
1R 7R 11R

4枠7番 7枠13番 1枠1番

セクシーセディー 調教師　高岩孝敏（大井） ユーティリティ 調教師　赤嶺本浩（大井） ノートウォージー 調教師　藤田輝信（大井）

牝9歳 馬主　今中俊平 牝4歳 馬主　豊島愛子 牡4歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 栗毛 生年月日　2018年3月28日 栗毛 生年月日　2018年4月22日

父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 父　ケープブランコ 生産牧場　森永聡 父　ノヴェリスト 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 母　レッドアンコール（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 母　ノブレスオブリッジ（父　サンデーサイレンス） 産地　白老町

地方収得賞金　8,644,000円 地方収得賞金　2,166,000円 地方収得賞金　18,125,000円

北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/06/04～　18戦3勝（2着2回、3着2回） 北海道：2020/05/28～　6戦3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） 南関東：2021/11/04～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/11/20～　11戦3勝（2着3回、3着1回）

南関東：2017/01/25～　62戦5勝（2着3回、3着5回） ◆2021　黒潮盃［大井］　3着

8R 7枠14番

3R 5枠8番 チサット 調教師　佐宗応和（大井）

4枠4番 ライヴクッキー 調教師　赤嶺本浩（大井） 牡4歳 馬主　木谷ツヤ

エムオースイート 調教師　堀江仁（大井） 牡4歳 馬主　澤田孝之 鹿毛 生年月日　2018年3月18日

牝3歳 馬主　鈴木伸哉 鹿毛 生年月日　2018年3月31日 父　スマートファルコン 生産牧場　フジワラフアーム

鹿毛 生年月日　2019年3月10日 父　コパノリチャード 生産牧場　中本牧場 母　ネフェルメモリー（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町

父　タニノギムレット 生産牧場　平岡牧場 母　キーツヨイ（父　タバスコキャット） 産地　新冠町 地方収得賞金　32,575,000円

母　セクシイスイート（父　タヤスツヨシ） 産地　むかわ町 地方収得賞金　4,391,000円 北海道：2020/05/06～　9戦2勝（2着3回、3着2回）

地方収得賞金　1,578,000円 北海道：2020/07/09～　5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：2021/05/26～　12戦1勝（2着3回、3着1回） 岩手：2020/09/27～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/01/22～　5戦3勝（2着0回、3着0回）

4枠5番 南関東：2020/11/17～　16戦1勝（2着0回、3着4回） ◆2021　京浜盃［大井］　1着

スチルマン 調教師　嶋田幸晴（大井） ◆2020　イノセントC［門別］　3着

牡3歳 馬主　小菅誠 9R

栗毛 生年月日　2019年4月10日 2枠3番 12R

父　ヘニーハウンド 生産牧場　土井牧場 リコータイザン 調教師　荒山勝徳（大井） 3枠5番

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 牡4歳 馬主　土橋正雄 スティールストーム 調教師　鈴木啓之（大井）

地方収得賞金　1,600,000円 栗毛 生年月日　2018年2月11日 牡4歳 馬主　菅野守雄

北海道：2021/06/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ディスクリートキャット 生産牧場　リコーファーム 栗毛 生年月日　2018年5月4日

南関東：2021/09/21～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 母　シンクスマイル（父　キングカメハメハ） 産地　日高町 父　シニスターミニスター 生産牧場　有限会社プライドロック

8枠13番 地方収得賞金　4,270,000円 母　フェスティバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

ノースジラソーレ 調教師　米田英世（大井） 北海道：2020/06/04～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　12,955,000円

牝3歳 馬主　早川正行 南関東：2021/09/06～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/08/19～　4戦2勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 8枠15番 南関東：2020/12/09～　13戦3勝（2着2回、3着1回）

父　ストロングリターン 生産牧場　浦新徳司 ノビーノヒカリ 調教師　福永敏（大井） 3枠6番

母　マリスカ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 牝4歳 馬主　嶋田賢 エンジェルパイロ 調教師　森下淳平（大井）

地方収得賞金　1,217,000円 栗毛 生年月日　2018年2月21日 牝5歳 馬主　伏木田達之

北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　服部牧場 黒鹿毛 生年月日　2017年4月16日

南関東：2021/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 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 父　パイロ 生産牧場　伏木田牧場

地方収得賞金　4,000,000円 母　エンジェルツイート（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

4R 北海道：2020/07/30～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　24,680,000円

7枠10番 南関東：2020/11/17～　13戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/05/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

ベルムフェリクス 調教師　福永敏（大井） 南関東：2019/12/31～　16戦4勝（2着3回、3着0回）

牡3歳 馬主　杉山忠国 10R ◆'20桃花賞［大井］　2着

芦毛 生年月日　2019年3月17日 5枠10番 ◆2019　サッポロクラシックC［門別］　3着

父　バトルプラン 生産牧場　明治牧場 トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 4枠7番

母　レッドフォーチュン（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 牡7歳 馬主　阿部東亜子 グロリオーソ 調教師　佐野謙二（大井）

地方収得賞金　1,410,000円 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日 牝4歳 馬主　仲尾正人

北海道：2021/09/08～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男 栗毛 生年月日　2018年2月21日

南関東：2021/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 父　フリオーソ 生産牧場　グローリーファーム

7枠11番 地方収得賞金　20,715,000円 母　シャインエタニティ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町

エムオーヘイロー 調教師　堀江仁（大井） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　20,275,000円

牡3歳 馬主　鈴木伸哉 南関東：2018/01/26～　51戦2勝（2着5回、3着2回） 北海道：2020/06/10～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2019年5月7日 7枠13番 南関東：2020/12/28～　12戦2勝（2着1回、3着2回）

父　ジャングルポケット 生産牧場　小林孝幸 クラキャノン 調教師　朝倉実（大井） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

母　ソルティレージュ（父　サンデーサイレンス） 産地　むかわ町 牡5歳 馬主　倉見利弘 ◆2021　桜花賞［浦和］　2着

地方収得賞金　1,025,000円 鹿毛 生年月日　2017年5月21日 ◆2021　留守杯日高賞［水沢］　3着　　◆2021　ユングフラウ賞［浦和］　3着

北海道：2021/05/26～　12戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 5枠9番

母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

5R 地方収得賞金　11,658,000円 牡7歳 馬主　和田博美

6枠9番 北海道：2019/05/21～　22戦5勝（2着8回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

リコーランカスター 調教師　蛯名雄太（大井） 南関東：2020/11/17～　22戦3勝（2着2回、3着0回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

牝3歳 馬主　土橋正雄 7枠14番 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井） 地方収得賞金　30,820,000円

父　ダンカーク 生産牧場　リコーファーム 牝5歳 馬主　村田裕子 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回）

母　リコールクレール（父　ケイムホーム） 産地　日高町 芦毛 生年月日　2017年3月11日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　918,000円 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 南関東：2017/12/31～　56戦5勝（2着4回、3着3回）

北海道：2021/08/11～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

南関東：2021/12/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,050,000円 6枠11番

8枠13番 北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

アリオト 調教師　中道啓二（大井） 南関東：2019/12/29～　27戦3勝（2着3回、3着2回） 牡8歳 馬主　米津佳昭

牡3歳 馬主　伊達泰明 栗毛 生年月日　2014年5月6日

鹿毛 生年月日　2019年4月18日 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

父　コメート 生産牧場　サンシャイン牧場 1R　③フルーガル 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 2R　①ボルドーマリー 地方収得賞金　39,855,000円

地方収得賞金　1,268,000円 4R　④ブローディア　⑪リヤンドキャトル 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2021/05/05～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 5R　⑩ギムオブスターズ 南関東：2016/11/16～　56戦8勝（2着4回、3着5回）

金沢：2021/08/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 6R　②モズレッドカード　⑥チェリーシンガー　⑩ヤッパカンタベリー 8枠16番

岩手：2021/09/27～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 8R　②モズザベスト ミカチャン 調教師　米田英世（大井）

南関東：2021/12/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 9R　⑫エイシンハルニレ 牝5歳 馬主　真下辰夫

8枠14番 10R　⑥メイクスマイル 鹿毛 生年月日　2017年3月1日

アダド 調教師　栗田裕光（大井） 12R　⑤ラディーグ　⑧スズノスケ　⑩パワースカイ 父　トゥザワールド 生産牧場　シンユウフアーム

牡3歳 馬主　酒井孝敏 母　ショッキングカラー（父　サムライハート） 産地　新冠町

栗毛 生年月日　2019年1月24日 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　16,145,000円

父　エスポワールシチー 生産牧場　パカパカファーム 1R　⑥クラサンムーン　⑩ブルックブルックス 北海道：2019/05/01～　10戦3勝（2着0回、3着3回）

母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 2R　⑧ペイバスク 南関東：2020/03/17～　22戦3勝（2着3回、3着2回）

地方収得賞金　1,470,000円 3R　⑨レモン

北海道：2021/05/12～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 4R　⑥フジノラビット　⑧アカクサクハナ

南関東：2021/12/08～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 5R　②レコパンダンカーク

6R　⑤ファルサ

7R　②ノルトクリーガー

8R　⑧マッサンゴールド

9R　⑦エイシンスタートル　⑪モリデンギャル

11R　①マントルパワー　⑧マブイーグル　⑩エイシンピナクル

　　　⑫リコーパイソン

3/8(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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