
1R 6R 10R

5枠7番 6枠10番 8枠10番

カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝6歳 馬主　豊島愛子 牡7歳 馬主　岡田義見 牝4歳 馬主　小菅誠

黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 青鹿毛 生年月日　2018年3月18日

父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代

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 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 母　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町

地方収得賞金　6,770,000円 地方収得賞金　12,793,000円 地方収得賞金　3,480,000円

北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/04/24～　47戦1勝（2着5回、3着2回） 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2020/09/20～　27戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠9番 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

セユウブラボー 調教師　渡部則夫（大井） 南関東：2018/12/05～　52戦6勝（2着3回、3着6回） 11R　隅田川オープン

セン7歳 馬主　（株）ハッピースマイル 7枠14番

鹿毛 生年月日　2015年4月2日 7R リンゾウチャネル 調教師　荒山勝徳（大井）

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 1枠1番 牡6歳 馬主　木谷ツヤ

母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 リンカイテン 調教師　橋本和馬（大井） 黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日

地方収得賞金　10,105,000円 牝3歳 馬主　和田博美 父　モンテロッソ 生産牧場　川上牧場

北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2019年5月1日 母　ワールドレデー（父　タヤスツヨシ） 産地　新冠町

南関東：2017/12/27～　72戦4勝（2着4回、3着7回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　加野牧場 地方収得賞金　72,130,000円

母　リンノフォーマリア（父　パイロ） 産地　新ひだか町 北海道：2018/06/20～　14戦10勝（2着3回、3着0回）

3R 地方収得賞金　5,430,000円 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回）

5枠5番 北海道：2021/06/10～　7戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2020/04/07～　14戦1勝（2着3回、3着2回）

イケノギャルチャン 調教師　岡野尚光（大井） 南関東：2021/11/01～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/09/23～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　池添安雄 ◆'22桃花賞［大井］　3着 南関東：2022/02/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2019年3月5日 2枠2番 ◆2019　楠賞［園田］　1着　　◆2019　王冠賞［門別］　1着

父　ロージズインメイ 生産牧場　池添安雄 ローズティアラ 調教師　佐野謙二（大井） ◆2019　北海優駿［門別］　1着　　◆2019　北斗盃［門別］　1着

母　イケノパシスタ（父　ブラックタイド） 産地　日高町 牝3歳 馬主　和田博美 ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

地方収得賞金　2,335,000円 青鹿毛 生年月日　2019年4月26日 ◆2021　報知グランプリC［船橋］　2着

北海道：2021/04/14～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 父　ロージズインメイ 生産牧場　登別上水牧場 ◆2018　鎌倉記念［川崎］　2着　　◆2021　チバテレ盃［船橋］　2着

南関東：2021/09/08～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 母　ヒカルダイヤモンド（父　アグネスタキオン） 産地　登別市 ◆2021　ブリリアントC［大井］　3着　　◆2020　東京記念［大井］　3着

7枠10番 地方収得賞金　6,270,000円 8枠15番

エムオースイート 調教師　堀江仁（大井） 北海道：2021/06/23～　8戦3勝（2着1回、3着1回） トランセンデンス 調教師　小久保智（浦和）

牝3歳 馬主　鈴木伸哉 南関東：2021/12/31～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　徳原英修

鹿毛 生年月日　2019年3月10日 5枠5番 鹿毛 生年月日　2018年2月25日

父　タニノギムレット 生産牧場　平岡牧場 ジャストメンバー 調教師　阪本一栄（大井） 父　トランセンド 生産牧場　藤本ファーム

母　セクシイスイート（父　タヤスツヨシ） 産地　むかわ町 牡3歳 馬主　山田祐三 母　タントタント（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

地方収得賞金　2,128,000円 鹿毛 生年月日　2019年3月24日 地方収得賞金　77,930,000円

北海道：2021/05/26～　12戦1勝（2着3回、3着1回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 北海道：2020/06/10～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2022/03/08～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 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 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　5,177,000円 南関東：2021/01/07～　9戦2勝（2着2回、3着0回）

4R 北海道：2021/08/11～　7戦2勝（2着2回、3着0回） ◆2021　羽田盃［大井］　1着　　◆2021　ニューイヤーC［浦和］　1着

5枠7番 南関東：2021/12/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2021　戸塚記念［川崎］　2着　　◆2021　雲取賞［大井］　2着

アークヴィルヌーブ 調教師　嶋田幸晴（大井） 6枠6番 ◆2020　JBC2歳優駿［門別］　2着　　◆2020　サッポロクラシックC［門別］　2着

牝3歳 馬主　アークフロンティア（株） コスモポポラリタ 調教師　宗形竹見（大井） ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

鹿毛 生年月日　2019年3月22日 牝3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

父　ディスクリートキャット 生産牧場　ハクツ牧場 黒鹿毛 生年月日　2019年5月24日 12R

母　カクテルラウンジ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム 3枠3番

地方収得賞金　2,155,000円 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 ヒノカミカグラ 調教師　鷹見浩（大井）

北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　12,600,000円 牝3歳 馬主　小橋亮太

南関東：2021/12/10～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/06/17～　7戦4勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019年5月11日

8枠13番 南関東：2022/01/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　トビーズコーナー 生産牧場　市川牧場

ディオスライト 調教師　井上弘之（大井） ◆2021　ブロッサムC［門別］　1着　　◆2021　フローラルC［門別］　1着 母　クレインテオドーラ（父　タニノギムレット） 産地　浦河町

牡3歳 馬主　村山光弘 7枠7番 地方収得賞金　5,919,000円

鹿毛 生年月日　2019年4月14日 ファーガス 調教師　月岡健二（大井） 北海道：2021/05/19～　10戦2勝（2着2回、3着1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 牡3歳 馬主　古賀禎彦 南関東：2021/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

母　フォンティーン（父　エンドスウィープ） 産地　熊本県 栗毛 生年月日　2019年4月19日 7枠12番

地方収得賞金　2,585,000円 父　フリオーソ 生産牧場　中橋清 マックスレジェンド 調教師　鈴木啓之（大井）

北海道：2021/06/30～　9戦0勝（2着2回、3着3回） 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 牡3歳 馬主　会田裕一

南関東：2021/12/08～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　5,855,000円 黒鹿毛 生年月日　2019年5月15日

北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 父　ダノンレジェンド 生産牧場　加藤重治

5R 南関東：2021/12/10～　5戦0勝（2着2回、3着1回） 母　ダンツスウィフト（父　ダイワメジャー） 産地　浦河町

6枠10番 地方収得賞金　5,491,000円

エイシンタンチョウ 調教師　高橋清顕（大井） 8R 北海道：2021/06/10～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

牡5歳 馬主　（有）トニーステーブル 7枠8番 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年3月3日 トウキョウボーイ 調教師　村上頼章（大井） 兵庫：2021/11/30～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ダイワメジャー 生産牧場　栄進牧場 牡4歳 馬主　村山忠弘 ◆2021　知床賞［盛岡］　1着

母　ミスティコンクエスト（父　Ｍｕｊａｄｉｌ） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2018年3月30日

地方収得賞金　4,688,000円 中央収得賞金　1,600,000円 父　エスポワールシチー 生産牧場　門別敏朗 ●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：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ビビッドフレイム（父　パイロ） 産地　日高町 1R　①ポストモダン

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,610,000円 3R　②モーニングサクラ　⑧ハッピーヘイロー

JRA：2019/10/12～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 5R　③サイレントシズカ

兵庫：2020/05/20～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 8R　⑧セントサレディー

南関東：2020/11/06～　21戦1勝（2着1回、3着1回） JRA：2021/03/28～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 9R　⑥サンドスピーダー

　うち地方競馬参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回） 10R　⑨エイシンエンジョイ

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2022/01/27～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

2R　④ペイバスク　⑨エイシンニアルコス

3R　⑥アカクサクハナ 9R

4R　②ノブリーデイ　⑩イスズスカーレット 2枠4番

5R　②ヴィクトリアグラス トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 

6R　④タートルブライアン 牝7歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム

8R　⑧モリデンギャル 鹿毛 生年月日　2015年2月14日

9R　①エムオーロープ　④ムーンライトキッス　⑥オノマトペ 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

　　　⑨レコパンサムライ 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

11R　⑨ヨハネスボーイ 地方収得賞金　13,065,000円

12R　④ランブラスト　⑦ローズレイジング　⑧チョウコイコイ 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回）

　　　⑨プロジェクトエー　⑪スツーカ 南関東：2017/12/29～　45戦4勝（2着7回、3着5回）

※今オフシーズンの『ホッカイドウ競馬出身馬情報』の配信は、本日分をもって終了いたします。ご愛読ありがとうございました。

3/31(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
３着

応援よろしくね♪


