
1R 3R 7R

1枠1番 3枠3番 2枠2番

スターキンメダル 調教師　藤田輝信（大井） アウィウィリオ 調教師　吉井竜一（大井） マントルパワー 調教師　橋本和馬（大井） 

牝3歳 馬主　坂本順子 牝3歳 馬主　佐野幸一郎 牡6歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2018年1月27日 鹿毛 生年月日　2018年5月2日 栗毛 生年月日　2015年4月29日

父　グラスワンダー 生産牧場　新生ファーム 父　ダノンレジェンド 生産牧場　まるとみ冨岡牧場 父　ローエングリン 生産牧場　日西牧場

母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町 母　レッドシャトル（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 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

地方収得賞金　1,070,000円 地方収得賞金　1,850,000円 地方収得賞金　10,045,000円

北海道：2020/04/29～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/07/02～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2017/08/03～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/01/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/12/11～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/01～　39戦3勝（2着3回、3着1回）

3枠3番 4枠4番

ブレイクダンス 調教師　納谷和玖（大井） シニスターシックス 調教師　大宮和也（大井） 8R

牝3歳 馬主　森田一俊 牝3歳 馬主　伊藤恵介 5枠7番

黒鹿毛 生年月日　2018年3月25日 栗毛 生年月日　2018年2月25日 ボーフム 調教師　橋本和馬（大井）

父　トーセンジョーダン 生産牧場　真壁信一 父　シニスターミニスター 生産牧場　岡田牧場 牡4歳 馬主　和田博美

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　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 黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日

地方収得賞金　1,175,000円 地方収得賞金　1,825,000円 父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康

北海道：2020/04/23～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/08/05～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町

南関東：2020/11/17～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 岩手：2020/11/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,215,000円

4枠6番 南関東：2021/01/18～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

ノビーノヒカリ 調教師　福永敏（大井） 5枠6番 南関東：2019/12/29～　9戦2勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　嶋田賢 モリデンワールド 調教師　鈴木啓之（大井）

栗毛 生年月日　2018年2月21日 牡3歳 馬主　藤原豊満 10R

父　シニスターミニスター 生産牧場　服部牧場 鹿毛 生年月日　2018年5月31日 1枠1番

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 父　トゥザワールド 生産牧場　森田芳男 ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

地方収得賞金　1,280,000円 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 牝4歳 馬主　石川貴久

北海道：2020/07/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　1,465,000円 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

南関東：2020/11/17～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/07/01～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

2R 4R 地方収得賞金　9,825,000円

1枠1番 3枠3番 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

リュウノアマゾネス 調教師　吉井竜一（大井） ウエディングパーク 調教師　松浦裕之（大井） 南関東：2019/12/05～　16戦1勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　蓑島竜一 牝3歳 馬主　上山浩司 2枠2番

栗毛 生年月日　2018年4月17日 黒鹿毛 生年月日　2018年5月19日 フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井）

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 父　シニスターミニスター 生産牧場　三石川上牧場 牡4歳 馬主　山口明彦

母　ラプティウルス（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 母　スマイルユー（父　スタチューオブリバティ） 産地　新ひだか町 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日

地方収得賞金　1,200,000円 地方収得賞金　1,590,000円 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

北海道：2020/09/23～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/06/25～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

岩手：2020/11/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/04～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,085,000円

南関東：2021/02/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠10番 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回）

3枠3番 デジタルシティ 調教師　村上頼章（大井） 南関東：2020/11/19～　5戦2勝（2着1回、3着1回）

パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） 牝3歳 馬主　新屋敬

牝3歳 馬主　小菅誠 芦毛 生年月日　2018年5月16日 11R　第12回フジノウェーブ記念〔SⅢ〕

青鹿毛 生年月日　2018年3月18日 父　ジョーカプチーノ 生産牧場　レジェンドファーム 2枠3番

父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代 母　シックスドア（父　スタチューオブリバティ） 産地　新冠町 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（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 地方収得賞金　1,920,000円 牡6歳 馬主　谷謙介

地方収得賞金　1,060,000円 北海道：2020/05/21～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年4月14日

北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/12/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

南関東：2020/09/20～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠11番 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

7枠10番 キモンシャイン 調教師　宗形竹見（大井） 地方収得賞金　70,945,000円

キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） 牝3歳 馬主　小林祥晃 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　増田慎 黒鹿毛 生年月日　2018年3月8日 東海：2017/09/21～　14戦6勝（2着3回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2018年5月16日 父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ガルボ 生産牧場　原則夫 母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 南関東：2018/06/07～　28戦5勝（2着2回、3着2回）

母　コスモパッション（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　1,820,000円 ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

地方収得賞金　1,300,000円 北海道：2020/05/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2021　'21ウィンタースプリント［大井］　1着

北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2020/08/19～　10戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

南関東：2020/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 8枠13番

ハドソンホーク 調教師　的場直之（大井） 12R

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 1枠1番

1R　⑥コマフォーゼ　⑨グレートロマン 栗毛 生年月日　2018年4月2日 リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井）

2R　⑤エイシンイージス　⑨オーゴンキング　⑩タカラジマ 父　トビーズコーナー 生産牧場　新生ファーム 牡4歳 馬主　土橋正雄

3R　⑩オリオンネージュ 母　ハイポセシス（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2017年3月21日

4R　③ベガクイン 地方収得賞金　1,480,000円 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

7R　①バルドエース　⑩ドーベルフラッシュ 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着2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

8R　⑪ソトコマタ 地方収得賞金　17,645,000円

9R　②ファッベラ　④モズザベスト　⑤ヘーメル　⑥オーゴンノキズナ　 6R 北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

　　　⑧プッシュユアセルフ　⑨アイエススター　⑩フェザーノユメ 7枠11番 南関東：2019/12/30～　15戦3勝（2着7回、3着1回）

12R　⑤ヤコウレッシャ トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 7枠13番

牝6歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム ミカチャン 調教師　米田英世（大井）

鹿毛 生年月日　2015年2月14日 牝4歳 馬主　真下辰夫

父　ディープブリランテ 生産牧場　チャンピオンズファーム 鹿毛 生年月日　2017年3月1日

母　プランシングレディ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 父　トゥザワールド 生産牧場　シンユウフアーム

地方収得賞金　8,705,000円 母　ショッキングカラー（父　サムライハート） 産地　新冠町

北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 地方収得賞金　10,460,000円

南関東：2017/12/29～　28戦2勝（2着5回、3着4回） 北海道：2019/05/01～　10戦3勝（2着0回、3着3回）

南関東：2020/03/17～　10戦2勝（2着2回、3着1回）

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 8枠16番

2R　①カールグリン　③ヤシロヴィッキー　⑦エイシンミステリー ファルコンビーク 調教師　村上頼章（大井）

　　　⑫テノヒラガエシ 牡4歳 馬主　吉田勝己

4R　③ウィナーズヒロイン　⑥ジュリエットラブ 栗毛 生年月日　2017年3月31日

5R　⑧ラブミーパラダイス 父　スマートファルコン 生産牧場　坂東牧場

6R　⑤ゴリョウサン　⑦ナットビーワン 母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町

12R　⑫マロンドクイーン 地方収得賞金　15,065,000円

北海道：2019/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

3/10(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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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♪


