
2R 6R 10R

8枠14番 4枠8番 4枠7番

エイシンユンケル 調教師　小野寺晋廣（大井） エイシンメテオラ 調教師　鷹見浩（大井） ファーガス 調教師　月岡健二（大井）

牡4歳 馬主　安田功夫 牡3歳 馬主　吉田勝利 牡4歳 馬主　古賀禎彦

青鹿毛 生年月日　2019.03.13生 栗毛 生年月日　2020.03.23生 栗毛 生年月日　2019.04.19生

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　栄進牧場 父　エイシンヒカリ 生産牧場　荒谷牧場 父　フリオーソ 生産牧場　中橋清

母　ハートフォーカス（父　Ｉｎｔｅｎｓｅ　Ｆｏｃｕｓ） 産地　浦河町 母　モントレーストリート（父　Ｃａｎｄｙ　Ｒｉｄｅ） 産地　青森県 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

地方収得賞金　1,601,000円 地方収得賞金　1,410,000円 地方収得賞金　7,610,000円

北海道：2021/07/08～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2022/05/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/05/19～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

岩手：2021/11/30～　16戦0勝（2着2回、3着3回） 岩手：2022/09/26～　4戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2021/12/10～　13戦0勝（2着4回、3着1回）

南関東：2022/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2022/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠10番

6枠12番 カラースキーム 調教師　渡邉和雄（大井）

3R シャイニーセンス 調教師　高野毅（大井） 牝6歳 馬主　吉田和美

6枠9番 牡3歳 馬主　小林昌志 栗毛 生年月日　2017.03.28生

オペラ 調教師　栗田裕光（大井） 黒鹿毛 生年月日　2020.03.19生 父　ゴールドアリュール 生産牧場　ノーザンファーム

牝3歳 馬主　組）寿組合 父　ラブリーデイ 生産牧場　雅牧場 母　シンフォニーライツ（父　Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ） 産地　安平町

鹿毛 生年月日　2020.04.05生 母　ブライティアセンス（父　ストリートセンス） 産地　平取町 地方収得賞金　18,225,000円

父　フリオーソ 生産牧場　チェリーフィールズ 地方収得賞金　1,948,000円 北海道：2019/07/04～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

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 北海道：2022/07/07～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/12/05～　9戦4勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,284,000円 南関東：2022/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/06/29～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 7枠13番 ◆2020　クイーンズオーディション［船橋］　1着　　◆'20 桃花賞［大井］　1着

南関東：2022/11/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） フークマカリオス 調教師　赤嶺亮（大井） 8枠16番

8枠12番 牡3歳 馬主　福岡隆史 イッツソーラッド 調教師　荒山勝徳（大井）

アソス 調教師　月岡健二（大井） 鹿毛 生年月日　2020.06.04生 牡5歳 馬主　池田草龍

牡3歳 馬主　（有）中山牧場 父　トゥザワールド 生産牧場　鹿嶋牧場 鹿毛 生年月日　2018.03.22生

黒鹿毛 生年月日　2020.03.27生 母　スマートエッグ（父　デヒア） 産地　新ひだか町 父　ハイアーゲーム 生産牧場　渋谷一郎

父　ワールドエース 生産牧場　中山牧場 地方収得賞金　2,058,000円 母　オオカリベクイン（父　フサイチレオン） 産地　新冠町

母　エンプレスクー（父　エンパイアメーカー） 産地　浦河町 北海道：2022/08/18～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　13,336,000円

地方収得賞金　1,345,000円 南関東：2022/10/31～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2020/04/23～　16戦4勝（2着4回、3着3回）

北海道：2022/08/18～　6戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2021/12/31～　10戦4勝（2着3回、3着1回）

8R

4R 3枠3番 11R　'23ウインタースプリント〔準重賞〕

3枠5番 エムオースイート 調教師　堀江仁（大井） 2枠2番

ウォーゲーム 調教師　辻野豊（大井） 牝4歳 馬主　鈴木伸哉 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

牡3歳 馬主　藏野高 鹿毛 生年月日　2019.03.10生 牡8歳 馬主　谷謙介

鹿毛 生年月日　2020.04.12生 父　タニノギムレット 生産牧場　平岡牧場 栗毛 生年月日　2015.04.14生

父　デクラレーションオブウォー 生産牧場　阿部栄乃進 母　セクシイスイート（父　タヤスツヨシ） 産地　むかわ町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

母　エナジーワイルド（父　カリズマティック） 産地　厚真町 地方収得賞金　3,868,000円 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　983,000円 北海道：2021/05/26～　12戦1勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　98,165,000円

北海道：2022/08/25～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2022/03/08～　17戦0勝（2着1回、3着3回） 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

5枠9番 6枠10番 東海：2017/09/21～　14戦6勝（2着3回、3着0回）

ヤマジュンセーヌ 調教師　小野寺晋廣（大井） エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　山下洵一郎 牡8歳 馬主　岡田義見 南関東：2018/06/07～　44戦6勝（2着5回、3着7回）

鹿毛 生年月日　2020.02.16生 鹿毛 生年月日　2015.05.12生 ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着　　◆'21 ウィンタースプリント［大井］　1着

父　ウインバリアシオン 生産牧場　荒谷牧場 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 ◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

母　マリーシア（父　クロフネ） 産地　青森県 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 ◆'22 ウインタースプリント［大井］　2着

地方収得賞金　1,064,000円 地方収得賞金　13,393,000円 ◆2022　アフター5スター賞［大井］　3着　　◆2022　フジノウェーブ記念［大井］　3着

北海道：2022/06/16～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2022/12/28～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 12R

6枠11番 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 3枠6番

マダムレディバグ 調教師　納谷和玖（大井） 南関東：2018/12/05～　62戦6勝（2着3回、3着7回） ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝3歳 馬主　石川貴久 8枠13番 牝5歳 馬主　立山伸二

栗毛 生年月日　2020.02.19生 ハピコ 調教師　村上頼章（大井） 鹿毛 生年月日　2018.04.13生

父　ヘニーハウンド 生産牧場　ムラカミファーム 牝4歳 馬主　会田裕一 父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム

母　メモリアビアンカ（父　クロフネ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2019.04.19生 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

地方収得賞金　962,000円 父　コパノリッキー 生産牧場　藤春修二 地方収得賞金　15,100,000円

北海道：2022/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 母　クラレンスハウス（父　ハービンジャー） 産地　浦河町 北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2022/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,420,000円 南関東：2020/12/09～　20戦1勝（2着3回、3着1回）

北海道：2021/07/01～　7戦1勝（2着1回、3着1回） ◆'21 桃花賞［大井］　1着

5R 南関東：2021/12/08～　13戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2021　東京プリンセス賞［大井］　3着

5枠6番 5枠10番

ツルマルベル 調教師　市村誠（大井） 9R リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井）

牝3歳 馬主　鶴谷義雄 8枠16番 牡5歳 馬主　土橋正雄

鹿毛 生年月日　2020.03.21生 バリブラック 調教師　井上弘之（大井） 黒鹿毛 生年月日　2018.02.08生

父　メイショウサムソン 生産牧場　宮内牧場 セン4歳 馬主　佐藤良二 父　パイロ 生産牧場　リコーファーム

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 栗毛 生年月日　2019.03.30生 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　2,194,000円 父　カレンブラックヒル 生産牧場　松本信行 地方収得賞金　14,790,000円

北海道：2022/07/21～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 母　トヨサンハッピー（父　マリエンバード） 産地　新冠町 北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2022/11/15～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,935,000円 南関東：2021/01/21～　16戦5勝（2着1回、3着0回）

7枠9番 北海道：2021/05/12～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 6枠11番

マサノチャンス 調教師　月岡健二（大井） 高知：2021/12/04～　14戦1勝（2着1回、3着0回） シンタロウ 調教師　大宮和也（大井）

牡3歳 馬主　古賀禎彦 北海道：2022/06/16～　10戦1勝（2着3回、3着1回） セン5歳 馬主　中田和宏

鹿毛 生年月日　2020.05.09生 南関東：2022/12/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018.02.23生

父　タリスマニック 生産牧場　小林正仁 父　プリサイスエンド 生産牧場　有限会社中田牧場

母　ティアップアリア（父　ヘニーヒューズ） 産地　浦河町 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 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　1,473,000円 2R　③ヴィルゲート　④ファルサ 地方収得賞金　15,766,000円 中央収得賞金　1,600,000円

北海道：2022/05/11～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 3R　①ミニスター　⑦マッサンゴールド 北海道：2020/05/21～　16戦3勝（2着4回、3着1回）

南関東：2022/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 4R　⑥ヤマノコナー 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番 5R　⑦ハーラブリー　⑧フェズンツアイ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

グレヴィスタ 調教師 朝倉実（大井） 6R　⑧フリタイム 南関東：2021/10/04～　10戦0勝（2着1回、3着1回）

牡3歳 馬主　伊達泰明 7R　③フォローユアハート 北海道：2022/08/31～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2020.05.11生 8R　②プロフーモ　⑫モンシャトール 南関東：2022/12/28～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

父　プレティオラス 生産牧場　サンシャイン牧場 9R　⑤センコーファースト ◆2020　南部駒賞［盛岡］　2着　　◆2021　びらとりオープン［門別］　2着

母　オルレアン（父　アフリート） 産地　日高町 10R　⑧エイシンツーリング　⑫リコーヴィッカース 8枠15番

地方収得賞金　1,827,000円 11R第24回兵庫クイーンセレクション　①サラキャサリン　⑤マルグリッド レジェンドルーラー 調教師　的場直之（大井）

北海道：2022/06/09～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 　　　⑨エイシンレゲンダ　⑩レスプレンドール 牡5歳 馬主　廣松光成

南関東：2022/10/31～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 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

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　スターオブアフリカ（父　Ｊｏｈａｎｎｅｓｂｕｒｇ） 産地　新ひだか町

1R　②ホクセンマイヒメ 地方収得賞金　13,965,000円

2R　②マナマハロ　④エイシンテンライ　⑤カゼノマキバオー 北海道：2020/06/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　⑥ブラストクラッシュ　⑦リノプルミエール 南関東：2020/11/20～　26戦5勝（2着1回、3着6回）

3R　①ヤマジュンゲノム　③オマタセシマシタ

4R　③コンバットグランデ ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
5R　②グレイトボルケーノ　③ボルドーアドゥール 笠松5R　④キズナハイトーン

6R　②ユメミルボニータ　③ルスキーユ　⑦エクレールブリアン 　　　8R　④マジックバローズ

7R　⑤シルバーサークル 　　10R　①トロピカルストーム

9R第28回白銀争覇　③マーミンラブ　⑨バウチェイサー ●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手
10R　③イコライザー 笠松2R　⑦リノプルミエール

　　　3R　⑦スノーパーシスト

　　　7R　③マイプレシャスワン

1/26(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
１着

前走
３着

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
３着

前走
２着

応援よろしくお願いします♪


