
2R 5R 10R

1枠1番 1枠1番 4枠5番

ニシノサトパーク 調教師　佐々木洋一（大井） オペラ 調教師　栗田裕光（大井） シンタロウ 調教師　大宮和也（大井）

牡2歳 馬主　山口明彦 牝2歳 馬主　組）寿組合 セン4歳 馬主　中田和宏

鹿毛 生年月日　2020.03.21生 鹿毛 生年月日　2020.04.05生 黒鹿毛 生年月日　2018.02.23生

父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 父　フリオーソ 生産牧場　チェリーフィールズ 父　プリサイスエンド 生産牧場　有限会社中田牧場

母　スマイルメッセージ（父　スクリーンヒーロー） 産地　平取町 母　スーパープルーム（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 母　ツクバエンジェル（父　クロフネ） 産地　平取町

地方収得賞金　1,361,000円 地方収得賞金　1,284,000円 地方収得賞金　14,686,000円 中央収得賞金　1,600,000円

北海道：2022/04/20～　14戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2022/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/05/21～　16戦3勝（2着4回、3着1回）

南関東：2022/11/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R 3枠3番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

6枠6番 マダムレディバグ 調教師　納谷和玖（大井） 南関東：2021/10/04～　10戦0勝（2着1回、3着1回）

シュヴルーズ 調教師　村上頼章（大井） 牝2歳 馬主　石川貴久 北海道：2022/08/31～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　会田裕一 栗毛 生年月日　2020.02.19生 ◆2020　南部駒賞［盛岡］　2着　　◆2021　びらとりオープン［門別］　2着

鹿毛 生年月日　2020.04.19生 父　ヘニーハウンド 生産牧場　ムラカミファーム

父　ヴァンセンヌ 生産牧場　中橋清 母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町 11R　第14回勝島王冠〔SⅡ〕

母　ヴィエナトウショウ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　962,000円 4枠8番

地方収得賞金　1,704,000円 北海道：2022/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着1回） リンゾウチャネル 調教師　荒山勝徳（大井）

北海道：2022/05/03～　11戦1勝（2着1回、3着1回） 4枠5番 牡6歳 馬主　木谷哲

7枠8番 ティーズアヴァンセ 調教師　大宮和也（大井） 黒鹿毛 生年月日　2016.04.12生

フォルベルウェイ 調教師　市村誠（大井） 牝2歳 馬主　高橋真紀 父　モンテロッソ 生産牧場　川上牧場

牡2歳 馬主　八嶋長久 鹿毛 生年月日　2020.02.03生 母　ワールドレデー（父　タヤスツヨシ） 産地　新冠町

鹿毛 生年月日　2020.05.27生 父　イスラボニータ 生産牧場　谷川牧場 地方収得賞金　83,055,000円

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　ファーミングヤナキタ 母　リーベグランツ（父　ノヴェリスト） 産地　浦河町 北海道：2018/06/20～　14戦10勝（2着3回、3着0回）

母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　日高町 地方収得賞金　1,312,000円 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,844,000円 北海道：2022/04/21～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2020/04/07～　14戦1勝（2着3回、3着2回）

北海道：2022/08/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2022/11/02～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/09/23～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2022/10/31～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 5枠8番 南関東：2022/02/09～　7戦1勝（2着0回、3着2回）

8枠10番 ティーズアペックス 調教師　嶋田幸晴（大井） ◆2019　楠賞［園田］　1着　　◆2019　王冠賞［門別］　1着

リュウワンタカヒロ 調教師　市村誠（大井） 牝2歳 馬主　立山伸二 ◆2019　北海優駿［門別］　1着　　◆2019　北斗盃［門別］　1着

牡2歳 馬主　（有）門脇 芦毛 生年月日　2020.04.15生 ◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　1着

栗毛 生年月日　2020.03.28生 父　レッドファルクス 生産牧場　谷川牧場 ◆2021　報知グランプリC［船橋］　2着

父　トゥザワールド 生産牧場　今野活博 母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 ◆2018　鎌倉記念［川崎］　2着　　◆2021　チバテレ盃［船橋］　2着

母　リュウワンティアラ（父　スキャン） 産地　新冠町 地方収得賞金　1,309,000円 ◆2022　サンタアニタトロフィー［大井］　3着　　◆2021　ブリリアントC［大井］　3着

地方収得賞金　1,648,000円 北海道：2022/05/17～　9戦0勝（2着5回、3着1回） ◆2020　東京記念［大井］　3着

北海道：2022/07/20～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠11番 6枠12番

南関東：2022/09/20～　4戦0勝（2着1回、3着0回） ヴェールダンス 調教師　阪本一栄（大井） ギガキング 調教師　稲益貴弘（船橋）

牝2歳 馬主　西村健作 牡4歳 馬主　（株）Ｈｅｒｏレーシング

4R 鹿毛 生年月日　2020.02.23生 鹿毛 生年月日　2018.04.18生

4枠4番 父　カフェラピード 生産牧場　三石橋本牧場 父　キングヘイロー 生産牧場　谷藤弘美

ツルマルベル 調教師　市村誠（大井） 母　アサクサヴェール（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町 母　ウルフコール（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

牝2歳 馬主　鶴谷義雄 地方収得賞金　2,347,000円 地方収得賞金　92,010,000円

鹿毛 生年月日　2020.03.21生 北海道：2022/08/17～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/25～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

父　メイショウサムソン 生産牧場　宮内牧場 南関東：2022/11/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　シャルマンウーマン（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 南関東：2021/02/18～　15戦6勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,354,000円 6R 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/07/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 3枠4番 ◆2022　報知グランプリC［船橋］　1着　　◆2021　ダービーグランプリ［盛岡］　1着

南関東：2022/11/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） エムオーヘイロー 調教師　堀江仁（大井） ◆2021　東京湾C［船橋］　1着　　◆2020　南部駒賞［盛岡］　1着

牡3歳 馬主　鈴木伸哉 ◆2022　短夜賞［船橋］　1着　　◆2021　三里塚賞［船橋］　1着

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 鹿毛 生年月日　2019.05.07生 ◆2021　クラウンC［川崎］　2着　　◆2020　サンライズC［門別］　2着

1R　③シールビーカミング　④チアフルマノン　⑤チョウシンセイ 父　ジャングルポケット 生産牧場　小林孝幸 ◆2022　京成盃グランドマイラーズ［船橋］　3着

　　　⑧フウジンノマイ　⑨ココナッツナッツ　⑩エイシンネリネ 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

　　　⑫シーグラデーア 地方収得賞金　2,965,000円 12R

2R　⑤シシャモダイスキ　⑧モズレッドカード　⑩ドーベルフラッシュ 北海道：2021/05/26～　12戦1勝（2着0回、3着1回） 2枠2番

3R　①ホラン　⑤エイシンニアルコス 南関東：2022/03/08～　15戦0勝（2着1回、3着1回） リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井）

5R　⑥ミスマチルダ 牡5歳 馬主　土橋正雄

6R　⑨ビッグベッター 7R 鹿毛 生年月日　2017.03.21生

7R　⑦シャノンファンキー 6枠10番 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

8R　⑧キョウモモユリコ アサンテギア 調教師　吉井竜一（大井） 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町

9R　⑥クインザヒーロー　⑫エイシンエンジョイ 牝4歳 馬主　菊地博 地方収得賞金　43,115,000円

12R　①ヒメコマチ 芦毛 生年月日　2018.02.25生 北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

父　クリエイター２ 生産牧場　ノースガーデン 南関東：2019/12/30～　31戦6勝（2着11回、3着2回）

●本日の騎乗予定　阪野 学騎手 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 3枠3番

名古屋2R　⑫トーセンエリザベス 地方収得賞金　4,106,000円 ソッサスブレイ 調教師　山本学（船橋）

　　　　5R　⑪ブレイリーマックス 北海道：2020/08/05～　8戦1勝（2着2回、3着1回） セン8歳 馬主　手嶋康雄

　　　　6R　⑫ルテリブル 南関東：2021/11/16～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014.04.17生

　　　　7R　③アルティマボス 8枠13番 父　コンデュイット 生産牧場　コスモヴューファーム

　　　　8R　⑤ブルーリップル ママズコフィ 調教師　三坂盛雄（大井） 母　ベリーフ（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

　　　11R　⑨ニーニャ 牝4歳 馬主　沖田正憲 地方収得賞金　52,365,000円　　中央収得賞金　15,700,000円（付加賞　107,000円）

鹿毛 生年月日　2018.03.27生 北海道：2016/05/04～　11戦2勝（2着3回、3着1回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 南関東：2016/12/05～　30戦6勝（2着3回、3着3回）

1R　①フェズンツアイ 母　ママズディッシュ（父　クロフネ） 産地　日高町 JRA：2019/12/15～　14戦0勝（2着1回、3着2回）

2R　③アイアンストーン 地方収得賞金　4,308,000円 北海道：2022/09/29～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

3R　⑨ヘイセイノキセキ 北海道：2020/07/02～　13戦3勝（2着2回、3着2回） ◆2017　東京湾カップ［船橋］　1着

5R　①メイクアラッシュ　③ハッピーハナコサン　⑧シャインリッパー 南関東：2021/12/07～　11戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2017　黒潮盃［大井］　3着　　◆2021　ディセンバーS［中山］　3着

6R　①オートゥイユ 8枠14番 7枠7番

7R　④スマイルマーヤ プナヘレ 調教師　的場直之（大井） アベニンドリーム 調教師　荒山勝徳（大井）

8R　④リコーヴィッカース　⑤ペルチャン 牡4歳 馬主　林田憲次 牡5歳 馬主　（株）マステック

9R　⑦リゾルート 芦毛 生年月日　2018.05.15生 鹿毛 生年月日　2017.05.15生

11R　⑩フリタイム 父　クリエイター２ 生産牧場　佐々木恵一 父　オンファイア 生産牧場　スマイルファーム

12R　②ナットビーワン　⑤スツーカ 母　セインツプレイ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　浦河町 母　アベニンプラナス（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

地方収得賞金　4,200,000円 地方収得賞金　35,195,000円

北海道：2020/08/05～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/06/12～　20戦4勝（2着7回、3着1回）

南関東：2020/12/08～　13戦1勝（2着2回、3着1回） 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2021/02/16～　18戦1勝（2着0回、3着2回）

9R ◆2020　北海優駿（ダービー）［門別］　1着

7枠11番 ◆2019　北海道2歳優駿［門別］　2着

レジェンドルーラー 調教師　的場直之（大井） ◆2020　王冠賞［門別］　2着　　◆2019　鎌倉記念［川崎］　2着

牡4歳 馬主　廣松光成

黒鹿毛 生年月日　2018.04.18生

父　ダノンレジェンド 生産牧場　野坂牧場

母　スターオブアフリカ（父　Ｊｏｈａｎｎｅｓｂｕｒｇ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　11,865,000円

北海道：2020/06/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/11/20～　24戦4勝（2着1回、3着6回）

8枠13番

リンカイテン 調教師　橋本和馬（大井）

牝3歳 馬主　和田博美

鹿毛 生年月日　2019.05.01生

父　エスポワールシチー 生産牧場　加野牧場

母　リンノフォーマリア（父　パイロ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　7,295,000円

北海道：2021/06/10～　7戦0勝（2着1回、3着3回）

南関東：2021/11/01～　16戦1勝（2着2回、3着2回）

◆'22桃花賞［大井］　3着

12/8(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

リンゾウチャネル　2019.08.01　王冠賞

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
２着

前走
１着

再転入後

初出走

前走
３着

再転入後

初出走
前走
２着

●本日のダートグレード競走

12/8(木) 名古屋10Ｒ

第22回名古屋グランプリ
JpnⅡ・3歳以上オープン ダート2,100ｍ

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


