
3R 6R 11R　第45回京浜盃〔SⅡ〕

6枠10番 4枠4番 4枠4番

ヤマショウリアン 調教師　堀千亜樹（大井） アサンテギア 調教師　吉井竜一（大井） フォラステロ 調教師　荒山勝徳（大井）

牡4歳 馬主　山下勇 牝4歳 馬主　菊地博 牡3歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2018年5月28日 芦毛 生年月日　2018年2月25日 栗毛 生年月日　2019年5月19日

父　シンボリクリスエス 生産牧場　槇本牧場 父　クリエイター２ 生産牧場　ノースガーデン 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　社台ファーム

母　テレフォトグラフ（父　ハーツクライ） 産地　日高町 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 母　ショコラヴェリーヌ（父　ゴールドアリュール） 産地　千歳市

地方収得賞金　2,507,000円 地方収得賞金　2,781,000円 地方収得賞金　12,696,000円

北海道：2020/05/28～　13戦1勝（2着1回、3着4回） 北海道：2020/08/05～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2021/07/28～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2021/07/14～　11戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/11/16～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/11/03～　4戦2勝（2着1回、3着0回）

◆'21ジェムストーン賞［大井］　1着

4R 7R 5枠5番

2枠3番 8枠13番 シルトプレ 調教師　米谷康秀（船橋）

エイシンシッソウ 調教師　佐藤壽（大井） モリデンワールド 調教師　鈴木啓之（大井） 牡3歳 馬主　原久美子

牝4歳 馬主　小橋亮太 牡4歳 馬主　藤原豊満 栗毛 生年月日　2019年4月29日

栗毛 生年月日　2018年4月19日 鹿毛 生年月日　2018年5月31日 父　ワールドエース 生産牧場　藤原牧場

父　アジアエクスプレス 生産牧場　栄進牧場 父　トゥザワールド 生産牧場　森田芳男 母　エアディケム（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町

母　エーシンロレーン（父　Ｒａｈｙ） 産地　浦河町 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 地方収得賞金　23,347,000円

地方収得賞金　2,483,000円 地方収得賞金　5,120,000円 北海道：2021/07/01～　6戦4勝（2着0回、3着1回）

北海道：2020/06/10～　8戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/07/01～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2020/12/18～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/03/10～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2022/02/10～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/04/21～　15戦2勝（2着1回、3着2回） ◆2021　鎌倉記念［川崎］　1着

南関東：2021/12/06～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 8R ◆2022　雲取賞［大井］　3着

5枠9番 3枠3番 6枠6番

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） ビッグブラザー 調教師　栗田泰昌（大井） ナッジ 調教師　佐野謙二（大井）

牡5歳 馬主　和田博美 牡4歳 馬主　酒井孝敏 牡3歳 馬主　和田博美

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 栗毛 生年月日　2018年4月10日 鹿毛 生年月日　2019年3月21日

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 父　ダブルスター 生産牧場　グランド牧場 父　フェノーメノ 生産牧場　信田牧場

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 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　エーシンジョイフル（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　5,675,000円 地方収得賞金　4,705,000円 地方収得賞金　21,860,000円

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/07/02～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/05/13～　10戦4勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/12/29～　19戦2勝（2着3回、3着1回） 南関東：2020/12/29～　23戦1勝（2着0回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/02/10～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

5R 9R ◆2021　サンライズC［門別］　1着

5枠8番 5枠8番 ◆2021　JBC2歳優駿［門別］　2着　　◆2022　雲取賞［大井］　2着

ププ 調教師　朝倉実（大井） スマイルキューティ 調教師　田中正人（大井） 7枠8番

牡7歳 馬主　手嶋康雄 牝4歳 馬主　会田裕一 プライルード 調教師　藤田輝信（大井）

鹿毛 生年月日　2015年5月21日 鹿毛 生年月日　2018年3月22日 牡3歳 馬主　（有）キャロットファーム

父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 青鹿毛 生年月日　2019年4月12日

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 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 父　ラブリーデイ 生産牧場　ノーザンファーム

地方収得賞金　12,550,000円 地方収得賞金　5,200,000円 母　アンソロジー（父　サクラバクシンオー） 産地　安平町

北海道：2017/05/24～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/06/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　19,860,000円

兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2020/09/20～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/20～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2018/12/31～　49戦3勝（2着8回、3着7回） 5枠9番 南関東：2021/11/25～　2戦0勝（2着0回、3着2回）

7枠12番 カナヒタル 調教師　橋本和馬（大井） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

バレンティーノ 調教師　須田和伸（大井） 牝5歳 馬主　和田博美 ◆2021　イノセントC［門別］　2着　　◆2021　栄冠賞［門別］　2着

牝7歳 馬主　吉田勝利 鹿毛 生年月日　2017年3月14日 ◆2021　全日本2歳優駿［川崎］　3着

鹿毛 生年月日　2015年3月31日 父　ゼンノロブロイ 生産牧場　大栄牧場 ◆2021　兵庫ジュニアグランプリ［園田］　3着

父　ベーカバド 生産牧場　須崎牧場 母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町 7枠9番

母　スタートラッカー（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 地方収得賞金　7,995,000円 シャルフジン 調教師　川島正一（船橋）

地方収得賞金　10,489,000円 北海道：2019/05/15～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 牡3歳 馬主　吉田勝己

北海道：2017/05/23～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/29～　16戦3勝（2着3回、3着1回） 栃栗毛 生年月日　2019年3月28日

東海：2017/09/15～　8戦0勝（2着1回、3着3回） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂東牧場

　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回） 10R 母　シャーペンエッジ（父　クロフネ） 産地　平取町

岩手：2018/04/01～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 6枠8番 地方収得賞金　24,060,000円

東海：2018/07/15～　2戦1勝（2着0回、3着0回） フレアリングキング 調教師　佐々木洋一（大井） 北海道：2021/05/13～　5戦2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） 牡5歳 馬主　山口明彦 南関東：2022/02/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

JRA：2018/10/27～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 ◆2022　雲取賞［大井］　1着　　◆2021　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　1着

東海：2019/03/20～　27戦3勝（2着10回、3着8回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 ◆2021　サンライズC［門別］　2着

岩手：2020/06/29～　6戦1勝（2着0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 8枠11番

佐賀：2020/11/14～　15戦5勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　11,885,000円 マイブレイブ 調教師　川島正一（船橋）

南関東：2022/01/24～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/05/08～　22戦7勝（2着3回、3着2回） 牡3歳 馬主　安川幸彦

◆2018　あやめ賞［水沢］　2着　　◆2017　ラブミーチャン記念［笠松］　2着 南関東：2020/11/19～　16戦3勝（2着2回、3着3回） 栗毛 生年月日　2019年5月3日

◆2017　ライデンリーダー記念［笠松］　3着 8枠13番 父　アジアエクスプレス 生産牧場　プログレスファーム

◆2017　JRA認定ジュニアクラウン［笠松］　3着 ライトロング 調教師　市村誠（大井） 母　ラペルラ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町

8枠13番 牡5歳 馬主　佐藤ルツ子 地方収得賞金　13,565,000円

クラッチシュート 調教師　栗田泰昌（大井） 鹿毛 生年月日　2017年4月30日 北海道：2021/06/24～　3戦0勝（2着1回、3着2回）

牡4歳 馬主　酒井孝敏 父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸 南関東：2021/10/01～　5戦2勝（2着2回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2018年2月7日 母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町 ◆2021　平和賞［船橋］　2着

父　トーセンジョーダン 生産牧場　明治牧場 地方収得賞金　10.606,000円

母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町 北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 12R

地方収得賞金　2,820,000円 南関東：2019/12/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 4枠8番

北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/04/15～　10戦1勝（2着3回、3着0回） シンタロウ 調教師　大宮和也（大井）

高知：2020/11/22～　17戦0勝（2着3回、3着2回） 佐賀：2020/12/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 牡4歳 馬主　中田和宏

南関東：2021/06/08～　15戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/04/22～　13戦0勝（2着1回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2018年2月23日

南関東：2021/12/10～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　有限会社中田牧場

●高知競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　ツクバエンジェル（父　クロフネ） 産地　平取町

4R　③ヒビキブリエ　⑤チャンカパーナ　⑩ラッキーメッセージ ●笠松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　10,866,000円 中央収得賞金　1,600,000円

8R　③リンノゲレイロ 1R　①ポアンカレ 北海道：2020/05/21～　16戦3勝（2着4回、3着1回）

10R　⑩ウィア 2R　⑥ランタン 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

11R　⑤ドーロカバロ 3R　①マメニーニャ　⑤レッツシンク 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

5R　④シルバーサークル　⑦ハナウタマジリ 南関東：2021/10/04～　8戦0勝（2着1回、3着1回）

6R　①モーニングフジ　②ティーズダンキー　④グレイトボルケーノ ◆2020　南部駒賞［盛岡］　2着　　◆2021　びらとりオープン［門別］　2着

8R　②オーミルシア 5枠9番

9R　③リックマトリックス　④キセキタイム ミカチャン 調教師　米田英世（大井）

10R　①ペタル　⑨タッチウェーブ 牝5歳 馬主　真下辰夫

鹿毛 生年月日　2017年3月1日

父　トゥザワールド 生産牧場　シンユウフアーム

母　ショッキングカラー（父　サムライハート） 産地　新冠町

地方収得賞金　16,145,000円

北海道：2019/05/01～　10戦3勝（2着0回、3着3回）

南関東：2020/03/17～　23戦3勝（2着3回、3着2回）

7枠13番

スティールストーム 調教師　鈴木啓之（大井）

牡4歳 馬主　菅野守雄

栗毛 生年月日　2018年5月4日

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

母　フェスティバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　12,955,000円

北海道：2020/08/19～　4戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/12/09～　14戦3勝（2着2回、3着1回）

3/30(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

シャルフジン（2021/07/27 ブリーダーズゴールドジュニアC出走時）

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
１着

前走
３着

前走
２着

前走
３着

前走
１着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


