
1R 6R 9R

6枠9番 7枠13番 3枠6番

ティーズグランツ 調教師　嶋田幸晴（大井） カナヒタル 調教師　橋本和馬（大井） バリチューロ 調教師　鈴木啓之（大井）

牡3歳 馬主　立山伸二 牝5歳 馬主　和田博美 牡4歳 馬主　西森鶴

鹿毛 生年月日　2019年3月3日 鹿毛 生年月日　2017年3月14日 鹿毛 生年月日　2018年3月18日

父　ホッコータルマエ 生産牧場　谷川牧場 父　ゼンノロブロイ 生産牧場　大栄牧場 父　シニスターミニスター 生産牧場　槇本牧場

母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町 母　ラッシュウインド（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,472,500円 地方収得賞金　6,995,000円 地方収得賞金　10,040,000円

北海道：2021/04/21～　11戦1勝（2着4回、3着4回） 北海道：2019/05/15～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/08/27～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/10～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/12/29～　15戦2勝（2着3回、3着1回） 南関東：2020/11/20～　10戦4勝（2着1回、3着1回）

7枠12番

ビックランサー 調教師　市村誠（大井） 7R 10R

牡3歳 馬主　佐藤ルツ子 4枠5番 4枠4番

栗毛 生年月日　2019年5月13日 ライトロング 調教師　市村誠（大井） ベストリオン 調教師　三坂盛雄（大井）

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　ヤマタケ牧場 牡5歳 馬主　佐藤ルツ子 牡3歳 馬主　沖田正憲

母　ゲイルプリムラ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2017年4月30日 黒鹿毛 生年月日　2019年3月14日

地方収得賞金　3,356,000円 父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸 父　リオンディーズ 生産牧場　沖田牧場

北海道：2021/08/12～　4戦1勝（2着2回、3着0回） 母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町 母　ヨウヨウ（父　マヤノトップガン） 産地　日高町

南関東：2022/02/11～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　9,406,000円 地方収得賞金　4,675,000円

北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着2回、3着1回）

2R 南関東：2019/12/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2021/11/02～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

4枠4番 北海道：2020/04/15～　10戦1勝（2着3回、3着0回） 8枠12番

ノーズトゥテール 調教師　中道啓二（大井） 佐賀：2020/12/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） レディーアーサー 調教師　鈴木啓之（大井）

牡3歳 馬主　木谷ツヤ 北海道：2021/04/22～　13戦0勝（2着1回、3着1回） 牝3歳 馬主　会田裕一

栗毛 生年月日　2019年4月14日 南関東：2021/12/10～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019年4月3日

父　トゥザグローリー 生産牧場　川上牧場 7枠11番 父　パイロ 生産牧場　シンボリ牧場

母　ツキノテンシ（父　ムーンバラッド） 産地　新冠町 セリス 調教師　朝倉実（大井） 母　スイートフィズ（父　クロフネ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,270,000円 牝6歳 馬主　（有）ノマ 地方収得賞金　9,900,000円

北海道：2021/05/27～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2016年4月3日 北海道：2021/04/29～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

　うち他地区参戦：1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 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/02/11～　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 ◆2021　プリンセスC［盛岡］　1着　　◆2021　イノセントC［門別］　1着

8枠10番 地方収得賞金　12,820,000円 ◆2021　栄冠賞［門別］　3着

キモンリッキー 調教師　堀千亜樹（大井） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　小林祥晃 南関東：2018/12/25～　34戦3勝（2着4回、3着3回） 11R

栗毛 生年月日　2019年4月8日 2枠4番

父　コパノリッキー 生産牧場　西村牧場 8R エラボレート 調教師　中道啓二（大井）

母　キモンレッド（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 1枠2番 牡5歳 馬主　伊達泰明

地方収得賞金　3,525,000円 ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日

北海道：2021/05/04　8戦1勝（2着2回、3着1回） 牡4歳 馬主　会田裕一 父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場

岩手：2021/11/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年3月18日 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也 地方収得賞金　8,955,000円

5R 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 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回）

1枠1番 地方収得賞金　6,455,000円 南関東：2019/12/11～　22戦3勝（2着4回、3着2回）

ママズコフィ 調教師　橋本和馬（大井） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 3枠5番

牝4歳 馬主　沖田正憲 南関東：2020/11/03～　18戦2勝（2着0回、3着3回） ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井）

鹿毛 生年月日　2018年3月27日 2枠4番 牡5歳 馬主　北原大史

父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 イッツソーラッド 調教師　荒山勝徳（大井） 鹿毛 生年月日　2017年3月18日

母　ママズディッシュ（父　クロフネ） 産地　日高町 牡4歳 馬主　池田草龍 父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場

地方収得賞金　3,808,000円 鹿毛 生年月日　2018年3月22日 母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

北海道：2020/07/02～　13戦3勝（2着2回、3着2回） 父　ハイアーゲーム 生産牧場　渋谷一郎 地方収得賞金　7,121,000円

南関東：2021/12/07～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 母　オオカリベクイン（父　フサイチレオン） 産地　新冠町 北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠12番 地方収得賞金　6,196,000円 金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

リコージル 調教師　蛯名雄太（大井） 北海道：2020/04/23～　16戦4勝（2着4回、3着3回） 南関東：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回）

牝4歳 馬主　土橋正雄 南関東：2021/12/31～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018年4月6日 4枠8番 南関東：2020/11/05～　24戦1勝（2着0回、3着1回）

父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム デスブロー 調教師　蛯名雄太（大井）

母　リコーレイス（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 牝4歳 馬主　石瀬丈太郎

地方収得賞金　3,800,000円 芦毛 生年月日　2018年4月7日

北海道：2020/07/16～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　ムラカミファーム

南関東：2020/12/24～　9戦0勝（2着4回、3着0回） 母　ホワイトプラネット（父　クロフネ） 産地　新冠町

地方収得賞金　5,920,000円

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2020/05/27～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

1R　⑤エムオーシャルマン　⑦ユキナ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2R　⑤ハンセイキ 南関東：2021/01/11～　14戦1勝（2着1回、3着0回）

3R　②アンズビジン 7枠14番

4R　②フィールドグーフィ　⑥チェリースイス　⑨ライラックベルン トンデコパ 調教師　堀千亜樹（大井）

5R　⑦グランカレラ 牝4歳 馬主　小林祐介

8R　①ソーディスイズラヴ 鹿毛 生年月日　2018年3月26日

9R　③ヤマショウリターン 父　サウスヴィグラス 生産牧場　西村牧場

母　イマスグキスミー（父　ジャングルポケット） 産地　新ひだか町

●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　6,653,000円

1R　②エムオーハート　⑦タレンティドワン 北海道：2020/04/23～　16戦3勝（2着3回、3着1回）

2R　⑥シングンビヨンセ　⑦カツゲキツチノエネ　⑩フロンテイラ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

4R　②ビビッドオリーブ　 岩手：2021/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

6R　④エイシンジラソーレ 南関東：2022/02/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

7R　①スラストリバーサー　⑥フリーゴーイング　⑪タイニーマイス ◆2020　フルールC［門別］　2着

8R　⑪ヒロシゲシルバー

10R　⑦エイシンイオ

11R　③ディンゴ　⑨ニジイロ

3/11(金) 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♪


