
1R 6R 9R

2枠2番 3枠3番 3枠6番

マリガン 調教師　高橋清顕（大井） ディーエスパースン 調教師　赤嶺本浩（大井） リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井）

牡2歳 馬主　中西純穂 牡3歳 馬主　武仲勝 牡3歳 馬主　土橋正雄

黒鹿毛 生年月日　2016年4月13日 栗毛 生年月日　2015年3月31日 鹿毛 生年月日　2015年5月24日

父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

母　ブルーハピネス（父　エイシンサンディ） 産地　新ひだか町 母　キタノオハナ（父　ナリタトップロード） 産地　新ひだか町 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

地方収得賞金　2,120,000円 地方収得賞金　2,845,000円 地方収得賞金　5,990,000円

北海道：2018/06/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/04/18～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/09/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2017/09/28～　8戦1勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/26～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 南関東：2018/05/09～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） 4枠5番 8枠16番

牡2歳 馬主　和田博美 ライトセイラ 調教師　鷹見浩（大井） ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井）

黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日 牝3歳 馬主　後藤貞夫 牡7歳 馬主　橋本義次

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム 黒鹿毛 生年月日　2015年2月4日 鹿毛 生年月日　2011年5月2日

母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　佐竹学 父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典

地方収得賞金　2,500,000円 母　ケイアイセイラ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 母　サダムヴィーナス（父　コマンダーインチーフ） 産地　むかわ町

北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,802,000円 地方収得賞金　16,244,000円

南関東：2018/11/16～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/08/09～　9戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2013/05/22～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 愛知：2017/12/13～　13戦1勝（2着2回、3着0回） 岩手：2013/09/23～　26戦1勝（2着1回、3着9回）

パークス 調教師　米田英世（大井） 南関東：2018/06/26～　8戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2015/02/18～　42戦8勝（2着4回、3着5回）

牝2歳 馬主　畑末廣郎

青鹿毛 生年月日　2016年2月5日 7R 10R

父　ベルシャザール 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム 5枠6番 3枠4番

母　ハタノボニート（父　Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ） 産地　日高町 オールマイライフ 調教師　的場直之（大井） カリスマパンサー 調教師　橋本和馬（大井） 

地方収得賞金　1,540,000円 牝4歳 馬主　廣松重信 牝4歳 馬主　村田裕子

北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 青毛 生年月日　2014年3月25日 栗毛 生年月日　2014年3月24日

父　ネオユニヴァース 生産牧場　赤石牧場 父　カリズマティック 生産牧場　沖田牧場

2R 母　ドリームヴィーナス（父　ジェイドロバリー） 産地　平取町 母　エスケープリリー（父　ライブリーワン） 産地　日高町

2枠2番 地方収得賞金　5,913,000円 地方収得賞金　6,575,000円

ラブミージュニア 調教師　荒山勝徳（大井） 北海道：2016/05/19～　11戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　6戦0勝（2着2回、3着1回）

牡2歳 馬主　小林祥晃 南関東：2016/12/30～　27戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2016/10/25～　21戦2勝（2着2回、3着5回）

栗毛 生年月日　2016年3月19日 6枠9番

父　ゴールドアリュール 生産牧場　谷岡牧場 パワーピッチング 調教師　秋吉和美（大井） 11R　第10回勝島王冠〔SⅡ〕

母　ラブミーチャン（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 牡7歳 馬主　菊地博 5枠8番

地方収得賞金　2,565,000円 鹿毛 生年月日　2011年5月22日 グルームアイランド 調教師　渡邉和雄（大井） 

北海道：2018/05/16～　6戦2勝（2着2回、3着2回） 父　クロフネ 生産牧場　西山牧場 牡7歳 馬主　前田敏文

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 母　セイウンクレナイ（父　タイキシャトル） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2011年5月4日

◆2018　知床賞［盛岡］　3着 地方収得賞金　14,834,000円 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　原光彦

5枠6番 北海道：2013/06/13～　7戦2勝（2着0回、3着1回） 母　サクラフィースト（父　サクラチヨノオー） 産地　新ひだか町

フラッシュアロー 調教師　立花伸（大井） 南関東：2013/12/30～　62戦5勝（2着7回、3着3回） 地方収得賞金　56,477,000円

牝2歳 馬主　村山忠弘 7枠10番 北海道：2014/04/29～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2016年3月16日 フォローユアハート 調教師　鷹見浩（大井） 南関東：2014/12/04～　10戦9勝（2着0回、3着0回）

父　パイロ 生産牧場　株式会社カネツ牧場 牝3歳 馬主　小橋亮太 金沢：2015/11/15～　21戦10勝（2着2回、3着1回）

母　ムーンスガタ（父　アドマイヤムーン） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年2月18日 　うち他地区参戦：6戦2勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,820,000円 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 南関東：2018/02/21～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2018/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ハヤブサラヴハート（父　シンボリクリスエス） 産地　新ひだか町 ◆2016　報知オールスターC［川崎］　1着　　◆2017　北國王冠［金沢］　1着

南関東：2018/11/15～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,065,000円 ◆2017　イヌワシ賞［金沢］　1着　　◆2016　オグリキャップ記念［笠松］　1着

6枠8番 北海道：2017/05/03～　10戦2勝（2着1回、3着3回） ◆2016　金沢スプリングC［金沢］　1着　　◆2015　中日杯［金沢］　1着

アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） 南関東：2018/01/26～　10戦0勝（2着2回、3着3回） ◆2016　北國王冠［金沢］　2着

牡2歳 馬主　成瀬篤司 ◆2017　フローラルC［門別］　3着 ◆2016　百万石賞［金沢］　3着

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 7枠11番 ◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　3着

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 フィールザファイア 調教師　佐々木忠昭（大井） ◆2018　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 牝4歳 馬主　高橋真紀 7枠13番

地方収得賞金　1,225,000円 栗毛 生年月日　2014年3月19日 ヒガシウィルウィン 調教師　佐藤賢二（船橋）

北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 牡4歳 馬主　（株）ＭＭＣ

南関東：2018/11/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 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 栗毛 生年月日　2014年3月30日

8枠12番 地方収得賞金　5,881,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

モスコミュール 調教師　久保杉隆（大井） 北海道：2016/07/19～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 母　プリモタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

牝2歳 馬主　（有）木村牧場 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　191,610,000円

栗毛 生年月日　2016年5月5日 南関東：2016/12/16～　13戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：9戦3勝（2着5回、3着0回）

父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 ◆2016　園田プリンセスC［園田］　2着 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ジェベルロバーツ（父　ウェイオブライト） 産地　日高町 南関東：2017/01/18～　13戦5勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　1,370,000円 8R ◆2017　ジャパンダートダービー［大井］　1着

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 1枠1番 ◆2018　サンタアニタトロフィー［大井］　1着

南関東：2018/11/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） ◆2017　東京ダービー［大井］　1着　　◆2017　京浜盃［大井］　1着

8枠13番 牝4歳 馬主　和田博美 ◆2017　ニューイヤーC［浦和］　1着　　◆2016　サンライズC[門別]　1着

シーザスターライト 調教師　月岡健二（大井） 青鹿毛 生年月日　2014年2月10日 ◆2018　マイルグランプリ［大井］　2着

牝2歳 馬主　吉田勝己 父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正 ◆2017　浦和記念［浦和］　2着　　◆2017　羽田盃［大井］　2着

鹿毛 生年月日　2016年4月4日 母　シルクヴァルキリー（父　マーベラスサンデー） 産地　新冠町 ◆2016　北海道2歳優駿[門別]　2着　　◆2016　栄冠賞[門別]　2着

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　坂東牧場 地方収得賞金　6,130,000円 ◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC[門別]　2着

母　シーザムーンライト（父　ゴールドアリュール） 産地　平取町 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　大井記念［大井］　3着

地方収得賞金　1,180,000円 南関東：2017/01/25～　11戦3勝（2着1回、3着1回） 8枠15番

北海道：2018/05/31～　5戦1勝（2着3回、3着1回） 2枠2番 キングニミッツ 調教師　矢野義幸（船橋）

ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 牡5歳 馬主　（有）新生ファーム

4R 牡3歳 馬主　和田博美 栗毛 生年月日　2013年6月4日

2枠2番 鹿毛 生年月日　2015年4月6日 父　スパイキュール 生産牧場　新生ファーム

トミケンチプア 調教師　蛯名雄太（大井） 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場 母　サヴァント（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町

牡3歳 馬主　富樫賢二 母　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町

青鹿毛 生年月日　2015年5月9日 地方収得賞金　5,125,000円 北海道：2015/08/19～　5戦1勝（2着0回、3着3回）

父　プリサイスエンド 生産牧場　市川牧場 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回） 南関東：2015/12/23～　4戦0勝（2着0回、3着2回）

母　ムサシレジーナ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 南関東：2017/10/06～　16戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2016/04/20～　7戦1勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　1,100,000円 2枠3番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2018/05/22～　6戦4勝（2着0回、3着1回） レイホーウエーブ 調教師　森下淳平（大井） 南関東：2016/11/08～　21戦5勝（2着6回、3着4回）

5枠7番 セン5歳 馬主　永井啓弍 ◆2016　北海優駿［門別］　2着　　◆2017　東京スポーツ師走杯［川崎］　2着

エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 鹿毛 生年月日　2013年5月13日 ◆2018　金盃［大井］　3着　　◆2017　東京記念［大井］　3着　

牡3歳 馬主　岡田義見 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場 ◆2016　北斗盃［門別］　3着　　◆2016　王冠賞［門別］　3着

鹿毛 生年月日　2015年5月12日 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町

父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 地方収得賞金　8,115,000円 12R

母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着0回、3着2回） 1枠1番

地方収得賞金　1,093,000円 南関東：2016/02/24～　25戦4勝（2着2回、3着3回） ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 

北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠6番 牡4歳 馬主　坂本浩一

笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） ミレナ 調教師　寺田新太郎（大井） 鹿毛 生年月日　2014年2月3日

北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 牝3歳 馬主　小野瀬悦子 父　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム

黒鹿毛 生年月日　2015年3月24日 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町

5R 父　リーチザクラウン 生産牧場　小野瀬竜馬 地方収得賞金　12,163,000円

2枠2番 母　ミレナリオ（父　ラジヤマハール） 産地　清水町 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

ファビリア 調教師　大宮和也（大井） 地方収得賞金　4,855,000円 南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

牝3歳 馬主　船越伸也 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2015年4月15日 南関東：2018/02/23～　15戦1勝（2着1回、3着3回） 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 4枠7番 南関東：2017/07/28～　12戦2勝（2着3回、3着0回）

母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 ナツミプレジール 調教師　米田英世（大井） ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着

地方収得賞金　2,664,000円 牝3歳 馬主　森近隆幸 8枠16番

北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月15日 パーソナルマキ 調教師　宗形竹見（大井）

兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　三好牧場 牡5歳 馬主　杉浦和也

南関東：2017/12/27～　17戦0勝（2着1回、3着2回） 母　シンコウベルデ（父　トニービン） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2013年3月29日

7枠12番 地方収得賞金　4,960,000円 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

タイガーハウス 調教師　堀千亜樹（大井） 北海道：2017/05/10～　10戦1勝（2着4回、3着1回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

牡3歳 馬主　市川義美ホールディングス（株） 南関東：2017/12/30～　14戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　17,246,000円 中央収得賞金　1,800,000円

鹿毛 生年月日　2015年5月10日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

父　オルフェーヴル 生産牧場　坂東牧場 5枠9番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

母　ピサノジュバン（父　スペシャルウィーク） 産地　平取町 アティテュード 調教師　中道啓二（大井） JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,670,000円 牝3歳 馬主　伊達泰明 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2017/06/29～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2017/12/27～　6戦0勝（2着2回、3着1回） 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町 南関東：2017/12/01～　13戦2勝（2着2回、3着0回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　5,013,000円

1R　③ビジネスチャンス　⑧コホウノウグイス 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

2R　⑤エイシンベラドンナ　⑦カンタベリーハート　⑧オーゴンアレッタ 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

　　　⑨ブルーモルフォ 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

4R　⑧フルムーンショウリ 南関東：2017/11/09～　13戦1勝（2着2回、3着2回）

5R　②ボクイケメン 8枠15番

6R　⑤アベニンマルカート ペインゴーアウェイ 調教師　朝倉実（大井） 

7R　⑤アウトザブルー 牝3歳 馬主　手嶋康雄

8R　②ゴーウン　⑩ダテノグッドラック 黒鹿毛 生年月日　2015年6月8日

10R　④ユーセイスラッガー 父　バトルプラン 生産牧場　佐竹学

11R　⑦ラヴィ 母　ミルクデール（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町

12R　②モダンガール　⑨フリーゴーイング 地方収得賞金　5,010,000円

北海道：2017/06/08～　10戦1勝（2着2回、3着1回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2017/12/27～　17戦1勝（2着1回、3着2回）

1R　③リュウノテラス　⑨アラベスクシーズ

2R　②クリスマスカクタス　③ツリーハピネス　④ノンノン ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
　　　⑤チェリーフオール　⑨ハッピーアントニア　⑩ダンシングヘイロー 大井4R　⑫アイ

3R　⑤リコーヴィニャーレ 　　10R　⑬フウジン

4R　③イリア　⑧フレアリングデット ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
5R　②ジュウマンコウネン 大井3R　①ローレンピュア

8R　⑨トキノケリー 　　　6R　⑧アエノローレンス

9R　②メサヴェルデ　⑤ミミ　⑨ダイヤファントム　⑫キュラティフ 　　　7R　③デルマカゼタチヌ

　　　9R　⑥リコーパイソン

12/5（水） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

地方収得賞金　50,383,000円　　中央収得賞金　3,350,000円　（付加賞金　49,000円）
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大井11Rは第10回勝島王冠〔ＳⅡ〕！

⑧グルームアイランド（大井）

⑬ヒガシウィルウィン（船橋）

⑮キングニミッツ（船橋）

3頭のホッカイドウ競馬デビュー馬が

出走いたします♪
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前走
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