
1R 6R 10R

1枠1番 5枠8番 7枠12番

リコーテンザン 調教師　蛯名雄太（大井） レイヴィーナス 調教師　秋吉和美（大井） アーネストロング 調教師　佐宗応和（大井）

牡3歳 馬主　土橋正雄 牝4歳 馬主　豊島愛子 牡4歳 馬主　川上和彦

栗毛 生年月日　2018年3月2日 栗毛 生年月日　2017年5月3日 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

父　ゼンノロブロイ 生産牧場　リコーファーム 父　スマートファルコン 生産牧場　西村和夫 父　アーネストリー 生産牧場　堤牧場

母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 母　サムタイムレーター（父　エンドスウィープ） 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

地方収得賞金　500,000円 地方収得賞金　2,658,000円 地方収得賞金　4,560,000円

北海道：2020/07/09～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/08/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/27～　7戦1勝（2着0回、3着0回）

岩手：2019/09/21～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/11/13～　15戦1勝（2着3回、3着2回）

2R 南関東：2019/12/19～　22戦0勝（2着1回、3着2回）

1枠1番 8枠13番 11R

アルフレッド 調教師　佐藤壽（大井） カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） 1枠2番

牝3歳 馬主　酒井孝敏 牝5歳 馬主　豊島愛子 アベニンドリーム 調教師　荒山勝徳（大井）

鹿毛 生年月日　2018年4月9日 黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 牡4歳 馬主　（株）マステック

父　ベーカバド 生産牧場　五丸農場 父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 鹿毛 生年月日　2017年5月15日

母　グロリアスフラワー（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町 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　オンファイア 生産牧場　スマイルファーム

地方収得賞金　525,000円 地方収得賞金　4,570,000円 母　アベニンプラナス（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

北海道：2020/04/23～　12戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 地方収得賞金　26,870,000円

南関東：2020/12/24～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/04/24～　28戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2019/06/12～　20戦4勝（2着7回、3着1回）

　うち他地区参戦：3戦0勝（2着1回、3着0回）

3R 7R 南関東：2021/02/16～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 7枠13番 ◆2020　北海優駿（ダービー）［門別］　1着

スーパービンゴ 調教師　立花伸（大井） スターウェスティア 調教師　赤嶺本浩（大井） ◆2019　北海道2歳優駿［門別］　2着

牝3歳 馬主　浜口寛 牝4歳 馬主　谷謙介 ◆2020　王冠賞［門別］　2着　　◆2019　鎌倉記念［川崎］　2着

鹿毛 生年月日　2018年4月26日 鹿毛 生年月日　2017年3月3日 2枠3番

父　ホッコータルマエ 生産牧場　大栄牧場 父　アーネストリー 生産牧場　静内酒井牧場 ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

母　ナカヤママニッシュ（父　トワイニング） 産地　新冠町 母　サカノエンジェル（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 牡8歳 馬主　（有）アシスタント

地方収得賞金　1,080,000円 地方収得賞金　2,515,000円 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

北海道：2020/09/09～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/26～　9戦1勝（2着4回、3着1回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2019/12/07～　14戦3勝（2着2回、3着0回） 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

南関東：2021/02/16～　2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） 地方収得賞金　40,435,000円

4枠4番 南関東：2020/09/24～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

カガヤキ 調教師　月岡健二（大井） 南関東：2016/07/12～　61戦8勝（2着7回、3着7回）

牝3歳 馬主　今井優 8R ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

黒鹿毛 生年月日　2018年5月12日 7枠11番 3枠6番

父　ホッコータルマエ 生産牧場　ヤスナカファーム ケンジン 調教師　佐野謙二（大井） リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井）

母　インディストラーダ（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 牡4歳 馬主　和田博美 牡4歳 馬主　土橋正雄

地方収得賞金　935,000円 栗毛 生年月日　2017年3月4日 鹿毛 生年月日　2017年3月21日

北海道：2020/06/10～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 父　ストロングリターン 生産牧場　アイズスタッド株式会社 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

南関東：2020/12/08～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 母　フリップフロップ（父　リンカーン） 産地　日高町 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町

地方収得賞金　4,550,000円 地方収得賞金　19,125,000円

4R 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

2枠2番 南関東：2019/12/04～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/30～　16戦3勝（2着8回、3着1回）

オウンゴール 調教師　岡野尚光（大井） 5枠9番

セン3歳 馬主　酒井孝敏 9R クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

栗毛 生年月日　2018年3月9日 7枠10番 牡8歳 馬主　伊藤將

父　トーセンジョーダン 生産牧場　習志野牧場 ミスシェーンハイト 調教師　市村誠（大井） 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

母　ラボンボネーラ（父　ディープスカイ） 産地　白老町 牝5歳 馬主　田村誠 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

地方収得賞金　785,000円 栗毛 生年月日　2016年4月4日 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

北海道：2020/04/15～　10戦0勝（2着0回、3着2回） 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　田村靖典 地方収得賞金　44,190,000円

南関東：2020/11/17～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

6枠9番 地方収得賞金　6,713,000円 南関東：2015/12/28～　73戦7勝（2着9回、3着2回）

リュウノアマゾネス 調教師　吉井竜一（大井） 北海道：2018/08/02～　11戦2勝（2着3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　蓑島竜一 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠16番

栗毛 生年月日　2018年4月17日 南関東：2019/12/09～　18戦0勝（2着3回、3着1回） フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（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 8枠11番 牡6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 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

地方収得賞金　1,200,000円 牡6歳 馬主　岡田義見 父　ストロングリターン 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） 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 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） 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 地方収得賞金　38,035,000円

南関東：2021/02/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 北海道：2017/05/24～　13戦3勝（2着3回、3着4回）

7枠11番 地方収得賞金　10,993,000円 南関東：2017/11/28～　10戦1勝（2着0回、3着3回）

ハッピーヘイロー 調教師　米田英世（大井） 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0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　谷岡真喜 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2018年5月19日 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

父　キングヘイロー 生産牧場　山田牧場 南関東：2018/12/05～　38戦5勝（2着3回、3着5回） 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着1回、3着4回）

母　サクラフェリーチェ（父　サクラプレジデント） 産地　新ひだか町 8枠12番 南関東：2019/12/17～　14戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　820,000円 ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） ◆2020　金盃［大井］　2着

北海道：2020/09/23～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 牡4歳 馬主　和田博美 ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

金沢：2020/12/08～　1戦1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：2021/01/18～　3戦0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 12R

7枠12番 母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 3枠5番

ブレイクダンス 調教師　納谷和玖（大井） 地方収得賞金　4,695,000円 ミカチャン 調教師　米田英世（大井）

牝3歳 馬主　森田一俊 北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　真下辰夫

黒鹿毛 生年月日　2018年3月25日 南関東：2019/12/29～　10戦2勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年3月1日

父　トーセンジョーダン 生産牧場　真壁信一 父　トゥザワールド 生産牧場　シンユウフアーム

母　サンレイスズカ（父　サンデーサイレンス） 産地　むかわ町 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　ショッキングカラー（父　サムライハート） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,175,000円 1R　⑤オリオンネージュ 地方収得賞金　10,460,000円

北海道：2020/04/23～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 4R　①リコートルーパー　④シャンパンパーティ 北海道：2019/05/01～　10戦3勝（2着0回、3着3回）

南関東：2020/11/17～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 5R　①スーパーラッド 南関東：2020/03/17～　11戦2勝（2着2回、3着1回）

8枠14番 6R　②ヤコウレッシャ 8枠15番

リコーグレース 調教師　荒山勝徳（大井） 8R　①アイエススター　③ヘーメル　④エイシンイージス リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井）

牝3歳 馬主　土橋正雄 　　　⑤フェザーノユメ　⑨プッシュユアセルフ 牡6歳 馬主　土橋正雄

黒鹿毛 生年月日　2018年4月20日 9R　③サザンオールスター 鹿毛 生年月日　2015年5月24日

父　ゼンノロブロイ 生産牧場　リコーファーム 10R　④ナーリー 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町 11R第19回若草賞　②オーゴンノキズナ　③ハナハナ 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

地方収得賞金　900,000円 　　　④ドリームキャット　⑥アイルビーゼア　⑧ティーズダンキー 地方収得賞金　17,870,000円

北海道：2020/06/04～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 　　　⑨モズザベスト　⑪セカイノホシ 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

12R　⑨クインザクイン 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2017/12/26～　31戦2勝（2着5回、3着3回）

2R　②フェールドゥー 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

3R　④ピエールジャガー　⑤プートワモナムール　⑦マイストック

4R　④ノースヒビキ

5R　①ファイナルネイア　④ドリームズサークル　⑧ケンタッキークリア

8R　⑦マルハチアポロン

9R　①キングワールド　②ジャーニーマン

10R　①エイシンミチバシリ　③アイバンホー　④フレアリングラブ

　　　⑥ノブリーデイ　⑦リードキングダム　⑧エムザックベール
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