
1R 7R 10R　第12回東京シンデレラマイル〔SⅢ〕

5枠5番 5枠5番 6枠11番

ビッグショウ 調教師　三坂盛雄（大井） ラストプラム 調教師　澤佳宏（大井） シェアハッピー 調教師　澤佳宏（大井）

牡2歳 馬主　沖田正憲 牝3歳 馬主　門別敏朗 牝4歳 馬主　天堀忠博

栗毛 生年月日　2016年3月15日 栗毛 生年月日　2015年5月14日 青鹿毛 生産牧場　門別敏朗

父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 父　ハイアーゲーム 生年月日　2014年4月12日

母　オリガミ（父　シャンハイ） 産地　日高町 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 母　ポンデュガール（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

地方収得賞金　1,465,000円 地方収得賞金　4,585,000円 地方収得賞金　31,135,000円

北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2016/05/19～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

7枠7番 南関東：2018/01/26～　17戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/12/31～　16戦2勝（2着3回、3着1回）

フォルレイロ 調教師　市村誠（大井） 6枠8番 ◆2017　'17桃花賞［大井］　1着

牝2歳 馬主　八嶋長久 アマラントス 調教師　上杉昌宏（大井） ◆2017　ロジータ記念［川崎］　2着　　◆2016　リリーC［門別］　2着

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 牡4歳 馬主　岡田義見 ◆2018　さざんか賞［船橋］　2着

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　村田牧場 栗毛 生年月日　2014年5月31日 7枠13番
母　リキサンキャロル（父　ニューイングランド） 産地　新冠町 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　日高大洋牧場 クロスウィンド 調教師　佐藤裕太（船橋） 

地方収得賞金　1,455,000円 母　レモンキス（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町 牝3歳 馬主　泉俊二

北海道：2018/08/16～　6戦0勝（2着4回、3着0回） 地方収得賞金　5,720,000円 鹿毛 生年月日　2015年5月9日

南関東：2018/12/03～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/06/23～　22戦3勝（2着3回、3着4回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　大北牧場

南関東：2018/02/22～　15戦3勝（2着0回、3着4回） 母　プリンシプルレディ（父　アグネスデジタル） 産地　浦河町

2R 7枠9番 地方収得賞金　37,108,000円

2枠3番 シュラーゲン 調教師　鷹見浩（大井） 北海道：2017/05/11～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

マギーメイ 調教師　橋本和馬（大井） 牡4歳 馬主　（株）ドン 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　村田裕子 鹿毛 生年月日　2014年4月10日 南関東：2017/12/18～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2016年3月15日 父　エンパイアメーカー 生産牧場　岩見牧場 北海道：2018/04/15～　6戦2勝（2着1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 母　ケージーレインボー（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 南関東：2018/10/02～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

母　ヘヴンリーカラーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　5,479,000円 ◆2018　ロジータ記念［川崎］　1着　　◆2018　王冠賞［門別］　1着

地方収得賞金　1,675,000円 北海道：2016/07/13～　6戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2017　ブロッサムカップ［門別］　1着

北海道：2018/06/14～　4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） ◆2018　北海優駿［門別］　2着

3枠5番 南関東：2016/12/05～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 8枠15番

アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） 北海道：2017/04/19～　11戦1勝（2着4回、3着1回） ジュエルクイーン 調教師　福永敏（大井）

牡2歳 馬主　成瀬篤司 南関東：2017/11/07～　8戦0勝（2着2回、3着0回） 牝6歳 馬主　杉山忠国

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 北海道：2018/09/26～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2012年4月17日

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 7枠10番 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　明治牧場

母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 トリプルアロー 調教師　辻野豊（大井） 母　プラチナローズ（父　クロフネ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,225,000円 牡5歳 馬主　中澤加那子 地方収得賞金　60,465,000円

北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 栗毛 生年月日　2013年5月23日 北海道：2014/05/21～　9戦2勝（2着4回、3着3回）

南関東：2018/11/15～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

4枠6番 母　マザーロード（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 愛知：2014/12/31～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

モスコミュール 調教師　久保杉隆（大井） 地方収得賞金　7,529,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　（有）木村牧場 北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2016年5月5日 南関東：2016/02/03～　49戦3勝（2着4回、3着0回） 北海道：2015/5/21～　29戦9勝（2着3回、3着6回）

父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 　うち他地区参戦：4戦1勝（2着1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 8R 南関東：2018/10/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,370,000円 1枠1番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着3回、3着0回） コアレスレンジャー 調教師　阪本泰之（大井） ◆2016・17・18　ビューチフル・ドリーマーC［水沢］　1着

南関東：2018/11/01～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　（有）キヨタケ牧場 ◆2017・18　ノースクイーンC［門別］　1着

4枠7番 黒鹿毛 生年月日　2014年3月17日 ◆2016・17　ヒダカソウC［門別］　1着　　◆2015　若草賞［名古屋］　1着

マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 父　カジノドライヴ 生産牧場　雅牧場 ◆2015　ゴールドジュニア［笠松］　1着　　◆2014　ラブミーチャン記念［笠松］　1着

牡2歳 馬主　生杉学 母　コアレスサンデー（父　ジェニュイン） 産地　平取町 ◆2014　エーデルワイス賞［門別］　2着　　◆2016　ノースクイーンC［門別］　2着

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 地方収得賞金　5,710,000円 ◆2015　ビューチフルー・ドリーマーC［水沢］　2着

父　シルポート 生産牧場　高橋農場 北海道：2016/06/16～　6戦0勝（2着2回、3着2回） ◆2015　ヒダカソウC［門別］　2着　　◆2014　イノセントC［門別］　2着

母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市 南関東：2016/12/28～　31戦1勝（2着3回、3着2回） ◆2014　リリーC［門別］　2着

地方収得賞金　1,800,000円 5枠7番 ◆2017　赤レンガ記念［門別］　3着　　◆2017　コスモバルク記念［門別］　3着

北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回） ミスターソウルマン 調教師　鷹見浩（大井） ◆2016　道営記念［門別］　3着　　◆2015　ノースクイーンC［門別］　3着

6枠10番 牡4歳 馬主　杉浦和也 ◆2015　北海優駿［門別］　3着　　◆2014　フルールC［門別］　3着

エアースピーダー 調教師　鈴木啓之（大井） 鹿毛 生年月日　2014年3月30日

牡2歳 馬主　北海道物産研究所（株） 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場 12R
黒鹿毛 生年月日　2016年4月12日 母　ダンスカーニバル（父　アフリート） 産地　新ひだか町 1枠2番
父　プリサイスエンド 生産牧場　伏木田牧場 地方収得賞金　5,065,000円 クリルカレント 調教師　月岡健二（大井） 

母　シャイニングサヤカ（父　キングヘイロー） 産地　浦河町 北海道：2016/06/30～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 牝5歳 馬主　（有）サンデーレーシング

地方収得賞金　1,800,000円 南関東：2016/12/28～　21戦1勝（2着4回、3着2回） 栗毛 生年月日　2013年5月14日

北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/04/24～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ケープリズバーン（父　Ｂｅｒｉｎｇ） 産地　安平町

8枠14番 9R 地方収得賞金　15,675,000円

サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 1枠1番 北海道：2015/07/21～　3戦2勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　（株）さくらコーポレーション ビーザライト 調教師　的場直之(大井) 南関東：2016/02/24～　28戦4勝（2着4回、3着1回）

栗毛 生年月日　2016年5月13日 牡4歳 馬主　坂本浩一 2枠4番
父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 鹿毛 生年月日　2014年2月3日 ウチデノコヅチ 調教師　堀千亜樹（大井）

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　フレンチデピュティ 生産牧場　追分ファーム 牝6歳 馬主　菅原広隆

地方収得賞金　1,470,000円 母　ラシルフィード（父　サンデーサイレンス） 産地　安平町 栗毛 生年月日　2012年2月27日

北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　12,163,000円 父　ディープスカイ 生産牧場　小河豊水

南関東：2018/10/10～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/08/03～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 母　シーキングドーラ（父　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ） 産地　新ひだか町

南関東：2016/10/13～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　11,445,000円 中央収得賞金　13,440,000円

4R 　うちJRA参戦：1戦0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）

2枠3番 佐賀：2017/05/06～　2戦0勝（2着1回、3着0回） JRA：2014/08/09～　15戦1勝（2着0回、3着0回）

サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） 南関東：2017/07/28～　13戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2016/07/01～　25戦1勝（2着1回、3着4回）

牝3歳 馬主　小野博郷 ◆2017　佐賀皐月賞［佐賀］　2着 3枠5番
黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日 2枠4番 オーブスプリング 調教師　荒山勝徳（大井）

父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 パーソナルマキ 調教師　宗形竹見（大井） 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ

母　バブリングブライド（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 牡5歳 馬主　杉浦和也 栗毛 生年月日　2014年3月8日

地方収得賞金　2,519,000円 栗毛 生年月日　2013年3月29日 父　ディープブリランテ 生産牧場　桜井牧場

北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場 母　ナスケンアイリス（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町

金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町 地方収得賞金　14,295,000円

南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　17,246,000円 中央収得賞金　1,800,000円 北海道：2016/06/09～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

金沢：2018/03/26～　13戦2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） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/02～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/07/28～　7戦2勝（2着3回、3着0回）

◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着 JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2016　フローラルC［門別］　1着

2枠4番 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2016　ブロッサムC［門別］　3着

トミケンチプア 調教師　蛯名雄太（大井） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 4枠7番
牡3歳 馬主　富樫賢二 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回） デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 

青鹿毛 生年月日　2015年5月9日 南関東：2017/12/01～　15戦2勝（2着2回、3着0回） 牡3歳 馬主　和田博美

父　プリサイスエンド 生産牧場　市川牧場 4枠7番 鹿毛 生年月日　2015年2月22日

母　ムサシレジーナ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 ヴァルム 調教師　佐藤壽（大井） 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場

地方収得賞金　1,100,000円 牝4歳 馬主　酒井孝敏 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町

北海道：2018/05/22～　6戦4勝（2着0回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2014年5月13日 地方収得賞金　12,100,000円

南関東：2018/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　前川義則 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

6枠11番 母　ベティフォーエバー（父　ブラックホーク） 産地　日高町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） 地方収得賞金　9,010,000円 南関東：2017/12/31～　11戦3勝（2着0回、3着2回）

牝6歳 馬主　森谷行秀 北海道：2016/05/24～　9戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

栗毛 生年月日　2012年2月20日 高知：2016/12/10～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 7枠13番
父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 南関東：2017/07/26～　30戦6勝（2着0回、3着2回） プロダンサー 調教師　藤村和生（大井） 

母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 5枠9番 牡5歳 馬主　本田恒雄

地方収得賞金　8,790,000円 ジャストフォファン 調教師　張田京（船橋）  芦毛 生年月日　2013年3月7日

北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 牡5歳 馬主　（株）ＭＢＲ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

南関東：2015/02/04～　60戦2勝（2着2回、3着6回） 鹿毛 生年月日　2013年2月11日 母　プリモカラーズ（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町

父　バゴ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 地方収得賞金　14,655,000円

5R 母　サパス（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町 北海道：2015/04/29～　11戦0勝（2着6回、3着2回）

1枠2番 地方収得賞金　15,350,000円 南関東：2015/12/28～　53戦2勝（2着4回、3着5回）

タイガーハウス 調教師　堀千亜樹（大井） 北海道：2015/06/24～　6戦3勝（2着1回、3着0回） 8枠15番
牡3歳 馬主　市川義美ホールディングス（株） 南関東：2015/12/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） エイシンエンジョイ 調教師　荒山勝徳（大井） 

鹿毛 生年月日　2015年5月10日 北海道：2016/04/20～　21戦4勝（2着5回、3着1回） 牡3歳 馬主　平井克彦

父　オルフェーヴル 生産牧場　坂東牧場 　うち他地区参戦：6戦0勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年4月16日

母　ピサノジュバン（父　スペシャルウィーク） 産地　平取町 南関東：2018/01/16～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　栄進牧場

地方収得賞金　2,670,000円 ◆2016　王冠賞［門別］　1着 母　エーシンジョイフル（父　オペラハウス） 産地　浦河町

北海道：2017/06/29～　7戦1勝（2着0回、3着2回） ◆2016　オパールC［盛岡］　2着　　◆北斗盃［門別］　2着 地方収得賞金　11,415,000円

南関東：2017/12/27～　7戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2017　せきれい賞［盛岡］　3着　　◆北海優駿［門別］　3着 北海道：2017/08/02～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

2枠4番 6枠12番 南関東：2018/04/17～　7戦2勝（2着1回、3着2回）

ファビリア 調教師　大宮和也（大井） マホウジン 調教師　納谷和玖（大井） 

牝3歳 馬主　船越伸也 牡5歳 馬主　（有）アシスタント ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
栗毛 生年月日　2015年4月15日 栗毛 生年月日　2013年4月5日 1R　①ナツミトゥジュール　②シャインボルテージ　③テンノクイン
父　スマートファルコン 生産牧場　船越伸也 父　カネヒキリ 生産牧場　浜本幸雄 　　　⑤ノースヒビキ　⑥コンビビアリテ　⑧エメラルウィッシュ
母　ニホンピロルーシー（父　タイキシャトル） 産地　平取町 母　ハッピーオーシャン（父　ジェニュイン） 産地　日高町 2R　③ムク　⑤タイムメイテル　⑦ヨータカ　⑧クイーンズピース
地方収得賞金　2,664,000円 地方収得賞金　15,950,000円 4R　①ポアンカレ　②レジア　③リックソダネー　⑤ロージーロージー
北海道：2017/07/13～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/06/16～　6戦2勝（2着0回、3着1回） 5R　④ズオズオエンジェル　⑤ダニースペシャル　⑦ライトリー
兵庫：2017/11/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/10/16～　36戦3勝（2着4回、3着3回） 6R　①アクアスクリーン　⑥カリーナ
南関東：2017/12/27～　18戦0勝（2着1回、3着2回） 7枠14番 7R　④アムールドランジュ

3枠6番 キタサンシンゲキ 調教師　辻野豊（大井） 8R　①ユキナ　⑥リックヒナチャン

フライトナカヤマ 調教師　赤嶺本浩（大井） 牡7歳 馬主　小林篤 9R　⑧ジョースパーク
牡3歳 馬主　（有）中山牧場 鹿毛 生年月日　2011年3月15日 10R 第22回ライデンリーダー記念
鹿毛 生年月日　2015年4月26日 父　ノボジャック 生産牧場　カタオカステーブル 　　　③ナラ　④ハッピーフライト　⑤ボルドープラージュ
父　ベーカバド 生産牧場　中山牧場 母　ミラクルウーマン（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 　　　⑧リードメロディー　⑨エリアント　⑩ドリームパーリオ
母　プラネット（父　アグネスフライト） 産地　浦河町 地方収得賞金　17,016,000円 中央収得賞金　7,000,000円 11R　⑧マッチデース　⑨ベアーレ
地方収得賞金　2,705,000円 北海道：2013/06/04～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

北海道：2017/06/15～　10戦2勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0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：2017/12/29～　12戦0勝（2着1回、3着3回） JRA：2013/12/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 1R　④ホワイトスパロウ

8枠16番 南関東：2014/11/27～　48戦3勝（2着5回、3着0回） 2R　⑥ロケットロード　⑦リュウノセレナーデ　⑧ファーストライト

トチノゴールド 調教師　岡田一男（浦和） 　　　⑪ツリーハピネス
牝5歳 馬主　藤江栄 3R　①リコーレキシントン　⑥ノンノン　⑪ハッピーアントニア
黒鹿毛 生年月日　2013年4月13日 4R　③カムオンルンルン　⑥ボヌールアヴ　⑨エラミカ
父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　田中春美 　　　⑩キュープライト　⑪フィールザゴッデス
母　アムルタート（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 5R　①アラベスクシーズ　⑦カットニス
地方収得賞金　5,798,000円 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 7R　⑦ハドロサウルス
北海道：2015/09/01～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 大井2R　⑬エムオーアプローズ 9R　⑧キュラティフ　⑪マケマケ
岩手：2015/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 　　　3R　⑩ナナチャンプ 10R　③キール　⑩シップオブテセウス
南関東：2016/04/18～　34戦2勝（2着1回、3着3回） 　　　5R　⑦スピシュスキー 11R　⑤チェリーサマー

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手
6R 大井9R　⑥モンロー

3枠5番 　　11R　⑮マイネルファラオン

ライトセイラ 調教師　鷹見浩（大井） ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
牝3歳 馬主　後藤貞夫 大井3R　⑫リヴァリーシップ
黒鹿毛 生年月日　2015年2月4日 　　　6R　⑥スリーポイント
父　エイシンフラッシュ 生産牧場　佐竹学

母　ケイアイセイラ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,802,000円

北海道：2017/08/09～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

愛知：2017/12/13～　13戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2018/06/26～　9戦0勝（2着2回、3着0回）

12/30（日） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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