
3R 6R 11R

3枠3番 7枠14番 3枠5番

アブソルートカラー 調教師　福永敏（大井） ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 

牝5歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牡5歳 馬主　坪井隼人 牡7歳 馬主　（株）レックス

栗毛 生年月日　2016年5月5日 青毛 生年月日　2016年5月4日 栗毛 生年月日　2014年5月4日

父　フレンチデピュティ 生産牧場　貞広賢治 父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士

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　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 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

地方収得賞金　3,830,000円 地方収得賞金　5,195,000円 地方収得賞金　21,501,000円

北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/02/07～　22戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/12/29～　27戦2勝（2着1回、3着1回） 東海：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

3枠4番 南関東：2017/07/26～　34戦9勝（2着4回、3着2回）

セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） 7R 4枠7番

セン6歳 馬主　（株）ハッピースマイル 3枠3番 マイティウォーリア 調教師　鈴木啓之（大井） 

鹿毛 生年月日　2015年4月2日 スパンブリー 調教師　納谷和玖（大井） 牡5歳 馬主　菊地昌廣

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 牡5歳 馬主　由利一郎 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 青鹿毛 生年月日　2016年3月17日 父　ロジユニヴァース 生産牧場　クリアファーム

地方収得賞金　5,945,000円 父　サンカルロ 生産牧場　ゼットステーブル 母　ミーナー（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　日高町

北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 母　フューチャーセイル（父　クロフネ） 産地　安平町 地方収得賞金　15,515,000円

南関東：2017/12/27～　55戦1勝（2着2回、3着5回） 地方収得賞金　8,158,000円 北海道：2018/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

8枠14番 北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） 岩手：2018/10/06～　4戦1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）

セン5歳 馬主　谷口貞保 金沢：2019/03/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/02/20～　15戦2勝（2着3回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2016年4月25日 南関東：2019/07/14～　16戦2勝（2着3回、3着1回） ◆2018　平和賞［船橋］　3着

父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 5枠9番

母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 8R コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

地方収得賞金　3,925,000円 8枠14番 牡7歳 馬主　和田博美

北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） マルベルタ 調教師　鈴木啓之（大井） 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

南関東：2019/02/07～　24戦1勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　西森鶴 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

栗毛 生年月日　2017年5月11日 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

4R 父　サウスヴィグラス 生産牧場　築紫洋 地方収得賞金　27,935,000円

7枠12番 母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

ニノマエ 調教師　渡邉和雄（大井） 地方収得賞金　6,275,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　和田正巳 北海道：2019/07/04～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2016/11/30～　29戦5勝（2着6回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2017年3月20日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠10番

父　ワールドエース 生産牧場　谷岡牧場 南関東：2020/02/25～　7戦2勝（2着2回、3着1回） フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井）

母　サクラフーガ（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 セン5歳 馬主　八嶋長久

地方収得賞金　3,435,000円 9R 芦毛 生年月日　2016年4月29日

北海道：2019/07/18～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 2枠2番 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場

東海：2019/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） エイノスケ 調教師　鷹見浩（大井） 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町

南関東：2019/12/29～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 牡3歳 馬主　中田和宏 地方収得賞金　13,270,000円

栗毛 生年月日　2018年4月6日 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回）

5R 父　アンライバルド 生産牧場　有限会社中田牧場 南関東：2019/12/04～　19戦4勝（2着7回、3着1回）

3枠4番 母　マイカイ（父　ヨハネスブルグ） 産地　平取町 7枠13番

サンマナ 調教師　秋吉和美（大井） 地方収得賞金　3,800,000円 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

牝4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 北海道：2020/05/05～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 牡6歳 馬主　阿部東亜子

栗毛 生年月日　2017年3月16日 南関東：2020/11/18～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

父　アドマイヤムーン 生産牧場　山田政宏 7枠7番 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

母　ユニーク（父　Ｃｏｍｍａｎｄｓ） 産地　日高町 ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　3,288,000円 牡3歳 馬主　会田裕一 地方収得賞金　19,300,000円

北海道：2019/08/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年3月18日 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

兵庫：2019/12/10～　19戦3勝（2着2回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也 南関東：2018/01/26～　36戦2勝（2着5回、3着2回）

南関東：2020/12/07～　3戦1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

4枠6番 地方収得賞金　3,535,000円 12R

サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 8枠16番

牡5歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 南関東：2020/11/03～　5戦1勝（2着0回、3着0回） サンドスピーダー 調教師　田中正人（大井） 

栗毛 生年月日　2016年5月13日 牡6歳 馬主　西村健

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 10R 鹿毛 生年月日　2015年4月23日

母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 2枠3番 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　辻牧場

地方収得賞金　5,272,000円 チサット 調教師　佐宗応和（大井） 母　スプリングドリュー（父　ミシル） 産地　浦河町

北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　木谷ツヤ 地方収得賞金　3,525,000円 中央収得賞金　11,110,000円

南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2018年3月18日 北海道：2017/08/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回） 父　スマートファルコン 生産牧場　フジワラフアーム 岩手：2017/10/14～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/25～　22戦0勝（2着2回、3着0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 JRA：2017/12/16～　26戦0勝（2着0回、3着1回）

6枠9番 地方収得賞金　5,575,000円

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 北海道：2020/05/06～　9戦2勝（2着3回、3着2回）

牡4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）

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 南関東：2021/01/22～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 ◆2020　イノセントC［門別］　3着

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 7枠12番

地方収得賞金　3,215,000円 リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井）

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　土橋正雄

南関東：2019/12/29～　8戦1勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018年2月8日

父　パイロ 生産牧場　リコーファーム

母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

地方収得賞金　4,680,000円

北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2021/01/21～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

2/19(金) 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♪


