
1R 5R 11R

3枠4番 4枠5番 1枠2番

アングラン 調教師　中道啓二（大井） ニノマエ 調教師　渡邉和雄（大井） コーラルツッキー 調教師　山崎裕也（川崎）

牝3歳 馬主　伊達泰明 牡4歳 馬主　和田正巳 牝4歳 馬主　（株）皐月

鹿毛 生年月日　2018年2月1日 鹿毛 生年月日　2017年3月20日 鹿毛 生年月日　2017年4月23日

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　ワールドエース 生産牧場　谷岡牧場 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊洋牧場

母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 母　サクラフーガ（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 母　コーラルビュー（父　キングヘイロー） 産地　日高町

地方収得賞金　3,975,000円 地方収得賞金　3,285,000円 地方収得賞金　34,000,000円

北海道：2020/05/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/07/18～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2019/05/09～　8戦4勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/11/03～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 東海：2019/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠10番 南関東：2019/12/29～　6戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2020/02/19～　8戦0勝（2着2回、3着1回）

スティールストーム 調教師　鈴木啓之（大井） 5枠8番 ◆2019　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2019　フルールC［門別］　1着

牡3歳 馬主　菅野守雄 ハッピーハナコサン 調教師　朝倉実（大井） ◆2020　マジェスティックCh［川崎］　2着　　◆2020　サルビアC［川崎］　2着

栗毛 生年月日　2018年5月4日 牝5歳 馬主　三島宣彦 ◆2020　ロジータ記念［川崎］　3着　　◆2019　栄冠賞［門別］　3着

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 鹿毛 生年月日　2016年3月4日 4枠7番

母　フェスティバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 父　シビルウォー 生産牧場　聖心台牧場 フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

地方収得賞金　4,520,000円 母　ハシルモーガン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　山口明彦

北海道：2020/08/19～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,621,500円 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

南関東：2020/12/09～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

7枠12番 金沢：2018/11/18～　3戦2勝（2着0回、3着1回） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 南関東：2019/01/24～　20戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　38,035,000円

牡3歳 馬主　会田裕一 北海道：2020/09/03～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/05/24～　13戦3勝（2着3回、3着4回）

栗毛 生年月日　2018年3月18日 南関東：2017/11/28～　10戦1勝（2着0回、3着3回）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也 6R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　フォレスタレガーロ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 1枠2番 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　3,535,000円 サンマナ 調教師　秋吉和美（大井） 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着1回、3着4回）

南関東：2020/11/03～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年3月16日 南関東：2019/12/17～　11戦2勝（2着1回、3着0回）

父　アドマイヤムーン 生産牧場　山田政宏 ◆2020　金盃［大井］　2着

2R 母　ユニーク（父　Ｃｏｍｍａｎｄｓ） 産地　日高町 ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

3枠4番 地方収得賞金　3,288,000円 5枠9番

アークリオン 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2019/08/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） 兵庫：2019/12/10～　19戦3勝（2着2回、3着1回） 牡7歳 馬主　米津佳昭

鹿毛 生年月日　2018年3月28日 南関東：2020/12/07～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年5月6日

父　リオンディーズ 生産牧場　小泉学 8枠16番 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

母　エアワルツ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

地方収得賞金　2,790,000円 牡5歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 地方収得賞金　37,080,000円

北海道：2020/08/05～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 栗毛 生年月日　2016年5月13日 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/11/18～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 南関東：2016/11/16～　44戦8勝（2着4回、3着3回）

5枠7番 母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町

ムーンライトキッス 調教師　宮浦正行（大井） 地方収得賞金　5,272,000円 12R

牝3歳 馬主　上山浩司 北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 1枠1番

栗毛 生年月日　2018年5月2日 南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3回） タイセイサクセサー 調教師　藤田輝信（大井）

父　ディスクリートキャット 生産牧場　三石川上牧場 兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回） 牡4歳 馬主　田中成奉

母　ミスムーンライト２（父　Ｐｌａｔｉｎｉ） 産地　新ひだか町 南関東：2019/12/25～　21戦0勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年3月28日

地方収得賞金　3,250,000円 父　タイセイレジェンド 生産牧場　谷川牧場

北海道：2020/07/08～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 7R 母　タイセイフレイヤ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　浦河町

南関東：2020/12/08～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 6枠9番 地方収得賞金　15,750,000円

5枠8番 スパンブリー 調教師　納谷和玖（大井） 北海道：2019/06/12～　9戦3勝（2着1回、3着4回）

エイノスケ 調教師　鷹見浩（大井） 牡5歳 馬主　由利一郎 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　中田和宏 青鹿毛 生年月日　2016年3月17日 南関東：2019/12/27～　11戦2勝（2着0回、3着5回）

栗毛 生年月日　2018年4月6日 父　サンカルロ 生産牧場　ゼットステーブル ◆2019　イノセントC［門別］　3着

父　アンライバルド 生産牧場　有限会社中田牧場 母　フューチャーセイル（父　クロフネ） 産地　安平町 2枠3番

母　マイカイ（父　ヨハネスブルグ） 産地　平取町 地方収得賞金　8,158,000円 コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

地方収得賞金　3,200,000円 北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　和田博美

北海道：2020/05/05～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 岩手：2018/10/06～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

南関東：2020/11/18～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 金沢：2019/03/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

8枠14番 南関東：2019/07/14～　15戦2勝（2着3回、3着1回） 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

グロリオーソ 調教師　佐野謙二（大井） 6枠10番 地方収得賞金　27,010,000円

牝3歳 馬主　仲尾正人 フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井） 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2018年2月21日 牡4歳 馬主　山口明彦 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　フリオーソ 生産牧場　グローリーファーム 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 南関東：2016/11/30～　28戦5勝（2着6回、3着1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 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 5枠9番

地方収得賞金　4,175,000円 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町 エンジェルパイロ 調教師　森下淳平（大井）

北海道：2020/06/10～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　5,885,000円 牝4歳 馬主　伏木田達之

南関東：2020/12/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月16日

南関東：2020/11/19～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　伏木田牧場

3R 7枠11番 母　エンジェルツイート（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

3枠4番 ジェイケイジーク 調教師　赤嶺本浩（大井） 地方収得賞金　16,480,000円

ノートウォージー 調教師　藤田輝信（大井） 牡5歳 馬主　杉浦和也 北海道：2019/05/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　吉田照哉 黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 南関東：2019/12/31～　8戦3勝（2着2回、3着0回）

栗毛 生年月日　2018年4月22日 父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 ◆2020　'20桃花賞［大井］　2着

父　ノヴェリスト 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 母　ローレルウィッチ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町 ◆2019　サッポロクラシックC［門別］　3着

母　ノブレスオブリッジ（父　サンデーサイレンス） 産地　白老町 地方収得賞金　7,800,000円 6枠11番

地方収得賞金　5,825,000円 北海道：2018/07/18～　2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）

北海道：2020/05/28～　6戦3勝（2着0回、3着0回） 金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） セン5歳 馬主　八嶋長久

南関東：2020/11/20～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/08/25～　24戦4勝（2着1回、3着1回） 芦毛 生年月日　2016年4月29日

4枠6番 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場

ラストスタンド 調教師　的場直之（大井） 8R 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町

牝3歳 馬主　（有）新生ファーム 3枠3番 地方収得賞金　13,270,000円

鹿毛 生年月日　2018年4月29日 マウントポジション 調教師　的場直之（大井） 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回）

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 牡4歳 馬主　吉田照哉 南関東：2019/12/04～　18戦4勝（2着7回、3着1回）

母　ファーストキス（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2017年4月13日 7枠12番

地方収得賞金　3,140,000円 父　カネヒキリ 生産牧場　社台ファーム デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

北海道：2020/06/24～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 母　マウントコブラ（父　Ｍｔ．　Ｌｉｖｅｒｍｏｒｅ） 産地　千歳市 牡6歳 馬主　和田博美

　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　6,405,000円 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

南関東：2020/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/27～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

6枠9番 南関東：2020/04/28～　6戦3勝（2着0回、3着0回） 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

チサット 調教師　佐宗応和（大井） 地方収得賞金　27,165,000円

牡3歳 馬主　木谷ツヤ 9R 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2018年3月18日 4枠6番 　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　フジワラフアーム マギーメイ 調教師　櫻木英喜（大井） 南関東：2017/12/31～　40戦4勝（2着4回、3着3回）

母　ネフェルメモリー（父　アジュディケーティング）産地　新ひだか町 牝5歳 馬主　村田裕子 ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

地方収得賞金　3,175,000円 栗毛 生年月日　2016年3月15日

北海道：2020/05/06～　9戦2勝（2着3回、3着2回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町

◆2020　イノセントC［門別］　3着 地方収得賞金　8,395,000円

北海道：2018/07/19～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 南関東：2018/12/30～　26戦3勝（2着1回、3着0回）

大井1R　⑨ヴリルエリーゼ 4枠7番

　　　3R　⑦トランセンデンタル ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井）

　　　4R　⑥アレアンサンブル 牡4歳 馬主　北原大史

　　　6R　⑩ノーブルブリザード 鹿毛 生年月日　2017年3月18日

　　　9R　⑪サブノダンサー 父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場

　　10R　⑯オウケンランボー 母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

　　11R　②コーラルツッキー 地方収得賞金　6,021,000円

　　12R　①タイセイサクセサー 北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回）

北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2020/11/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回）
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


