
2R 8R 10R

1枠1番 1枠1番 2枠2番

チャカルデブロンセ 調教師　中道啓二（大井） リコーグレース 調教師　荒山勝徳（大井） レジェンドアゲイン 調教師　渡部則夫（大井）

牝3歳 馬主　境直行 牝3歳 馬主　土橋正雄 牡2歳 馬主　金蘭兄弟（有）

鹿毛 生年月日　2018年4月27日 黒鹿毛 生年月日　2018年4月20日 黒鹿毛 生年月日　2019年4月1日

父　トーホウジャッカル 生産牧場　槇本牧場 父　ゼンノロブロイ 生産牧場　リコーファーム 父　ダノンレジェンド 生産牧場　村下清志

母　ワイルドポポ（父　ワイルドラッシュ） 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 母　ライゼリート（父　ゼンノロブロイ） 産地　浦河町

地方収得賞金　1,923,000円 地方収得賞金　5,340,000円 地方収得賞金　5,330,000円

北海道：2020/05/06～　14戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：2020/06/04～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2021/04/21～　6戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2021/10/05～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2021/03/23～　4戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/09/21～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

5枠7番 4枠5番

3R リスカルダメント 調教師　福永敏（大井） オンストロン 調教師　鈴木啓之（大井）

3枠4番 牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 牡2歳 馬主　西森鶴

サランスク 調教師　田中正人（大井） 鹿毛 生年月日　2018年4月7日 栗毛 生年月日　2019年4月19日

牝2歳 馬主　吉田晴哉 父　リアルインパクト 生産牧場　ゼットステーブル 父　ストロングリターン 生産牧場　協栄組合

鹿毛 生年月日　2019年3月16日 母　クールダウン（父　シャンハイ） 産地　安平町 母　マックススカラ（父　Ｏｐｅｒａ　Ｈｏｕｓｅ） 産地　平取町

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 地方収得賞金　5,410,000円 地方収得賞金　3,744,000円

母　シーオーク（父　キングカメハメハ） 産地　白老町 北海道：2020/08/13～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/05/27～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　4,254,000円 　うちJRA参戦：1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）

北海道：2021/05/20～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 5枠6番

南関東：2021/10/07～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2021/04/15～　6戦1勝（2着1回、3着1回） フォラステロ 調教師　荒山勝徳（大井）

4枠6番 ◆2020　金沢シンデレラC［金沢］　3着 牡2歳 馬主　吉田照哉

ベストリオン 調教師　三坂盛雄（大井） 8枠14番 栗毛 生年月日　2019年5月19日

牡2歳 馬主　沖田正憲 スパンブリー 調教師　辻野豊（大井） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　社台ファーム

黒鹿毛 生年月日　2019年3月14日 牡5歳 馬主　由利一郎 母　ショコラヴェリーヌ（父　ゴールドアリュール） 産地　千歳市

父　リオンディーズ 生産牧場　沖田牧場 青鹿毛 生年月日　2016年3月17日 地方収得賞金　4,796,000円

母　ヨウヨウ（父　マヤノトップガン） 産地　日高町 父　サンカルロ 生産牧場　ゼットステーブル 北海道：2021/07/28～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,405,000円 母　フューチャーセイル（父　クロフネ） 産地　安平町 南関東：2021/11/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　8,818,000円 6枠9番

南関東：2021/11/02～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ポップツッキー 調教師　山崎裕也（川崎）

6枠10番 岩手：2018/10/06～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 牡2歳 馬主　橘井広幸

ベルイルアンメール 調教師　嶋田幸晴（大井） 金沢：2019/03/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 芦毛 生年月日　2019年4月14日

牝2歳 馬主　小菅誠 南関東：2019/07/14～　31戦2勝（2着3回、3着2回） 父　ラニ 生産牧場　川島正広

黒鹿毛 生年月日　2019年3月13日 母　テーマソング（父　ジャングルポケット） 産地　日高町

父　ホッコータルマエ 生産牧場　オリエント牧場 9R 地方収得賞金　1,560,000円

母　ペイシャオーシャン（父　ゴールドアリュール） 産地　新冠町 1枠2番 北海道：2021/05/13～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　3,070,000円 ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 南関東：2021/09/15～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/06/02～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　会田裕一

南関東：2021/10/06～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年3月18日 11R

父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也 2枠3番

5R 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 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

7枠10番 地方収得賞金　5,535,000円 牡6歳 馬主　谷謙介

パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年4月14日

牝3歳 馬主　小菅誠 南関東：2020/11/03～　14戦2勝（2着0回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

青鹿毛 生年月日　2018年3月18日 2枠4番 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代 トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 地方収得賞金　81,420,000円

母　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 牝6歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　3,480,000円 鹿毛 生年月日　2015年2月14日 東海：2017/09/21～　14戦6勝（2着3回、3着0回）

北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 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 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/09/20～　22戦1勝（2着0回、3着0回） 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 南関東：2018/06/07～　34戦6勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　12,235,000円 ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

7R 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） ◆'21ウィンタースプリント［大井］　1着

8枠9番 南関東：2017/12/29～　40戦4勝（2着6回、3着4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

マルベルタ 調教師　鈴木啓之（大井） 7枠14番 4枠6番

牝4歳 馬主　西森鶴 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

栗毛 生年月日　2017年5月11日 牡6歳 馬主　岡田義見 牡7歳 馬主　米津佳昭

父　サウスヴィグラス 生産牧場　築紫洋 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 栗毛 生年月日　2014年5月6日

母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

地方収得賞金　11,725,000円 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

北海道：2019/07/04～　8戦2勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　12,643,000円 地方収得賞金　38,355,000円

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/10/25～　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：2020/02/25～　18戦4勝（2着2回、3着4回） 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2016/11/16～　52戦8勝（2着4回、3着4回）

北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/12/05～　47戦6勝（2着3回、3着6回） 12R

1R　②ワントップ　③ヤッパカンタベリー　④フークエラドゥーラ　⑤マルアドリアティコ 2枠2番

　　　⑦メイクスマイル　⑧ダンシングスター　⑨フークリシャール ●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 

2R　⑩ブローディア 名古屋4R　⑤リヤンドキャトル 牡7歳 馬主　倉見利弘

3R　⑩スーパーラッド 芦毛 生年月日　2014年5月4日

4R　⑤リヤンドキャトル ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場

7R　⑪パープルフリージア 園田2R　⑥スダワールド 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

8R　⑦ナツミフルーリー 　　　3R　⑤ロードジャック 地方収得賞金　41,050,000円

11R　⑨アビゲイル 　　　4R　⑦メロス 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回）

12R　⑥リコートルーパー 　　　7R　⑦クリノカイザー 南関東：2016/12/06～　72戦4勝（2着6回、3着5回）

　　　8R　⑤シルヴェラード ◆'17スターバーストC［大井］　1着

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　9R　⑦タイセイゴーディー ◆2017　東京湾C［船橋］　2着　　◆2017　ブルーバードC［船橋］　2着

1R　③ファルサ　⑦レコパンダンカーク 　　11R　②ジュンスピード ◆2019　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

2R　①エイシンルル　②カマリ　③ラボンバ 　　12R　⑥トニーヒアロ ◆'18スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

　　　⑥スダワールド　⑦ジュンヨウ

3R　③チェリーシンガー　⑤ロードジャック　⑦ハーラブリー ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
　　　⑧エイシンリュージュ 園田2R　⑦ジュンヨウ

7R　②エムティモナ 　　　7R　①ノイノコ

10R　⑤ミラクルベルン 　　10R　④アルマカーテナ

11R　⑤サンレオ

12R　①マロンドクイーン　⑧エーストビーズ

12/9(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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