
3R 8R 10R

1枠2番 1枠1番 4枠4番

エメラルド 調教師　高野毅（大井） レクラドリール 調教師　山中尊徳（船橋） カリスマパンサー 調教師　橋本和馬（大井） 

牝3歳 馬主　大野裕 牝4歳 馬主　伊達泰明 牝4歳 馬主　村田裕子

栗毛 生年月日　2015年5月23日 栗毛 生年月日　2014年5月10日 栗毛 生年月日　2014年3月24日

父　カネヒキリ 生産牧場　静内フアーム 父　マヤノトップガン 生産牧場　サンシャイン牧場 父　カリズマティック 生産牧場　沖田牧場

母　ウェルカムキャット（父　タバスコキャット） 産地　新ひだか町 母　メイルリヒト（父　フジキセキ） 産地　日高町 母　エスケープリリー（父　ライブリーワン） 産地　日高町

地方収得賞金　1,017,000円 地方収得賞金　10,600,000円 地方収得賞金　6,575,000円

北海道：2017/08/17～　6戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2016/07/07～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/06/23～　6戦0勝（2着2回、3着1回）

笠松：2018/11/19～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/12/14～　33戦2勝（2着4回、3着2回） 南関東：2016/10/25～　22戦2勝（2着2回、3着5回）

北海道：2018/10/03～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番

5R 南関東：2018/12/14～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井）

4枠4番 2枠4番 牡7歳 馬主　橋本義次

マチュピチュ 調教師　張田京（船橋） トチノペガサス 調教師　嶋田幸晴（大井） 鹿毛 生年月日　2011年5月2日

牝2歳 馬主　泉一郎 牡3歳 馬主　阿部東亜子 父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典

鹿毛 生年月日　2016年5月21日 青鹿毛 生年月日　2015年2月27日 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

父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　漆原武男 地方収得賞金　16,424,000円

母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町 母　ラブイズカヌマ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 北海道：2013/05/22～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,615,000円 地方収得賞金　9,065,000円 岩手：2013/09/23～　26戦1勝（2着1回、3着9回）

北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着2回、3着2回） 南関東：2015/02/18～　43戦8勝（2着4回、3着5回）

南関東：2018/11/05～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/01/26～　11戦0勝（2着4回、3着1回） 7枠10番

8枠8番 5枠10番 ハイランドグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 

マイコート 調教師　佐藤賢二（船橋） ヴォルムス 調教師　蛯名雄太（大井） 牡6歳 馬主　簗詰貴彦

牡2歳 馬主　小林克己 牡5歳 馬主　吉田照哉 栗毛 生年月日　2012年2月16日

鹿毛 生年月日　2016年4月29日 栗毛 生年月日　2013年2月19日 父　スターリングローズ 生産牧場　長浜忠

父　ロジユニヴァース 生産牧場　鳥谷勝彦 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 母　カネショウバナナ（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

母　エリザベスサクラ（父　アラムシャー） 産地　新ひだか町 母　ブリュンヒルト（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 地方収得賞金　12,714,000円

地方収得賞金　6,545,000円 地方収得賞金　11,990,000円 北海道：2014/06/26～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/31～　8戦3勝（2着0回、3着3回） 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 　うち他地区参戦：2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） 南関東：2015/11/25～　28戦4勝（2着1回、3着2回） 南関東：2015/04/09～　36戦3勝（2着7回、3着7回）

◆2018　サンライズC［門別］　1着 北海道：2018/10/03～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠12番

南関東：2018/12/06～　1戦0勝（2着0回、3着1回） リコーパイソン 調教師　蛯名雄太（大井）

6R 牡3歳 馬主　土橋正雄

1枠2番 9R　YJSファイナルラウンド大井第2戦 鹿毛 生年月日　2015年5月24日

レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 7枠11番 父　スマートファルコン 生産牧場　リコーファーム

牡3歳 馬主　ライフエンタープライズ（株） ドンゲイボルグ 調教師　鷹見浩（大井） 母　ケージースイート（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2015年4月9日 牡5歳 馬主　（株）ドン 地方収得賞金　5,990,000円

父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場 芦毛 生年月日　2013年4月29日 北海道：2017/06/07～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,565,000円 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町 南関東：2017/12/26～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　10,774,000円 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/09/25～　16戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 11R

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠3番

大井3R　⑪ドワーフ 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回） クラキングス 調教師　市村誠（大井） 

　　　7R　⑩ウォルフラム 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　倉見利弘

　　　9R　⑦クールアオイ 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2014年4月1日

　　11R　⑪ラインフィール 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回） 父　アサクサキングス 生産牧場　倉見牧場

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 8枠13番 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町

大井7R　⑭マツキチ カティサンダ 調教師　須田和伸（大井） 地方収得賞金　24,933,000円

　　　9R　①パルトネール 牡5歳 馬主　古谷剛彦 北海道：2016/05/24～　10戦2勝（2着2回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2013年5月6日 南関東：2016/12/30～　23戦5勝（2着2回、3着1回）

父　デュランダル 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）

母　エアヴァレナ（父　エルコンドルパサー） 産地　様似町 4枠8番

地方収得賞金　8,305,000円 ネスター 調教師　佐野謙二（大井） 

北海道：2015/06/03～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 牡5歳 馬主　（有）アシスタント

笠松：2015/09/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年5月8日

南関東：2015/11/27～　6戦0勝（2着0回、3着2回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　出口牧場

北海道：2016/04/20～　13戦0勝（2着0回、3着2回） 母　パシャ（父　デュランダル） 産地　日高町

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　25,750,000円

南関東：2016/12/06～　30戦2勝（2着3回、3着5回） 北海道：2015/06/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

笠松：2018/04/03～　11戦2勝（2着1回、3着4回） 南関東：2016/07/12～　33戦6勝（2着4回、3着5回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2015　イノセントカップ［門別］　2着

岩手：2018/09/02～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠15番

南関東：2018/12/03～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ラガッソ 調教師　渡邊貴光（船橋）

◆2015　ゴールドウィング賞［名古屋］　2着 牡6歳 馬主　吉田照哉

黒鹿毛 生年月日　2012年5月7日

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　ゴールドアリュール 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

1R　①エムティストロフィ 母　ロマンシエール（父　アグネスデジタル） 産地　白老町

3R　③ライツアウトマーチ 地方収得賞金　28,548,000円

4R　③ダーリングリップ 北海道：2014/06/19～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

5R　⑥コンドルノユメ 南関東：2014/12/04～　31戦9勝（2着4回、3着2回）

8R　⑩キョショウ

9R　③ブリリアントアリス　④パッパカ　⑧コーズウェイ ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
10R 第18回兵庫ゴールドトロフィー〔JpnⅢ〕　 大井5R　④マチュピチュ

　　　 ④サハラファイター 　　　6R　⑤パラワンエルニド

11R　④チェリーベアハート 　　　8R　①レクラドリール

　　10R　⑫リコーパイソン

　　11R　⑤サノマル

　　12R　⑤フウジン

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
大井3R　②エメラルド

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
大井6R　③マキバハミドリ

　　　8R　⑧ノーザンバローズ

　　10R　⑩ハイランドグラス

　　11R　⑮ラガッソ

　　12R　⑧カズマデプレシャン

12/27(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
３着

転入後
初出走

前走
１着

前走
３着

2018ヤングジョッキーズシリーズ

ファイナルラウンドに、ホッカイドウ競馬から

落合玄太・山本咲希到両騎手が出場！

大きなご声援をお願いします♪

前走
３着


