
1R 3R 9R

5枠7番 3枠3番 3枠5番

ウエディングパーク 調教師　松浦裕之（大井） アウィウィリオ 調教師　吉井竜一（大井） サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 

牝3歳 馬主　上山浩司 牝3歳 馬主　佐野幸一郎 牡5歳 馬主　（株）さくらコーポレーション

黒鹿毛 生年月日　2018年5月19日 鹿毛 生年月日　2018年5月2日 栗毛 生年月日　2016年5月13日

父　シニスターミニスター 生産牧場　三石川上牧場 父　ダノンレジェンド 生産牧場　まるとみ冨岡牧場 父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場

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 母　レッドシャトル（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町

地方収得賞金　2,470,000円 地方収得賞金　2,730,000円 地方収得賞金　5,272,000円

北海道：2020/06/25～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/07/02～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/11/04～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/11～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/10/10～　10戦0勝（2着0回、3着3回）

8枠14番 4枠4番 兵庫：2019/04/04～　15戦2勝（2着2回、3着2回）

キモンシャイン 調教師　宗形竹見（大井） ゼンニン 調教師　佐野謙二（大井） 南関東：2019/12/25～　24戦0勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　小林祥晃 牡3歳 馬主　和田博美 5枠10番

黒鹿毛 生年月日　2018年3月8日 鹿毛 生年月日　2018年5月26日 サンマナ 調教師　秋吉和美（大井）

父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 父　ネオユニヴァース 生産牧場　川上牧場 牝4歳 馬主　（株）さくらコーポレーション

母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　トーヨーサンバ（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2017年3月16日

地方収得賞金　2,150,000円 地方収得賞金　2,670,000円 父　アドマイヤムーン 生産牧場　山田政宏

北海道：2020/05/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/06/25～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ユニーク（父　Ｃｏｍｍａｎｄｓ） 産地　日高町

南関東：2020/08/19～　11戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/10/07～　8戦0勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　3,288,000円

7枠10番 北海道：2019/08/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

2R パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） 兵庫：2019/12/10～　19戦3勝（2着2回、3着1回）

5枠5番 牝3歳 馬主　小菅誠 南関東：2020/12/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

ラヴリースケーター 調教師　米田英世（大井） 青鹿毛 生年月日　2018年3月18日

牝3歳 馬主　堂守貴志 父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代 10R

鹿毛 生年月日　2018年4月20日 母　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 5枠6番

父　ラブリーデイ 生産牧場　北田剛 地方収得賞金　3,260,000円 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 

母　トレグラツィエ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 牡6歳 馬主　阿部東亜子

地方収得賞金　2,435,000円 南関東：2020/09/20～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日

北海道：2020/05/05～　11戦1勝（2着1回、3着1回） 8枠11番 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男

南関東：2020/12/28～　2戦0勝（2着1回、3着1回） ベットオール 調教師　森下淳平（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

6枠7番 牝3歳 馬主　伏木田達之 地方収得賞金　19,855,000円

シニスターシックス 調教師　大宮和也（大井） 鹿毛 生年月日　2018年5月9日 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回）

牝3歳 馬主　伊藤恵介 父　シニスターミニスター 生産牧場　伏木田牧場 南関東：2018/01/26～　38戦2勝（2着5回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018年2月25日 母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町 8枠11番

父　シニスターミニスター 生産牧場　岡田牧場 地方収得賞金　2,550,000円 ミルグラシアス 調教師　村上頼章（大井） 

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 北海道：2020/07/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　吉田照哉

地方収得賞金　1,825,000円 南関東：2021/01/21～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 芦毛 生年月日　2014年5月14日

北海道：2020/08/05～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 父　クロフネ 生産牧場　社台ファーム

岩手：2020/11/16～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 5R 母　ハッピープレゼント（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市

南関東：2021/01/18～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 3枠3番 地方収得賞金　25,765,000円

7枠8番 セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） 北海道：2016/05/25～　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） セン6歳 馬主　（株）ハッピースマイル 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　中村吉隆 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 南関東：2017/02/27～　23戦7勝（2着4回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2018年5月19日 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 ◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

父　ケイムホーム 生産牧場　旭牧場 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 ◆2020　'20メトロポリタンジューンC［大井］　3着

母　エレメンタリー（父　ダイワメジャー） 産地　日高町 地方収得賞金　6,065,000円

地方収得賞金　2,315,000円 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 11R

北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着7回、3着1回） 南関東：2017/12/27～　57戦1勝（2着2回、3着5回） 8枠11番

南関東：2020/12/09～　5戦0勝（2着0回、3着0回） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

8枠10番 6R 牡7歳 馬主　米津佳昭

ルビーブランケット 調教師　宗形竹見（大井） 8枠13番 栗毛 生年月日　2014年5月6日

牝3歳 馬主　組）ハッピースウィング セクシーセディー 調教師　高橋清顕（大井） 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

栗毛 生年月日　2018年3月16日 牝8歳 馬主　今中俊平 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

父　エスポワールシチー 生産牧場　坪田晃宜 鹿毛 生年月日　2013年3月12日 地方収得賞金　37,855,000円

母　デジタルゴールド（父　アグネスデジタル） 産地　日高町 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　2,185,000円 母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 南関東：2016/11/16～　47戦8勝（2着4回、3着4回）

北海道：2020/07/02～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　8,644,000円

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 12R

南関東：2021/03/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 1枠1番

◆2020　プリンセスC［水沢］　2着 南関東：2017/01/25～　53戦5勝（2着3回、3着5回） マイティウォーリア 調教師　蛯名雄太（大井） 

牡5歳 馬主　菊地昌廣

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 7R 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

1R　⑤ボルドーアラン　⑥ボルドーオペラ　⑧アンデサイト 7枠13番 父　ロジユニヴァース 生産牧場　クリアファーム

2R　⑤ヴァラデロ　⑧ノラサファイア プラチナダンディー 調教師　村上頼章（大井） 母　ミーナー（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　日高町

3R　④ゴールドランチ　⑥クーネオ 牡6歳 馬主　小田和子 地方収得賞金　16,365,000円

5R　⑦プラチナクイン 栗毛 生年月日　2015年3月7日 北海道：2018/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

7R　⑥アウトザブルー　⑦セユウスマート 父　プリサイスエンド 生産牧場　大狩部牧場 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8R　③ミスマチルダ　⑫フリーゴーイング 母　マキシムガロー（父　スズカマンボ） 産地　新冠町 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

9R　⑦モズラフランス 地方収得賞金　5,620,000円 南関東：2019/02/20～　17戦2勝（2着3回、3着4回）

11R　⑥ドリームスイーブル　⑧エイシンハルニレ 北海道：2017/08/30～　5戦1勝（2着2回、3着2回） ◆2018　平和賞［船橋］　3着

12R　②ルミナスアロー　④ボンヤリ 南関東：2018/01/25～　40戦2勝（2着1回、3着2回） 8枠10番

コスモアリオーゾ 調教師　橋本和馬（大井） 

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 8R 牡7歳 馬主　和田博美

1R　⑦ウィナーズヒロイン 6枠8番 鹿毛 生年月日　2014年3月11日

2R　⑥ラブミーパラダイス ププ 調教師　朝倉実（大井） 父　フリオーソ 生産牧場　惣田英幸

3R　①ヴィルセキュリティ　②ヘンゲンジザイ　③レコパンダンカーク 牡6歳 馬主　手嶋康雄 母　ナイツエンド（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　浦河町

　　　⑥ムグンファ　⑦アカクサクハナ　⑩トイソー 鹿毛 生年月日　2015年5月21日 地方収得賞金　28,445,000円

4R　②エイシンミステリー　③スギノデュナミス　④カールグリン 父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 北海道：2016/07/13～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

　　　⑧ブルックブルックス 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 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

5R　⑨カモーンツバサ 地方収得賞金　9,020,000円 南関東：2016/11/30～　31戦5勝（2着6回、3着2回）

6R　①ブラックトリガー　⑧ファルサ 北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回）

8R　⑤コンドルノユメ 兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回）

9R　⑫ロータステソーロ 南関東：2018/12/31～　33戦2勝（2着6回、3着5回）

11R　⑫リゾルート 8枠11番

マシェール 調教師　藤田輝信（大井） 

牡7歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2014年3月22日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

母　フレンドリーマナー（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

地方収得賞金　13,015,000円

北海道：2016/06/22～　3戦0勝（2着2回、3着0回）

南関東：2016/11/16～　24戦4勝（2着2回、3着5回）

3/25(木) 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
２着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

前走
３着

前走
３着

応援よろしくね♪


