
1R 5R 10R

7枠11番 6枠10番 3枠5番

ハッピーヘイロー 調教師　米田英世（大井） マボロシ 調教師　佐藤壽（大井） クラキャノン 調教師　朝倉実（大井）

牝3歳 馬主　谷岡真喜 牝4歳 馬主　酒井孝敏 牡4歳 馬主　倉見利弘

鹿毛 生年月日　2018年5月19日 鹿毛 生年月日　2017年2月9日 鹿毛 生年月日　2017年5月21日

父　キングヘイロー 生産牧場　山田牧場 父　キングズベスト 生産牧場　へいはた牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場

母　サクラフェリーチェ（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 母　キスカラハジメヨウ（父　ステイゴールド） 産地　新ひだか町 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

地方収得賞金　600,000円 地方収得賞金　835,000円 地方収得賞金　4,958,000円

北海道：2020/09/23～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/07/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/21～　22戦5勝（2着8回、3着2回）

金沢：2020/12/08～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 佐賀：2019/08/11～　3戦1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：2021/01/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 東海：2019/10/10～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 3枠6番

7枠12番 南関東：2019/12/25～　18戦0勝（2着0回、3着0回） エムオーキャンドル 調教師　堀江仁（大井）

スーパービンゴ 調教師　立花伸（大井） 牝4歳 馬主　大浅貢

牝3歳 馬主　浜口寛 7R 青毛 生年月日　2017年5月5日

鹿毛 生年月日　2018年4月26日 6枠10番 父　ベルシャザール 生産牧場　門別牧場

父　ホッコータルマエ 生産牧場　大栄牧場 マブプリンセス 調教師　阪本一栄（大井） 母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町

母　ナカヤママニッシュ（父　トワイニング） 産地　新冠町 牝4歳 馬主　生杉学 地方収得賞金　4,900,000円

地方収得賞金　530,000円 栗毛 生年月日　2017年4月19日 北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/09/09～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　高橋農場 南関東：2020/01/21～　14戦2勝（2着1回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ブライティアグラス（父　キングヘイロー） 産地　伊達市 4枠7番

地方収得賞金　2,685,000円 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 

2R 北海道：2019/05/30～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 牡6歳 馬主　岡田義見

4枠4番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年5月12日

アルフレッド 調教師　佐藤壽（大井） 南関東：2020/09/09～　8戦0勝（2着2回、3着0回） 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘

牝3歳 馬主　酒井孝敏 7枠12番 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2018年4月9日 レイヴィーナス 調教師　秋吉和美（大井） 地方収得賞金　10,873,000円

父　ベーカバド 生産牧場　五丸農場 牝4歳 馬主　豊島愛子 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　グロリアスフラワー（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2017年5月3日 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　525,000円 父　スマートファルコン 生産牧場　西村和夫 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2020/04/23～　12戦0勝（2着1回、3着1回） 母　サムタイムレーター（父　エンドスウィープ） 産地　新ひだか町　 南関東：2018/12/05～　36戦5勝（2着3回、3着5回）

南関東：2020/12/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,658,000円 8枠15番

北海道：2019/08/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ヤマジュンサルサ 調教師　高野毅（大井）

3R 岩手：2019/09/21～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　山下洵一郎

3枠3番 南関東：2019/12/19～　20戦0勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2017年4月26日

キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） 父　トビーズコーナー 生産牧場　聖心台牧場

牡3歳 馬主　増田慎 9R 母　アートレインボー（父　アドマイヤジャパン） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2018年5月16日 2枠2番 地方収得賞金　5,060,000円

父　ガルボ 生産牧場　原則夫 バックストッパー 調教師　阪本一栄（大井） 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

母　コスモパッション（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 牡4歳 馬主　山田祐三 南関東：2019/10/17～　14戦1勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　750,000円 鹿毛 生年月日　2017年2月19日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 父　トランセンド 生産牧場　奥山博

南関東：2020/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 11R

6枠9番 地方収得賞金　5,060,000円 2枠4番

カガヤキ 調教師　月岡健二（大井） 北海道：2019/06/27～　7戦2勝（2着2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　今井優 南関東：2019/12/30～　10戦2勝（2着0回、3着2回） 牡7歳 馬主　米津佳昭

黒鹿毛 生年月日　2018年5月12日 4枠6番 栗毛 生年月日　2014年5月6日

父　ホッコータルマエ 生産牧場　ヤスナカファーム バーブル 調教師　辻野豊（大井） 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

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 牡4歳 馬主　大久保和夫 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　935,000円 栗毛 生年月日　2017年4月22日 地方収得賞金　37,080,000円

北海道：2020/06/10～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 父　トゥザワールド 生産牧場　厚賀古川牧場 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/12/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　メイグレイス（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 南関東：2016/11/16～　45戦8勝（2着4回、3着3回）

8枠14番 地方収得賞金　4,619,000円 5枠10番

オウンゴール 調教師　岡野尚光（大井） 北海道：2019/11/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

セン3歳 馬主　酒井孝敏 岩手：2019/12/16～　12戦7勝（2着2回、3着3回） 牡8歳 馬主　（有）アシスタント

栗毛 生年月日　2018年3月9日 ◆2020　イーハトーブマイル［盛岡］　2着 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

父　トーセンジョーダン 生産牧場　習志野牧場 6枠9番 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

母　ラボンボネーラ（父　ディープスカイ） 産地　白老町 ミスシェーンハイト 調教師　市村誠（大井） 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

地方収得賞金　785,000円 牝5歳 馬主　田村誠 地方収得賞金　40,435,000円

北海道：2020/04/15～　10戦0勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2016年4月4日 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

南関東：2020/11/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　田村靖典 南関東：2016/07/12～　60戦8勝（2着7回、3着7回）

母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

4R 地方収得賞金　6,713,000円 7枠13番

2枠2番 北海道：2018/08/02～　11戦2勝（2着3回、3着1回） アベニンドリーム 調教師　荒山勝徳（大井）

ビッグブラザー 調教師　栗田泰昌（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　（株）マステック

牡3歳 馬主　酒井孝敏 南関東：2019/12/09～　16戦0勝（2着3回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年5月15日

栗毛 生年月日　2018年4月10日 父　オンファイア 生産牧場　スマイルファーム

父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 母　アベニンプラナス（父　サウスヴィグラス） 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 地方収得賞金　26,075,000円

地方収得賞金　920,000円 北海道：2019/06/12～　20戦4勝（2着7回、3着1回）

北海道：2020/07/02～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2020　北海優駿（ダービー）［門別］　1着

3枠4番 ◆2019　北海道2歳優駿［門別］　2着

ビッグタイマー 調教師　堀千亜樹（大井） ◆2020　王冠賞［門別］　2着　　◆2019　鎌倉記念［川崎］　2着

牡3歳 馬主　吉田照哉

栗毛 生年月日　2018年3月9日 12R

父　タイムパラドックス 生産牧場　社台ファーム 5枠8番

母　ローズデュルワ（父　アフリート） 産地　千歳市 リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井）

地方収得賞金　936,000円 牡4歳 馬主　土橋正雄

北海道：2020/07/08～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年3月21日

岩手：2020/09/28～　3戦2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：2020/12/29～　2戦0勝（2着0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

4枠5番 地方収得賞金　16,165,000円

パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　小菅誠 南関東：2019/12/30～　14戦3勝（2着6回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2018年3月18日 7枠11番

父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代 エアースピーダー 調教師　鈴木啓之（大井） 

母　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 牡5歳 馬主　定蛇邦宏

地方収得賞金　1,060,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日

北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　伏木田牧場

南関東：2020/09/20～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町

5枠7番 地方収得賞金　18,880,000円

ノビーノヒカリ 調教師　福永敏（大井） 北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　嶋田賢 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2018年2月21日 南関東：2018/12/30～　19戦4勝（2着2回、3着3回）

父　シニスターミニスター 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 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　1,060,000円 2R　④ヤシロヴィッキー　⑤レコパンダンカーク　⑥エイシンヒーロー

北海道：2020/07/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　⑦エスケープエルエー　⑨テノヒラガエシ　⑩トイソー

南関東：2020/11/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 3R　①スギノデュナミス　②ヴィルセキュリティ　③ガミラスグレシャス

8枠13番 5R　⑧ファルサ

スターキンメダル 調教師　藤田輝信（大井） 7R　①イスズスカーレット　⑦イリア

牝3歳 馬主　坂本順子 8R　①エクスプレス　②エイシンヒビキ　③クレモナ

栗毛 生年月日　2018年1月27日 　　　⑥サンゼント

父　グラスワンダー 生産牧場　新生ファーム 9R　①アナザードア　⑨プリティア　⑩ヴォイテク

母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町 　　　⑪ウインディシティー

地方収得賞金　1,070,000円 12R　⑩ローザーブルー

北海道：2020/04/29～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/01/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

2/16(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

アベニンドリーム

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着

前走
２着

転入後
初出走

前走
３着

前走
１着

ＪＲＡＧⅠレース・前日発売について

2/21(日)東京11Ｒ第38回フェブラリーS
4歳以上オープン ダート1,600ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で前日発売します！

ホッカイドウ競馬デビュー

の

競走馬たちを応援してね


