
1R 5R 9R

4枠6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） アークアネックス 調教師　嶋田幸晴（大井） リコーヴィッカース 調教師　蛯名雄太（大井）

牝4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牝2歳 馬主　アークフロンティア（株） 牡7歳 馬主　土橋正雄

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 鹿毛 生年月日　2018年2月24日 栗毛 生年月日　2013年5月6日

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 父　スマートファルコン 生産牧場　能登浩 父　デュランダル 生産牧場　リコーファーム

母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 母　フラワーパス（父　サクラバクシンオー） 産地　えりも町 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

地方収得賞金　2,463,000円 地方収得賞金　1,040,000円 地方収得賞金　40,970,000円

北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/03～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/06/24～　8戦2勝（2着2回、3着0回）

東海：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/10/07～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/29～　45戦9勝（2着5回、3着1回）

南関東：2019/01/10～　29戦0勝（2着2回、3着2回） 4枠6番 5枠7番

ノビーノヒカリ 調教師　福永敏（大井） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

2R 牝2歳 馬主　嶋田賢 牡6歳 馬主　米津佳昭

2枠2番 栗毛 生年月日　2018年2月21日 栗毛 生年月日　2014年5月6日

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 父　シニスターミニスター 生産牧場　服部牧場 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

牝7歳 馬主　（株）馬事学院 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 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

芦毛 生年月日　2013年4月14日 地方収得賞金　800,000円 地方収得賞金　35,755,000円

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 北海道：2020/07/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 南関東：2020/11/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/11/16～　43戦8勝（2着4回、3着2回）

地方収得賞金　8,377,000円 5枠8番 7枠12番

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ドンピシャ 調教師　阪本一栄（大井） デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

東海：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 牝2歳 馬主　山田祐三 牡5歳 馬主　和田博美

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2018年4月26日 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

東海：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 父　ロードアルティマ 生産牧場　高村伸一 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

南関東：2016/07/12～　87戦2勝（2着7回、3着8回） 母　モンタナ（父　マンハッタンカフェ） 産地　様似町 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

7枠11番 地方収得賞金　1,600,000円 地方収得賞金　27,165,000円

セクシーセディー 調教師　高橋清顕（大井） 北海道：2020/05/13～　11戦1勝（2着3回、3着4回） 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回）

牝7歳 馬主　今中俊平 南関東：2020/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 8枠14番 南関東：2017/12/31～　39戦4勝（2着4回、3着4回）

父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 グロリオーソ 調教師　佐野謙二（大井） ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 牝2歳 馬主　仲尾正人 8枠13番

地方収得賞金　8,564,000円 栗毛 生年月日　2018年2月21日 コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 父　フリオーソ 生産牧場　グローリーファーム 牡6歳 馬主　和田博美

岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 母　シャインエタニティ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

南関東：2017/01/25～　51戦5勝（2着3回、3着5回） 地方収得賞金　1,575,000円 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

北海道：2020/06/10～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

3R 地方収得賞金　27,010,000円

3枠3番 6R 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

スマイルジーニアス 調教師　高岩孝敏（大井） 2枠2番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

セン5歳 馬主　今中俊平 フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井） 南関東：2016/11/30～　27戦5勝（2着6回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年2月10日 牡3歳 馬主　山口明彦 8枠14番

父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 タイセイサクセサー 調教師　藤田輝信（大井）

母　スカーレットポピー（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 牡3歳 馬主　田中成奉

地方収得賞金　3,175,000円 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町 栗毛 生年月日　2017年3月28日

北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,685,000円 父　タイセイレジェンド 生産牧場　谷川牧場

南関東：2017/11/02～　51戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回） 母　タイセイフレイヤ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　浦河町

3枠4番 南関東：2020/11/19～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　15,750,000円

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） 北海道：2019/06/12～　9戦3勝（2着1回、3着4回）

牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 7R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 1枠1番 南関東：2019/12/27～　10戦2勝（2着0回、3着5回）

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 ヤマイチクラウン 調教師　蛯名雄太（大井） ◆2019　イノセントC［門別］　3着

母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 牡3歳 馬主　坂本肇

地方収得賞金　1,933,000円 黒鹿毛 生年月日　2017年2月18日 10R

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　トゥザワールド 生産牧場　中田浩美 8枠16番

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 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 エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

南関東：2018/11/13～　37戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　4,430,000円 牡6歳 馬主　高橋勉

5枠7番 北海道：2019/05/16～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

ファビリア 調教師　大宮和也（大井） 南関東：2019/11/14～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

牝5歳 馬主　船越伸也 8枠14番 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

栗毛 生年月日　2015年4月15日 ワッサンハート 調教師　須田和伸（大井） 地方収得賞金　15,045,000円

父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 牡3歳 馬主　簗詰宜彦 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 鹿毛 生年月日　2017年5月26日 南関東：2017/01/11～　68戦3勝（2着6回、3着11回）

地方収得賞金　4,234,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　森田芳男

北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ビッグクロワッサン（父　プリサイスエンド） 産地　新冠町 11R　'20ジェムストーン賞2歳オープン準重賞

兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,570,000円 7枠7番

南関東：2017/12/27～　48戦0勝（2着2回、3着5回） 北海道：2019/08/08～　4戦1勝（2着1回、3着1回） アングラン 調教師　中道啓二（大井）

南関東：2019/11/13～　11戦0勝（2着3回、3着3回） 牝2歳 馬主　伊達泰明

4R 鹿毛 生年月日　2018年2月1日

2枠2番 8R 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

ラヴリースケーター 調教師　米田英世（大井） 7枠8番 母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

牝2歳 馬主　堂守貴志 ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井） 地方収得賞金　3,945,000円

鹿毛 生年月日　2018年4月20日 牝3歳 馬主　石川貴久 北海道：2020/05/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ラブリーデイ 生産牧場　北田剛 鹿毛 生年月日　2017年5月11日 南関東：2020/11/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　トレグラツィエ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム 8枠10番

地方収得賞金　905,000円 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町 サウスワールド 調教師　小久保智（浦和）

北海道：2020/05/05～　11戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　8,985,000円 牡2歳 馬主　小田吉男

5枠7番 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2018年4月4日

カガヤキ 調教師　月岡健二（大井） 南関東：2019/12/05～　13戦1勝（2着1回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　有限会社大作ステーブル

牝2歳 馬主　今井優 母　パーカッショニスト（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

黒鹿毛 生年月日　2018年5月12日 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 地方収得賞金　7,400,000円

父　ホッコータルマエ 生産牧場　ヤスナカファーム 大井4R　②ラヴリースケーター 北海道：2020/08/12～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

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 　　　5R　⑭グロリオーソ 南関東：2020/09/21～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　935,000円 　　　7R　⑥ササノユキオルフェ ◆2020　ゴールドジュニア［大井］　3着

北海道：2020/06/10～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 　　　8R　③オウケンランボー

南関東：2020/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　9R　⑦センプレフォール 12R

5枠8番 　　11R　⑥ギシギシ 3枠4番

デジタルシティ 調教師　村上頼章（大井） 　　12R　④ファルコンビーク ファルコンビーク 調教師　村上頼章（大井）

牝2歳 馬主　新屋敬 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 牡3歳 馬主　吉田勝己

芦毛 生年月日　2018年5月16日 大井2R　⑨ラブリージュリ 栗毛 生年月日　2017年3月31日

父　ジョーカプチーノ 生産牧場　レジェンドファーム 　　　5R　⑥ノビーノヒカリ 父　スマートファルコン 生産牧場　坂東牧場

母　シックスドア（父　スタチューオブリバティ） 産地　新冠町 　　　8R　⑩タイセイスキャット 母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町

地方収得賞金　1,370,000円 　　　9R　⑬コスモアリオーゾ 地方収得賞金　12,540,000円

北海道：2020/05/21～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 　　11R　⑤サブノハクタカ 北海道：2019/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠13番 　　12R　⑩アルバストラーダ 南関東：2020/02/05～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

イッツバッド 調教師　嶋田幸晴（大井） 6枠11番

牝2歳 馬主　三岡有香 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

鹿毛 生年月日　2018年5月11日 1R　③コスモサンシャイン　⑨イッセイ 牡7歳 馬主　（有）アシスタント

父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド 2R　①オンデュラシオン　③グレイエンブレム　⑦トキノマドンナ 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 3R　①フォルプリンセス　②ポートカナベラル　⑤ラキリン 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

地方収得賞金　1,225,000円 　　　⑦ハッピーアントニア　 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回） 5R　⑩オーミルシア 地方収得賞金　35,255,000円

南関東：2020/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 6R　①ブルースターヒル　②プリティカメリア　⑤マジックガール 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

8枠14番 8R　⑤ポジティブ 南関東：2016/07/12～　58戦7勝（2着6回、3着7回）

パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） 9R　③フジノローズ ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

牝2歳 馬主　小菅誠 10R　③フランキー　⑦ペンタス

青鹿毛 生年月日　2018年3月18日 11R　③モスコミュール

父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代

母　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
地方収得賞金　1,060,000円 笠松2R　③グレイエンブレム

北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　3R　⑩ケイツーキャット
南関東：2020/09/20～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　4R　④キングズランド

　　　6R　④エイシンバビロン

　　　7R　④フレペ

　　　9R　⑦デイトナビーム

　　11R　①ゼネラルマッターレ

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
園田2R　⑦アンスリウムシンヤ

※ホッカイドウ競馬発売所では本日、園田競馬の場外発売はありません。ご了承ください。

12/28(月) 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

前走
３着

転入後
初出走

前走
３着

前走
３着

前走
２着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪

前走
１着

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。


