
2R 8R 11R　第13回フジノウェーブ記念〔SⅢ〕

6枠10番 1枠2番 3枠5番

シップレックビーチ 調教師　森下淳平（大井） ビッグブラザー 調教師　栗田泰昌（大井） ハートプレイス 調教師　佐宗応和（大井）

牡5歳 馬主　竹下浩一 牡4歳 馬主　酒井孝敏 牡4歳 馬主　渡部賢治

栗毛 生年月日　2017年4月15日 栗毛 生年月日　2018年4月10日 栗毛 生年月日　2018年2月28日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　ユートピア牧場 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 父　ネオユニヴァース 生産牧場　山岡牧場

母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市 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 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　3,115,000円 地方収得賞金　4,705,000円 地方収得賞金　37,070,000円

北海道：2019/07/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/07/02～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/02/25～　12戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/29～　22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）

8枠14番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

ルナシーナ 調教師　岡野尚光（大井） 9R 南関東：2020/12/10～　11戦4勝（2着3回、3着1回）

牝5歳 馬主　山下晃徳 4枠7番 ◆'22ウインタースプリント［大井］　1着

黒鹿毛 生年月日　2017年3月25日 ネフェルリリー 調教師　的場直之（大井） ◆2021　優駿スプリント［大井］　2着　　◆2020　イノセントC［門別］　2着

父　スマートファルコン 生産牧場　グランド牧場 牝6歳 馬主　木谷ツヤ ◆2020　平和賞［船橋］　3着

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 栗毛 生年月日　2016年3月5日 6枠11番

地方収得賞金　2,934,000円 父　ローエングリン 生産牧場　フジワラフアーム リンゾウチャネル 調教師　荒山勝徳（大井）

北海道：2019/06/12～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 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 牡6歳 馬主　木谷ツヤ

兵庫：2019/12/19～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　17,460,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日

南関東：2020/08/10～　21戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/07/16～　7戦6勝（2着1回、3着0回） 父　モンテロッソ 生産牧場　川上牧場

南関東：2020/02/24～　20戦7勝（2着5回、3着1回） 母　ワールドレデー（父　タヤスツヨシ） 産地　新冠町

3R 4枠8番 地方収得賞金　70,830,000円

1枠1番 フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井） 北海道：2018/06/20～　14戦10勝（2着3回、3着0回）

イケノギャルチャン 調教師　岡野尚光（大井） セン6歳 馬主　八嶋長久 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　池添安雄 芦毛 生年月日　2016年4月29日 南関東：2020/04/07～　14戦1勝（2着3回、3着2回）

栗毛 生年月日　2019年3月5日 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場 北海道：2021/09/23～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

父　ロージズインメイ 生産牧場　池添安雄 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町 南関東：2022/02/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　イケノパシスタ（父　ブラックタイド） 産地　日高町 地方収得賞金　18,520,000円 ◆2019　楠賞［園田］　1着　　◆2019　王冠賞［門別］　1着

地方収得賞金　2,115,000円 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回） ◆2019　北海優駿［門別］　1着　　◆2019　北斗盃［門別］　1着

北海道：2021/04/14～　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） ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

南関東：2021/09/08～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/05/20～　10戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2021　報知グランプリC［船橋］　2着

2枠2番 南関東：2021/12/08～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　鎌倉記念［川崎］　2着　　◆2021　チバテレ盃［船橋］　2着

アイフォーユー 調教師　松浦裕之（大井） ◆2021　ブリリアントC［大井］　3着　　◆2020　東京記念［大井］　3着

牝3歳 馬主　程田真司 10R　クラシックトライアル 8枠15番

青鹿毛 生年月日　2019年4月28日 1枠2番 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　グランド牧場 フィリオデルソル 調教師　荒山勝徳（大井） 牡7歳 馬主　谷謙介

母　リアルアーネスト（父　Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｏｒ） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　（有）キャロットファーム 栗毛 生年月日　2015年4月14日

地方収得賞金　1,900,000円 青鹿毛 生年月日　2019年4月14日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

北海道：2021/05/26～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 父　クリエイター２ 生産牧場　坂東牧場 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

南関東：2021/12/27～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 母　オーラレガーレ（父　マンハッタンカフェ） 産地　平取町 地方収得賞金　85,035,000円

7枠11番 地方収得賞金　5,600,000円 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

ディオスライト 調教師　井上弘之（大井） 北海道：2021/06/02～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 東海：2017/09/21～　14戦6勝（2着3回、3着0回）

牡3歳 馬主　村山光弘 南関東：2022/01/26～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2019年4月14日 2枠3番 南関東：2018/06/07～　37戦6勝（2着3回、3着3回）

父　ゴールスキー 生産牧場　ストームファームコーポレーション ダイナソー 調教師　佐野謙二（大井） ◆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

母　フォンティーン（父　エンドスウィープ） 産地　熊本県 牡3歳 馬主　和田博美 ◆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

地方収得賞金　2,255,000円 黒鹿毛 生年月日　2019年4月8日 ◆'22ウインタースプリント［大井］　2着

北海道：2021/06/30～　9戦0勝（2着2回、3着3回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

南関東：2021/12/08～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 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 12R

地方収得賞金　12,040,000円 4枠8番

4R 北海道：2021/04/22～　7戦2勝（2着1回、3着1回） トウキョウボーイ 調教師　村上頼章（大井）

6枠9番 南関東：2022/01/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　村山忠弘

シャイニーシグナス 調教師　高野毅（大井） ◆2021　サッポロクラシックC［門別］　2着 栗毛 生年月日　2018年3月30日

セン3歳 馬主　小林昌志 ◆2022　ニューイヤーC［浦和］　3着 父　エスポワールシチー 生産牧場　門別敏朗

栗毛 生年月日　2019年3月4日 ◆2021　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着 母　ビビッドフレイム（父　パイロ） 産地　日高町

父　トーセンジョーダン 生産牧場　雅牧場 3枠5番 地方収得賞金　7,610,000円

母　ブライティアスワン（父　クロフネ） 産地　平取町 クロールキック 調教師　栗田裕光（大井） 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,724,000円 牡3歳 馬主　佐野幸一郎 南関東：2020/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/06/02～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019年3月6日 JRA：2021/03/28～　9戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/01/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　シンボリ牧場 　うち地方競馬参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回）

7枠11番 母　ハイデルベーレ（父　ハーツクライ） 産地　日高町 南関東：2022/01/27～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

アークヴィルヌーブ 調教師　嶋田幸晴（大井） 地方収得賞金　6,570,000円 8枠16番

牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） 北海道：2021/05/27～　7戦1勝（2着4回、3着1回） スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

鹿毛 生年月日　2019年3月22日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 牝6歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

父　ディスクリートキャット 生産牧場　ハクツ牧場 岩手：2021/12/14～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2016年6月7日

母　カクテルラウンジ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 ◆2021　寒菊賞［水沢］　1着 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

地方収得賞金　2,155,000円 ◆2021　南部駒賞［盛岡］　2着 母　マイソールラブ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町

北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 4枠8番 地方収得賞金　16,350,000円

南関東：2021/12/10～　4戦0勝（2着0回、3着1回） ジャストメンバー 調教師　阪本一栄（大井） 北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

牡3歳 馬主　山田祐三 南関東：2019/02/07～　28戦3勝（2着7回、3着5回）

5R 鹿毛 生年月日　2019年3月24日

4枠6番 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
ヤマショウリアン 調教師　堀千亜樹（大井） 母　サチノストリート（父　ロックオブジブラルタル） 産地　新ひだか町 1R　⑥エクスプレス

牡4歳 馬主　山下勇 地方収得賞金　4,652,000円 2R　③ヤマショウオーソ　④イケノカグヤヒメ　⑧ヴォルフィアナ

鹿毛 生年月日　2018年5月28日 北海道：2021/08/11～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 　　　⑩バラオブバーゼイ

父　シンボリクリスエス 生産牧場　槇本牧場 南関東：2021/12/29～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 3R　④スーパーウインド

母　テレフォトグラフ（父　ハーツクライ） 産地　日高町 5枠9番 4R　⑦リゾルート

地方収得賞金　2,507,000円 コスモポポラリタ 調教師　宗形竹見（大井） 5R　③ジュリエットラブ　⑩エーストビーズ

北海道：2020/05/28～　13戦1勝（2着1回、3着4回） 牝3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム 6R　⑨タートルブライアン

南関東：2021/07/14～　10戦0勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2019年5月24日 8R　⑤エイシンヌチマシヌ　⑧スダワールド

父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム 11R　①エイシンダンシャク

6R 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 12R　①ローザーブルー　③スティールフェスタ　⑪ナットビーワン

2枠4番 地方収得賞金　12,600,000円

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 北海道：2021/06/17～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

牡5歳 馬主　和田博美 南関東：2022/01/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 ◆2021　ブロッサムC［門別］　1着　　◆2021　フローラルC［門別］　1着

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 8枠16番

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 ファーガス 調教師　月岡健二（大井）

地方収得賞金　5,525,000円 牡3歳 馬主　古賀禎彦

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2019年4月19日

南関東：2019/12/29～　18戦2勝（2着3回、3着1回） 父　フリオーソ 生産牧場　中橋清

4枠8番 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

エイシンシッソウ 調教師　佐藤壽（大井） 地方収得賞金　5,855,000円

牝4歳 馬主　小橋亮太 北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018年4月19日 南関東：2021/12/10～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

父　アジアエクスプレス 生産牧場　栄進牧場

母　エーシンロレーン（父　Ｒａｈｙ） 産地　浦河町 ●名古屋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　2,483,000円 1R　②レディウィット　③ビッグベッター　⑥エイシンウクラン

北海道：2020/06/10～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 2R　②ダンシングスター　⑤ワクチン　⑧イノセントディーノ

兵庫：2020/12/18～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 3R　⑥ゴールドランチ　⑦リコートルーパー

北海道：2021/04/21～　15戦2勝（2着1回、3着2回） 5R　⑦ダンシングターフ

南関東：2021/12/06～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 6R　④ルージュクィーン

5枠9番 7R　④ヘーメル　⑨タカラジマ

ヴェニーレ 調教師　坂井英光（大井） 8R　⑥ミオサヴァイブ

牡4歳 馬主　大久保和夫 9R　①ココヒメ　②フークリシャール　③ホラン

鹿毛 生年月日　2018年4月27日 　　　④リンクスターツ　⑤セイシンクリア　⑥クルードラゴン

父　メイショウボーラー 生産牧場　厚賀古川牧場 　　　⑨タイムウィスパー　⑩ヘイシリン

母　ハナウタ（父　ドリームスプレッド） 産地　日高町 11R　④ブルースウェード

地方収得賞金　2,690,000円 12R　⑦セサミン

北海道：2020/09/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2021/03/27～　7戦5勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/12/29～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

3/9(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


