
3R 4R 8R

1枠1番 3枠3番 1枠1番

ボーロレイ 調教師　佐藤壽（大井） 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） 

牡2歳 馬主　酒井孝敏 牡5歳 馬主　井上久光 牡3歳 馬主　岡井元憲

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 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

父　ダノンシャンティ 生産牧場　サンシャイン牧場 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

母　アンペラトリス（父　オペラハウス） 産地　日高町 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　726,000円 地方収得賞金　3,211,000円 地方収得賞金　6,300,000円

北海道：2018/06/20～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 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）

愛知：2018/09/27～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 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）

佐賀：2018/11/10～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/02/10～　52戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/03/08～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

3枠4番 4枠6番 2枠2番

セリス 調教師　朝倉実（大井） バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） アメリカンマックス 調教師　市村誠（大井） 

牝2歳 馬主　（有）ノマ 牝5歳 馬主　（株）馬事学院 牡4歳 馬主　田村誠

鹿毛 生年月日　2016年4月3日 芦毛 生年月日　2013年4月14日 鹿毛 生年月日　2014年4月11日

父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 父　アメリカンボス 生産牧場　豊田田村牧場

母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町 母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 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　675,000円 地方収得賞金　3,773,000円 地方収得賞金　7,755,000円

北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/28～　12戦1勝（2着0回、3着5回）

6枠10番 名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2016/12/30～　23戦3勝（2着2回、3着2回）

クリスマスカクタス 調教師　赤嶺本浩（大井） 南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番

牝2歳 馬主　杉浦和也 名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） 

芦毛 生年月日　2016年2月29日 南関東：2016/07/12～　50戦0勝（2着3回、3着2回） 牝4歳 馬主　樋口雅彦

父　ダンカーク 生産牧場　ムーンシェル・インベストメンツ 鹿毛 生年月日　2014年4月27日

母　コスモディスティニ（父　フジキセキ） 産地　日高町 6R 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場

地方収得賞金　550,000円 2枠3番 母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

北海道：2018/08/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） エクレールプロント 調教師　澤佳宏（大井） 地方収得賞金　6,625,000円

兵庫：2018/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　今中俊平 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回）

7枠12番 栗毛 生年月日　2014年1月30日 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

パレスドラゴン 調教師　渡部則夫（大井） 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　猿倉牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　西村豊 母　プレミアムカフェ（父　フレンチデピュティ） 産地　様似町 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回）

青鹿毛 生年月日　2016年4月2日 地方収得賞金　2,485,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　石田牧場 北海道：2016/05/24～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/10/12～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

母　マサカーネ（父　トワイニング） 産地　新冠町 南関東：2016/11/28～　26戦0勝（2着3回、3着3回） 8枠11番

地方収得賞金　655,000円 6枠11番 サンレイウインザー 調教師　森下淳平（大井）

北海道：2018/05/16～　13戦0勝（2着1回、3着3回） リックマトリックス 調教師　赤嶺本浩（大井） 牝7歳 馬主　永井啓弍

8枠13番 牡4歳 馬主　山邉浩 鹿毛 生年月日　2011年4月16日

フリムケバシコ 調教師　遠藤茂（大井） 芦毛 生年月日　2014年5月28日 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場

牝2歳 馬主　芳賀克也 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　荒木貴宏 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町

青鹿毛 生年月日　2016年5月16日 母　マトリックストート（父　メジロマックイーン） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　17,544,000円

父　ベルシャザール 生産牧場　嶋田牧場 地方収得賞金　2,693,000円 北海道：2013/06/13～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

母　ダンツライラック（父　Ｂａｒａｔｈｅａ） 産地　新ひだか町 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2014/01/22～　36戦10勝（2着10回、3着4回）

地方収得賞金　590,000円 南関東：2016/11/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/07/18～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松：2017/01/26～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 9R

8枠14番 南関東：2017/11/29～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 1枠1番

ステイサム 調教師　遠藤茂（大井） マントルパワー 調教師　橋本和馬（大井） 

牡2歳 馬主　（株）ファーストビジョン 7R 牡3歳 馬主　和田博美

鹿毛 生年月日　2016年1月26日 6枠10番 栗毛 生年月日　2015年4月29日

父　ルースリンド 生産牧場　市正牧場 キングニミッツ 調教師　矢野義幸（船橋） 父　ローエングリン 生産牧場　日西牧場

母　サンデーメモリー（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 牡5歳 馬主　（有）新生ファーム 母　メイショウブリーズ（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

地方収得賞金　723,000円 栗毛 生年月日　2013年6月4日 地方収得賞金　6,595,000円

北海道：2018/07/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　スパイキュール 生産牧場　新生ファーム 北海道：2017/08/03～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2018/08/28～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 母　サヴァント（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　日高町 南関東：2017/12/01～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2018/11/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 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） 4枠4番

北海道：2015/08/19～　5戦1勝（2着0回、3着3回） エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 南関東：2015/12/23～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 牡6歳 馬主　角井紀夫

大井3R　④セリス 北海道：2016/04/20～　7戦1勝（2着2回、3着3回） 黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日

　　　5R　⑮ロバノイジ 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場

　　　6R　⑪リックマトリックス 南関東：2016/11/08～　22戦5勝（2着6回、3着4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

　　　8R　③テソーロ ◆2016　北海優駿［門別］　2着　　◆2017　東京スポーツ師走杯［川崎］　2着 地方収得賞金　13,271,000円

　　　9R　④エルグランエーブ ◆2018　金盃［大井］　3着　　◆2017　東京記念［大井］　3着　 北海道：2014/07/16～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 ◆2016　北斗盃［門別］　3着　　◆2016　王冠賞［門別］　3着 兵庫：2014/09/24～　21戦2勝（2着1回、3着2回）

大井3R　⑫パレスドラゴン 7枠12番 南関東：2015/12/28～　49戦4勝（2着6回、3着6回）

　　　7R　⑦モズライジン クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

　　　9R　⑩サチノマリアージュ 牡5歳 馬主　伊藤將 10R

鹿毛 生年月日　2013年5月2日 3枠4番

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠 ジリキ 調教師　阪本一栄（大井） 

母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　山田祐三

地方収得賞金　26,625,000円 鹿毛 生年月日　2014年4月13日

北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三

南関東：2015/12/28～　35戦5勝（2着7回、3着2回） 母　アウスレーゼ（父　ゼネラリスト） 産地　新冠町

地方収得賞金　11,530,000円

北海道：2016/07/06～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/12/31～　23戦2勝（2着3回、3着4回）

8枠14番

コスモバレット 調教師　宗形竹見（大井） 

牡3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム

鹿毛 生年月日　2015年3月22日

父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

母　ベルモントヤマユリ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町

地方収得賞金　10,710,000円

北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/02/23～　12戦2勝（2着1回、3着5回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

◆2018　高知優駿［高知］　2着

12/25（火） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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