
2R 6R 7R

8枠14番 1枠1番 1枠1番

コンチドリーム 調教師　栗田裕光（大井） エイシンテラ 調教師　藤田輝信（大井） ビリーヴホース 調教師　市村誠（大井）

牝4歳 馬主　（有）フォレブルー 牝3歳 馬主　平井克彦 牡4歳 馬主　田村誠

鹿毛 生年月日　2019.04.10生 青鹿毛 生年月日　2020.04.30生 鹿毛 生年月日　2019.05.13生

父　ウインバリアシオン 生産牧場　一山育成牧場 父　エーシンモアオバー 生産牧場　栄進牧場 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊田田村牧場

母　トーワレッテラ（父　スズカマンボ） 産地　青森県 母　スウィートクレメンタイン（父　Ｓｈａｍａｒｄａｌ） 産地　浦河町 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

地方収得賞金　1,814,000円 地方収得賞金　6,439,000円 地方収得賞金　5,350,000円

北海道：2021/05/20～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2022/05/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/06/17～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2022/03/29～　8戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2022/10/04～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2021/12/08～　13戦1勝（2着0回、3着3回）

1枠2番

3R エアポートライナー 調教師　嶋田幸晴（大井） 8R

5枠8番 牡3歳 馬主　小菅誠 6枠9番

フォーカスオンミー 調教師　久保杉隆（大井） 黒鹿毛 生年月日　2020.05.03生 ベストリオン 調教師　三坂盛雄（大井）

牡3歳 馬主　（有）木村牧場 父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場 牡4歳 馬主　沖田正憲

鹿毛 生年月日　2020.04.20生 母　リベリーターン（父　ヴァーミリアン） 産地　浦河町 黒鹿毛 生年月日　2019.03.14生

父　サトノダイヤモンド 生産牧場　新井牧場 地方収得賞金　4,887,000円 父　リオンディーズ 生産牧場　沖田牧場

母　コマノサラサ（父　クロフネ） 産地　むかわ町 北海道：2022/05/03～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ヨウヨウ（父　マヤノトップガン） 産地　日高町

地方収得賞金　2,970,000円 南関東：2022/12/09～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　5,435,000円

北海道：2022/06/22～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 2枠3番 北海道：2021/06/09～　7戦0勝（2着2回、3着1回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） フォルベルウェイ 調教師　市村誠（大井） 南関東：2021/11/02～　21戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠10番 牡3歳 馬主　八嶋長久

ドンドン 調教師　阪本一栄（大井） 鹿毛 生年月日　2020.05.27生 9R

牡3歳 馬主　山田祐三 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　ファーミングヤナキタ 1枠2番

黒鹿毛 生年月日　2020.04.23生 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　日高町 キモンリッキー 調教師　堀千亜樹（大井）

父　ラブリーデイ 生産牧場　新井昭二 地方収得賞金　3,944,000円 牡4歳 馬主　小林祥晃

母　プリミティブラブ（父　ゼンノロブロイ） 産地　日高町 北海道：2022/08/17～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019.04.08生

地方収得賞金　2,612,000円 南関東：2022/10/31～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 父　コパノリッキー 生産牧場　西村牧場

北海道：2022/05/04～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 3枠5番 母　キモンレッド（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

南関東：2022/11/01～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ブライトカラー 調教師　藤田輝信（大井） 地方収得賞金　5,730,000円

7枠11番 牡3歳 馬主　保坂和孝 北海道：2021/05/04　8戦1勝（2着2回、3着1回）

パレルモ 調教師　米田英世（大井） 鹿毛 生年月日　2020.02.10生 岩手：2021/11/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　（有）ターフ・スポート 父　マインドユアビスケッツ 生産牧場　オリオンファーム 南関東：2022/03/11～　11戦0勝（2着2回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2020.02.15生 母　ブライトアバンダンス（父　Ｑｕｉｅｔ　Ａｍｅｒｉｃａｎ） 産地　日高町 5枠10番

父　インカンテーション 生産牧場　谷川牧場 地方収得賞金　4,729,000円 ミスターウラノフ 調教師　赤嶺本浩（大井）

母　マンテラライ（父　Ｃａｔｃｈｅｒ　Ｉｎ　Ｔｈｅ　Ｒｙｅ） 産地　浦河町 北海道：2022/06/01～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 牡5歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

地方収得賞金　2,920,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2018.04.15生

北海道：2022/05/26～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 4枠7番 父　スクワートルスクワート 生産牧場　服部文明

南関東：2022/12/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ヤマノリッチ 調教師　佐々木洋一（大井） 母　プルメリアチャーム（父　キングカメハメハ） 産地　鹿児島県

牝3歳 馬主　山口明彦 地方収得賞金　9,554,000円

4R 鹿毛 生年月日　2020.03.11生 北海道：2020/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回）　

1枠1番 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 南関東：2020/10/21～　28戦0勝（2着5回、3着1回）

コパノモナルカ 調教師　赤嶺亮（大井） 母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　小林祥晃 地方収得賞金　3,188,000円 佐賀：2022/07/05～　9戦1勝（2着3回、3着2回）

栗毛 生年月日　2020.02.17生 北海道：2022/05/26～　7戦1勝（2着3回、3着2回） 南関東：2022/12/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　コパノリッキー 生産牧場　タガミファーム 南関東：2022/10/06～　5戦0勝（2着1回、3着1回） ◆2021　たんぽぽ賞［佐賀］　2着

母　レッドビアンカ（父　Ｈａｒｄ　Ｓｐｕｎ） 産地　新ひだか町 5枠9番 ◆2022　コスモス賞［佐賀］　3着

地方収得賞金　2,500,000円 ティーズアペックス 調教師　嶋田幸晴（大井） 8枠16番

北海道：2022/04/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　立山伸二 ノンロム 調教師　辻野豊（大井）

南関東：2022/11/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2020.04.15生 牡4歳 馬主　大久保和夫

5枠5番 父　レッドファルクス 生産牧場　谷川牧場 鹿毛 生年月日　2019.03.18生

アエリアン 調教師　赤嶺亮（大井） 母　ティーズアライズ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　厚賀古川牧場

牡3歳 馬主　中田和宏 地方収得賞金　3,409,000円 母　ドゥラーレ（父　フサイチリシャール） 産地　日高町

栗毛 生年月日　2020.03.24生 北海道：2022/05/17～　9戦0勝（2着5回、3着1回） 地方収得賞金　6,455,000円

父　トゥザワールド 生産牧場　有限会社中田牧場 南関東：2022/12/08～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2021/09/22～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

母　マイカイ（父　ヨハネスブルグ） 産地　平取町 8枠16番 岩手：2021/11/21～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,654,000円 スタードラマー 調教師　須田和伸（大井） 南関東：2022/04/20～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2022/05/12～　12戦2勝（2着5回、3着0回） 牡3歳 馬主　中西功 岩手：2022/09/04～　2戦1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） 芦毛 生年月日　2020.03.23生 南関東：2022/11/03～　2戦1勝（2着0回、3着1回）

父　フェノーメノ 生産牧場　増尾牧場

5R 母　ファーマフレア（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　日高町 11R

2枠2番 地方収得賞金　6,212,000円 6枠7番

シャンパンファイト 調教師　福田真広（大井） 北海道：2022/05/18～　9戦3勝（2着0回、3着2回） フォラステロ 調教師　荒山勝徳（大井）

牡3歳 馬主　竹下浩一 南関東：2022/12/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回） セン4歳 馬主　吉田照哉

栗毛 生年月日　2020.03.27生 栗毛 生年月日　2019.05.19生

父　エスポワールシチー 生産牧場　佐藤鉄也 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　社台ファーム

母　プリモウェイ（父　Ｇｉａｎｔ’ｓ　Ｃａｕｓｅｗａｙ） 産地　新ひだか町 2R　③ポアンカレ　⑧モリデンマグマ 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

地方収得賞金　3,340,000円 5R　②プロージット　⑤マメニーニャ 地方収得賞金　12,696,000円

北海道：2022/05/17～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 7R　⑦グランフォロミー 北海道：2021/07/28～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2022/12/29～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 8R　⑦サクラトップグッド 南関東：2021/11/03～　8戦2勝（2着1回、3着0回）

4枠6番 ◆'21 ジェムストーン賞［大井］　1着

リアルガー 調教師　橋本和馬（大井） ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
牡3歳 馬主　（有）日進牧場 笠松6R　③ヴァーグエスタード 12R

鹿毛 生年月日　2020.05.04生 ●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手 1枠1番

父　リアルスティール 生産牧場　高村牧場 笠松1R　①スプリングハズカム リンカイテン 調教師　橋本和馬（大井）

母　メイショウホノボノ（父　メイショウサムソン） 産地　浦河町 ★若杉朝飛騎手は期間限定騎乗内の開催最終日！ 牝4歳 馬主　和田博美

地方収得賞金　4,273,000円 鹿毛 生年月日　2019.05.01生

北海道：2022/05/18～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　加野牧場

◆2022　サンライズC［門別］　3着 母　リンノフォーマリア（父　パイロ） 産地　新ひだか町

5枠7番 地方収得賞金　7,505,000円

マザオ 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2021/06/10～　7戦0勝（2着1回、3着3回）

牡3歳 馬主　（有）谷川牧場 南関東：2021/11/01～　18戦1勝（2着2回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2020.04.02生 ◆'22 桃花賞［大井］　3着

父　インカンテーション 生産牧場　谷川牧場 3枠3番

母　ニシノマザーアース（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 オンストロン 調教師　鈴木啓之（大井）

地方収得賞金　4,035,000円 牡4歳 馬主　西森鶴

北海道：2022/05/03～　11戦1勝（2着4回、3着2回） 栗毛 生年月日　2019.04.19生

南関東：2022/12/29～　1戦1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

6枠10番 母　マックススカラ（父　Ｏｐｅｒａ　Ｈｏｕｓｅ） 産地　平取町

グラビティモデル 調教師　藤田輝信（大井） 地方収得賞金　8,599,000円

牡3歳 馬主　吉田照哉 北海道：2021/05/27～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2020.03.19生 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　社台ファーム 南関東：2021/12/09～　12戦1勝（2着0回、3着2回）

母　グラッブユアハート（父　Ｄｅｐｕｔｙ　Ｃｏｍｍａｎｄｅｒ） 産地　千歳市 4枠4番

地方収得賞金　4,700,000円 ローズティアラ 調教師　佐野謙二（大井）

北海道：2022/07/07～　4戦3勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　和田博美

南関東：2022/12/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2019.04.26生

7枠11番 父　ロージズインメイ 生産牧場　登別上水牧場

スタープレジデント 調教師　市村誠（大井） 母　ヒカルダイヤモンド（父　アグネスタキオン） 産地　登別市

牡3歳 馬主　坂本順子 地方収得賞金　9,550,000円

栗毛 生年月日　2020.04.19生 北海道：2021/06/23～　8戦3勝（2着1回、3着1回）

父　コパノリッキー 生産牧場　藤川フアーム 南関東：2021/12/31～　16戦2勝（2着1回、3着1回）

母　スターインパルス（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　3,472,000円

北海道：2022/07/06～　5戦0勝（2着2回、3着2回）

南関東：2022/10/31～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

7枠12番

プラチナムロッド 調教師　荒山勝徳（大井）

牝3歳 馬主　吉田晴哉

芦毛 生年月日　2020.05.05生

父　ダンカーク 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老Ｆ

母　ゴールデンロッド（父　キングカメハメハ） 産地　白老町

地方収得賞金　3,111,000円

北海道：2022/08/18～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2022/12/28～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠14番

サヤオンニ 調教師　堀千亜樹（大井）

牝3歳 馬主　藤沢澄雄

鹿毛 生年月日　2020.03.27生

父　タリスマニック 生産牧場　新井牧場

母　サワヤカムスメ（父　ネオユニヴァース） 産地　むかわ町

地方収得賞金　3,132,000円

北海道：2022/06/01～　8戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2022/12/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2022　リリーＣ［門別］　3着
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ッカイドウ競馬場外発売所で前日発売します！

ホッカイドウ競馬トピックス
～『ＮＡＲグランプリ2022』表彰馬発表～

1月17日(火)、『NARグランプリ2022』表彰馬・表彰者が地方競

馬全国協会から発表され、ホッカイドウ競馬からはシルトプレ（写

真・米川昇きゅう舎）が「3歳最優秀牡馬」を受賞しました。

また、ホッカイドウ競馬出身馬としては、メイドイットマムが「２歳

最優秀牝馬」、スピーディキックが「3歳最優秀牝馬」を受賞しました。

ッカイドウ競馬場外発売所で前日発売します！

ホッカイドウ競馬トピックス
～『佐々木竹見C ジョッキーズGP』に落合玄太騎手が選出～

1月31日(火)、川崎競馬場で行われる『第20回佐々木竹見カップ

ジョッキーズグランプリ』に、ホッカイドウ競馬から落合玄太騎手

（田中淳司きゅう舎所属）が選出されました。

当日の第9R・マイスターチャレンジ競走（1,500ｍ）、第11R・

ヴィクトリーチャレンジ競走（1,600ｍ）の2競走で、中央・地方各

地のリーディングジョッキーと腕を競います。

ご声援のほど、よろしくお願いいたします！

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


