
1R 3R 11R　第1回雲取賞〔SⅢ〕

2枠2番 6枠12番 2枠3番

ビッグショウ 調教師　三坂盛雄（大井） スウィフトテイラー 調教師　渡邉和雄（大井） マイコート 調教師　佐藤賢二（船橋） 

牡3歳 馬主　沖田正憲 牝6歳 馬主　佐藤聡 牡3歳 馬主　小林克己

栗毛 生年月日　2016年3月15日 栗毛 生年月日　2013年5月7日 鹿毛 生年月日　2016年4月29日

父　カジノドライヴ 生産牧場　沖田牧場 父　アドマイヤマックス 生産牧場　三石橋本牧場 父　ロジユニヴァース 生産牧場　鳥谷勝彦

母　オリガミ（父　シャンハイ） 産地　日高町 母　パレスルビー（父　リンドシェーバー） 産地　新ひだか町 母　エリザベスサクラ（父　アラムシャー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,465,000円 地方収得賞金　6,175,000円 地方収得賞金　9,695,000円

北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/05/14～　9戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/05/31～　8戦3勝（2着0回、3着3回）

南関東：2018/12/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/10/13～　48戦2勝（2着0回、3着3回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠8番 南関東：2018/12/27～　2戦0勝（2着0回、3着2回）

エスアンドアール 調教師　中道啓二（大井） 5R ◆2018　サンライズC［門別］　1着

セン3歳 馬主　谷口貞保 5枠5番 ◆2019　ニューイヤーC［浦和］　3着

鹿毛 生年月日　2016年4月25日 スセソール 調教師　森下淳平（大井） 5枠9番

父　テイエムオペラオー 生産牧場　タニグチ牧場 セン7歳 馬主　伊達泰明 アイオロス 調教師　佐々木仁（川崎） 

母　テイエムナデシコ（父　ゼンノロブロイ） 産地　新冠町 青鹿毛 生年月日　2012年2月29日 牡3歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　1,000,000円 父　パイロ 生産牧場　サンシャイン牧場 鹿毛 生年月日　2016年5月14日

北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ユーロペ（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 父　ダンカーク 生産牧場　グランド牧場

5枠9番 地方収得賞金　7,580,000円 母　アイシークレット（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町

スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 北海道：2016/05/12～　9戦4勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　6,575,000円

牝3歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム 金沢：2016/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/08/02～　5戦2勝（2着0回、3着2回）

芦毛 生年月日　2016年6月7日 北海道：2017/04/19～　11戦4勝（2着2回、3着2回） 南関東：2018/12/20～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム 南関東：2017/12/12～　15戦2勝（2着4回、3着2回） 8枠16番

母　マイソールラブ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町 サージュ 調教師　齊藤敏（船橋） 

地方収得賞金　1,165,000円 6R 牡3歳 馬主　市川智

北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 4枠5番 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

7枠12番 エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 父　サクラプレジデント 生産牧場　山田牧場

リコーサラトガ 調教師　荒山勝徳（大井） 牡4歳 馬主　岡田義見 母　サクラブルース（父　Ｃｕｒｅ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｓ） 産地　新ひだか町

牡3歳 馬主　土橋正雄 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 地方収得賞金　4,400,000円 中央収得賞金　1,600,000円

栗毛 生年月日　2016年6月1日 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 北海道：2018/06/14～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

父　キングズベスト 生産牧場　リコーファーム 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町 地方収得賞金　2,453,000円 南関東：2018/10/22～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,150,000円 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/07/12～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 笠松：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 12R

8枠14番 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 4枠5番

ハッピーハナコサン 調教師　朝倉実（大井） 南関東：2018/12/05～　3戦1勝（2着0回、3着1回） ヴァルム 調教師　佐藤壽（大井）

牝3歳 馬主　三島宣彦 牝5歳 馬主　酒井孝敏

鹿毛 生年月日　2016年3月4日 7R 青鹿毛 生年月日　2014年5月13日

父　シビルウォー 生産牧場　聖心台牧場 7枠13番 父　パイロ 生産牧場　前川義則

母　ハシルモーガン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） 母　ベティフォーエバー（父　ブラックホーク） 産地　日高町

地方収得賞金　1,386,500円 牝4歳 馬主　小野博郷 地方収得賞金　9,010,000円

北海道：2018/08/15～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日 北海道：2016/05/24～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

金沢：2018/11/18～　3戦2勝（2着0回、3着1回） 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 高知：2016/12/10～　17戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2019/01/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 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 南関東：2017/07/26～　31戦6勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　2,519,000円 5枠6番

2R 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） エリュシオン 調教師　月岡健二（大井）

1枠1番 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 牡6歳 馬主　佐々木雄二

ハッピーアロー 調教師　立花伸（大井） 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年5月3日

牝3歳 馬主　村山忠弘 金沢：2018/03/26～　13戦2勝（2着0回、3着0回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　鮫川啓一

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 南関東：2018/11/02～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 母　オリヒメチャーム（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着 地方収得賞金　16,760,000円

母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町 北海道：2015/05/28～　8戦1勝（2着2回、3着2回）

地方収得賞金　1,220,000円 8R 岩手：2015/09/19～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回） 1枠1番 JRA：2016/02/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/01/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） セユウブラボー 調教師　香取和孝（大井） 南関東：2016/04/22～　35戦3勝（2着5回、3着3回）

3枠3番 牡4歳 馬主　佐藤堅一 5枠7番

パッサカリア 調教師　橋本和馬（大井） 鹿毛 生年月日　2015年4月2日 チェリーシャクナゲ 調教師　田中正人（大井） 

牝3歳 馬主　和田博美 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 牝5歳 馬主　樋口雅彦

鹿毛 生年月日　2016年3月8日 母　オイラセウインク（父　シャーディー） 産地　青森県 鹿毛 生年月日　2014年4月27日

父　ストロングリターン 生産牧場　若林順一 地方収得賞金　4,615,000円 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大成牧場

母　アイキャンデイ（父　ゴールドヘイロー） 産地　日高町 北海道：2017/06/21～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 母　ミヤビオウカ（父　ジャングルポケット） 産地　浦河町

地方収得賞金　1,440,000円 南関東：2017/12/27～　22戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　8,125,000円

北海道：2018/04/25～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 8枠13番 北海道：2016/07/07～　9戦0勝（2着4回、3着3回）

南関東：2018/10/31～　2戦0勝（2着0回、3着1回） ドラゴンチャンプ 調教師　納谷和玖（大井） 兵庫：2016/12/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

3枠4番 牡8歳 馬主　橋本義次 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

アイリスステップ 調教師　荒山勝徳（大井） 鹿毛 生年月日　2011年5月2日 笠松：2017/03/08～　37戦8勝（2着10回、3着3回）

牝3歳 馬主　大坪邦夫 父　ゼンノドラゴン 生産牧場　大頭忠典 　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3月2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 南関東：2018/10/12～　5戦3勝（2着0回、3着1回）

父　ハーツクライ 生産牧場　追分ファーム 地方収得賞金　16,424,000円 8枠13番

母　フェリシア（父　グラスワンダー） 産地　安平町 北海道：2013/05/22～　3戦0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） 

地方収得賞金　1,270,000円 岩手：2013/09/23～　26戦1勝（2着1回、3着9回） 牡4歳 馬主　和田博美

北海道：2018/07/05～　6戦1勝（2着3回、3着0回） 南関東：2015/02/18～　45戦8勝（2着4回、3着5回） 栗毛 生年月日　2015年4月29日

4枠6番 父　ローエングリン 生産牧場　日西牧場

アブソルートカラー 調教師　福永敏（大井） 9R 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

牝3歳 馬主　（有）ユートピア牧場 5枠10番 地方収得賞金　8,245,000円

栗毛 生年月日　2016年5月5日 ラストプラム 調教師　澤佳宏（大井） 北海道：2017/08/03～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

父　フレンチデピュティ 生産牧場　貞広賢治 牝4歳 馬主　門別敏朗 南関東：2017/12/01～　17戦3勝（2着2回、3着1回）

母　アブソルートライン（父　ダンスインザダーク） 産地　むかわ町 栗毛 生年月日　2015年5月14日

地方収得賞金　1,500,000円 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2018/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 1R　④レッツゴーレツコ　⑤フィールザゴッデス

5枠8番 地方収得賞金　4,585,000円 3R　⑤ダンシングヘイロー

ボーロレイ 調教師　佐藤壽（大井） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 4R　⑤ローズメジャー　⑧ジュウマンコウネン

牡3歳 馬主　酒井孝敏 南関東：2018/01/26～　19戦1勝（2着1回、3着1回） 5R　⑥マエストリート

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 7枠14番 7R　④サカベンツヨシ

父　ダノンシャンティ 生産牧場　サンシャイン牧場 カリスマパンサー 調教師　橋本和馬（大井） 10R　③ダイヤファントム　

母　アンペラトリス（父　オペラハウス） 産地　日高町 牝5歳 馬主　村田裕子 11R　④ジュリエットレター　

地方収得賞金　1,431,000円 栗毛 生年月日　2014年3月24日 12R　⑤スターオブソレイユ　⑦エイシンテネア

北海道：2018/06/20～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 父　カリズマティック 生産牧場　沖田牧場

愛知：2018/09/27～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 母　エスケープリリー（父　ライブリーワン） 産地　日高町

佐賀：2018/11/10～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,575,000円

南関東：2018/12/25～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　6戦0勝（2着2回、3着1回）

8枠14番 南関東：2016/10/25～　24戦2勝（2着2回、3着5回）

アルクマール 調教師　佐野謙二（大井） 

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
鹿毛 生年月日　2016年4月1日 1R　①ムク　②ロージーロージー　

父　ゴールドアリュール 生産牧場　下河辺牧場 2R　②ダニースペシャル　⑦ズオズオエンジェル

母　エクシードワン（父　ナリタブライアン） 産地　日高町 3R　⑧ジョースパーク

地方収得賞金　1,195,000円 5R　①マリポサ　

北海道：2018/05/10～　11戦1勝（2着1回、3着2回） 6R　⑤マジョリティー　⑥サクラエ　⑧ユリカゴ

南関東：2018/12/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7R　④ドリームスイーブル
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