
1R 3R 6R

1枠1番 1枠1番 4枠6番

イケノギャルチャン 調教師　岡野尚光（大井） ティーズグランツ 調教師　嶋田幸晴（大井） スコトントン 調教師　橋本和馬（大井）

牝2歳 馬主　池添安雄 牡2歳 馬主　立山伸二 牝3歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2019年3月5日 鹿毛 生年月日　2019年3月3日 黒鹿毛 生年月日　2018年3月18日

父　ロージズインメイ 生産牧場　池添安雄 父　ホッコータルマエ 生産牧場　谷川牧場 父　ベルシャザール 生産牧場　猿橋義昭

母　イケノパシスタ（父　ブラックタイド） 産地　日高町 母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 母　クリスマドンナ（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,115,000円 地方収得賞金　1,882,500円 地方収得賞金　6,300,000円

北海道：2021/04/14～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/04/21～　11戦1勝（2着4回、3着4回） 北海道：2020/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2021/09/08～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 4枠4番 南関東：2021/01/19～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

4枠4番 マダムクインビー 調教師　小野寺晋廣（大井） 7枠12番

ヴァンダルジャン 調教師　高野毅（大井） 牝2歳 馬主　石川貴久 レジェンドルーラー 調教師　的場直之（大井）

牝2歳 馬主　長澤宏美 栗毛 生年月日　2019年3月13日 牡3歳 馬主　廣松光成

栗毛 生年月日　2019年5月17日 父　ラニ 生産牧場　ムラカミファーム 黒鹿毛 生年月日　2018年4月18日

父　スマートファルコン 生産牧場　グローリーファーム 母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町 父　ダノンレジェンド 生産牧場　野坂牧場

母　シルバーウインド（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　1,640,000円 母　スターオブアフリカ（父　Ｊｏｈａｎｎｅｓｂｕｒｇ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,102,000円 北海道：2021/05/13～　7戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,120,000円

北海道：2021/06/09～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 4枠5番 北海道：2020/06/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 マバラカット 調教師　橋本和馬（大井） 南関東：2020/11/20～　11戦2勝（2着0回、3着3回）

ファーガス 調教師　月岡健二（大井） 牡2歳 馬主　和田博美

牡2歳 馬主　古賀禎彦 黒鹿毛 生年月日　2019年3月6日 7R

栗毛 生年月日　2019年4月19日 父　シルバーステート 生産牧場　山岡牧場 5枠7番

父　フリオーソ 生産牧場　中橋清 母　ネリヤカナヤ（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 ライトロング 調教師　市村誠（大井）

母　シルクブルームーン（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　2,140,000円 牡4歳 馬主　佐藤ルツ子

地方収得賞金　2,540,000円 北海道：2021/07/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年4月30日

北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 6枠8番 父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸

7枠8番 フォルエレナ 調教師　村上頼章（大井） 母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町

スチルマン 調教師　嶋田幸晴（大井） 牝2歳 馬主　八嶋長久 地方収得賞金　7,726,000円

牡2歳 馬主　小菅誠 栗毛 生年月日　2019年4月23日 北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回）

栗毛 生年月日　2019年4月10日 父　トゥザワールド 生産牧場　大典牧場 南関東：2019/12/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回）

父　ヘニーハウンド 生産牧場　土井牧場 母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 北海道：2020/04/15～　10戦1勝（2着3回、3着0回）

母　ユアライフスタイル（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 地方収得賞金　1,830,000円 佐賀：2020/12/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,380,000円 北海道：2021/05/12～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/04/22～　13戦0勝（2着1回、3着1回）

北海道：2021/06/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/09/08～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/09/21～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠10番 8R

ヨシノローズ 調教師　渡邉和雄（大井） 8枠15番

2R 牝2歳 馬主　平岩義範 クラキャノン 調教師　朝倉実（大井）

6枠7番 鹿毛 生年月日　2019年4月24日 牡4歳 馬主　倉見利弘

スイングステート 調教師　坂井英光（大井） 父　トゥザグローリー 生産牧場　(善)橋本牧場 鹿毛 生年月日　2017年5月21日

牡2歳 馬主　吉田正志 母　アメリデラックス（父　アメリカンボス） 産地　安平町 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場

鹿毛 生年月日　2019年3月1日 地方収得賞金　1,245,000円 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

父　シルバーステート 生産牧場　追分ファーム 北海道：2021/06/17～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　7,478,000円

母　フェアリーライン（父　ファスリエフ） 産地　安平町 南関東：2021/10/05～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/05/21～　22戦5勝（2着8回、3着2回）

地方収得賞金　1,207,000円 8枠12番 南関東：2020/11/17～　18戦1勝（2着2回、3着0回）

北海道：2021/08/26～　4戦1勝（2着2回、3着0回） アークヴィルヌーブ 調教師　嶋田幸晴（大井） 8枠16番

牝2歳 馬主　アークフロンティア（株） サツキブライド 調教師　井上弘之（大井）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 鹿毛 生年月日　2019年3月22日 牝6歳 馬主　小野博郷

1R　③タイムウィスパー　⑥ワクチン 父　ディスクリートキャット 生産牧場　ハクツ牧場 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日

2R　⑨ココヒメ 母　カクテルラウンジ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之

3R　⑧レディーオーソ　⑨ルージュクィーン 地方収得賞金　1,345,000円 母　バブリングブライド（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

4R　②ダンシングターフ 北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　13,689,000円

5R　⑥マブセイフリー 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

6R　②エスメルーナ　⑩トウホクファルコン 5R 金沢：2017/07/25～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

7R　⑩ルフトバローン 3枠3番 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

8R　⑤フリーゴーイング ムーンドライヴ 調教師　三坂盛雄（大井） 金沢：2018/03/26～　11戦2勝（2着0回、3着0回）

9R　⑥ロゼリアン 牝6歳 馬主　吉田勝己 南関東：2018/11/2～　50戦6勝（2着5回、3着9回）

10R　⑦タカラジマ 栗毛 生年月日　2015年2月20日

11R　③アークダイヤ 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム 9R

12R　④ヨミ　⑨ヒロシゲシルバー　⑪バルドエース 母　シーザームーンライト（父　ゴールドアリュール） 産地　安平町 5枠6番

地方収得賞金　10,790,000円 リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井）

北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　土橋正雄

岩手：2017/09/24～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018年2月8日

南関東：2017/12/29～　38戦5勝（2着1回、3着2回） 父　パイロ 生産牧場　リコーファーム

3枠4番 母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） 地方収得賞金　7,720,000円

牝5歳 馬主　豊島愛子 北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 南関東：2021/01/21～　6戦3勝（2着0回、3着0回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場

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 10R

地方収得賞金　6,670,000円 5枠10番

北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） イッツバッド 調教師　市村誠（大井）

南関東：2019/04/24～　42戦1勝（2着5回、3着2回） 牝3歳 馬主　三岡有香

5枠7番 鹿毛 生年月日　2018年5月11日

プナヘレ 調教師　的場直之（大井） 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド

牡3歳 馬主　林田憲次 母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町

芦毛 生年月日　2018年5月15日 地方収得賞金　3,890,000円

父　クリエイター２ 生産牧場　佐々木恵一 北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回）

母　セインツプレイ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　浦河町 南関東：2020/12/08～　12戦0勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　3,750,000円

北海道：2020/08/05～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 11R

南関東：2020/12/08～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 1枠2番

8枠13番 ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 牝4歳 馬主　石川貴久

牡4歳 馬主　和田博美 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 地方収得賞金　15,185,000円

地方収得賞金　4,875,000円 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/12/05～　27戦1勝（2着5回、3着1回）

南関東：2019/12/29～　14戦2勝（2着2回、3着0回）

12R

6枠8番

ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井）

牡4歳 馬主　北原大史

鹿毛 生年月日　2017年3月18日

父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場

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　6,921,000円

北海道：2019/07/10～　9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：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回）

北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2020/11/05～　20戦1勝（2着0回、3着1回）

12/10(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
１着

再転入後
初出走

●2月23日から11月7日発売分の
勝馬投票券の払戻期限について

●今週・来週のダートグレード競走

・12/12(日)中山競馬場 第14回カペラステークス
GⅢ・3歳以上オープン 1,200ｍ

・12/15(水)川崎競馬場 第72回全日本2歳優駿
JpnⅠ・2歳オープン 1,600ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！
※ご来場の際は感染症拡大防止策にご協力をお願いいたします。

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪

前走
２着


