
中山10R　ベストウィッシュC 大井4R 大井9R

8枠15番 6枠9番 3枠5番

エイシンヌプリ 調教師　勢司和浩（美浦） スーパーファントム 調教師　嶋田幸晴（大井） ビックランサー 調教師　市村誠（大井）

牝3歳 馬主　(株)栄進堂 牡2歳 馬主　阿部東亜子 牡3歳 馬主　佐藤ルツ子

青鹿毛 生年月日　2019年4月13日 栗毛 生年月日　2020.04.25生 栗毛 生年月日　2019.05.13生

父　パイロ 生産牧場　木田牧場 父　スピルバーグ 生産牧場　林博道 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　ヤマタケ牧場

母　エーシンパナギア（父　エイシンサンディ） 産地　新ひだか町 母　コハルタイム（父　キャプテンスティーヴ） 産地　新冠町 母　ゲイルプリムラ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

総賞金　15,836,000円 収得賞金　6,000,000円 地方収得賞金　745,000円 地方収得賞金　4,056,000円

北海道：2021/05/04～　8戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2022/08/03～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/08/12～　4戦1勝（2着2回、3着0回）

JRA：2022/03/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 6枠10番 南関東：2022/02/11～　9戦0勝（2着1回、3着1回）

◆2021　フルールC［門別］　2着 ラファルジュノー 調教師　立花伸（大井） 5枠10番

◆2021　エーデルワイス賞［門別］　3着　　◆2021　フローラルC［門別］　3着 牝2歳 馬主　廣村憲郎 ビービーミューズ 調教師　村上頼章（大井）

栗毛 生年月日　2020.03.08生 牝4歳 馬主　（有）坂東牧場

大井1R 父　アジアエクスプレス 生産牧場　西村牧場 黒鹿毛 生年月日　2018.04.15生

3枠3番 母　コパノジャーノー（父　エリシオ） 産地　新ひだか町 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場

エムオーヘイロー 調教師　堀江仁（大井） 地方収得賞金　668,000円 母　ブロードアピール（父　Ｂｒｏａｄ　Ｂｒｕｓｈ） 産地　平取町

牡3歳 馬主　鈴木伸哉 北海道：2022/07/07～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,706,000円

鹿毛 生年月日　2019.05.07生 南関東：2022/12/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/07/29～　8戦3勝（2着1回、3着1回）

父　ジャングルポケット 生産牧場　小林孝幸 7枠11番 南関東：2021/10/26～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

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 オレンジベルン 調教師　佐藤壽（大井） 北海道：2022/06/29～　4戦2勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　2,965,000円 牝2歳 馬主　小橋亮太 南関東：2022/11/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2021/05/26～　12戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2020.03.06生

南関東：2022/03/08～　16戦0勝（2着1回、3着1回） 父　コメート 生産牧場　ヤスナカファーム 大井10R

7枠10番 母　ユズチャン（父　カネヒキリ） 産地　日高町 1枠2番

ダンスマティス 調教師　朝倉実（大井） 地方収得賞金　832,000円 リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井）

牡5歳 馬主　真中たかせ 北海道：2022/04/27～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　土橋正雄

芦毛 生年月日　2017.05.22生 兵庫：2022/09/30～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018.02.08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 南関東：2022/11/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　パイロ 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 8枠13番 母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

地方収得賞金　6,835,000円 ヌンヌンシー 調教師　辻野豊（大井） 地方収得賞金　14,790,000円

北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 牡2歳 馬主　大久保和夫 北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2019/12/30～　22戦2勝（2着2回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2020.02.28生 南関東：2021/01/21～　15戦5勝（2着1回、3着0回）

父　ロールボヌール 生産牧場　厚賀古川牧場 2枠3番

大井3R 母　ドゥラーレ（父　フサイチリシャール） 産地　日高町 レディーアーサー 調教師　鈴木啓之（大井）

2枠2番 地方収得賞金　654,000円 牝3歳 馬主　会田裕一

ヤマジュンセーヌ 調教師　小野寺晋廣（大井） 北海道：2022/08/30～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019.04.03生

牝2歳 馬主　山下洵一郎 8枠14番 父　パイロ 生産牧場　シンボリ牧場

鹿毛 生年月日　2020.02.16生 フルフィリング 調教師　高岩孝敏（大井） 母　スイートフィズ（父　クロフネ） 産地　日高町

父　ウインバリアシオン 生産牧場　荒谷牧場 牝2歳 馬主　早川稔 地方収得賞金　12,100,000円

母　マリーシア（父　クロフネ） 産地　青森県 黒鹿毛 生年月日　2020.04.15生 北海道：2021/04/29～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　539,000円 父　ビーチパトロール 生産牧場　岡田スタツド 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/06/16～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 母　アルテミシア（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 南関東：2022/03/11～　7戦0勝（2着2回、3着0回）

5枠6番 地方収得賞金　878,000円 ◆2021　プリンセスC［盛岡］　1着　　◆2021　イノセントC［門別］　1着

ポヴディーコス 調教師　蛯名雄太（大井） 北海道：2022/08/10～　6戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2021　栄冠賞［門別］　3着

牡2歳 馬主　川添裕起 2枠4番

黒鹿毛 生年月日　2020.04.27生 大井5R フォラステロ 調教師　荒山勝徳（大井）

父　ダノンレジェンド 生産牧場　津田牧場 6枠8番 セン3歳 馬主　吉田照哉

母　ラヴマリッジ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 プラチナムロッド 調教師　荒山勝徳（大井） 栗毛 生年月日　2019.05.19生

地方収得賞金　553,000円 牝2歳 馬主　吉田晴哉 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　社台ファーム

北海道：2022/07/28～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 芦毛 生年月日　2020.05.05生 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

7枠9番 父　ダンカーク 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 地方収得賞金　12,696,000円

シェーンブルーメ 調教師　米田英世（大井） 母　ゴールデンロッド（父　キングカメハメハ） 産地　白老町 北海道：2021/07/28～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

牝2歳 馬主　（株）ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 地方収得賞金　1,011,000円 南関東：2021/11/03～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2020.03.20生 北海道：2022/08/18～　6戦1勝（2着1回、3着1回） ◆'21ジェムストーン賞［大井］　1着

父　ビーチパトロール 生産牧場　白井牧場 7枠10番 3枠5番

母　オースミハナチャン（父　ハーツクライ） 産地　日高町 グレヴィスタ 調教師 朝倉実（大井） エリタダス 調教師　佐野謙二（大井）

地方収得賞金　675,000円 牡2歳 馬主　伊達泰明 牡5歳 馬主　和田博美

北海道：2022/06/22～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2020.05.11生 栗毛 生年月日　2017.03.31生

父　プレティオラス 生産牧場　サンシャイン牧場 父　エスケンデレヤ 生産牧場　加野牧場

母　オルレアン（父　アフリート） 産地　日高町 母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　987,000円 地方収得賞金　20,860,000円

北海道：2022/06/09～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2019/05/16～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2022/10/31～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/09/18～　45戦4勝（2着3回、3着5回）

3枠6番

大井6R ミラコロカナーレ 調教師　福永敏（大井）

7枠7番 牡4歳 馬主　山崎和哉

マダムレディバグ 調教師　納谷和玖（大井） 青毛 生年月日　2018.04.27生

牝2歳 馬主　石川貴久 父　ワイルドワンダー 生産牧場　川越ファーム

栗毛 生年月日　2020.02.19生 母　ウインマルゲリータ（父　メイショウオウドウ） 産地　浦河町

父　ヘニーハウンド 生産牧場　ムラカミファーム 地方収得賞金　16,965,000円

母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町 北海道：2020/07/01～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　962,000円 南関東：2020/12/31～　17戦3勝（2着1回、3着3回）

北海道：2022/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2022/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2021　ハヤテスプリント［盛岡］　2着

◆2021　秋の鞍［名古屋］　3着

大井7R 4枠8番

2枠2番 シンタロウ 調教師　大宮和也（大井）

イケノギャルチャン 調教師　岡野尚光（大井） セン4歳 馬主　中田和宏

牝3歳 馬主　池添安雄 黒鹿毛 生年月日　2018.02.23生

栗毛 生年月日　2019.03.05生 父　プリサイスエンド 生産牧場　有限会社中田牧場

父　ロージズインメイ 生産牧場　池添安雄 母　ツクバエンジェル（父　クロフネ） 産地　平取町

母　イケノパシスタ（父　ブラックタイド） 産地　日高町 地方収得賞金　14,686,000円 中央収得賞金　1,600,000円

地方収得賞金　4,435,000円 北海道：2020/05/21～　16戦3勝（2着4回、3着1回）

北海道：2021/04/14～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/09/08～　22戦0勝（2着1回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2021/10/04～　10戦0勝（2着1回、3着1回）

大井8R 北海道：2022/08/31～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

3枠4番 ◆2020　南部駒賞［盛岡］　2着　　◆2021　びらとりオープン［門別］　2着

マダムクインビー 調教師　小野寺晋廣（大井）

牝3歳 馬主　石川貴久 大井12R

栗毛 生年月日　2019.03.13生 5枠5番

父　ラニ 生産牧場　ムラカミファーム オンストロン 調教師　鈴木啓之（大井）

母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町 牡3歳 馬主　西森鶴

地方収得賞金　4,040,000円 栗毛 生年月日　2019.04.19生

北海道：2021/05/13～　7戦2勝（2着0回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　協栄組合

南関東：2021/12/10～　14戦1勝（2着0回、3着0回） 母　マックススカラ（父　Ｏｐｅｒａ　Ｈｏｕｓｅ） 産地　平取町

地方収得賞金　8,239,000円

北海道：2021/05/27～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2021/12/09～　11戦1勝（2着0回、3着2回）

12/28(水) JRA・大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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●今週のダートグレード競走

12/29(木) 大井9R 農林水産大臣賞典

第68回東京大賞典
GⅠ・3歳上選定馬 ダ・外2,000ｍ

門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪

転入後
初出走

前走
１着


