
3R 9R 11R

3枠3番 2枠3番 1枠1番

グレヴィスタ 調教師 朝倉実（大井） ベストリオン 調教師　三坂盛雄（大井） モリデンワールド 調教師　鈴木啓之（大井）

牡2歳 馬主　伊達泰明 牡3歳 馬主　沖田正憲 牡4歳 馬主　藤原豊満

栗毛 生年月日　2020.05.11生 黒鹿毛 生年月日　2019.03.14生 鹿毛 生年月日　2018.05.31生

父　プレティオラス 生産牧場　サンシャイン牧場 父　リオンディーズ 生産牧場　沖田牧場 父　トゥザワールド 生産牧場　森田芳男

母　オルレアン（父　アフリート） 産地　日高町 母　ヨウヨウ（父　マヤノトップガン） 産地　日高町 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　777,000円 地方収得賞金　5,435,000円 地方収得賞金　13,760,000円

北海道：2022/06/09～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/07/01～　8戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2022/10/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/11/02～　19戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2021/03/10～　14戦4勝（2着4回、3着2回）

3枠5番 3枠3番

4R ビリーヴホース 調教師　市村誠（大井） リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井）

4枠4番 牡3歳 馬主　田村誠 牡4歳 馬主　土橋正雄

フークマカリオス 調教師　赤嶺亮（大井） 鹿毛 生年月日　2019.05.13生 黒鹿毛 生年月日　2018.02.08生

牡2歳 馬主　福岡隆史 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊田田村牧場 父　パイロ 生産牧場　リコーファーム

鹿毛 生年月日　2020.06.04生 母　ベルモントプロテア（父　アジュディケーティング） 産地　日高町 母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

父　トゥザワールド 生産牧場　鹿嶋牧場 地方収得賞金　5,350,000円 地方収得賞金　14,385,000円

母　スマートエッグ（父　デヒア） 産地　新ひだか町 北海道：2021/06/17～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　1,323,000円 南関東：2021/12/08～　11戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2021/01/21～　14戦5勝（2着1回、3着0回）

北海道：2022/08/18～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 6枠12番 5枠5番

南関東：2022/10/31～　2戦0勝（2着0回、3着1回） キモンリッキー 調教師　堀千亜樹（大井） ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井）

7枠9番 牡3歳 馬主　小林祥晃 牝4歳 馬主　立山伸二

オレンジベルン 調教師　佐藤壽（大井） 栗毛 生年月日　2019.04.08生 鹿毛 生年月日　2018.04.13生

牝2歳 馬主　小橋亮太 父　コパノリッキー 生産牧場　西村牧場 父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム

鹿毛 生年月日　2020.03.06生 母　キモンレッド（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　フェスティブシャン（父　サニーブライアン） 産地　新ひだか町

父　コメート 生産牧場　ヤスナカファーム 地方収得賞金　5,670,000円 地方収得賞金　15,100,000円

母　ユズチャン（父　カネヒキリ） 産地　日高町 北海道：2021/05/04　8戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　832,000円 岩手：2021/11/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/12/09～　18戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2022/04/27～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/03/11～　9戦0勝（2着2回、3着1回） ◆'21桃花賞［大井］　1着

兵庫：2022/09/30～　2戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2021　東京プリンセス賞［大井］　3着

南関東：2022/10/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 10R

8枠10番 3枠3番 12R

ラファルジュノー 調教師　立花伸（大井） ルーンファクター 調教師　高橋清顕（大井） 4枠7番

牝2歳 馬主　廣村憲郎 牡2歳 馬主　楊明翰 ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井）

栗毛 生年月日　2020.03.08生 鹿毛 生年月日　2020.04.11生 牡4歳 馬主　会田裕一

父　アジアエクスプレス 生産牧場　西村牧場 父　インカンテーション 生産牧場　谷川牧場 栗毛 生年月日　2018.03.18生

母　コパノジャーノー 産地　新ひだか町 母　シルカズギフト（父　Ｃａｄｅａｕｘ　Ｇｅｎｅｒｅｕｘ） 産地　浦河町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也

地方収得賞金　668,000円 地方収得賞金　5,176,000円 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：2022/07/07～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2022/06/22～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,075,000円

南関東：2022/11/02～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

5R 4枠4番 南関東：2020/11/03～　28戦3勝（2着0回、3着4回）

8枠13番 アンディジェン 調教師　中道啓二（大井） 7枠12番

ダンスマティス 調教師　朝倉実（大井） 牡2歳 馬主　伊達泰明 リコーバルカン 調教師　荒山勝徳（大井）

牡5歳 馬主　真中たかせ 栗毛 生年月日　2020.04.22生 牡4歳 馬主　土橋正雄

芦毛 生年月日　2017.05.22生 父　プレティオラス 生産牧場　サンシャイン牧場 栗毛 生年月日　2018.04.24生

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　有限会社大作ステーブル 母　デラセーラ（父　Ｍａｒｉａ’ｓ　Ｍｏｎ） 産地　日高町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　リコーファーム

母　インディストラーダ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新冠町 地方収得賞金　2,663,000円 母　ナニーズアリュール（父　ゴールドアリュール） 産地　日高町

地方収得賞金　6,835,000円 北海道：2022/06/22～　6戦1勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　11,970,000円

北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2022/11/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/08/26～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/12/30～　21戦2勝（2着2回、3着1回） 5枠5番 南関東：2021/04/28～　8戦4勝（2着4回、3着0回）

パワトゥザピープル 調教師　橋本和馬（大井） 7枠13番

6R 牝2歳 馬主　沖田正憲 クラキャノン 調教師　朝倉実（大井）

4枠6番 鹿毛 生年月日　2020.03.20生 牡5歳 馬主　倉見利弘

アイスラリマー 調教師　高岩孝敏（大井） 父　キズナ 生産牧場　沖田牧場 鹿毛 生年月日　2017.05.21生

牝3歳 馬主　北原大史 母　イエスアイキャン（父　スマートボーイ） 産地　日高町 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場

栗毛 生年月日　2019.04.14生 地方収得賞金　4,138,000円 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

父　トランセンド 生産牧場　築紫洋 北海道：2022/05/12～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　12,878,000円

母　ユウユウ（父　ロードアルティマ） 産地　新ひだか町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/21～　22戦5勝（2着8回、3着2回）

地方収得賞金　2,452,000円 ◆2022　フローラルC［門別］　3着 南関東：2020/11/17～　35戦3勝（2着2回、3着0回）

北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠6番

岩手：2021/12/07～　3戦1勝（2着1回、3着0回） ドンドン 調教師　阪本一栄（大井） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
東海：2022/01/26～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 牡2歳 馬主　山田祐三 1R　③ブレイブゾロ　⑤サンケイスマイル　⑧ラッシュエオリカ

北海道：2022/04/14～　10戦0勝（2着2回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2020.04.23生 3R　⑥エイシンイオ　⑨リコートルーパー　⑫フークエラドゥーラ

南関東：2022/09/07～　5戦0勝（2着2回、3着0回） 父　ラブリーデイ 生産牧場　新井昭二 4R　③クインザクイン　⑪ミーナ

母　プリミティブラブ（父　ゼンノロブロイ） 産地　日高町 5R　④フリーゴーイング

7R 地方収得賞金　2,612,000円 6R　③トゥルーオーダー

4枠8番 北海道：2022/05/04～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 9R　③リヤンドキャトル　⑤フルーガル　⑪センティメント

ブレイブジャンヌ 調教師　嶋田幸晴（大井） 南関東：2022/11/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 10R　②モーニングスマイル　⑧バルドエース

牝3歳 馬主　（有）谷川牧場 8枠9番 12R　②ヘーメル 　

芦毛 生年月日　2019.03.23生 パレルモ 調教師　米田英世（大井）

父　ザファクター 生産牧場　谷川牧場 牡2歳 馬主　（有）ターフ・スポート ●本日の騎乗予定　阪野 学騎手
母　ランブルジャンヌ（父　Ｍｕｔａｋｄｄｉｍ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2020.02.15生 名古屋2R　②スリーモーリス

地方収得賞金　2,604,000円 父　インカンテーション 生産牧場　谷川牧場 　　　　3R　⑨リコートルーパー

北海道：2021/07/28～　7戦3勝（2着0回、3着0回） 母　マンテラライ（父　Ｃａｔｈｅｒ　Ｉｎ　Ｔｈｅ　Ｒｙｅ） 産地　浦河町 　　　　4R　②チンクエテッレ

南関東：2022/11/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,320,000円 　　　　5R　③トーセンバラライカ

北海道：2022/05/26～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　　7R　①ディアブレリー

8R 8枠10番 　　　　8R　⑨スペシャルライフ

4枠6番 グラビティモデル 調教師　藤田輝信（大井） 　　　10R　④テンカビト

グリューフィア 調教師　朝倉実（大井） 牡2歳 馬主　吉田照哉 　　　11R　④セカンドエフォート

セン3歳 馬主　伊達泰明 鹿毛 生年月日　2020.03.19生 　　　12R　②ヘーメル

栗毛 生年月日　2019.03.20生 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　社台ファーム

父　ヘニーハウンド 生産牧場　サンシャイン牧場 母　グラッブユアハート（父　Ｄｅｐｕｔｙ Ｃｏｍｍａｎｄｅｒ） 産地　千歳市 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町 地方収得賞金　4,250,000円 1R　②ラブミーパラダイス　⑨イリア

地方収得賞金　5,519,000円 北海道：2022/07/07～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 3R　⑦エイシンビーミング

北海道：2021/06/24～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 4R　①リリメリア　⑦カールグリン　⑧ハシノオージャ

南関東：2022/02/15～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 5R　③アリオト　⑥マジックガール　⑨ツワ

北海道：2022/09/27～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 7R 　①チョウコイコイ　②パッションピーチ　⑤ペイバスク

7枠12番 　　　⑩レジェンドクリア

グレイテストワーク 調教師　渡邉和雄（大井） 8R　⑧フォローユアハート

セン3歳 馬主　吉田照哉 11R　⑨クレモナ　⑪コスモバレット

栗毛 生年月日　2019.03.02生 12R　⑦ハナバンダ

父　グランデッツァ 生産牧場　社台ファーム

母　ブリージーウッズ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市

地方収得賞金　5,515,000円

北海道：2021/07/29～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2021/12/30～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

12/7(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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