
1R 4R 9R

1枠1番 1枠1番 1枠1番

ブレイクダンス 調教師　納谷和玖（大井） デジタルシティ 調教師　村上頼章（大井） セリス 調教師　朝倉実（大井）

牝3歳 馬主　森田一俊 牝3歳 馬主　新屋敬 牝5歳 馬主　（有）ノマ

黒鹿毛 生年月日　2018年3月25日 芦毛 生年月日　2018年5月16日 鹿毛 生年月日　2016年4月3日

父　トーセンジョーダン 生産牧場　真壁信一 父　ジョーカプチーノ 生産牧場　レジェンドファーム 父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場

母　サンレイスズカ（父　サンデーサイレンス） 産地　むかわ町 母　シックスドア（父　スタチューオブリバティ） 産地　新冠町 母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町

地方収得賞金　1,175,000円 地方収得賞金　1,700,000円 地方収得賞金　12,245,000円

北海道：2020/04/23～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/05/21～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/11/17～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/12/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/25～　28戦3勝（2着4回、3着2回）

5枠5番 3枠3番 5枠5番

ノブリーデイ 調教師　朝倉実（大井） アークアネックス 調教師　嶋田幸晴（大井） スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

牡3歳 馬主　佐野信幸 牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） 牝5歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

栗毛 生年月日　2018年3月23日 鹿毛 生年月日　2018年2月24日 芦毛 生年月日　2016年6月7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　能登浩 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

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　フラワーパス（父　サクラバクシンオー） 産地　えりも町 母　マイソールラブ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,450,000円 地方収得賞金　1,980,000円 地方収得賞金　12,190,000円

北海道：2020/06/03～　10戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/06/03～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

金沢：2020/11/24～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/10/07～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/02/07～　22戦2勝（2着6回、3着4回）

南関東：2021/01/19～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 5枠7番

8枠11番 プロジェクトエー 調教師　的場直之（大井） 10R

リュウノアマゾネス 調教師　吉井竜一（大井） 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 2枠2番

牝3歳 馬主　蓑島竜一 鹿毛 生年月日　2018年4月4日 ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

栗毛 生年月日　2018年4月17日 父　グラスワンダー 生産牧場　新生ファーム 牝4歳 馬主　石川貴久

父　ヘニーハウンド 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社 母　キョウワゴールド（父　キョウワアリシバ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

母　ラプティウルス（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 地方収得賞金　2,130,000円 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

地方収得賞金　1,200,000円 北海道：2020/06/04～　11戦1勝（2着6回、3着1回） 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

北海道：2020/09/23～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 5枠8番 地方収得賞金　9,825,000円

岩手：2020/11/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） キモンシャイン 調教師　宗形竹見（大井） 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　小林祥晃 南関東：2019/12/05～　15戦1勝（2着2回、3着1回）

2R 黒鹿毛 生年月日　2018年3月8日 5枠7番

2枠2番 父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 ノブイチ 調教師　朝倉実（大井）

シニスターシックス 調教師　大宮和也（大井） 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　三島宣彦

牝3歳 馬主　伊藤恵介 地方収得賞金　1,820,000円 黒鹿毛 生年月日　2015年5月29日

栗毛 生年月日　2018年2月25日 北海道：2020/05/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　小葉松幸雄

父　シニスターミニスター 生産牧場　岡田牧場 南関東：2020/08/19～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 母　シェリーバレンシア（父　スピニングワールド） 産地　浦河町

母　タマモホットポット（父　キンシャサノキセキ） 産地　新ひだか町 8枠14番 地方収得賞金　13,486,000円

地方収得賞金　1,495,000円 ラッキーカイザー 調教師　鈴木啓之（大井） 北海道：2017/07/12～　5戦1勝（2着3回、3着0回）

北海道：2020/08/05～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 牡3歳 馬主　定蛇邦宏 金沢：2017/10/31～　19戦7勝（2着2回、3着1回）

岩手：2020/11/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年2月17日 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/01/18～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　村上牧場 東海：2019/01/10～　18戦1勝（2着2回、3着2回）

5枠6番 母　ソラコマチ（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町 南関東：2021/01/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

ラヴリースケーター 調教師　米田英世（大井） 地方収得賞金　2,050,000円 ◆2018　北日本新聞杯［金沢］　1着　　◆2018　ゴールドジュニア［笠松］　1着

牝3歳 馬主　堂守貴志 北海道：2020/06/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　1着　　◆2018　若駒賞［金沢］　1着

鹿毛 生年月日　2018年4月20日 ◆2017　兼六園ジュニアC［金沢］　2着

父　ラブリーデイ 生産牧場　北田剛 5R ◆2018　石川ダービー［金沢］　3着

母　トレグラツィエ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 2枠2番 7枠10番

地方収得賞金　1,555,000円 スマイルジーニアス 調教師　高岩孝敏（大井） フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井）

北海道：2020/05/05～　11戦1勝（2着1回、3着1回） セン6歳 馬主　今中俊平 牡4歳 馬主　山口明彦

南関東：2020/12/28～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年2月10日 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日

8枠12番 父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

スコトントン 調教師　橋本和馬（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 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

牝3歳 馬主　和田博美 地方収得賞金　3,175,000円 地方収得賞金　7,085,000円

黒鹿毛 生年月日　2018年3月18日 北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回）

父　ベルシャザール 生産牧場　猿橋義昭 南関東：2017/11/02～　52戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2020/11/19～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

母　クリスマドンナ（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 6枠10番

地方収得賞金　1,280,000円 ホウヨウノキセキ 調教師　遠藤茂（大井） 11R　第65回金盃〔SⅡ〕

北海道：2020/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 牝5歳 馬主　（株）ファーストビジョン 6枠10番

南関東：2021/01/19～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年5月21日 フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　豊洋牧場 牡6歳 馬主　山口明彦

3R 母　ベストタッセルド（父　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｂｅｓｔ） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

2枠2番 地方収得賞金　2,463,000円 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

リコージル 調教師　蛯名雄太（大井） 北海道：2018/10/04～　3戦1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

牝3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　38,035,000円

栗毛 生年月日　2018年4月6日 南関東：2019/01/10～　31戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/05/24～　13戦3勝（2着3回、3着4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：2017/11/28～　10戦1勝（2着0回、3着3回）

母　リコーレイス（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 6R 　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　1,640,000円 7枠13番 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2020/07/16～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ファビリア 調教師　大宮和也（大井） 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2020/12/24～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 牝6歳 馬主　船越伸也 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着1回、3着4回）

3枠4番 栗毛 生年月日　2015年4月15日 南関東：2019/12/17～　12戦2勝（2着1回、3着0回）

ベットオール 調教師　森下淳平（大井） 父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 ◆2020　金盃［大井］　2着

牝3歳 馬主　伏木田達之 母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

鹿毛 生年月日　2018年5月9日 地方収得賞金　4,514,000円

父　シニスターミニスター 生産牧場　伏木田牧場 北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 12R

母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町 兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 8枠16番

地方収得賞金　2,000,000円 南関東：2017/12/27～　50戦0勝（2着2回、3着6回） マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 

北海道：2020/07/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　生杉学

南関東：2021/01/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7R 黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日

5枠7番 2枠2番 父　シルポート 生産牧場　高橋農場

ゼンニン 調教師　佐野謙二（大井） ププ 調教師　朝倉実（大井） 母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市

牡3歳 馬主　和田博美 牡6歳 馬主　手嶋康雄 地方収得賞金　14,935,000円

鹿毛 生年月日　2018年5月26日 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回）

父　ネオユニヴァース 生産牧場　川上牧場 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 南関東：2018/12/30～　27戦0勝（2着6回、3着6回）

母　トーヨーサンバ（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 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

地方収得賞金　1,900,000円 地方収得賞金　8,620,000円

北海道：2020/06/25～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2020/10/07～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回）

5枠8番 南関東：2018/12/31～　31戦2勝（2着5回、3着5回）

アウィウィリオ 調教師　吉井竜一（大井）

牝3歳 馬主　佐野幸一郎 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
鹿毛 生年月日　2018年5月2日 1R　④カモーンツバサ　⑦ダーリングリップ　⑧サカベンタロー

父　ダノンレジェンド 生産牧場　まるとみ冨岡牧場 2R　①チェリーフオール　

母　レッドシャトル（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 4R　⑪スーパーウインド

地方収得賞金　1,850,000円 6R　①ドリームリン　③パディユージン　④スターインステルス

北海道：2020/07/02～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 　　　⑩ラブミーパラダイス

南関東：2020/12/11～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 8R　④ミニスター　⑥リンノファンタジー

6枠10番 9R　①エムティモナ　④フレイムフォース　⑤ユウバエ

サンケイワールド 調教師　納谷和玖（大井） 　　　⑧エイシンシッソウ　⑨リリメリア　⑩チョロ

牡3歳 馬主　中村吉隆 10R　①ロータステソーロ　

鹿毛 生年月日　2018年5月19日 11R　⑤バンローズキングス　⑦イケノオテンチャン

父　ケイムホーム 生産牧場　旭牧場

母　エレメンタリー（父　ダイワメジャー） 産地　日高町

地方収得賞金　2,315,000円

北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着7回、3着1回）

南関東：2020/12/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

2/17(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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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♪


