
1R 3R 9R

3枠4番 4枠5番 5枠10番

イッツバッド 調教師　嶋田幸晴（大井） アブソルートカラー 調教師　福永敏（大井） リンノティアラ 調教師　高野毅（大井）

牝3歳 馬主　三岡有香 牝5歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牝5歳 馬主　（同）ランニング・クラウド

鹿毛 生年月日　2018年5月11日 栗毛 生年月日　2016年5月5日 栗毛 生年月日　2016年5月18日

父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド 父　フレンチデピュティ 生産牧場　貞広賢治 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

母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 母　アブソルートライン（父　ダンスインザダーク） 産地　むかわ町 母　サオトメ（父　ヨハネスブルグ） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,265,000円 地方収得賞金　3,830,000円 地方収得賞金　5,790,000円

北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/07/25～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/08～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/02/07～　21戦1勝（2着1回、3着0回） JRA：2018/10/21～　7戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠5番 5枠8番 南関東：2019/04/25～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

ロマンロケット 調教師　橋本和馬（大井） エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） JRA：2020/03/01～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　和田博美 セン5歳 馬主　谷口貞保 　うち地方競馬参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2018年4月27日 鹿毛 生年月日　2016年4月25日

父　ミッキーアイル 生産牧場　高橋修 父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 10R

母　マーティンオート（父　プリサイスエンド） 産地　新ひだか町 母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 2枠2番

地方収得賞金　1,615,000円 地方収得賞金　3,925,000円 ミラコロカナーレ 調教師　福永敏（大井）

北海道：2020/06/10～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　山崎和哉

南関東：2020/12/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/02/07～　23戦1勝（2着1回、3着1回） 青毛 生年月日　2018年4月27日

4枠6番 父　ワイルドワンダー 生産牧場　川越ファーム

アウィウィリオ 調教師　吉井竜一（大井） 5R 母　ウインマルゲリータ（父　メイショウオウドウ） 産地　浦河町

牝3歳 馬主　佐野幸一郎 4枠5番 地方収得賞金　5,410,000円

鹿毛 生年月日　2018年5月2日 アーネストロング 調教師　佐宗応和（大井） 北海道：2020/07/01～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ダノンレジェンド 生産牧場　まるとみ冨岡牧場 牡4歳 馬主　川上和彦 南関東：2020/12/31～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

母　レッドシャトル（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2017年5月11日 7枠8番

地方収得賞金　1,850,000円 父　アーネストリー 生産牧場　堤牧場 ブライトフラッグ 調教師　藤田輝信（大井）

北海道：2020/07/02～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 母　シルクアクエリアス（父　アドマイヤベガ） 産地　新冠町 牡3歳 馬主　保坂和孝

南関東：2020/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,210,000円 鹿毛 生年月日　2018年5月15日

6枠9番 北海道：2019/06/27～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　オリオンファーム

ベットオール 調教師　森下淳平（大井） 南関東：2019/11/13～　11戦0勝（2着2回、3着2回） 母　ブライトアバンダンス（父　Ｑｕｉｅｔ　Ａｍｅｒｉｃａｎ） 産地　日高町

牝3歳 馬主　伏木田達之 4枠6番 地方収得賞金　12,100,000円

鹿毛 生年月日　2018年5月9日 ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 北海道：2020/05/20～　5戦3勝（2着1回、3着0回）

父　シニスターミニスター 生産牧場　伏木田牧場 牡4歳 馬主　和田博美 ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　1着

母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町 黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日

地方収得賞金　2,000,000円 父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 11R　'21ウィンタースプリント【準重賞】

北海道：2020/07/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 3枠5番

6枠10番 地方収得賞金　3,215,000円 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

キモンシャイン 調教師　宗形竹見（大井） 北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 牡6歳 馬主　谷謙介

牝3歳 馬主　小林祥晃 南関東：2019/12/29～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年4月14日

黒鹿毛 生年月日　2018年3月8日 7枠11番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 ププ 調教師　朝倉実（大井） 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　手嶋康雄 地方収得賞金　63,445,000円

地方収得賞金　1,820,000円 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 北海道：2017/05/17～　4戦1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） 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 東海：2017/09/21～　14戦6勝（2着3回、3着0回）

南関東：2020/08/19～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　8,620,000円 南関東：2018/06/07～　27戦4勝（2着2回、3着2回）

2R 北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

3枠3番 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） ◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井） 南関東：2018/12/31～　30戦2勝（2着5回、3着5回）

牡3歳 馬主　土橋正雄 12R

黒鹿毛 生年月日　2018年2月8日 6R 2枠3番

父　パイロ 生産牧場　リコーファーム 3枠5番 マイティウォーリア 調教師　鈴木啓之（大井） 

母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町 ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 牡5歳 馬主　菊地昌廣

地方収得賞金　2,480,000円 牡5歳 馬主　坪井隼人 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 青毛 生年月日　2016年5月4日 父　ロジユニヴァース 生産牧場　クリアファーム

4枠5番 父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 母　ミーナー（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　日高町

リコージル 調教師　蛯名雄太（大井） 母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 地方収得賞金　14,665,000円

牝3歳 馬主　土橋正雄 地方収得賞金　5,195,000円 北海道：2018/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2018年4月6日 北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム 南関東：2018/12/29～　26戦2勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

母　リコーレイス（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 南関東：2019/02/20～　14戦2勝（2着3回、3着2回）

地方収得賞金　1,640,000円 8R ◆2018　平和賞［船橋］　3着

北海道：2020/07/16～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 1枠1番 7枠14番

南関東：2020/12/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回） エイシンタンチョウ 調教師　高橋清顕（大井） アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 

6枠9番 牡4歳 馬主　（有）トニーステーブル 牡7歳 馬主　（株）レックス

ゼンニン 調教師　佐野謙二（大井） 鹿毛 生年月日　2017年3月3日 栗毛 生年月日　2014年5月4日

牡3歳 馬主　和田博美 父　ダイワメジャー 生産牧場　栄進牧場 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士

鹿毛 生年月日　2018年5月26日 母　ミスティコンクエスト（父　Ｍｕｊａｄｉｌ） 産地　浦河町 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町

父　ネオユニヴァース 生産牧場　川上牧場 地方収得賞金　2,708,000円 中央収得賞金　1,600,000円 地方収得賞金　21,501,000円

母　トーヨーサンバ（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,900,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 東海：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2020/06/25～　5戦1勝（2着0回、3着1回） JRA：2019/10/12～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/07/26～　33戦9勝（2着4回、3着2回）

南関東：2020/10/07～　5戦0勝（2着0回、3着2回） 兵庫：2020/05/20～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

6枠10番 南関東：2020/11/06～　4戦0勝（2着1回、3着0回） ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
サンケイワールド 調教師　納谷和玖（大井） 2枠2番 2R　④ネイチャーアモーレ　⑧キャニオンアンジュ　⑨チェリーフオール

牡3歳 馬主　中村吉隆 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 3R　⑤ハシノオージャ

鹿毛 生年月日　2018年5月19日 牡6歳 馬主　岡田義見 7R　⑨イヴリーヌ

父　ケイムホーム 生産牧場　旭牧場 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 8R　①エイシンウィンク　⑥クレモナ　⑦クルゼイロ

母　エレメンタリー（父　ダイワメジャー） 産地　日高町 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 　　　⑪サンゼント　⑫エムティモナ

地方収得賞金　1,985,000円 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 10R　⑦エイシンホクトセイ　⑪エイシンダンシャク

北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着7回、3着1回） 地方収得賞金　10,393,000円 11R　⑨イッチョウ　⑩キール

南関東：2020/12/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 12R　②マロンドクイーン　⑥リードメロディー　⑫マルメロ

東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
南関東：2018/12/05～　35戦5勝（2着2回、3着5回） 姫路1R　①シェナコンジュニム

　　　2R　③ユアーザチャンス

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 　　　3R　⑩グロースザゴールド

大井1R　⑤ロマンロケット 　　　5R　⑤メイショウモクレン

　　　2R　②トーセンエヴァン 　　　7R　⑤メルヴェイユシチー

　　　4R　⑭カナデルスター 　　　8R　⑧フィールマイソウル

　　　6R　③バブリーダンス 　　12R　②マロンドクイーン

　　　7R　⑤サウザンマイルズ

　　　8R　⑧ヤヨイフェアリー

　　　9R　⑬スマートフレイ

　　10R　③タブラオ

1/21(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしくね


