
1R 5R 10R

2枠3番 5枠8番 1枠1番

リコーランカスター 調教師　蛯名雄太（大井） キリンブラック 調教師　渡邉和雄（大井） クラルージュ 調教師　朝倉実（大井）

牝4歳 馬主　土橋正雄 牡5歳 馬主　増田慎 牝4歳 馬主　倉見利弘

鹿毛 生年月日　2019.04.05生 黒鹿毛 生年月日　2018.05.16生 鹿毛 生年月日　2019.03.12生

父　ダンカーク 生産牧場　リコーファーム 父　ガルボ 生産牧場　原則夫 父　タイセイレジェンド 生産牧場　倉見牧場

母　リコールクレール（父　ケイムホーム） 産地　日高町 母　コスモパッション（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町

地方収得賞金　1,293,000円 地方収得賞金　6,085,000円 地方収得賞金　4,919,000円

北海道：2021/08/11～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/06/04～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/06/16～　12戦5勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/12/27～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/12/29～　30戦1勝（2着1回、3着5回） 南関東：2022/12/05～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

5枠10番 7枠12番 2枠3番

シングンカテリーナ 調教師　三坂盛雄（大井） フークリシャール 調教師　朝倉実（大井） アークヴィルヌーブ 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝4歳 馬主　伊坂重憲 牡4歳 馬主　福岡隆史 牝4歳 馬主　アークフロンティア（株）

鹿毛 生年月日　2019.04.18生 鹿毛 生年月日　2019.03.16生 鹿毛 生年月日　2019.03.22生

父　シングンオペラ 生産牧場　ヒカル牧場 父　カレンブラックヒル 生産牧場　仲野牧場 父　ディスクリートキャット 生産牧場　ハクツ牧場

母　ピロット（父　ラムタラ） 産地　新冠町 母　アンチークショップ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 母　カクテルラウンジ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,381,000円 地方収得賞金　2,897,000円 地方収得賞金　4,780,000円

北海道：2022/04/14～　14戦2勝（2着4回、3着0回） 北海道：2021/05/20～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/04～　10戦2勝（2着1回、3着1回）

東海：2021/10/25～　16戦2勝（2着2回、3着5回） 南関東：2021/12/10～　21戦0勝（2着1回、3着5回）

2R 南関東：2022/12/05～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 5枠9番

5枠8番 ビックランサー 調教師　市村誠（大井）

ワントップ 調教師　渡部則夫（大井） 6R 牡4歳 馬主　佐藤ルツ子

牝4歳 馬主　酒井孝敏 2枠4番 栗毛 生年月日　2019.05.13生

鹿毛 生年月日　2019.05.12生 アイスラリマー 調教師　高岩孝敏（大井） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　ヤマタケ牧場

父　ルーラーシップ 生産牧場　バンブー牧場 牝4歳 馬主　北原大史 母　ゲイルプリムラ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

母　バンビーナココ（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2019.04.14生 地方収得賞金　4,536,000円

地方収得賞金　1,268,000円 父　トランセンド 生産牧場　築紫洋 北海道：2021/08/12～　4戦1勝（2着2回、3着0回）

北海道：2021/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ユウユウ（父　ロードアルティマ） 産地　新ひだか町 南関東：2022/02/11～　10戦0勝（2着2回、3着1回）

東海：2021/12/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　2,952,000円 5枠10番

北海道：2022/06/30～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着0回、3着0回） ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井）

南関東：2022/11/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2021/12/07～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 牡5歳 馬主　会田裕一

6枠10番 東海：2022/01/26～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2018.03.18生

モリデンカイドウ 調教師　蛯名雄太（大井） 北海道：2022/04/14～　10戦0勝（2着2回、3着2回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也

牡5歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 南関東：2022/09/07～　7戦0勝（2着2回、3着2回） 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

青鹿毛 生年月日　2018.03.11生 4枠7番 地方収得賞金　8,075,000円

父　ゼンノロブロイ 生産牧場　トモファーム エムオーヘイロー 調教師　堀江仁（大井） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

母　ヒラリータイザン（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　大島慎一郎 南関東：2020/11/03～　30戦3勝（2着0回、3着4回）

地方収得賞金　2,787,000円 鹿毛 生年月日　2019.05.07生 7枠13番

北海道：2020/07/09～　8戦2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 プリサイスニードル 調教師　吉井竜一（大井）

兵庫：2020/11/26～　2戦0勝（2着0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 セン4歳 馬主　菊地博

北海道：2021/05/19～　10戦0勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　2,965,000円 黒鹿毛 生年月日　2018.01.26生

南関東：2021/11/18～　5戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2021/05/26～　12戦1勝（2着0回、3着1回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　ノースガーデン

南関東：2022/03/08～　17戦0勝（2着1回、3着1回） 母　プレシャスクルー（父　ノヴェリスト） 産地　日高町

3R 7枠13番 地方収得賞金　5,429,000円

8枠14番 ヨシノローズ 調教師　渡邉和雄（大井） 北海道：2021/04/28～　12戦2勝（2着4回、3着1回）

シェーンブルーメ 調教師　米田英世（大井） 牝4歳 馬主　平岩義範 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　（株）ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 鹿毛 生年月日　2019.04.24生 南関東：2022/12/29～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2020.03.20生 父　トゥザグローリー 生産牧場　(善)橋本牧場

父　ビーチパトロール 生産牧場　白井牧場 母　アメリデラックス（父　アメリカンボス） 産地　安平町 11R　第26回TCK女王盃〔JpnⅢ〕

母　オースミハナチャン（父　ハーツクライ） 産地　日高町 地方収得賞金　2,995,000円 1枠1番

地方収得賞金　675,000円 北海道：2021/06/17～　3戦0勝（2着0回、3着2回） コスモポポラリタ 調教師　宗形竹見（大井）

北海道：2022/06/22～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/10/05～　14戦0勝（2着1回、3着3回） 牝4歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

南関東：2022/12/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2019.05.24生

8R 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

4R 2枠4番 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

1枠1番 ハッチャキコク 調教師　米田英世（大井） 地方収得賞金　31,000,000円

ポヴディーコス 調教師　蛯名雄太（大井） 牝4歳 馬主　白井岳 北海道：2021/06/17～　7戦4勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　川添裕起 鹿毛 生年月日　2019.05.06生 南関東：2022/01/25～　11戦0勝（2着2回、3着3回）

黒鹿毛 生年月日　2020.04.27生 父　ロゴタイプ 生産牧場　オリオンファーム ◆2021　ブロッサムC［門別］　1着　　◆2021　フローラルC［門別］　1着

父　ダノンレジェンド 生産牧場　津田牧場 母　クルザダアメリカーナ（父　Ｎｅｄａｗｉ） 産地　日高町 ◆2022　東京プリンセス賞［大井］　2着

母　ラヴマリッジ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 地方収得賞金　3,146,000円 ◆2022　ロジータ記念［川崎］　3着　　◆2022　サルビアC［川崎］　3着

地方収得賞金　553,000円 北海道：2021/06/09～　10戦1勝（2着0回、3着2回）

北海道：2022/07/28～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 兵庫：2021/11/24～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 12R

南関東：2022/12/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2022/04/13～　11戦3勝（2着0回、3着3回） 2枠4番

3枠5番 7枠13番 ミラコロカナーレ 調教師　福永敏（大井）

ラファルジュノー 調教師　立花伸（大井） ピエールモンタナ 調教師　柏木一夫（大井） 牡5歳 馬主　山崎和哉

牝3歳 馬主　廣村憲郎 牡4歳 馬主　工藤栄三 青毛 生年月日　2018.04.27生

栗毛 生年月日　2020.03.08生 栗毛 生年月日　2019.04.30生 父　ワイルドワンダー 生産牧場　川越ファーム

父　アジアエクスプレス 生産牧場　西村牧場 父　コパノリッキー 生産牧場　青南ムラカミファーム 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

母　コパノジャーノー（父　エリシオ） 産地　新ひだか町 母　ハローマリリン（父　ファルブラヴ） 産地　青森県 地方収得賞金　17,640,000円

地方収得賞金　668,000円 地方収得賞金　3,420,000円 北海道：2020/07/01～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/07/07～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2021/05/04～　17戦5勝（2着2回、3着2回） 南関東：2020/12/31～　18戦3勝（2着1回、3着4回）

南関東：2022/12/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/12/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

6枠10番 ◆2021　ハヤテスプリント［盛岡］　2着

フルフィリング 調教師　高岩孝敏（大井） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2021　秋の鞍［名古屋］　3着

牝3歳 馬主　早川稔 1R　①ヒロノメダリスト

黒鹿毛 生年月日　2020.04.15生 4R　④オーミルシア　⑦ミスナンナ

父　ビーチパトロール 生産牧場　岡田スタツド 6R　④ヤマミキララ

母　アルテミシア（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 7R　①モモナ　④コパノアトランタ　⑧ミュゼベリー

地方収得賞金　878,000円 8R　②ワールドミッション

北海道：2022/08/10～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 9R　①エンドオブウォー　⑤ニャー

南関東：2022/12/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R　①ワイジーチャンプ　④キョウワグロリア　⑦ポストモダン

6枠11番

オレンジベルン 調教師　佐藤壽（大井） ●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手
牝3歳 馬主　小橋亮太 笠松1R　④ルクスアモール

鹿毛 生年月日　2020.03.06生 　　　2R　②フェアリーミラー

父　コメート 生産牧場　ヤスナカファーム 　　　4R　①ヤマニンサイファー

母　ユズチャン（父　カネヒキリ） 産地　日高町 　　　5R　③グッドカグラ

地方収得賞金　832,000円

北海道：2022/04/27～　8戦0勝（2着0回、3着1回） ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
兵庫：2022/09/30～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 2R　②ハシノオージャ　⑥アリオト　⑩ナットビーワン

南関東：2022/11/15～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　⑫ゴフェル

7枠12番 4R　⑥ブルックブルックス　⑫ヴィタフェリーチェ

ピオポルトボヌール 調教師　的場直之（大井） 5R　①スツーカ　③オートゥイユ　⑤アアラヴァ

牝3歳 馬主　廣松光成 　　　⑩チョウコイコイ

栗毛 生年月日　2020.05.07生 6R　③センテッドジュエル

父　ノボジャック 生産牧場　新生ファーム 8R　③ジージーファン　⑤エイシンジェダイト　⑩ジーエイチグールド

母　ピオニエトウショウ（父　デュランダル） 産地　日高町 9R　①リーデレ　②フィアスサーメット　③ディオスメッセージ

地方収得賞金　561,000円 　　　⑦エイシンメヌエット

北海道：2022/08/03～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 10R　④アルマドール　⑤マブイーグル　⑥スタイルユアセルフ

佐賀：2022/10/09～　5戦0勝（2着2回、3着1回）

8枠14番

カッテニシヤガレ 調教師　佐宗応和（大井）

牡3歳 馬主　川上和彦

黒鹿毛 生年月日　2020.04.01生

父　ポアゾンブラック 生産牧場　若林順一

母　バカニシナイデヨ（父　チーフベアハート） 産地　日高町

地方収得賞金　609,000円

北海道：2022/06/29～　7戦0勝（2着0回、3着0回）

岩手：2022/11/22～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

1/25(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

コスモポポラリタ　2021/10/21　ブロッサムカップ

転入後
初出走

前走
３着

前走
２着

前走
３着

転入後
初出走

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
３着

●本日のダートグレード競走

1/25(水) 大井11Ｒ

第26回ＴＣＫ女王盃
JpnⅢ・４歳以上牝馬オープン ダ・外1,800ｍ

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♪


