
3R 6R 10R

4枠5番 1枠1番 3枠3番

ハッピーハナコサン 調教師　朝倉実（大井） マルベルタ 調教師　鈴木啓之（大井） エイノスケ 調教師　鷹見浩（大井）

牝5歳 馬主　三島宣彦 牝4歳 馬主　西森鶴 牡3歳 馬主　中田和宏

鹿毛 生年月日　2016年3月4日 栗毛 生年月日　2017年5月11日 栗毛 生年月日　2018年4月6日

父　シビルウォー 生産牧場　聖心台牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　築紫洋 父　アンライバルド 生産牧場　有限会社中田牧場

母　ハシルモーガン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町 母　マイカイ（父　ヨハネスブルグ） 産地　平取町

地方収得賞金　5,621,500円 地方収得賞金　6,275,000円 地方収得賞金　4,325,000円

北海道：2018/08/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/07/04～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2020/05/05～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

金沢：2018/11/18～　3戦2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） 南関東：2020/11/18～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/01/24～　20戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/02/25～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 6枠10番

北海道：2020/09/03～　4戦0勝（2着0回、3着1回） アイルビーゼア 調教師　福永敏（大井）

南関東：2021/01/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 7R 牝3歳 馬主　野田善己

5枠8番 1枠1番 栗毛 生年月日　2018年2月27日

ニノマエ 調教師　渡邉和雄（大井） サンドスピーダー 調教師　田中正人（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　松田牧場

牡4歳 馬主　和田正巳 牡6歳 馬主　西村健 母　リファインド（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2017年3月20日 鹿毛 生年月日　2015年4月23日 地方収得賞金　5,940,000円

父　ワールドエース 生産牧場　谷岡牧場 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　辻牧場 北海道：2020/05/14～　5戦1勝（2着1回、3着3回）

母　サクラフーガ（父　サクラローレル） 産地　新ひだか町 母　スプリングドリュー（父　ミシル） 産地　浦河町 兵庫：2020/08/27～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　3,435,000円 地方収得賞金　3,705,000円 中央収得賞金　11,110,000円 ◆2020　園田プリンセスC［園田］　2着

北海道：2019/07/18～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/08/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2020　兵庫若駒賞［園田］　3着

東海：2019/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2017/10/14～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/29～　8戦0勝（2着2回、3着1回） JRA：2017/12/16～　26戦0勝（2着0回、3着1回） 11R

南関東：2021/02/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番

4R 2枠3番 リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井）

5枠6番 マギーメイ 調教師　櫻木英喜（大井） 牡6歳 馬主　土橋正雄

サンマナ 調教師　秋吉和美（大井） 牝5歳 馬主　村田裕子 鹿毛 生年月日　2015年5月24日

牝4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 栗毛 生年月日　2016年3月15日 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

栗毛 生年月日　2017年3月16日 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

父　アドマイヤムーン 生産牧場　山田政宏 母　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　16,670,000円

母　ユニーク（父　Ｃｏｍｍａｎｄｓ） 産地　日高町 地方収得賞金　8,395,000円 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,288,000円 北海道：2018/07/19～　4戦1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）

北海道：2019/08/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/30～　27戦3勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/26～　30戦2勝（2着4回、3着3回）

兵庫：2019/12/10～　19戦3勝（2着2回、3着1回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/07～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 8R

5枠7番 1枠1番 12R

アーネストロング 調教師　佐宗応和（大井） イッツバッド 調教師　嶋田幸晴（大井） 2枠2番

牡4歳 馬主　川上和彦 牝3歳 馬主　三岡有香 アークリオン 調教師　嶋田幸晴（大井）

鹿毛 生年月日　2017年5月11日 鹿毛 生年月日　2018年5月11日 牝3歳 馬主　アークフロンティア（株）

父　アーネストリー 生産牧場　堤牧場 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド 鹿毛 生年月日　2018年3月28日

母　シルクアクエリアス（父　アドマイヤベガ） 産地　新冠町 母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 父　リオンディーズ 生産牧場　小泉学

地方収得賞金　3,560,000円 地方収得賞金　3,365,000円 母　エアワルツ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町

北海道：2019/06/27～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　4,990,000円

南関東：2019/11/13～　14戦0勝（2着3回、3着2回） 南関東：2020/12/08～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/08/05～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/11/18～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

5R 9R 8枠14番

2枠2番 5枠5番 ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井）

ジェイケイジーク 調教師　赤嶺本浩（大井） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 牡3歳 馬主　会田裕一

牡5歳 馬主　杉浦和也 牡7歳 馬主　米津佳昭 栗毛 生年月日　2018年3月18日

黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 栗毛 生年月日　2014年5月6日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也

父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 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

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 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町 地方収得賞金　3,535,000円

地方収得賞金　7,920,000円 地方収得賞金　37,080,000円 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/11/03～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） 南関東：2016/11/16～　46戦8勝（2着4回、3着3回）

南関東：2019/08/25～　26戦4勝（2着1回、3着1回） 7枠7番 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
6枠8番 デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 1R　⑥プリンセスキャット　⑦キヒン

ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井） 牡6歳 馬主　和田博美 3R　⑦ミスマチルダ

牡4歳 馬主　北原大史 鹿毛 生年月日　2015年2月22日 6R　①フリーゴーイング

鹿毛 生年月日　2017年3月18日 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場 9R　⑩モズラフランス

父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 地方収得賞金　27,720,000円

地方収得賞金　6,021,000円 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回）

北海道：2019/07/10～　9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）

金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/31～　42戦4勝（2着4回、3着3回）

南関東：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回） 8枠9番

南関東：2020/11/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回） タイセイサクセサー 調教師　藤田輝信（大井）

牡4歳 馬主　田中成奉

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 栗毛 生年月日　2017年3月28日

1R　①ベルバーグ　⑥フェアリーキス 父　タイセイレジェンド 生産牧場　谷川牧場

4R　⑥シェリーアモール　⑨パッションアイコ 母　タイセイフレイヤ（父　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ） 産地　浦河町

5R　②ミラコロアシオン 地方収得賞金　16,120,000円

6R　③シャノンアーサー　④ロンギングベイビー　⑥スラストリバーサー 北海道：2019/06/12～　9戦3勝（2着1回、3着4回）

7R　⑩スリン 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

9R　⑩サクセスストーリー 南関東：2019/12/27～　13戦2勝（2着0回、3着5回）

10R　⑨ゲットザグルーブ ◆2019　イノセントC［門別］　3着

12R　⑩ワンライン

3/12(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
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♪

前走
3着


