
1R 6R 10R

1枠2番 5枠7番 5枠5番

リンノペルフェット 調教師　遠藤茂（大井） エイシンタンチョウ 調教師　高橋清顕（大井） マダムクインビー 調教師　小野寺晋廣（大井）

牡4歳 馬主　浦野和由 牡5歳 馬主　（有）トニーステーブル 牝3歳 馬主　石川貴久

栗毛 生年月日　2018年3月5日 鹿毛 生年月日　2017年3月3日 栗毛 生年月日　2019年3月13日

父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田猛 父　ダイワメジャー 生産牧場　栄進牧場 父　ラニ 生産牧場　ムラカミファーム

母　ガレリアトウショウ（父　トワイニング） 産地　新ひだか町 母　ミスティコンクエスト（父　Ｍｕｊａｄｉｌ） 産地　浦河町 母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,725,000円 地方収得賞金　4,688,000円 中央収得賞金　1,600,000円 地方収得賞金　3,840,000円

北海道：2020/05/21～　17戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/13～　7戦2勝（2着0回、3着0回）

高知：2021/09/04～　6戦0勝（2着0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：2021/12/10～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/01/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2019/10/12～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠10番

兵庫：2020/05/20～　6戦0勝（2着1回、3着0回） ヒノカミカグラ 調教師　鷹見浩（大井）

2R 南関東：2020/11/06～　20戦1勝（2着1回、3着1回） 牝3歳 馬主　小橋亮太

5枠8番 鹿毛 生年月日　2019年5月11日

カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） 7R 父　トビーズコーナー 生産牧場　市川牧場

牝6歳 馬主　豊島愛子 1枠1番 母　クレインテオドーラ（父　タニノギムレット） 産地　浦河町

黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 地方収得賞金　5,919,000円

父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 牝7歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 北海道：2021/05/19～　10戦2勝（2着2回、3着1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 鹿毛 生年月日　2015年2月14日 南関東：2021/12/08～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　6,770,000円 父　ディープブリランテ 生産牧場　チャンピオンズファーム 8枠12番

北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 母　プランシングレディ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 ローズティアラ 調教師　佐野謙二（大井）

南関東：2019/04/24～　46戦1勝（2着5回、3着2回） 地方収得賞金　12,965,000円 牝3歳 馬主　和田博美

北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2019年4月26日

3R 南関東：2017/12/29～　44戦4勝（2着7回、3着5回） 父　ロージズインメイ 生産牧場　登別上水牧場

3枠3番 8枠16番 母　ヒカルダイヤモンド（父　アグネスタキオン） 産地　登別市

セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 地方収得賞金　6,270,000円

セン7歳 馬主　（株）ハッピースマイル 牡7歳 馬主　岡田義見 北海道：2021/06/23～　8戦3勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2015年4月2日 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 南関東：2021/12/31～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘

母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 11R

地方収得賞金　9,985,000円 地方収得賞金　12,793,000円 4枠8番

北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） リュミエール 調教師　福永敏（大井）

南関東：2017/12/27～　71戦4勝（2着4回、3着7回） 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） セン4歳 馬主　（有）ユートピア牧場

北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 芦毛 生年月日　2018年3月27日

4R 南関東：2018/12/05～　51戦6勝（2着3回、3着6回） 父　クリエイター２ 生産牧場　ユートピア牧場

5枠7番 母　ピュアダイヤモンド（父　フジキセキ） 産地　登別市

ププ 調教師　朝倉実（大井） 8R 地方収得賞金　8,541,000円

牡7歳 馬主　手嶋康雄 1枠1番 北海道：2020/05/14～　18戦6勝（2着3回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2015年5月21日 モリデンワールド 調教師　鈴木啓之（大井） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 牡4歳 馬主　藤原豊満 南関東：2021/12/27～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2018年5月31日 6枠11番

地方収得賞金　12,400,000円 父　トゥザワールド 生産牧場　森田芳男 トウキョウドライヴ 調教師　藤田輝信（大井）

北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　白井岳

兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　5,120,000円 栗毛 生年月日　2018年4月12日

南関東：2018/12/31～　48戦3勝（2着8回、3着7回） 北海道：2020/07/01～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 父　カジノドライヴ 生産牧場　リトルブルーファーム

南関東：2021/03/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 母　パンジェンシー（父　フレンチデピュティ） 産地　清水町

5R 地方収得賞金　7,802,000円

3枠4番 9R 北海道：2020/04/28～　19戦5勝（2着3回、3着3回）

アサンテギア 調教師　吉井竜一（大井） 4枠6番 南関東：2022/02/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　菊地博 ウエディングパーク 調教師　高岩孝敏（大井） ◆2021　びらとりオープン［門別］　1着

芦毛 生年月日　2018年2月25日 牝4歳 馬主　上山浩司 ◆2021　えりもオープン［門別］　2着

父　クリエイター２ 生産牧場　ノースガーデン 黒鹿毛 生年月日　2018年5月19日 7枠14番

母　アサンテサーナ（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　日高町 父　シニスターミニスター 生産牧場　三石川上牧場 フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井）

地方収得賞金　2,781,000円 母　スマイルユー（父　スタチューオブリバティ） 産地　新ひだか町 牡5歳 馬主　山口明彦

北海道：2020/08/05～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　5,470,000円 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日

南関東：2021/11/16～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/25～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

8枠14番 南関東：2020/11/04～　10戦1勝（2着3回、3着0回） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

クラッチシュート 調教師　栗田泰昌（大井） 5枠8番 地方収得賞金　11,885,000円

牡4歳 馬主　酒井孝敏 マウントポジション 調教師　的場直之（大井） 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2018年2月7日 牡5歳 馬主　吉田照哉 南関東：2020/11/19～　15戦3勝（2着2回、3着3回）

父　トーセンジョーダン 生産牧場　明治牧場 栗毛 生年月日　2017年4月13日

母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町 父　カネヒキリ 生産牧場　社台ファーム ●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　2,820,000円 母　マウントコブラ（父　Ｍｔ．　Ｌｉｖｅｒｍｏｒｅ） 産地　千歳市 1R　①ソラモトベルハズ　⑥フェズンツアイ

北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　8,345,000円 2R　⑩フロストフラワー

高知：2020/11/22～　17戦0勝（2着3回、3着2回） 北海道：2019/06/27～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 3R　④プリティア　⑧ローズメジャー

南関東：2021/06/08～　14戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/04/28～　11戦4勝（2着1回、3着0回） 4R　③ハッピーハナコサン

8枠15番 7R　⑦フレイムフォース

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ スマイルキューティ 調教師　田中正人（大井） 8R　⑥エムオーロープ

1R　③エイシンルーキー 牝4歳 馬主　会田裕一 9R　①エールソングス

2R　②グッドチャンス　③ミスターボーラー　⑥グローリーワールド 鹿毛 生年月日　2018年3月22日 10R第14回園田ユースC　⑤バウチェイサー　⑥パー

　　　⑪トマトヒメ 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 　　　⑦ローグネイション　⑧エイシンクエーサー

4R　③アイエススター 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 11R　⑩ヨハネスボーイ

5R　③エスメルーナ 地方収得賞金　5,200,000円 12R　⑤ランブラスト　⑥スツーカ　⑨プロフーモ

6R　⑦マブセイフリー　⑧クインザクイン 北海道：2020/06/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

9R　③ナツミフルーリー　⑤ティーズダンキー 南関東：2020/09/20～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

10R　⑥クインザヒーロー　⑧ゴールドリング

11R第45回名古屋大賞典〔JpnⅢ〕　⑫ドリームスイーブル

3/10(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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