
1R 4R 9R

1枠1番 4枠7番 6枠10番

ノブリーデイ 調教師　朝倉実（大井） ファビリア 調教師　大宮和也（大井） ケンジン 調教師　佐野謙二（大井）

牡3歳 馬主　佐野信幸 牝6歳 馬主　船越伸也 牡4歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2018年3月23日 栗毛 生年月日　2015年4月15日 栗毛 生年月日　2017年3月4日

父　ラブリーデイ 生産牧場　村上欽哉 父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 父　ストロングリターン 生産牧場　アイズスタッド株式会社

母　ウインラシェーナ（父　バブルガムフェロー） 産地　新冠町 母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 母　フリップフロップ（父　リンカーン） 産地　日高町

地方収得賞金　900,000円 地方収得賞金　4,314,000円 地方収得賞金　4,550,000円

北海道：2020/06/03～　10戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

金沢：2020/11/24～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/12/04～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

6枠9番 南関東：2017/12/27～　49戦0勝（2着2回、3着5回） 7枠11番

オウンゴール 調教師　岡野尚光（大井） 4枠8番 バックストッパー 調教師　阪本一栄（大井）

セン3歳 馬主　酒井孝敏 ハウメニーローズ 調教師　遠藤茂（大井） 牡4歳 馬主　山田祐三

栗毛 生年月日　2018年3月9日 牝4歳 馬主　（同）ランニング・クラウド 鹿毛 生年月日　2017年2月19日

父　トーセンジョーダン 生産牧場　習志野牧場 栗毛 生年月日　2017年4月20日 父　トランセンド 生産牧場　奥山博

母　ラボンボネーラ（父　ディープスカイ） 産地　白老町 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　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町

地方収得賞金　785,000円 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　4,940,000円

北海道：2020/04/15～　10戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　1,206,000円 北海道：2019/06/27～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2020/11/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/08/01～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/12/30～　9戦2勝（2着0回、3着2回）

東海：2019/11/22～　10戦1勝（2着1回、3着3回）

2R 北海道：2020/04/16～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 10R

2枠2番 南関東：2020/09/19～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠6番

ライヴクッキー 調教師　赤嶺本浩（大井） 6枠12番 エムオーキャンドル 調教師　堀江仁（大井）

牡3歳 馬主　澤田孝之 スマイルジーニアス 調教師　高岩孝敏（大井） 牝4歳 馬主　大浅貢

鹿毛 生年月日　2018年3月31日 セン6歳 馬主　今中俊平 青毛 生年月日　2017年5月5日

父　コパノリチャード 生産牧場　中本牧場 鹿毛 生年月日　2015年2月10日 父　ベルシャザール 生産牧場　門別牧場

母　キーツヨイ（父　タバスコキャット） 産地　新冠町 父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町

地方収得賞金　801,000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 地方収得賞金　4,900,000円

北海道：2020/07/09～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,175,000円 北海道：2019/07/04～　9戦1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） 北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/01/21～　13戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/11/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/02～　52戦1勝（2着1回、3着3回） 4枠7番

3枠3番 ワッサンハート 調教師　須田和伸（大井）

カガヤキ 調教師　月岡健二（大井） 5R 牡4歳 馬主　簗詰宜彦

牝3歳 馬主　今井優 2枠2番 鹿毛 生年月日　2017年5月26日

黒鹿毛 生年月日　2018年5月12日 セクシーセディー 調教師　高橋清顕（大井） 父　シニスターミニスター 生産牧場　森田芳男

父　ホッコータルマエ 生産牧場　ヤスナカファーム 牝8歳 馬主　今中俊平 母　ビッグクロワッサン（父　プリサイスエンド） 産地　新冠町

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 鹿毛 生年月日　2013年3月12日 地方収得賞金　4,570,000円

地方収得賞金　935,000円 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2019/08/08～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2020/06/10～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 南関東：2019/11/13～　12戦0勝（2着3回、3着3回）

南関東：2020/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,644,000円 7枠14番

3枠4番 北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） ミスシェーンハイト 調教師　市村誠（大井）

ビッグブラザー 調教師　栗田泰昌（大井） 岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　田村誠

牡3歳 馬主　酒井孝敏 南関東：2017/01/25～　52戦5勝（2着3回、3着5回） 栗毛 生年月日　2016年4月4日

栗毛 生年月日　2018年4月10日 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　田村靖典

父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 6R 母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

母　ワイルドイマージュ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 1枠2番 地方収得賞金　6,713,000円

地方収得賞金　920,000円 プラチナダンディー 調教師　村上頼章（大井） 北海道：2018/08/02～　11戦2勝（2着3回、3着1回）

北海道：2020/07/02～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 牡6歳 馬主　小田和子 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年3月7日 南関東：2019/12/09～　15戦0勝（2着3回、3着1回）

5枠8番 父　プリサイスエンド 生産牧場　大狩部牧場

スコトントン 調教師　橋本和馬（大井） 母　マキシムガロー（父　スズカマンボ） 産地　新冠町 11R　'21桃花賞【準重賞】

牝3歳 馬主　和田博美 地方収得賞金　4,820,000円 6枠7番

黒鹿毛 生年月日　2018年3月18日 北海道：2017/08/30～　5戦1勝（2着2回、3着2回） ケープホーン 調教師　山崎裕也（川崎）

父　ベルシャザール 生産牧場　猿橋義昭 南関東：2018/01/25～　38戦1勝（2着1回、3着2回） 牝3歳 馬主　吉田晴哉

母　クリスマドンナ（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 3枠5番 鹿毛 生年月日　2018年1月23日

地方収得賞金　730,000円 アイルビー 調教師　赤嶺本浩（大井） 父　タートルボウル 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

北海道：2020/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 母　ヴァルパライソ（父　サンデーサイレンス） 産地　白老町

6枠10番 鹿毛 生年月日　2017年5月2日 地方収得賞金　3,665,000円

ビッグタイマー 調教師　堀千亜樹（大井） 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　大北牧場 北海道：2020/05/28～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

牡3歳 馬主　吉田照哉 母　レッドペルル（父　ディープインパクト） 産地　浦河町 南関東：2020/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2018年3月9日 地方収得賞金　1,455,000円 ◆2020　フローラルC［門別］　2着

父　タイムパラドックス 生産牧場　社台ファーム 北海道：2019/05/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2020　ブロッサムC［門別］　3着

母　ローズデュルワ（父　アフリート） 産地　千歳市 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠11番

地方収得賞金　936,000円 南関東：2020/05/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井）

北海道：2020/07/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2020/07/11～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　立山伸二

岩手：2020/09/28～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 金沢：2020/11/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018年4月13日

南関東：2020/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠7番 父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム

7枠12番 バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 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

キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） 牝8歳 馬主　（株）馬事学院 地方収得賞金　3,560,000円

牡3歳 馬主　増田慎 芦毛 生年月日　2013年4月14日 北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2018年5月16日 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 南関東：2020/12/09～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

父　ガルボ 生産牧場　原則夫 母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町

母　コスモパッション（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　8,377,000円 12R

地方収得賞金　750,000円 北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠3番

北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 東海：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

南関東：2020/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 牡8歳 馬主　（有）アシスタント

東海：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

3R 南関東：2016/07/12～　88戦2勝（2着7回、3着8回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

4枠6番 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） 7R 地方収得賞金　38,955,000円

牝5歳 馬主　（株）ファーストビジョン 5枠8番 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 スターウェスティア 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2016/07/12～　59戦8勝（2着6回、3着7回）

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 牝4歳 馬主　谷謙介 ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2017年3月3日 2枠4番

地方収得賞金　2,463,000円 父　アーネストリー 生産牧場　静内酒井牧場 リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井）

北海道：2018/10/04～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 母　サカノエンジェル（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 牡4歳 馬主　土橋正雄

東海：2018/12/13～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,515,000円 鹿毛 生年月日　2017年3月21日

南関東：2019/01/10～　30戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2019/06/26～　9戦1勝（2着4回、3着1回） 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

高知：2019/12/07～　14戦3勝（2着2回、3着0回） 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,240,000円

大井1R　⑤ココロイキ 南関東：2020/09/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

　　　2R　⑥ハイブランド 南関東：2019/12/30～　13戦3勝（2着6回、3着0回）

　　　3R　③モズフォーナイン 8R

　　　6R　①ジェイスマイル 3枠5番

　　　8R　③カーディストリー カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井）

　　　9R　⑥ジョセフテルミー 牝5歳 馬主　豊島愛子

　　10R　⑦ワッサンハート 黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日

　　12R　②ソロムコ 父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場

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

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 地方収得賞金　4,470,000円

姫路3R　①アポロナッシュビル 北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回）

　　　4R　⑩キョウトブッサ 南関東：2019/04/24～　25戦1勝（2着2回、3着1回）

　　　7R　⑦ヒロノオー

　　　8R　④クールブルースター ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
　　12R　①アポロファルコン 高知3R　⑫カグラハヤテ

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では、本日姫路競馬の場外発売はありません。

1/19（火） 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

前走
１着

前走
３着

前走
１着

前走
２着

前走
１着

前走
１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♪


