方収得賞金　3,625,000円

3R　④フリーゴーイング 北海道：2019/07/24～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 12R

4R　⑦セユウスマート　⑪モズラフランス 南関東：2019/12/31～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 5枠9番

6R　⑤ネオセラフ ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

8R　⑤アースエヴェリーナ ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 牝3歳 馬主　石川貴久

11R　⑥ヨミ 大井1R　⑩ラブリージュリ 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

　　　2R　⑩ファビリア 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

　　　3R　⑪ベルウッドカノア 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

　　　4R　①アウィウィリオ 地方収得賞金　8,985,000円

　　　8R　④ビービーシャルト 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

　　　9R　③リベリュール 南関東：2019/12/05～　12戦1勝（2着1回、3着1回）

　　11R　⑤リープリングスター

　　12R　⑪オウケンランボー

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
大井2R　⑭アルティスタエース

　　　3R　⑫フジノジャイアント

　　　6R　⑧サウザンマイルズ

　　　8R　⑧ダンスポケット

　　10R　①ハイブログ

　　11R　④コスモアリオーゾ

　　12R　④タイセイスキャット
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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。


