
3R 6R 11R　'22桃花賞〔準重賞〕

1枠1番 5枠7番 1枠1番

ルナシーナ 調教師　岡野尚光（大井） クラッチシュート 調教師　栗田泰昌（大井） ヤマイチリリー 調教師　佐藤博紀（川崎）

牝5歳 馬主　山下晃徳 牡4歳 馬主　酒井孝敏 牝3歳 馬主　坂本肇

黒鹿毛 生年月日　2017年3月25日 鹿毛 生年月日　2018年2月7日 青鹿毛 生年月日　2019年3月25日

父　スマートファルコン 生産牧場　グランド牧場 父　トーセンジョーダン 生産牧場　明治牧場 父　シルバーステート 生産牧場　笹川大晃牧場

母　ジュウゴヤムーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町

地方収得賞金　2,854,000円 地方収得賞金　2,570,000円 地方収得賞金　6,025,000円

北海道：2019/06/12～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2021/04/22～　12戦2勝（2着2回、3着1回）

兵庫：2019/12/19～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2020/11/22～　17戦0勝（2着3回、3着2回） 南関東：2021/12/14～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/08/10～　19戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/06/08～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠2番

リンカイテン 調教師　橋本和馬（大井）

5R 7R 牝3歳 馬主　和田博美

1枠1番 3枠3番 鹿毛 生年月日　2019年5月1日

エイシンシッソウ 調教師　佐藤壽（大井） ヤマショウリアン 調教師　堀千亜樹（大井） 父　エスポワールシチー 生産牧場　加野牧場

牝4歳 馬主　小橋亮太 牡4歳 馬主　山下勇 母　リンノフォーマリア（父　パイロ） 産地　新ひだか町

栗毛 生年月日　2018年4月19日 鹿毛 生年月日　2018年5月28日 地方収得賞金　4,000,000円

父　アジアエクスプレス 生産牧場　栄進牧場 父　シンボリクリスエス 生産牧場　槇本牧場 北海道：2021/06/10～　7戦0勝（2着1回、3着3回）

母　エーシンロレーン（父　Ｒａｈｙ） 産地　浦河町 母　テレフォトグラフ（父　ハーツクライ） 産地　日高町 南関東：2021/11/01～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　2,383,000円 地方収得賞金　2,507,000円 3枠5番

北海道：2020/06/10～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/05/28～　13戦1勝（2着1回、3着4回） ティーズハクア 調教師　山中尊徳（船橋）

兵庫：2020/12/18～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/07/14～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 牝3歳 馬主　立山伸二

北海道：2021/04/21～　15戦2勝（2着1回、3着2回） 芦毛 生年月日　2019年4月29日

南関東：2021/12/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 8R 父　タイセイレジェンド 生産牧場　川越省蔵

4枠5番 7枠12番 母　ホワイトドレス（父　クロフネ） 産地　新冠町

ユーティリティ 調教師　赤嶺本浩（大井） ライトロング 調教師　市村誠（大井） 地方収得賞金　6,527,000円

牝4歳 馬主　豊島愛子 牡5歳 馬主　佐藤ルツ子 北海道：2021/06/03～　8戦1勝（2着1回、3着3回）

栗毛 生年月日　2018年3月28日 鹿毛 生年月日　2017年4月30日 南関東：2021/12/02～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ケープブランコ 生産牧場　森永聡 父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸 ◆2021　ブロッサムC［門別］　3着

母　レッドアンコール（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町 5枠8番

地方収得賞金　2,166,000円 地方収得賞金　7,726,000円 ローズティアラ 調教師　佐野謙二（大井）

北海道：2020/06/04～　18戦3勝（2着2回、3着2回） 北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 牝3歳 馬主　和田博美

南関東：2021/11/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2019年4月26日

7枠12番 北海道：2020/04/15～　10戦1勝（2着3回、3着0回） 父　ロージズインメイ 生産牧場　登別上水牧場

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 佐賀：2020/12/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ヒカルダイヤモンド（父　アグネスタキオン） 産地　登別市

牡5歳 馬主　和田博美 北海道：2021/04/22～　13戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　4,070,000円

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 南関東：2021/12/10～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/06/23～　8戦3勝（2着1回、3着1回）

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 南関東：2021/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 9R 7枠12番

地方収得賞金　5,275,000円 4枠7番 レディオスター 調教師　矢野義幸（船橋）

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） ビッグブラザー 調教師　栗田泰昌（大井） 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

南関東：2019/12/29～　16戦2勝（2着3回、3着0回） 牡4歳 馬主　酒井孝敏 鹿毛 生年月日　2019年3月30日

栗毛 生年月日　2018年4月10日 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 母　ピンナップ（父　スマートボーイ） 産地　日高町

1R　④コスモサンシャイン 母　ワイルドイマージュ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　3,716,000円

3R　①ラキリン 地方収得賞金　4,705,000円 北海道：2021/05/05～　5戦2勝（2着3回、3着0回）

4R　⑤プロージット 北海道：2020/07/02～　8戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2021　リリーC［門別］　2着

5R　④ファンスマイル　⑧サンドアキュート 南関東：2020/12/29～　20戦1勝（2着0回、3着2回） 7枠13番

7R　⑧シャドーボール 5枠9番 コスモポポラリタ 調教師　宗形竹見（大井）

8R　⑧モア　⑩キョウワグロリア イッツソーラッド 調教師　荒山勝徳（大井） 牝3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

9R　④タッチペガサス 牡4歳 馬主　池田草龍 黒鹿毛 生年月日　2019年5月24日

10R　⑤ナラ　⑦グレイトボルケーノ 鹿毛 生年月日　2018年3月22日 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

11R　②ガーネットノーム　④モスコミュール 父　ハイアーゲーム 生産牧場　渋谷一郎 母　コスモリープリング（父　ヤマニンセラフィム） 産地　新冠町

母　オオカリベクイン（父　フサイチレオン） 産地　新冠町 地方収得賞金　12,600,000円

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 地方収得賞金　4,996,000円 北海道：2021/06/17～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

笠松1R　⑤アップリュウジン 北海道：2020/04/23～　16戦4勝（2着4回、3着3回） ◆2021　ブロッサムC［門別］　1着　　◆2021　フローラルC［門別］　1着

　　　2R　⑥リックシエリ 南関東：2021/12/31～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　3R　⑦ヤマニンサイファー 12R

　　　4R　⑧トーセンオリジン 10R 3枠5番

　　　5R　④ファンスマイル 2枠3番 フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井）

　　　9R　⑦ヤマニンスープル リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井） セン6歳 馬主　八嶋長久

　　10R　①ムーンセレナーデ 牡4歳 馬主　土橋正雄 芦毛 生年月日　2016年4月29日

　　11R　⑤ゴルトグルーベ 黒鹿毛 生年月日　2018年2月8日 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 父　パイロ 生産牧場　リコーファーム 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町

笠松1R　②フローラーリア 母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町 地方収得賞金　18,160,000円

　　　8R　④ディザネイション 地方収得賞金　10,020,000円 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回）

北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2019/12/04～　21戦4勝（2着8回、3着1回）

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2021/01/21～　8戦4勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/20～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

1R　⑥ブラックトリガー 南関東：2021/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

3R　⑪レモン 5枠10番

4R　⑤ミニスター ラッキーカイザー 調教師　鈴木啓之（大井）

5R　①メイクアラッシュ　④クラヴァーキン　⑩ローズメジャー 牡4歳 馬主　会田裕一

6R　⑤イスズスカーレット 鹿毛 生年月日　2018年2月17日

7R　②ピックプウィン　⑤カールグリン　⑦ラブミーパラダイス 父　サウスヴィグラス 生産牧場　村上牧場

8R　②エイシンヌチマシヌ　③ヴォルフィアナ　⑥イケノカグヤヒメ 母　ソラコマチ（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町

　　　⑨ハッチャキコク 地方収得賞金　12,750,000円

9R　⑫フィールドノア 北海道：2020/06/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

10R　⑧エイシンピナクル 南関東：2021/02/17～　5戦4勝（2着0回、3着0回）

11R　⑤マントルパワー　⑩バンローズキングス　⑪イッチョウ 6枠12番

12R　②リードメロディー　⑪プロフーモ　⑫ハッピーハナコサン エリタダス 調教師　佐野謙二（大井）

牡5歳 馬主　和田博美

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 栗毛 生年月日　2017年3月31日

姫路4R　⑪ホロイムア 父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場

　　　6R　⑧タカシーフェイス ●本日の騎乗予定　小野 楓馬騎手 母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町

　　　9R　⑩クリノカイザー 高知2R　②ヴィルフォーマ 地方収得賞金　18,160,000円

　　10R　④シャルマンシェリー 　　　4R　⑤コスモサンゴ 北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

　　12R　④オメガプランタン 南関東：2019/09/18～　33戦4勝（2着3回、3着3回）

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 7枠13番

姫路4R　③フローラルオーク ラブミージュニア 調教師　荒山勝徳（大井） 

　　　5R　②オープンセサミ 牡6歳 馬主　小林祥晃

　　　8R　⑨ハッチャキコク 栗毛 生年月日　2016年3月19日

　　　9R　②ニシノカリウド 父　ゴールドアリュール 生産牧場　谷岡牧場

　　10R　①ステイグリーン 母　ラブミーチャン（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　18,280,000円

北海道：2018/05/16～　6戦2勝（2着2回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/12/05～　15戦6勝（2着1回、3着1回）

◆2018　知床賞［盛岡］　3着

8枠15番

プレストレジェーロ 調教師　米田英世（大井）

牝5歳 馬主　米津佳昭

鹿毛 生年月日　2017年2月18日

父　パイロ 生産牧場　小倉光博

母　ユズチャン（父　カネヒキリ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　8,780,000円 中央収得賞金　11,290,000円

北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

JRA：2019/12/01～　13戦1勝（2着0回、3着0回）

※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では本日、高知競馬の場外発売はございません。 南関東：2021/04/14～　10戦2勝（2着1回、3着1回）

1/25(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

コスモポポラリタ（2021/10/21 ブロッサムC出走時）
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２着
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１着

前走
１着

前走
１着

転入後
初出走
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２着

転入後
初出走
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１着
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１着

本日高知競馬場で行われる

「第36回全日本新人王争覇戦競走」に、

ホッカイドウ競馬の小野楓馬騎手が参戦！

若手ジョッキーたちの腕比べに

ご声援をよろしくお願いします♪

●今週のダートグレード競走

・1月26日(水) 大井競馬場第25回TCK女王盃〔JpnⅢ〕

4歳以上牝馬オープン ダ・外1,800ｍ

・1月30日(日) 東京競馬場第36回根岸S〔GⅢ〕

4歳以上オープン ダート1,400ｍ

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致します。


