
1R 6R 11R　第3回雲取賞〔SⅢ〕

6枠10番 1枠1番 1枠1番

ロマンロケット 調教師　橋本和馬（大井） アーネストロング 調教師　佐宗応和（大井） ベニスビーチ 調教師　鷹見浩（大井）

牝3歳 馬主　和田博美 牡4歳 馬主　川上和彦 牝3歳 馬主　吉田勝利

栗毛 生年月日　2018年4月27日 鹿毛 生年月日　2017年5月11日 栗毛 生年月日　2018年4月10日

父　ミッキーアイル 生産牧場　高橋修 父　アーネストリー 生産牧場　堤牧場 父　ノボジャック 生産牧場　山下恭茂

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　シルクアクエリアス（父　アドマイヤベガ） 産地　新冠町 母　ロスグラシアレス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,495,000円 地方収得賞金　3,560,000円 地方収得賞金　7,795,000円

北海道：2020/06/10～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/06/27～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/12/24～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/11/13～　13戦0勝（2着3回、3着2回） 東海：2020/09/24～　4戦2勝（2着2回、3着0回）

8枠13番 4枠5番 ◆2020　ジュニアキング［笠松］　1着　　◆2020　秋風ジュニア［笠松］　1着

アークリオン 調教師　嶋田幸晴（大井） マントルパワー 調教師　橋本和馬（大井） ◆2021　新春ペガサスC［名古屋］　2着　　◆2020　ジュニアクラウン［笠松］　2着

牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） 牡6歳 馬主　和田博美 2枠2番

鹿毛 生年月日　2018年3月28日 栗毛 生年月日　2015年4月29日 ギガキング 調教師　稲益貴弘（船橋）

父　リオンディーズ 生産牧場　小泉学 父　ローエングリン 生産牧場　日西牧場 牡3歳 馬主　尾崎智大

母　エアワルツ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 母　メイショウブリーズ（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2018年4月18日

地方収得賞金　2,790,000円 地方収得賞金　10,045,000円 父　キングヘイロー 生産牧場　谷藤弘美

北海道：2020/08/05～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/08/03～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ウルフコール（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

南関東：2020/11/18～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2017/12/01～　38戦3勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　9,210,000円

北海道：2020/06/25～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

2R 7R 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

7枠8番 8枠15番 ◆2020　南部駒賞［盛岡］　1着

イッツバッド 調教師　嶋田幸晴（大井） ハッピーハナコサン 調教師　朝倉実（大井） ◆2020　サンライズC［門別］　2着

牝3歳 馬主　三岡有香 牝5歳 馬主　三島宣彦 4枠4番

鹿毛 生年月日　2018年5月11日 鹿毛 生年月日　2016年3月4日 トランセンデンス 調教師　小久保智（浦和）

父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド 父　シビルウォー 生産牧場　聖心台牧場 牡3歳 馬主　徳原英修

母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 母　ハシルモーガン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2018年2月25日

地方収得賞金　2,485,000円 地方収得賞金　5,621,500円 父　トランセンド 生産牧場　藤本ファーム

北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2018/08/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 母　タントタント（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

南関東：2020/12/08～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 金沢：2018/11/18～　3戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　25,130,000円

8枠10番 南関東：2019/01/24～　20戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/10～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

ムーンライトキッス 調教師　宮浦正行（大井） 北海道：2020/09/03～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　上山浩司 南関東：2021/01/22～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/01/07～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2018年5月2日 ◆2021　ニューイヤーC［浦和］　1着

父　ディスクリートキャット 生産牧場　三石川上牧場 8R ◆2020　JBC2歳優駿［門別］　2着　　◆2020　サッポロクラシックC［門別］　2着

母　ミスムーンライト２（父　Ｐｌａｔｉｎｉ） 産地　新ひだか町 3枠3番 ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

地方収得賞金　3,250,000円 ジェイケイジーク 調教師　赤嶺本浩（大井） 5枠6番

北海道：2020/07/08～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 牡5歳 馬主　杉浦和也 ノートウォージー 調教師　藤田輝信（大井）

南関東：2020/12/08～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 牡3歳 馬主　吉田照哉

父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 栗毛 生年月日　2018年4月22日

3R 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 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

7枠11番 地方収得賞金　7,800,000円 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

キックエストレーヤ 調教師　栗田裕光（大井） 北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,785,000円

牡4歳 馬主　佐野幸一郎 金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） 北海道：2020/05/28～　6戦3勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年3月23日 南関東：2019/08/25～　25戦4勝（2着1回、3着1回） 南関東：2020/11/20～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ストロングリターン 生産牧場　岡本昌市 5枠7番 5枠7番

母　ダノンステラ（父　ダイワメジャー） 産地　浦河町 トモノウイニング 調教師　井上弘之（大井） ノットリグレット 調教師　川島正一（船橋）

地方収得賞金　1,620,000円 牝4歳 馬主　（株）大高建設 牡3歳 馬主　吉田照哉

北海道：2019/05/08～　15戦3勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2017年4月26日 芦毛 生年月日　2018年3月18日

南関東：2020/12/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　タイセイレジェンド 生産牧場　株式会社ケイズ 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

7枠12番 母　ウグイスジョウ（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 母　ノットオーソリティ（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　千歳市

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 地方収得賞金　5,300,000円 地方収得賞金　4,800,000円

牝8歳 馬主　（株）馬事学院 北海道：2019/05/09～　14戦1勝（2着5回、3着3回） 北海道：2020/05/14～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

芦毛 生年月日　2013年4月14日 南関東：2019/12/30～　14戦2勝（2着0回、3着1回） ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　2着

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 7枠12番 8枠12番

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 ダンスマティス 調教師　朝倉実（大井） シビックドライヴ 調教師　米田英世（大井）

地方収得賞金　8,377,000円 牡4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 牡3歳 馬主　國枝久美子

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2017年5月22日 芦毛 生年月日　2018年4月27日

東海：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　有限会社大作ステーブル 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　インディストラーダ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 母　シルバーフォックス（父　クロフネ） 産地　安平町

東海：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　5,385,000円 地方収得賞金　9,660,000円

南関東：2016/07/12～　89戦2勝（2着7回、3着8回） 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/21～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/12/30～　7戦2勝（2着0回、3着0回） ◆2020　サンライズC［門別］　1着

4R ◆2020　サッポロクラシックC［門別］　3着

4枠7番 10R

アイルビー 調教師　赤嶺本浩（大井） 4枠7番 12R

牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン ミカチャン 調教師　米田英世（大井） 3枠5番

鹿毛 生年月日　2017年5月2日 牝4歳 馬主　真下辰夫 ブロンディーヴァ 調教師　内田勝義（川崎）

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　大北牧場 鹿毛 生年月日　2017年3月1日 牝4歳 馬主　（有）キャロットファーム

母　レッドペルル（父　ディープインパクト） 産地　浦河町 父　トゥザワールド 生産牧場　シンユウフアーム 栗毛 生年月日　2017年3月18日

地方収得賞金　1,655,000円 母　ショッキングカラー（父　サムライハート） 産地　新冠町 父　スマートファルコン 生産牧場　ノーザンファーム

北海道：2019/05/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　10,460,000円 母　アンソロジー（父　サクラバクシンオー） 産地　安平町

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/01～　10戦3勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　33,600,000円

南関東：2020/05/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/03/17～　9戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2019/06/12～　2戦1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） 7枠13番 南関東：2019/09/03～　11戦3勝（2着1回、3着2回）

金沢：2020/11/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回） タイセイサクセサー 調教師　藤田輝信（大井） ◆2019　ローレル賞［川崎］　1着

南関東：2021/01/19～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　田中成奉 ◆2020　優駿スプリント［大井］　2着

栗毛 生年月日　2017年3月28日 ◆2020　アフター5スター賞［大井］　3着　　◆2019　若武者賞［川崎］　3着

父　タイセイレジェンド 生産牧場　谷川牧場 4枠8番

母　タイセイフレイヤ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　浦河町 エンジェルパイロ 調教師　森下淳平（大井）

地方収得賞金　15,750,000円 牝4歳 馬主　伏木田達之

北海道：2019/06/12～　9戦3勝（2着1回、3着4回） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月16日

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　パイロ 生産牧場　伏木田牧場

南関東：2019/12/27～　12戦2勝（2着0回、3着5回） 母　エンジェルツイート（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

◆2019　イノセントC［門別］　3着 地方収得賞金　16,480,000円

8枠15番 北海道：2019/05/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 南関東：2019/12/31～　9戦3勝（2着2回、3着0回）

牡6歳 馬主　和田博美 ◆2020　'20桃花賞［大井］　2着

鹿毛 生年月日　2015年2月22日 ◆2019　サッポロクラシックC［門別］　3着

父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 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　27,165,000円 1R　⑩ラバーソール

北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回） 2R　⑥サハラファイター

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 3R　③サクラベスト　⑤プロフーモ　⑥ナインスエンジェル

南関東：2017/12/31～　41戦4勝（2着4回、3着3回） 　　　⑨セツゲツカ

◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着 4R　⑥ブラックトリガー

7R　②ラピッドフロウ　⑤キーボウル　⑩ペイバスク

9R　③マジカルフェイス　⑧アルマドール　⑫メイクアラッシュ

10R　①エイシンイナズマ

11R　④コスモバレット

12R　②ボルトギーニ　⑨イヴリーヌ

2/18(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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大井11Ｒは重賞・第3回雲取賞！

南関東3歳クラシック戦線の登竜門に

6頭の門別デビュー馬が出走します♪


