
1R 4R 10R　第42回東京2歳優駿牝馬〔SⅠ〕（GDJ2018）

3枠4番 6枠12番 1枠1番

リンノレジェンド 調教師　鈴木啓之（大井） リックプンバ 調教師　村上頼章（大井） ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 

牡2歳 馬主　林正夫 牡3歳 馬主　山邉浩 牝2歳 馬主　小林祥晃

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 鹿毛 生年月日　2015年4月28日 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

父　トビーズコーナー 生産牧場　上山牧場 父　アドマイヤマックス 生産牧場　荒木貴宏 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場

母　ピエールナオチャン（父　ケイムホーム） 産地　浦河町 母　ミカワマドカ（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 母　キモンオレンジ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,750,000円 地方収得賞金　1,162,000円 地方収得賞金　2,715,000円

北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/06/15～　12戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2017/11/23～　24戦2勝（2着3回、3着7回） 南関東：2018/09/19～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

4枠6番 1枠2番

ダストデビル 調教師　佐野謙二（大井） 5R スティールティアラ 調教師　角川秀樹（北海道） 

牡2歳 馬主　和田博美 1枠1番 牝2歳 馬主　菅野守雄

黒鹿毛 生年月日　2016年3月30日 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 栗毛 生年月日　2016年4月17日

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　リトルブルーファーム 牡3歳 馬主　岡田義見 父　サウスヴィグラス 生産牧場　村上牧場

母　ダブルハッピー（父　タイキシャトル） 産地　清水町 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 母　ラヴィール（父　キンググローリアス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,500,000円 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 地方収得賞金　4,925,000円

北海道：2018/05/09～　6戦2勝（2着0回、3着0回） 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/11/16～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,443,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠13番 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　フローラルC［門別］　2着　　◆2018　サッポロクラシックC［門別］　2着

ゴーマイウェイ 調教師　嶋田幸晴（大井） 笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 2枠4番

牡2歳 馬主　（有）新生ファーム 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） アークヴィグラス 調教師　嶋田幸晴（大井）

青毛 生年月日　2016年3月19日 南関東：2018/12/05～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 牝2歳 馬主　アークフロンティア（株）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　新生ファーム 2枠4番 栗毛 生年月日　2016年5月18日

母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 ソトコマタ 調教師　遠藤茂（大井） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　村上牧場

地方収得賞金　2,515,000円 牝3歳 馬主　芳賀克也 母　キセキノショウリ（父　フジキセキ） 産地　新冠町

北海道：2018/05/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年4月28日 地方収得賞金　38,700,000円

南関東：2018/11/01～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　真壁信一 北海道：2018/05/31～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

8枠15番 母　ヒカリアイ（父　アフリート） 産地　むかわ町 南関東：2018/11/27～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

マリガン 調教師　高橋清顕（大井） 地方収得賞金　1,643,000円 ◆2018　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2018　ローレル賞［門別］　1着

牡2歳 馬主　中西純穂 北海道：2017/06/21～　18戦4勝（2着1回、3着4回） ◆2018　リリーC［門別］　1着　　◆2018　フルールC［門別］　1着

黒鹿毛 生年月日　2016年4月13日 3枠5番

父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場 7R ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 

母　ブルーハピネス（父　エイシンサンディ） 産地　新ひだか町 4枠8番 牝2歳 馬主　（有）新生ファーム

地方収得賞金　2,435,000円 アラレチャン 調教師　的場直之（大井） 黒鹿毛 生年月日　2016年1月31日

北海道：2018/06/21～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　林叔瑞 父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム

南関東：2018/09/18～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月5日 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 地方収得賞金　2,680,000円

母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

2R 地方収得賞金　2,252,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

5枠8番 北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着

フラッシュアロー 調教師　立花伸（大井） 南関東：2017/12/12～　16戦0勝（2着0回、3着4回） ◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着

牝2歳 馬主　村山忠弘 4枠7番

栗毛 生年月日　2016年3月16日 8R グレイアンジェラ 調教師　佐々木仁（川崎） 

父　パイロ 生産牧場　株式会社カネツ牧場 1枠1番 牝2歳 馬主　（有）グランド牧場

母　ムーンスガタ（父　アドマイヤムーン） 産地　日高町 トンイ 調教師　松浦裕之（大井） 芦毛 生年月日　2016年2月21日

地方収得賞金　2,660,000円 牝3歳 馬主　（株）チャンピオンズファーム 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

北海道：2018/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年2月14日 母　ワカオカミ（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町

南関東：2018/11/15～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 父　ディープブリランテ 生産牧場　チャンピオンズファーム 地方収得賞金　4,500,000円

8枠14番 母　プランシングレディ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 北海道：2018/07/11～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

アンビグラム 調教師　阪本一栄（大井） 地方収得賞金　4,355,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　伊藤温 北海道：2017/07/06～　8戦2勝（2着4回、3着0回） ◆2018　ブロッサムC［門別］　2着

黒鹿毛 生年月日　2016年2月16日 南関東：2017/12/29～　12戦0勝（2着4回、3着2回） ◆2018　フルールC［門別］　3着

父　ベルシャザール 生産牧場　大栄牧場 5枠5番 5枠9番

母　エクストラニュース（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町 プレジデントスワン 調教師　久保田信之（大井） ミコマイ 調教師　市村誠（大井）

地方収得賞金　2,600,000円 牝4歳 馬主　（株）馬事学院 牝2歳 馬主　（有）門脇

北海道：2018/06/28～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2014年3月31日 鹿毛 生年月日　2016年4月16日

父　サクラプレジデント 生産牧場　ノースガーデン 父　エイシンフラッシュ 生産牧場　森永聡

3R 母　アイアイティアラ（父　トロットサンダー） 産地　日高町 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

2枠4番 地方収得賞金　3,784,000円 地方収得賞金　2,965,000円

ププ 調教師　朝倉実（大井） 北海道：2016/07/19～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　手嶋康雄 愛知：2016/12/14～　33戦7勝（2着5回、3着6回） 南関東：2018/10/10～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年5月21日 南関東：2018/06/19～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠11番

父　アグネスデジタル 生産牧場　奥山博 シェリーアモール 調教師　山口竜一（北海道） 

母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　日高町 9R 牝2歳 馬主　吉橋英隆

地方収得賞金　1,760,000円 8枠10番 栗毛 生年月日　2016年4月13日

北海道：2017/05/24～　15戦2勝（2着1回、3着1回） スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） 父　グラスワンダー 生産牧場　長田ファーム

兵庫：2017/12/30～　17戦2勝（2着1回、3着3回） 牝7歳 馬主　馬場三四郎 母　ケイズビーナス（父　タイキシャトル） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2011年5月28日 地方収得賞金　4,475,000円

●金沢・園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一 北海道：2018/05/22～　7戦2勝（2着0回、3着1回）

笠松2R　①マリポサ 母　ケイアイポップス（父　コマンダーインチーフ） 産地　日高町 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

　　　4R　⑧デルグレネ 地方収得賞金　14,427,000円 ◆2018　プリンセスC［水沢］　1着

　　　5R　③キングレイジング 北海道：2013/08/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2018　フローラルC［門別］　3着

　　　7R　④ユリカゴ　⑥サクラエ　⑧クマリ 佐賀：2013/11/17～　12戦3勝（2着4回、3着0回） 7枠14番

　　　8R　②ヒカリチャン 南関東：2014/07/29～　28戦0勝（2着9回、3着3回） エムティアン 調教師　山口竜一（北海道）

　　　9R　③ハタノリヴィール 兵庫：2016/05/18～　24戦6勝（2着7回、3着0回） 牝2歳 馬主　（株）門別牧場

　　10R　⑧ハーリーバーリー 南関東：2018/01/25～　12戦2勝（2着2回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2016年3月18日

　　11R　第47回東海ゴールドC　⑨サザンオールスター　⑩ドリームスイーブル ◆2014　大観峰賞［佐賀］　1着 父　パドトロワ 生産牧場　漆原武男

高知6R　⑨シャーロットリン 母　サンドハーブ（父　エルハーブ） 産地　新ひだか町

　　　8R　第49回高知県知事賞　⑥アウトスタンディン　 11R 地方収得賞金　6,900,000 中央収得賞金　4,700,000円

3枠3番 北海道：2018/05/09～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

大井1R　⑬ゴーマイウェイ 牡3歳 馬主　佐藤堅一 ◆2018　エーデルワイス賞［門別］　3着

　　12R　⑤ルミナスコマンダー 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 8枠16番

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 ボルドーシエル 調教師　水野貴史（浦和）

大井3R　④ププ 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 牝2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

　　　4R　⑬ローレンピュア 地方収得賞金　4,135,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年3月8日

　　11R　⑦ツインクルテソーロ 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 父　タイキシャトル 生産牧場　柏木一則

●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 南関東：2017/12/27～　20戦1勝（2着2回、3着1回） 母　マイネソシオ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町

大井3R　⑮ヤマショウバトル 5枠8番 地方収得賞金　2,674,000円

　　10R　②スティールティアラ アンジェリコ 調教師　佐野謙二（大井） 北海道：2018/05/10～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 牝6歳 馬主　和田博美 岩手：2018/09/17～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

大井1R　⑥ダストデビル 鹿毛 生年月日　2012年4月11日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

　　　2R　⑪マーブルリバース 父　パイロ 生産牧場　稲原牧場 南関東：2018/12/25～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

　　　3R　⑨マディソンスクエア 母　エアリング（父　ダンシングブレーヴ） 産地　平取町 ◆2018　ラブミーチャン記念［笠松］　3着

　　　4R　④ボスアンルーリー 地方収得賞金　11,336,000円

　　　7R　⑤ノーブルキッス 北海道：2014/05/14～　7戦1勝（2着3回、3着0回）

　　12R　⑮ドラゴンハート 南関東：2014/12/26～　68戦2勝（2着4回、3着4回）

6枠10番

ムーンドライヴ 調教師　三坂盛雄（大井） 

牝3歳 馬主　吉田勝己

栗毛 生年月日　2015年2月20日

父　カジノドライヴ 生産牧場　ノーザンファーム

母　シーザムーンライト（父　ゴールドアリュール） 産地　安平町

地方収得賞金　4,240,000円

北海道：2017/06/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

岩手：2017/09/24～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/03/03～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

12R
2枠4番

リックマドカ 調教師　村上頼章（大井） 

牝4歳 馬主　山邉浩

栗毛 生年月日　2014年4月20日

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　荒木貴宏

母　ミカワマドカ（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　8,583,000円

北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

岩手：2016/10/03～　21戦0勝（2着1回、3着6回）

南関東：2017/11/15～　20戦6勝（2着0回、3着1回）

12/31（月） 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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大井10R・東京2歳優駿牝馬に、

ホッカイドウ競馬所属馬が3頭、

ホッカイドウ競馬デビュー馬が5頭出走！

応援してくださいね～♪
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