
1R 4R 9R

1枠1番 2枠2番 3枠4番

スターインステルス 調教師　寺田新太郎（大井） タカラアロマ 調教師　井上弘之（大井） ペインゴーアウェイ 調教師　朝倉実（大井） 

牝3歳 馬主　坂本順子 牝7歳 馬主　森谷行秀 牝4歳 馬主　手嶋康雄

栗毛 生年月日　2016年5月4日 栗毛 生年月日　2012年2月20日 黒鹿毛 生年月日　2015年6月8日

父　フリオーソ 生産牧場　藤川フアーム 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　大栄牧場 父　バトルプラン 生産牧場　佐竹学

母　スクロヴェーニ（父　スパイキュール） 産地　新ひだか町 母　オレンジアロマ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 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　1,505,000円 地方収得賞金　8,790,000円 地方収得賞金　5,010,000円

北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2014/05/14～　12戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2017/06/08～　10戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2018/12/04～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/02/04～　61戦2勝（2着2回、3着6回） 南関東：2017/12/27～　19戦1勝（2着1回、3着2回）

2枠2番 3枠4番 6枠10番

ボーロレイ 調教師　佐藤壽（大井） ソトコマタ 調教師　遠藤茂（大井） ヤマクジラ 調教師　佐野謙二（大井） 

牡3歳 馬主　酒井孝敏 牝4歳 馬主　芳賀克也 牡4歳 馬主　和田博美

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 鹿毛 生年月日　2015年4月28日 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

父　ダノンシャンティ 生産牧場　サンシャイン牧場 父　ヴァーミリアン 生産牧場　真壁信一 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場

母　アンペラトリス（父　オペラハウス） 産地　日高町 母　ヒカリアイ（父　アフリート） 産地　むかわ町 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　1,251,000円 地方収得賞金　1,643,000円 地方収得賞金　5,125,000円

北海道：2018/06/20～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/21～　18戦4勝（2着1回、3着4回） 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着3回）

愛知：2018/09/27～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/31～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/10/06～　18戦1勝（2着2回、3着1回）

佐賀：2018/11/10～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 7枠13番
南関東：2018/12/25～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 5R リンノゲレイロ 調教師　高岩孝敏（大井） 

3枠3番 2枠4番 牡4歳 馬主　林正夫

ライトニングボルト 調教師　井上弘之（大井） フィールザファイア 調教師　佐々木忠昭（大井） 鹿毛 生年月日　2015年3月1日

牡3歳 馬主　三浦良三 牝5歳 馬主　高橋真紀 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　競優牧場

青鹿毛 生年月日　2016年4月28日 栗毛 生年月日　2014年3月19日 母　ステージワンスモア（父　タニノギムレット） 産地　新冠町

父　オネストジョン 生産牧場　藤本直弘 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　5,120,000円

母　オフザリップ（父　フジキセキ） 産地　日高町 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：2017/06/07～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,075,000円 地方収得賞金　5,881,000円 佐賀：2017/11/04～　10戦4勝（2着1回、3着2回）

北海道：2018/05/02～　11戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2016/07/19～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/10/02～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

南関東：2018/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠12番 南関東：2016/12/16～　15戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2018　佐賀皐月賞［佐賀］　1着　　◆2018　筑紫野賞［佐賀］　1着

ハッピーハナコサン 調教師　朝倉実（大井） ◆2016　園田プリンセスC［園田］　2着 ◆2018　飛燕賞［佐賀］　2着

牝3歳 馬主　三島宣彦 4枠8番 ◆2017　天山賞［佐賀］　3着

鹿毛 生年月日　2016年3月4日 スリーペイド 調教師　森下淳平（大井） 

父　シビルウォー 生産牧場　聖心台牧場 牡8歳 馬主　永井商事（株） 10R
母　ハシルモーガン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2011年3月12日 7枠7番

地方収得賞金　1,116,500円 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　信岡牧場 リンノレジェンド 調教師　鈴木啓之（大井）

北海道：2018/08/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ペイドリン（父　Ｐｕｌｐｉｔ） 産地　浦河町 牡3歳 馬主　林正夫

金沢：2018/11/18～　3戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　12,532,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日

北海道：2014/09/10～　5戦4勝（2着1回、3着0回） 父　トビーズコーナー 生産牧場　上山牧場

2R 岩手：2014/12/08～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 母　ピエールナオチャン（父　ケイムホーム） 産地　浦河町

1枠1番 北海道：2015/04/29～　11戦4勝（2着5回、3着1回） 地方収得賞金　2,750,000円

モリノビーナス 調教師　蛯名雄太（大井） 南関東：2016/01/13～　22戦6勝（2着6回、3着5回） 北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　坂本肇 5枠9番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年5月23日 コパノミラーレ 調教師　松浦裕之（大井） 南関東：2018/12/31～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

父　ベーカバド 生産牧場　笹川大晃牧場 牡6歳 馬主　高岡里枝

母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町 鹿毛 生年月日　2013年4月14日 11R　'19ウインタースプリント（準重賞）

地方収得賞金　1,065,000円 父　アッミラーレ 生産牧場　ユートピア牧場 1枠1番
北海道：2018/05/23～　9戦1勝（2着3回、3着0回） 母　アミュレット（父　マヤノトップガン） 産地　登別市 キャンドルグラス 調教師　川島正一（船橋）

南関東：2018/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　10,045,000円 牡5歳 馬主　吉田照哉

4枠4番 北海道：2015/05/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2014年5月7日

モスコミュール 調教師　久保杉隆（大井） 岩手：2015/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

牝3歳 馬主　（有）木村牧場 南関東：2016/02/24～　48戦4勝（2着2回、3着6回） 母　ブローザキャンドル（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

栗毛 生年月日　2016年5月5日 5枠10番 地方収得賞金　52,650,000円

父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 アマラントス 調教師　上杉昌宏（大井） 北海道：2016/06/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

母　ジェベルロバーツ（父　ウェイオブライト） 産地　日高町 牡5歳 馬主　岡田義見 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,370,000円 栗毛 生年月日　2014年5月31日 南関東：2016/12/14～　15戦6勝（2着0回、3着4回）

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 父　ナカヤマフェスタ 生産牧場　日高大洋牧場 ◆2018　'18ウインタースプリント［大井］　1着

南関東：2018/11/01～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 母　レモンキス（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町 ◆2018　ゴールドC［浦和］　3着　　◆2018　アフター5スター賞［大井］　3着

8枠10番 地方収得賞金　5,720,000円 ◆2017　羽田盃[大井]　3着　　◆2017　ブルーバードカップ[船橋]　3着

アークザゴールド 調教師　高橋清顕（大井） 北海道：2016/06/23～　22戦3勝（2着3回、3着4回）

牡3歳 馬主　成瀬篤司 南関東：2018/02/22～　16戦3勝（2着0回、3着4回） 12R
黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 1枠1番
父　ゴールドヘイロー 生産牧場　恵比寿牧場 6R ヴァルム 調教師　佐藤壽（大井）

母　エビスリラ（父　サクラバクシンオー） 産地　浦河町 4枠6番 牝5歳 馬主　酒井孝敏

地方収得賞金　1,225,000円 オールマイライフ 調教師　的場直之（大井） 青鹿毛 生年月日　2014年5月13日

北海道：2018/06/20～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 牝5歳 馬主　廣松重信 父　パイロ 生産牧場　前川義則

南関東：2018/11/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 青毛 生年月日　2014年3月25日 母　ベティフォーエバー（父　ブラックホーク） 産地　日高町

8枠11番 父　ネオユニヴァース 生産牧場　赤石牧場 地方収得賞金　9,010,000円

セリス 調教師　朝倉実（大井） 母　ドリームヴィーナス（父　ジェイドロバリー） 産地　平取町 北海道：2016/05/24～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　（有）ノマ 地方収得賞金　5,913,000円 高知：2016/12/10～　17戦2勝（2着0回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2016年4月3日 北海道：2016/05/19～　11戦2勝（2着2回、3着1回） 南関東：2017/07/26～　30戦6勝（2着0回、3着2回）

父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場 南関東：2016/12/30～　28戦2勝（2着1回、3着3回） 4枠4番

母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町 ジリキ 調教師　阪本一栄（大井） 

地方収得賞金　1,515,000円 7R 牡5歳 馬主　山田祐三

北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 6枠9番 鹿毛 生年月日　2014年4月13日

南関東：2018/12/25～　1戦0勝（2着1回、3着0回） パワーピッチング 調教師　秋吉和美（大井） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　山田祐三

牡8歳 馬主　菊地博 母　アウスレーゼ（父　ゼネラリスト） 産地　新冠町

3R 鹿毛 生年月日　2011年5月22日 地方収得賞金　11,530,000円

8枠14番 父　クロフネ 生産牧場　西山牧場 北海道：2016/07/06～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 母　セイウンクレナイ（父　タイキシャトル） 産地　日高町 南関東：2016/12/31～　24戦2勝（2着3回、3着4回）

牡4歳 馬主　岡田義見 地方収得賞金　14,834,000円 4枠5番
鹿毛 生年月日　2015年5月12日 北海道：2013/06/13～　7戦2勝（2着0回、3着1回） エリュシオン 調教師　月岡健二（大井）

父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 南関東：2013/12/30～　65戦5勝（2着7回、3着3回） 牡6歳 馬主　佐々木雄二

母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2013年5月3日

地方収得賞金　1,653,000円 8R 父　ゴールドアリュール 生産牧場　鮫川啓一

北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠7番 母　オリヒメチャーム（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） ミレナ 調教師　寺田新太郎（大井） 地方収得賞金　13,760,000円

北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　小野瀬悦子 北海道：2015/05/28～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

南関東：2018/12/05～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2015年3月24日 岩手：2015/09/19～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

父　リーチザクラウン 生産牧場　小野瀬竜馬 JRA：2016/02/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　ミレナリオ（父　ラジヤマハール） 産地　清水町 南関東：2016/04/22～　34戦2勝（2着5回、3着3回）

2R　⑤マリポサ 地方収得賞金　4,855,000円 5枠7番

4R　①ヒカリチャン 北海道：2017/04/26～　6戦1勝（2着0回、3着0回） マントルパワー 調教師　橋本和馬（大井） 

5R　②ユリカゴ　⑤サクラエ 南関東：2018/02/23～　17戦1勝（2着1回、3着3回） 牡4歳 馬主　和田博美

6R　⑦クマリ　⑨バジガクスペラーレ 栗毛 生年月日　2015年4月29日

8R　①マッチデース　③ライトリー ●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 父　ローエングリン 生産牧場　日西牧場

9R　第43回ゴールドジュニア　①エリアント　④サノオーソ　⑤レジア 大井2R　⑪セリス 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

　　　⑦ゴールドリング　⑨ボルドープラージュ 　　　6R　⑫アースボンバー 地方収得賞金　7,795,000円

10R　⑦クイーンズピース　⑧ベアーレ 　　　9R　⑤アースボーン 北海道：2017/08/03～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 南関東：2017/12/01～　16戦3勝（2着2回、3着1回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 大井2R　④モスコミュール 6枠8番

4R　③グローリーシェリー　⑤エムティストロフィ 　　　7R　⑩ナイトインブラック グローリング 調教師　鈴木啓之（大井） 

5R　④アラベスクシーズ　⑧ブラックトリガー 　　　8R　⑭ドラゴンイモン 牡4歳 馬主　西森鶴

6R　①ダーリングリップ　⑦ジュウマンコウネン 鹿毛 生年月日　2015年4月27日

9R　④フォーチュンシー　⑧イケノコスモス 父　フリオーソ 生産牧場　旭牧場

11R　⑨スターオブソレイユ 母　アペイロン（父　エルコンドルパサー） 産地　日高町

地方収得賞金　8,410,000円

北海道：2017/05/11～　11戦1勝（2着1回、3着5回）

南関東：2017/12/30～　13戦2勝（2着2回、3着1回）
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