
1R 6R 10R

1枠1番 7枠10番 3枠4番

プロジェクトエー 調教師　的場直之（大井） ププ 調教師　朝倉実（大井） コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 牡6歳 馬主　手嶋康雄 牡7歳 馬主　和田博美

鹿毛 生年月日　2018年4月4日 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

父　グラスワンダー 生産牧場　新生ファーム 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

母　キョウワゴールド（父　キョウワアリシバ） 産地　日高町 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 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,130,000円 地方収得賞金　9,020,000円 地方収得賞金　28,445,000円

北海道：2020/06/04～　11戦1勝（2着6回、3着1回） 北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/02/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠10番 南関東：2018/12/31～　32戦2勝（2着6回、3着5回） 南関東：2016/11/30～　30戦5勝（2着6回、3着2回）

ベットオール 調教師　森下淳平（大井） 5枠9番

牝3歳 馬主　伏木田達之 7R エンジェルパイロ 調教師　森下淳平（大井）

鹿毛 生年月日　2018年5月9日 2枠4番 牝4歳 馬主　伏木田達之

父　シニスターミニスター 生産牧場　伏木田牧場 サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月16日

母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町 牡5歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 父　パイロ 生産牧場　伏木田牧場

地方収得賞金　2,550,000円 栗毛 生年月日　2016年5月13日 母　エンジェルツイート（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

北海道：2020/07/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 地方収得賞金　17,010,000円

南関東：2021/01/21～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 北海道：2019/05/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　5,272,000円 南関東：2019/12/31～　10戦3勝（2着2回、3着0回）

2R 北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2020　'20桃花賞［大井］　2着

3枠3番 南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3回） ◆2019　サッポロクラシックC［門別］　3着

ゼンニン 調教師　佐野謙二（大井） 兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回） 7枠12番

牡3歳 馬主　和田博美 南関東：2019/12/25～　23戦0勝（2着2回、3着0回） トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

鹿毛 生年月日　2018年5月26日 8枠16番 牡6歳 馬主　阿部東亜子

父　ネオユニヴァース 生産牧場　川上牧場 ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

母　トーヨーサンバ（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 牡5歳 馬主　坪井隼人 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

地方収得賞金　2,120,000円 青毛 生年月日　2016年5月4日 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

北海道：2020/06/25～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 地方収得賞金　19,300,000円

南関東：2020/10/07～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

6枠8番 地方収得賞金　5,195,000円 南関東：2018/01/26～　37戦2勝（2着5回、3着2回）

ルビーブランケット 調教師　宗形竹見（大井） 北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　組）ハッピースウィング 南関東：2018/12/29～　28戦2勝（2着1回、3着1回） 11R

栗毛 生年月日　2018年3月16日 1枠1番

父　エスポワールシチー 生産牧場　坪田晃宜 8R ベニスビーチ 調教師　鷹見浩（大井）

母　デジタルゴールド（父　アグネスデジタル） 産地　日高町 4枠5番 牝3歳 馬主　吉田勝利

地方収得賞金　2,185,000円 トモノウイニング 調教師　井上弘之（大井） 栗毛 生年月日　2018年4月10日

北海道：2020/07/02～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　（株）大高建設 父　ノボジャック 生産牧場　山下恭茂

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年4月26日 母　ロスグラシアレス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

◆2020　プリンセスC［水沢］　2着 父　タイセイレジェンド 生産牧場　株式会社ケイズ 地方収得賞金　7,795,000円

8枠11番 母　ウグイスジョウ（父　フサイチコンコルド） 産地　日高町 北海道：2020/05/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

サンケイワールド 調教師　納谷和玖（大井） 地方収得賞金　5,300,000円 東海：2020/09/24～　4戦2勝（2着2回、3着0回）

牡3歳 馬主　中村吉隆 北海道：2019/05/09～　14戦1勝（2着5回、3着3回） 南関東：2021/02/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2018年5月19日 南関東：2019/12/30～　15戦2勝（2着0回、3着1回） ◆2020　ジュニアキング［笠松］　1着　　◆2020　秋風ジュニア［笠松］　1着

父　ケイムホーム 生産牧場　旭牧場 5枠7番 ◆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

母　エレメンタリー（父　ダイワメジャー） 産地　日高町 バックストッパー 調教師　阪本一栄（大井） 2枠2番

地方収得賞金　2,315,000円 牡4歳 馬主　山田祐三 ブライトフラッグ 調教師　藤田輝信（大井）

北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着7回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年2月19日 牡3歳 馬主　保坂和孝

南関東：2020/12/09～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　トランセンド 生産牧場　奥山博 鹿毛 生年月日　2018年5月15日

母　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　オリオンファーム

3R 地方収得賞金　5,360,000円 母　ブライトアバンダンス（父　Ｑｕｉｅｔ　Ａｍｅｒｉｃａｎ） 産地　日高町

6枠10番 北海道：2019/06/27～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　13,500,000円

セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） 南関東：2019/12/30～　11戦2勝（2着0回、3着3回） 北海道：2020/05/20～　5戦3勝（2着1回、3着0回）

セン6歳 馬主　（株）ハッピースマイル 8枠12番 南関東：2021/01/21～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年4月2日 ダンスマティス 調教師　朝倉実（大井） ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　1着

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 牡4歳 馬主　（株）ＭＭＣ

母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 芦毛 生年月日　2017年5月22日 12R

地方収得賞金　5,945,000円 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 4枠7番

北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1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 ユニバーサルライト 調教師　佐藤裕太（船橋） 

南関東：2017/12/27～　56戦1勝（2着2回、3着5回） 地方収得賞金　5,565,000円 セン6歳 馬主　（株）レックス

北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年4月4日

4R 南関東：2019/12/30～　8戦2勝（2着0回、3着0回） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　豊洋牧場

3枠4番 母　ベストミニオン（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 9R 地方収得賞金　41,945,000円

牝8歳 馬主　（株）馬事学院 3枠5番 北海道：2017/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2013年4月14日 クラキャノン 調教師　朝倉実（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 牡4歳 馬主　倉見利弘 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2017年5月21日 南関東：2018/03/12～　24戦6勝（2着6回、3着5回）

地方収得賞金　8,377,000円 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 ◆2020　ファンタスティックチャレンジ（プラチナカップＴＲ）［川崎］　2着

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 ◆2018　東京湾C［船橋］　2着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　2着

東海：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　4,958,000円 ◆2020　'20まがたま賞［浦和］　3着

南関東：2015/11/25～　4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） 4枠8番

東海：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2020/11/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回） テーオーブルベリー 調教師　中道啓二（大井）

南関東：2016/07/12～　90戦2勝（2着7回、3着8回） 5枠9番 牝4歳 馬主　小笹公也

ヤマジュンサルサ 調教師　高野毅（大井） 鹿毛 生年月日　2017年4月12日

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牝4歳 馬主　山下洵一郎 父　カジノドライヴ 生産牧場　ヤナガワ牧場

2R　①ボルドーオペラ　②ノラサファイア　③ボルドーアラン 栗毛 生年月日　2017年4月26日 母　テーオーディオネ（父　ヴァーミリアン） 産地　日高町

　　　⑥クーネオ　⑦アンデサイト 父　トビーズコーナー 生産牧場　聖心台牧場 地方収得賞金　27,550,000円

3R　⑦ヴァラデロ 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 北海道：2019/06/13～　7戦2勝（2着2回、3着1回）

4R　⑩ステイサム 地方収得賞金　5,180,000円 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着2回、3着0回）

5R　⑥ラディーグ　⑦プラチナクイン 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2020/02/19～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

7R　⑦アウトザブルー　⑧セユウスマート 南関東：2019/10/17～　15戦1勝（2着2回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

9R　⑥ルミナスアロー 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2020　のじぎく賞［園田］　1着　　◆2019　ラブミーチャン記念［笠松］　1着

10R　①ニュータウンガール ◆2020　桜花賞［浦和］　2着　　◆2019　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

11R第44回名古屋大賞典〔JpnⅢ〕　④ドリームスイーブル ◆2019　園田プリンセスC［園田］　2着

12R　⑦アークダイヤ

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R　⑩ダーリングリップ

2R　②ゴールドカムイ

3R　⑦プリティア

7R　①リゾルート　③エイシンビーミング　⑦タクシードライバー

9R　①オノマトペ　②ミヤビゴールド　③リンノファンタジー

      ④アウタースペース　⑤ヒロノオー　⑥エイシンシッソウ

      ⑧スツーカ

11R　③アルマドール　⑧ロータステソーロ　⑩マッドドッグ

12R　②ローズメジャー　⑪ウインディシティー

3/11(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

転入後
初出走

前走
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前走
２着

前走
３着

前走
２着

●本日のダートグレード競走

3/11(木) 名古屋11R

第44回名古屋大賞典
4歳以上オープン・JpnⅢ ダート1,900ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


