
1R 5R 9R

4枠6番 3枠3番 5枠7番

ルナシーナ 調教師　岡野尚光（大井） スチルマン 調教師　嶋田幸晴（大井） ユーティリティ 調教師　赤嶺本浩（大井）

牝5歳 馬主　山下晃徳 牡3歳 馬主　小菅誠 牝4歳 馬主　豊島愛子

黒鹿毛 生年月日　2017年3月25日 栗毛 生年月日　2019年4月10日 栗毛 生年月日　2018年3月28日

父　スマートファルコン 生産牧場　グランド牧場 父　ヘニーハウンド 生産牧場　土井牧場 父　ケープブランコ 生産牧場　森永聡

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 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 母　レッドアンコール（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,934,000円 地方収得賞金　1,600,000円 地方収得賞金　2,416,000円

北海道：2019/06/12～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/06/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/04～　18戦3勝（2着2回、3着2回）

兵庫：2019/12/19～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/09/21～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/11/04～　8戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/08/10～　22戦1勝（2着0回、3着0回） 6枠9番 8枠13番

7枠12番 エムオーヘイロー 調教師　堀江仁（大井） コズモポリス 調教師　鷹見浩（大井）

シップレックビーチ 調教師　森下淳平（大井） 牡3歳 馬主　鈴木伸哉 牝4歳 馬主　吉田勝利

牡5歳 馬主　竹下浩一 鹿毛 生年月日　2019年5月7日 鹿毛 生年月日　2018年2月21日

栗毛 生年月日　2017年4月15日 父　ジャングルポケット 生産牧場　小林孝幸 父　ダノンシャンティ 生産牧場　新生ファーム

父　サウスヴィグラス 生産牧場　ユートピア牧場 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 母　ロマンチック（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市 地方収得賞金　1,025,000円 地方収得賞金　2,337,000円

地方収得賞金　3,115,000円 北海道：2021/05/26～　12戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/10～　8戦0勝（2着6回、3着0回）

北海道：2019/07/11～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/03/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 東海：2020/12/04～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/02/25～　13戦1勝（2着1回、3着0回） 佐賀：2021/03/20～　15戦2勝（2着2回、3着3回）

6R 南関東：2022/01/24～　3戦0勝（2着0回、3着1回）

2R 1枠1番

4枠7番 ベルムフェリクス 調教師　福永敏（大井） 10R

セクシーセディー 調教師　高岩孝敏（大井） 牡3歳 馬主　杉山忠国 6枠8番

牝9歳 馬主　今中俊平 芦毛 生年月日　2019年3月17日 バリチューロ 調教師　鈴木啓之（大井）

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 父　バトルプラン 生産牧場　明治牧場 牡4歳 馬主　西森鶴

父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 母　レッドフォーチュン（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2018年3月18日

母　ゴールドフェスタ（父　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　1,410,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　槇本牧場

地方収得賞金　8,644,000円 北海道：2021/09/08～　4戦2勝（2着0回、3着0回） 母　ラッシュウインド（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

北海道：2015/08/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2021/12/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　10,355,000円

岩手：2015/10/18～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 5枠7番 北海道：2020/08/27～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/01/25～　63戦5勝（2着3回、3着5回） ノースジラソーレ 調教師　米田英世（大井） 南関東：2020/11/20～　11戦4勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　早川正行

3R 鹿毛 生年月日　2019年4月5日 11R

3枠3番 父　ストロングリターン 生産牧場　浦新徳司 1枠2番

エムオーシャーク 調教師　米田英世（大井） 母　マリスカ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 エンジェルパイロ 調教師　森下淳平（大井）

牡3歳 馬主　大浅貢 地方収得賞金　1,217,000円 牝5歳 馬主　伏木田達之

栗毛 生年月日　2019年4月27日 北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月16日

父　ダノンシャーク 生産牧場　協栄組合 南関東：2021/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　伏木田牧場

母　アドリア（父　ヴィクトワールピサ） 産地　平取町 母　エンジェルツイート（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

地方収得賞金　630,000円 7R 地方収得賞金　24,680,000円

北海道：2021/06/30～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 4枠7番 北海道：2019/05/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2022/01/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） アダド 調教師　栗田裕光（大井） 南関東：2019/12/31～　17戦4勝（2着3回、3着0回）

7枠11番 牡3歳 馬主　酒井孝敏 ◆'20桃花賞［大井］　2着

ラニサンバダンサー 調教師　庄子昭彦（大井） 栗毛 生年月日　2019年1月24日 ◆2019　サッポロクラシックC［門別］　3着

牝3歳 馬主　門脇竜一 父　エスポワールシチー 生産牧場　パカパカファーム 2枠4番

栗毛 生年月日　2019年3月25日 母　ミラクルプリンセス（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 ブロンディーヴァ 調教師　藤田輝信（大井）

父　ラニ 生産牧場　村上進治 地方収得賞金　1,470,000円 牝5歳 馬主　（有）キャロットファーム

母　サンバダンサー（父　アドマイヤマックス） 産地　新冠町 北海道：2021/05/12～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2017年3月18日

地方収得賞金　710,000円 南関東：2021/12/08～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 父　スマートファルコン 生産牧場　ノーザンファーム

北海道：2021/04/28～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠8番 母　アンソロジー（父　サクラバクシンオー） 産地　安平町

岩手：2021/08/17～　6戦1勝（2着0回、3着0回） センテッドジュエル 調教師　高野毅（大井） 地方収得賞金　41,850,000円

南関東：2021/11/15～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　保坂和孝 北海道：2019/06/12～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2019年3月29日 南関東：2019/09/03～　18戦4勝（2着2回、3着3回）

4R 父　ルーラーシップ 生産牧場　ヒダカフアーム ◆2019　ローレル賞［川崎］　1着

2枠3番 母　ローゼクヴァルツ（父　スペシャルウィーク） 産地　浦河町 ◆2020　優駿スプリント［大井］　2着

パームアイル 調教師　吉井竜一（大井） 地方収得賞金　990,000円 ◆2020　アフター5スター賞［大井］　3着　　◆2019　若武者賞［川崎］　3着

牝3歳 馬主　梁川正普 北海道：2021/08/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 6枠11番

鹿毛 生年月日　2019年4月11日 6枠10番 デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

父　ミッキーアイル 生産牧場　ヤナガワ牧場 シャイニーシグナス 調教師　高野毅（大井） 牡7歳 馬主　和田博美

母　ハロースカーレット（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 セン3歳 馬主　小林昌志 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

地方収得賞金　871,000円 栗毛 生年月日　2019年3月4日 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

北海道：2021/09/22～　4戦1勝（2着1回、3着2回） 父　トーセンジョーダン 生産牧場　雅牧場 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

3枠5番 母　ブライティアスワン（父　クロフネ） 産地　平取町 地方収得賞金　30,820,000円

アイアンサイズ 調教師　佐宗応和（大井） 地方収得賞金　1,724,000円 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回）

牡3歳 馬主　木谷ツヤ 北海道：2021/06/02～　7戦1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）

栗毛 生年月日　2019年3月3日 南関東：2022/01/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/31～　57戦5勝（2着4回、3着3回）

父　コパノリッキー 生産牧場　フジワラフアーム 7枠12番 ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

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 アリオト 調教師　中道啓二（大井）

地方収得賞金　755,500円 牡3歳 馬主　伊達泰明 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2021/06/24～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2019年4月18日 1R　③ラキリン

6枠12番 父　コメート 生産牧場　サンシャイン牧場 2R　④ブリランティーナ

コンチドリーム 調教師　栗田裕光（大井） 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 3R　①フルーガル　③サンドアキュート　⑥コスモサンシャイン

牝3歳 馬主　（有）フォレブルー 地方収得賞金　1,268,000円 6R　①プロージット

鹿毛 生年月日　2019年4月10日 北海道：2021/05/05～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 8R　①プリンセスカーリ　⑤リックイノスケ

父　ウインバリアシオン 生産牧場　一山育成牧場 金沢：2021/08/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 9R　⑤ボルドーアドゥール

母　トーワレッテラ（父　スズカマンボ） 産地　青森県 岩手：2021/09/27～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 10R　①シャローナ

地方収得賞金　724,000円 南関東：2021/12/27～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/05/20～　11戦1勝（2着0回、3着1回） ●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
4R　④バリブラック　⑥アラバド　⑩ベルイルアンメール

6R　①スセソール　③タイムオブザーバー　⑤キングワールド

10R　⑩ボンモマン

11R　⑥アンガイガンバルド

3/29(火) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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