
1R 8R 11R　'22ウインタースプリント〔準重賞〕

4枠6番 4枠6番 3枠5番

リコーランカスター 調教師　蛯名雄太（大井） スコトントン 調教師　橋本和馬（大井） ハートプレイス 調教師　佐宗応和（大井）

牝3歳 馬主　土橋正雄 牝4歳 馬主　和田博美 牡4歳 馬主　渡部賢治

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 黒鹿毛 生年月日　2018年3月18日 栗毛 生年月日　2018年2月28日

父　ダンカーク 生産牧場　リコーファーム 父　ベルシャザール 生産牧場　猿橋義昭 父　ネオユニヴァース 生産牧場　山岡牧場

母　リコールクレール（父　ケイムホーム） 産地　日高町 母　クリスマドンナ（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 母　ネリヤカナヤ（父　タイキシャトル） 産地　新冠町

地方収得賞金　588,000円 地方収得賞金　6,600,000円 地方収得賞金　29,570,000円

北海道：2021/08/11～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2020/05/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2021/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/01/19～　11戦2勝（2着1回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠11番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

2R トウキョウボーイ 調教師　村上頼章（大井） 南関東：2020/12/10～　10戦3勝（2着3回、3着1回）

6枠9番 牡4歳 馬主　村山忠弘 ◆2021　優駿スプリント［大井］　2着　　◆2020　イノセントC［門別］　2着

エムオーシャーク 調教師　米田英世（大井） 栗毛 生年月日　2018年3月30日 ◆2020　平和賞［船橋］　3着

牡3歳 馬主　大浅貢 父　エスポワールシチー 生産牧場　門別敏朗 6枠11番

栗毛 生年月日　2019年4月27日 母　ビビッドフレイム（父　パイロ） 産地　日高町 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

父　ダノンシャーク 生産牧場　協栄組合 地方収得賞金　6,410,000円 牡7歳 馬主　谷謙介

母　アドリア（父　ヴィクトワールピサ） 産地　平取町 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年4月14日

地方収得賞金　630,000円 南関東：2020/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

北海道：2021/06/30～　6戦0勝（2着1回、3着1回） JRA：2021/03/28～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

　うち地方競馬参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　82,335,000円

3R 8枠14番 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

1枠1番 エラボレート 調教師　中道啓二（大井） 東海：2017/09/21～　14戦6勝（2着3回、3着0回）

ノースジラソーレ 調教師　米田英世（大井） 牡5歳 馬主　伊達泰明 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　早川正行 黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日 南関東：2018/06/07～　36戦6勝（2着2回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場 ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着　　◆'21ウィンタースプリント［大井］　1着

父　ストロングリターン 生産牧場　浦新徳司 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 ◆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

母　マリスカ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 地方収得賞金　8,955,000円

地方収得賞金　997,000円 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回） 12R

北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/11～　20戦3勝（2着4回、3着2回） 2枠2番

南関東：2021/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） アイバンホー 調教師　立花伸（大井）

2枠2番 9R 牡4歳 馬主　村山忠弘

アダド 調教師　栗田裕光（大井） 6枠11番 鹿毛 生年月日　2018年4月1日

牡3歳 馬主　酒井孝敏 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 父　プリサイスエンド 生産牧場　坂牧場

栗毛 生年月日　2019年1月24日 牡7歳 馬主　阿部東亜子 母　ラヴフルーヴ（父　アラジ） 産地　日高町

父　エスポワールシチー 生産牧場　パカパカファーム 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日 地方収得賞金　18,120,000円

母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男 北海道：2020/05/26～　6戦1勝（2着4回、3着1回）

地方収得賞金　920,000円 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 金沢：2020/11/10～　7戦5勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/05/12～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　20,715,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回） 南関東：2021/10/08～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

7枠12番 南関東：2018/01/26～　50戦2勝（2着5回、3着2回） ◆2021　石川ダービー［金沢］　1着　　◆2021　北日本新聞杯［金沢］　1着

アリオト 調教師　中道啓二（大井） ◆2020　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　1着　　◆2021　若駒賞［金沢］　1着

牡3歳 馬主　伊達泰明 10R ◆2021　MRO金賞［金沢］　3着

鹿毛 生年月日　2019年4月18日 1枠1番 4枠6番

父　コメート 生産牧場　サンシャイン牧場 セリス 調教師　朝倉実（大井） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 牝6歳 馬主　（有）ノマ 牡8歳 馬主　米津佳昭

地方収得賞金　938,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月3日 栗毛 生年月日　2014年5月6日

北海道：2021/05/05～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

金沢：2021/08/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

岩手：2021/09/27～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　12,820,000円 地方収得賞金　39,105,000円

南関東：2021/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1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：2018/12/25～　32戦3勝（2着4回、3着3回） 南関東：2016/11/16～　54戦8勝（2着4回、3着4回）

4R 2枠3番 6枠11番

6枠9番 ルビーブランケット 調教師　宗形竹見（大井） デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

ユキゲシズク 調教師　蛯名雄太（大井） 牝4歳 馬主　組）ハッピースウィング 牡7歳 馬主　和田博美

牝3歳 馬主　小野美子 栗毛 生年月日　2018年3月16日 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

黒鹿毛 生年月日　2019年5月26日 父　エスポワールシチー 生産牧場　坪田晃宜 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

父　アメリカンペイトリオット 生産牧場　木戸口牧場 母　デジタルゴールド（父　アグネスデジタル） 産地　日高町 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

母　ビーナスライン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 地方収得賞金　5,045,000円 地方収得賞金　30,820,000円

地方収得賞金　830,000円 北海道：2020/07/02～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回）

北海道：2021/06/23～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/03/11～　8戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2017/12/31～　54戦5勝（2着4回、3着3回）

8枠14番 ◆2020　プリンセスC［水沢］　2着 ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

シャイニーシグナス 調教師　高野毅（大井） 3枠5番 8枠15番

セン3歳 馬主　小林昌志 クラキャノン 調教師　朝倉実（大井） サクセッサー 調教師　矢野義幸（船橋）

栗毛 生年月日　2019年3月4日 牡5歳 馬主　倉見利弘 牡6歳 馬主　（有）新生ファーム

父　トーセンジョーダン 生産牧場　雅牧場 鹿毛 生年月日　2017年5月21日 鹿毛 生年月日　2016年1月30日

母　ブライティアスワン（父　クロフネ） 産地　平取町 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　新生ファーム

地方収得賞金　1,284,000円 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

北海道：2021/06/02～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　9,658,000円 地方収得賞金　28,920,000円

北海道：2019/05/21～　22戦5勝（2着8回、3着2回） 北海道：2018/06/28～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

5R 南関東：2020/11/17～　20戦2勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/01/15～　16戦1勝（2着3回、3着1回）

8枠13番 4枠7番 ◆2019　東京湾C［船橋］　1着

ママズコフィ 調教師　橋本和馬（大井） ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井） ◆2019　東京中日スポーツつばき賞［川崎］　2着

牝4歳 馬主　沖田正憲 牡4歳 馬主　会田裕一

鹿毛 生年月日　2018年3月27日 栗毛 生年月日　2018年3月18日 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也 姫路2R　⑤ソフィスティケイト

母　ママズディッシュ（父　クロフネ） 産地　日高町 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 　　　3R　④イヴリーヌ

地方収得賞金　3,408,000円 地方収得賞金　5,835,000円 　　　4R　⑩トラヴェラーズ

北海道：2020/07/02～　13戦3勝（2着2回、3着2回） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 　　　5R　①ミヤモフィット

南関東：2021/12/07～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/03～　16戦2勝（2着0回、3着2回） 　　　7R　②パー

7枠14番 　　　8R　④プレミアムレイ

7R スマイルキューティ 調教師　田中正人（大井） 　　　9R　①ラインポラリス

2枠2番 牝4歳 馬主　会田裕一 　　10R　④プッシュユアセルフ

リコーグレース 調教師　荒山勝徳（大井） 鹿毛 生年月日　2018年3月22日 ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
牝4歳 馬主　土橋正雄 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 姫路1R　⑧アンスリウムシンヤ

黒鹿毛 生年月日　2018年4月20日 母　ハレイワクィーン（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 　　　4R　⑫ビナドール

父　ゼンノロブロイ 生産牧場　リコーファーム 地方収得賞金　5,200,000円 　　　6R　⑧ブレイキンルース

母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町 北海道：2020/06/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 　　　7R　①ヴィンチトーレ

地方収得賞金　5,340,000円 南関東：2020/09/20～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 　　　8R　⑥シェナオセロ

北海道：2020/06/04～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 　　　9R　⑨ハルヒコ

南関東：2021/03/23～　5戦2勝（2着1回、3着0回） ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　11R　②オウケンインザサン

1R　⑧アンスリウムシンヤ　⑫レコパンダンカーク 　　12R　⑪マイネルシャテール

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 3R　④イヴリーヌ　⑥パッションピーチ

1R　①アシハライ　②オーミルシア 5R　②エーストビーズ

4R　③ランブラー　⑥ヒートアップ　⑫カメッテル 7R　②パー　③ローグネイション

5R　⑦ポアンカレ　⑧サプライズドルチェ 8R　⑦マッサンゴールド

8R　⑤サンドスピーダー 9R　⑤エールソングス　⑧ブリリアドロ　⑫プロジェクトエー

9R　①プリンセスカーリ　②ブリッジドラゴン　④ボルドーアドゥール 10R　④プッシュユアセルフ

10R第46回ゴールドジュニア　①エイシンヌウシペツ 12R　⑤リコーセイラン

　　　②エクレールブリアン　⑤カントリードーロ　⑥シャローナ

　　　⑦リックイノスケ　⑨バウチェイサー　⑩エイシンクレモナ

11R　③トーアマリアンヌ　④ポストモダン

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手
笠松5R　④ネイバルエンスン

　　　7R　①キタノオトメ

　　10R　④ラムリケティ

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
笠松2R　③ロードラウレア

1/27(木) 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

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
３着

落合玄太騎手・山本咲希到騎手は

本日が兵庫での期間限定騎乗最終日！

大きなご声援をお願いします♪


