
1R 5R 10R

6枠6番 8枠13番 7枠13番

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） エクレールプロント 調教師　高橋清顕（大井） ウチデノコヅチ 調教師　堀千亜樹（大井）

牡2歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牝4歳 馬主　今中俊平 牝6歳 馬主　菅原広隆

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 栗毛 生年月日　2014年1月30日 栗毛 生年月日　2012年2月27日

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　猿倉牧場 父　ディープスカイ 生産牧場　小河豊水

母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 母　プレミアムカフェ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 母　シーキングドーラ（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　723,000円 地方収得賞金　2,405,000円 地方収得賞金　11,445,000円 中央収得賞金　13,440,000円

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/24～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/07/10～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/11/28～　25戦0勝（2着3回、3着3回） JRA：2014/08/09～　15戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/07/01～　24戦1勝（2着1回、3着4回）

8枠9番 6R

ルフィアンキック 調教師　栗田裕光（大井） 4枠6番 11R

牡2歳 馬主　佐野幸一郎 アフリカファースト 調教師　阪本一栄（大井） 7枠8番

鹿毛 生年月日　2016年4月19日 牝3歳 馬主　渡邉和典 センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

父　シンボリクリスエス 生産牧場　新冠伊藤牧場 鹿毛 生年月日　2015年3月28日 牡4歳 馬主　米津佳昭

母　アドマイヤシズカ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　聖心台牧場 栗毛 生年月日　2014年5月6日

地方収得賞金　945,000円 母　モーガンズマンボ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

北海道：2018/06/20～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,130,000円 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

南関東：2018/11/13～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/07/12～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　16,775,000円

南関東：2017/12/29～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

2R 南関東：2016/11/16～　22戦5勝（2着3回、3着0回）

1枠1番 7R 7枠9番

サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 7枠14番 クラキングス 調教師　市村誠（大井） 

牡2歳 馬主　（株）さくらコーポレーション エムオーブラック 調教師　堀江仁（大井） 牡4歳 馬主　倉見利弘

栗毛 生年月日　2016年5月13日 牡3歳 馬主　大浅貢 黒鹿毛 生年月日　2014年4月1日

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 黒鹿毛 生年月日　2015年3月28日 父　アサクサキングス 生産牧場　倉見牧場

母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 父　タニノギムレット 生産牧場　門別牧場 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町

地方収得賞金　945,000円 母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 地方収得賞金　24,933,000円

北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,935,000円 北海道：2016/05/24～　10戦2勝（2着2回、3着3回）

南関東：2018/10/10～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/01～　10戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2016/12/30～　22戦5勝（2着2回、3着1回）

2枠2番 南関東：2018/02/22～　12戦0勝（2着1回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

スターインステルス 調教師　寺田新太郎（大井） 8枠11番

牝2歳 馬主　坂本順子 8R シェアハッピー 調教師　澤佳宏（大井）

栗毛 生年月日　2016年5月4日 4枠5番 牝4歳 馬主　天堀忠博

父　フリオーソ 生産牧場　藤川フアーム ナルノステファニー 調教師　嶋田幸晴（大井） 青鹿毛 生産牧場　門別敏朗

母　スクロヴェーニ（父　スパイキュール） 産地　新ひだか町 牝3歳 馬主　成瀬篤司 父　ハイアーゲーム 生年月日　2014年4月12日

地方収得賞金　980,000円 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 母　ポンデュガール（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 父　ディープブリランテ 生産牧場　松浦牧場 地方収得賞金　31,135,000円

5枠8番 母　アルディーミル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　新冠町 北海道：2016/05/19～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

パッサカリア 調教師　橋本和馬（大井） 地方収得賞金　3,265,000円 南関東：2016/12/31～　15戦2勝（2着3回、3着1回）

牝2歳 馬主　和田博美 北海道：2017/07/26～　5戦2勝（2着0回、3着2回） ◆'17桃花賞［大井］　1着

鹿毛 生年月日　2016年3月8日 南関東：2017/11/28～　16戦0勝（2着1回、3着2回） ◆2016　ロジータ記念［川崎］　2着　　◆2016　リリーC［門別］　2着

父　ストロングリターン 生産牧場　若林順一 8枠14番 ◆2018　さざんか賞［船橋］　2着

母　アイキャンデイ（父　ゴールドヘイロー） 産地　日高町 プリーズ 調教師　庄子昭彦（大井） 

地方収得賞金　1,125,000円 牝3歳 馬主　酒井孝敏 12R

北海道：2018/04/25～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年3月21日 4枠5番

南関東：2018/10/31～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 

母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 牡6歳 馬主　角井紀夫

3R 地方収得賞金　2,910,000円 黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日

3枠3番 北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場

バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 南関東：2018/02/23～　16戦1勝（2着0回、3着1回） 母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町

牝5歳 馬主　（株）馬事学院 地方収得賞金　13,271,000円

芦毛 生年月日　2013年4月14日 9R 北海道：2014/07/16～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 4枠6番 兵庫：2014/09/24～　21戦2勝（2着1回、3着2回）

母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 コパノミラーレ 調教師　松浦裕之（大井） 南関東：2015/12/28～　48戦4勝（2着6回、3着6回）

地方収得賞金　3,773,000円 牡5歳 馬主　高岡里枝

北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年4月14日 ●金沢・園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 父　アッミラーレ 生産牧場　ユートピア牧場 金沢1R　②エメノティアラ　⑤エムティモモ　⑧コケシ

南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アミュレット（父　マヤノトップガン） 産地　登別市 　　　2R　⑥キングオブチェス　

名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　8,845,000円 　　　3R　②シュパイヤー　③ジェイケイジーク　④ラブリーギャル

南関東：2016/07/12～　49戦0勝（2着3回、3着2回） 北海道：2015/05/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 　　　　　　⑥ホットスタッフ

岩手：2015/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　5R　⑤クワイトファイン

4R 南関東：2016/02/24～　46戦3勝（2着2回、3着6回） 　　　6R　⑥ギンガセブン

7枠7番 5枠7番 　　　7R　④グレイン

ハーピスト 調教師　高岩孝敏（大井） ゴールドシンボル 調教師　渡部則夫（大井） 園田1R　④ライツアウトマーチ

牡5歳 馬主　井上久光 牡3歳 馬主　岡井元憲 　　　4R　③ゴールドカムイ　⑧ブラックトリガー

黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 栗毛 生年月日　2015年3月15日 　　　9R　④ブリリアントアリス

父　ハーツクライ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 父　ゴールドアリュール 生産牧場　村下明博 　　10R　⑨チェリーベアハート

母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 母　リプルマーク（父　カコイーシーズ） 産地　浦河町

地方収得賞金　3,211,000円 地方収得賞金　6,120,000円 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
北海道：2015/07/16～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/06/21～　8戦3勝（2着1回、3着1回） 大井 2R　⑤ヒナノチョウテン

岩手：2015/12/19～　2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） 　　　 7R　⑫フィオッコ

南関東：2016/02/10～　51戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/03/08～　5戦1勝（2着1回、3着1回）      10R　⑧サノノショウグン

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
大井1R　⑤ジョセフテルミー

12/4（火） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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