
1R 4R 9R

3枠5番 6枠11番 4枠4番

スターインステルス 調教師　寺田新太郎（大井） ディーエスパースン 調教師　赤嶺本浩（大井） ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 

牝2歳 馬主　坂本順子 牡3歳 馬主　武仲勝 牡3歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2016年5月4日 栗毛 生年月日　2015年3月31日 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

父　フリオーソ 生産牧場　藤川フアーム 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場

母　スクロヴェーニ（父　スパイキュール） 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　シャドウスプリング（父　デインヒル） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　980,000円 地方収得賞金　2,945,000円 地方収得賞金　5,125,000円

北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2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：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2018/12/04～　1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） 南関東：2017/10/06～　17戦1勝（2着2回、3着1回）

4枠6番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠7番

ライトニングボルト 調教師　井上弘之（大井） 南関東：2018/05/09～　6戦0勝（2着1回、3着0回） ミレナ 調教師　寺田新太郎（大井） 

牡2歳 馬主　三浦良三 6枠12番 牝3歳 馬主　小野瀬悦子

青鹿毛 生年月日　2016年4月28日 アースヴィヴィアナ 調教師　的場直之（大井） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月24日

父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘 牝4歳 馬主　松山増男 父　リーチザクラウン 生産牧場　小野瀬竜馬

母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2014年3月29日 母　ミレナリオ（父　ラジヤマハール） 産地　清水町

地方収得賞金　1,075,000円 父　カジノドライヴ 生産牧場 習志野牧場 地方収得賞金　4,855,000円

北海道：2018/05/02～　11戦1勝（2着0回、3着3回） 母　ヒカルマイヒメ（父アグネスタキオン） 産地 白老町 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠14番 地方収得賞金　4,095,000円 南関東：2018/02/23～　16戦1勝（2着1回、3着3回）

ルフィアンキック 調教師　栗田裕光（大井） 北海道：2016/08/30～　12戦7勝（2着1回、3着1回） 8枠11番
牡2歳 馬主　佐野幸一郎 南関東：2018/04/19～　6戦1勝（2着1回、3着2回） リトルキッチン 調教師　佐野謙二（大井） 

鹿毛 生年月日　2016年4月19日 牝4歳 馬主　和田博美

父　シンボリクリスエス 生産牧場　新冠伊藤牧場 5R 青鹿毛 生年月日　2014年2月10日

母　アドマイヤシズカ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 2枠4番 父　ロージズインメイ 生産牧場　対馬正

地方収得賞金　945,000円 アフリカファースト 調教師　阪本一栄（大井） 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

北海道：2018/06/20～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 牝3歳 馬主　渡邉和典 地方収得賞金　6,130,000円

南関東：2018/11/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年3月28日 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

父　ヨハネスブルグ 生産牧場　聖心台牧場 南関東：2017/01/25～　12戦3勝（2着1回、3着1回）

2R 母　モーガンズマンボ（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 8枠12番

2枠4番 地方収得賞金　3,130,000円 レイホーウエーブ 調教師　森下淳平（大井）

ブレイヴスピリット 調教師　高岩孝敏（大井） 北海道：2017/07/12～　5戦2勝（2着1回、3着0回） セン5歳 馬主　永井啓弍

牡2歳 馬主　坪井隼人 南関東：2017/12/29～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2013年5月13日

青毛 生年月日　2016年5月4日 父　スズカマンボ 生産牧場　岡野牧場

父　トゥザグローリー 生産牧場　松栄牧場 6R 母　サンウインダー（父　アフリート） 産地　新ひだか町

母　セルフィッシュ（父　ブライアンズタイム） 産地　浦河町 2枠4番 地方収得賞金　8,115,000円

地方収得賞金　750,000円 ナルノステファニー 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着0回、3着2回）

北海道：2018/08/02～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 牝3歳 馬主　成瀬篤司 南関東：2016/02/24～　26戦4勝（2着2回、3着3回）

3枠6番 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

ゴールゲッター 調教師　阪本一栄（大井） 父　ディープブリランテ 生産牧場　松浦牧場 10R　第64回東京大賞典〔GⅠ〕
牝2歳 馬主　山田祐三 母　アルディーミル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　新冠町 2枠3番
黒鹿毛 生年月日　2016年3月12日 地方収得賞金　3,365,000円 スーパーステション 調教師　角川秀樹（北海道） 

父　クロフネ 生産牧場　細川農場 北海道：2017/07/26～　5戦2勝（2着0回、3着2回） 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

母　ロンギングシャネル（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 南関東：2017/11/28～　17戦0勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2014年5月6日

地方収得賞金　937,500円 8枠15番 父　カネヒキリ 生産牧場　グランド牧場

北海道：2018/07/05～　9戦1勝（2着0回、3着2回） スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） 母　ワイルドイマージュ（父　ワイルドラッシュ） 産地　新ひだか町

4枠8番 牝5歳 馬主　佐藤聡 地方収得賞金　48,700,000円

ヨシノルキー 調教師　澤佳宏（大井） 栗毛 生年月日　2013年5月7日 北海道：2016/05/18～　15戦8勝（2着1回、3着2回）

牝2歳 馬主　中村吉隆 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年5月1日 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 南関東：2018/01/03～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　プリサイスエンド 生産牧場　富塚ファーム 地方収得賞金　6,175,000円 北海道：2018/04/25～　6戦6勝（2着0回、3着0回）

母　アイラシンガー（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） ◆2018　道営記念［門別］　1着　　◆2018　瑞穂賞［門別］　1着

地方収得賞金　1,125,000円 南関東：2015/10/13～　46戦2勝（2着0回、3着3回） ◆2018　旭岳賞［門別］　1着　　◆2018　星雲賞［門別］　1着

北海道：2018/06/20～　10戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2018　赤レンガ記念［門別］　1着　　◆2018　コスモバルク記念［門別］　1着

5枠9番 7R ◆2017　ダービーグランプリ［水沢］　1着　　◆2017　王冠賞［門別］　1着

ハッピーアロー 調教師　立花伸（大井） 5枠7番 ◆2016　サッポロクラシックC［門別］　3着　　◆2016　栄冠賞［門別］　3着

牝2歳 馬主　村山忠弘 フィールザファイア 調教師　佐々木忠昭（大井） 5枠9番
黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 牝4歳 馬主　高橋真紀 フレアリングダイヤ 調教師　市村誠（大井） 

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 栗毛 生年月日　2014年3月19日 牡3歳 馬主　山口明彦

母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 黒鹿毛 生年月日　2015年5月19日

地方収得賞金　950,000円 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 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回） 地方収得賞金　5,881,000円 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

7枠13番 北海道：2016/07/19～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　13,555,000円

モリノビーナス 調教師　蛯名雄太（大井） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/05/24～　13戦2勝（2着3回、3着4回）

牝2歳 馬主　坂本肇 南関東：2016/12/16～　14戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/11/28～　9戦1勝（2着0回、3着3回）

黒鹿毛 生年月日　2016年5月23日 ◆2016　園田プリンセスC［園田］　2着 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

父　ベーカバド 生産牧場　笹川大晃牧場 5枠8番 ◆2018　東京湾C［船橋］　3着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　3着

母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 8枠15番
地方収得賞金　1,065,000円 牡7歳 馬主　永井商事（株） グルームアイランド 調教師　渡邉和雄（大井） 

北海道：2018/05/23～　9戦1勝（2着3回、3着0回） 栗毛 生年月日　2011年3月12日 牡7歳 馬主　前田敏文

8枠16番 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 鹿毛 生年月日　2011年5月4日

アルクマール 調教師　佐野謙二（大井） 母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　原光彦

牡2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 地方収得賞金　12,412,000円 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

鹿毛 生年月日　2016年4月1日 北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　56,477,000円

父　ゴールドアリュール 生産牧場　下河辺牧場 岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/04/29～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

母　エクシードワン（父　ナリタブライアン） 産地　日高町 北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回） 南関東：2014/12/04～　10戦9勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　880,000円 南関東：2016/01/13～　21戦6勝（2着6回、3着5回） 金沢：2015/11/15～　21戦10勝（2着2回、3着1回）

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 8枠13番 　うち他地区参戦：6戦2勝（2着0回、3着0回）

パワーピッチング 調教師　秋吉和美（大井） 南関東：2018/02/21～　8戦0勝（2着0回、3着2回）

3R 牡7歳 馬主　菊地博 ◆2016　報知オールスターC［川崎］　1着　　◆2017　北國王冠［金沢］　1着

1枠1番 鹿毛 生年月日　2011年5月22日 ◆2017　イヌワシ賞［金沢］　1着　　◆2016　オグリキャップ記念［笠松］　1着

ディフィーノ 調教師　山中尊徳（船橋） 父　クロフネ 生産牧場　西山牧場 ◆2016　金沢スプリングC［金沢］　1着　　◆2015　中日杯［金沢］　1着

牝5歳 馬主　（株）馬事学院 母　セイウンクレナイ（父　タイキシャトル） 産地　日高町 ◆2016　北國王冠［金沢］　2着

鹿毛 生年月日　2013年3月31日 地方収得賞金　14,834,000円 ◆2016　百万石賞［金沢］　3着　　◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　3着

父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 北海道：2013/06/13～　7戦2勝（2着0回、3着1回） ◆2018　フリオーソレジェンドC［船橋］　3着

母　グリンタ（父　アラジ） 産地　日高町 南関東：2013/12/30～　63戦5勝（2着7回、3着3回）

地方収得賞金　5,440,000円 11R
北海道：2015/04/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 8R 5枠5番
金沢：2015/12/15～　16戦2勝（2着2回、3着0回） 4枠5番 センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 

南関東：2016/11/11～　43戦2勝（2着3回、3着5回） ペインゴーアウェイ 調教師　朝倉実（大井） 牡4歳 馬主　米津佳昭

8枠15番 牝3歳 馬主　手嶋康雄 栗毛 生年月日　2014年5月6日

プリーズ 調教師　庄子昭彦（大井） 黒鹿毛 生年月日　2015年6月8日 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也

牝3歳 馬主　酒井孝敏 父　バトルプラン 生産牧場　佐竹学 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町

鹿毛 生年月日　2015年3月21日 母　ミルクデール（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　17,570,000円

父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　5,010,000円 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1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 北海道：2017/06/08～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2016/11/16～　23戦5勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　2,910,000円 南関東：2017/12/27～　18戦1勝（2着1回、3着2回） 8枠9番
北海道：2017/04/26～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 6枠9番 トルナベント 調教師　佐野謙二（大井） 

南関東：2018/02/23～　17戦1勝（2着0回、3着0回） フォローユアハート 調教師　鷹見浩（大井） 牡4歳 馬主　和田博美

8枠16番 牝3歳 馬主　小橋亮太 鹿毛 生年月日　2014年4月11日

エムオーブラック 調教師　堀江仁（大井） 鹿毛 生年月日　2015年2月18日 父　フィガロ 生産牧場　加野牧場

牡3歳 馬主　大浅貢 父　スズカマンボ 生産牧場　グランド牧場 母　モエレピンクレディ（父　ゴールドヘイロー） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2015年3月28日 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 地方収得賞金　18,188,000円

父　タニノギムレット 生産牧場　門別牧場 地方収得賞金　5,065,000円 北海道：2016/05/11～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

母　エムオーミラクル（父　タヤスツヨシ） 産地　日高町 北海道：2017/05/03～　10戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2017/03/23～　26戦4勝（2着1回、3着4回）

地方収得賞金　2,935,000円 南関東：2018/01/26～　11戦0勝（2着2回、3着3回）

北海道：2017/06/01～　10戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2017　フローラルC［門別］　3着 12R
南関東：2018/02/22～　13戦0勝（2着1回、3着2回） 7枠10番 6枠12番

ナツミプレジール 調教師　米田英世（大井） グローリング 調教師　鈴木啓之（大井） 

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牝3歳 馬主　森近隆幸 牡3歳 馬主　西森鶴

1R　⑤エイシンセドリック 鹿毛 生年月日　2015年4月15日 鹿毛 生年月日　2015年4月27日

3R　①ローザルーナ　③ポートカナベラル 父　エスポワールシチー 生産牧場　三好牧場 父　フリオーソ 生産牧場　旭牧場

4R　③マッテマシタ　④フジノローズ 母　シンコウベルデ（父　トニービン） 産地　浦河町 母　アペイロン（父　エルコンドルパサー） 産地　日高町

6R　④バッテリーパーク 地方収得賞金　4,960,000円 地方収得賞金　8,410,000円

8R　③エムティアミーゴ　⑦トリップオブラブ　⑨エッジ 北海道：2017/05/10～　10戦1勝（2着4回、3着1回） 北海道：2017/05/11～　11戦1勝（2着1回、3着5回）

10R　⑥センザンルビー 南関東：2017/12/30～　15戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2017/12/30～　12戦2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） 8枠15番

●本日の騎乗予定　阿部 龍騎手 7枠11番 ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 

大井2R　⑬モリノビーナス アティテュード 調教師　中道啓二（大井） 牡3歳 馬主　岡田隆寛

　　　5R　⑭アナマリア 牝3歳 馬主　伊達泰明 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

　　　6R　⑦アントルメ 黒鹿毛 生年月日　2015年5月12日 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛

　　　9R　⑫レイホーウェーブ 父　フェデラリスト 生産牧場　サンシャイン牧場 母　ネバーグレイス（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

　　10R　③スーパーステション 母　ハーミア（父　フィガロ） 産地　日高町 地方収得賞金　9,800,000円

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 地方収得賞金　5,133,000円 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

大井3R　⑯エムオーブラック 北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/01～　11戦2勝（2着2回、3着2回）

　　　8R　⑪アティテュード 岩手：2017/08/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 金沢：2017/10/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

大井2R　⑯アルクマール 南関東：2017/11/09～　14戦1勝（2着2回、3着2回）

　　　4R　⑭アエノローレンス 8枠13番

　　　6R　⑬アールビット リンノゲレイロ 調教師　高岩孝敏（大井） 

　　　7R　②エヴァンジル 牡3歳 馬主　林正夫

　　　8R　⑦デルマカゼタチヌ 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

　　10R　⑨フレアリングダイヤ 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　競優牧場

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 母　ステージワンスモア（父　タニノギムレット） 産地　新冠町

大井1R　⑨ブルーモスク 地方収得賞金　5,120,000円

　　　7R　⑤オーキッドメモリー 北海道：2017/06/07～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

　　　12R　⑯タヤバーキ 佐賀：2017/11/04～　10戦4勝（2着1回、3着2回）

北海道：2018/10/02～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

◆2018　佐賀皐月賞［佐賀］　1着　　◆2018　筑紫野賞［佐賀］　1着

◆2018　飛燕賞［佐賀］　2着

◆2017　天山賞［佐賀］　3着
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大井10Ｒ東京大賞典に

③スーパーステションが遠征！

また、⑨フレアリングダイヤには

井上幹太騎手が騎乗します♪


