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転入馬 A2 ワールドレーヴ 牡 8 ファンタスティックライト エルメスティアラ (ブライアンズタイム) 星加浩一 服部牧場 大井 渡邉和 55,634 43戦3勝 J東京 2018/10/8

〃 B1 アポロリュウセイ 牡 5 ジャイアントレッカー ゼリービーン (タイキシャトル) （株）さくらオフィス 岡田牧場 大井 朝倉実 21,272 30戦4勝 J函館 2018/7/14

〃 B3 アタックガール 牝 5 パイロ アールヴィストーゾ (ダンスインザダーク) 吉野武 幾千世牧場 大井 鈴木啓 10,482 39戦6勝 名古屋 2018/10/12

〃 B3 アップファーレン 牝 3 ハードスパン アブソリューション (タイキシャトル) 黒川哲美 パカパカファーム 大井 福永敏 7,760 11戦1勝 J新潟 2018/10/13

〃 B3 シンボリマティス 牡 6 デュランダル スイートアマリリス (サクラバクシンオー) 豊島愛子 シンボリ牧場 大井 久保信 17,794 45戦15勝 高知 2018/10/21

〃 B3 ジャストザヨコハマ 牡 6 プリサイスエンド カクテル (ＭｏｓｔＷｅｌCｏｍｅ) 星加浩一 那須野牧場 大井 渡邉和 14,960 14戦2勝 J福島 2018/7/15

〃 B3 セイカメテオライト 牡 3 メイショウサムソン ジョリーン (トワイニング) 永野雄介 シンユウフアーム 大井 渡邉和 7,070 16戦0勝 J中山 2018/9/16

〃 B3 ミスルーア 牝 3 スズカマンボ ミスポーラ (タイキシャトル) 上山浩司 三石川上牧場 大井 柏木一 7,790 12戦0勝 J阪神 2018/9/17

〃 C1 アズナヴァル 牡 5 ディープインパクト ピースオブラヴ (マイネルラヴ) 山住勲 チャンピオンズファーム 大井 福永敏 7,429 24戦1勝 盛岡 2018/10/21

〃 C1 アプローズ 牝 3 ACCｌAｍAｔｉｏｎ ワンダーフィリー (ＩｎｖｉｎCｉBｌｅＳｐｉｒｉｔ) ㈱カナヤマホールディングス 三嶋牧場 大井 藤田輝 6,110 10戦1勝 J札幌 2018/9/1

〃 C1 エムオーマンボ 牡 3 ジャングルポケット エムオーファミリー (ゼンノロブロイ) 大浅貢 門別牧場 大井 米田英 4,400 7戦0勝 J阪神 2018/9/22

〃 C1 カズマデプレシャン 牡 4 アイルハヴアナザー レディーメグネイト (ファスリエフ) 星加浩一 三石川上牧場 大井 渡邉和 6,323 21戦1勝 園田 2018/6/21

〃 C1 カワキタロック 牝 3 ゴールドアリュール カワキタラブポップ (クロフネ) 川島吉男 木田牧場 大井 宗形竹 4,400 4戦0勝 J札幌 2018/8/18

〃 C1 ガブリエル 牡 3 ノヴェリスト キラリダイヤモンド (フジキセキ) 村島昭男 社台ファーム 大井 岡野尚 4,450 6戦0勝 J中山 2018/9/22

〃 C1 タイムトラベル 牝 4 ダイワメジャー トーセンブリリアン (ホワイトマズル) 今中俊平 有限会社エスティファーム 大井 髙橋清 5,000 19戦6勝 高知 2018/10/13

〃 C1 ツーエムブルーム 牡 4 ホワイトマズル フラワーブリーズ (フェアジャッジメント) 水谷昌晃 北島牧場 大井 福永敏 5,000 15戦6勝 金沢 2018/10/9

〃 C1 ネオダラス 牡 3 スウィフトカレント ブルーレインボウ (マルゼンスキー) 西田俊二 小河豊水 大井 藤村和 5,900 8戦1勝 J東京 2018/10/6

〃 C1 ビップキャッツアイ 牝 4 シンボリクリスエス マチカネセキガハラ (フジキセキ) 星加浩一 ノーザンファーム 大井 渡邉和 5,600 9戦1勝 J中京 2018/7/7

〃 C1 ベルベットムーブ 牝 5 シニスターミニスター グレイスフルムーヴ (アフリート) （同）ＪＰＮ技研 メイプルファーム 大井 橋本馬 7,000 18戦9勝 佐賀 2018/10/13

〃 C1 マッスルバローズ 牡 3 ヘニーヒューズ モエレゴールド (サンデーサイレンス) 猪熊広次 有限会社大作ステーブル 大井 森下淳 4,700 5戦0勝 J小倉 2018/2/24

〃 C1 ミヤジフランガン 牡 3 エイシンフラッシュ レディナデシコ (ワイルドラッシュ) 曽我司 嶋田牧場 大井 三坂盛 6,230 6戦0勝 J阪神 2018/9/15

〃 C1 ラッシュウィン セ 3 ローズキングダム シナノザクラ (サクラバクシンオー) 岡田勇 大狩部牧場 大井 村上頼 6,745 9戦0勝 J新潟 2018/8/18

〃 C1 レイテストバード 牝 4 サマーバード ホームウォード (ＧｉAｎｔ’ｓCAｕｓｅｗAｙ) 小原準一郎 山下恭茂 大井 渡部則 5,780 6戦1勝 J東京 2018/10/6

〃 C1 ロードヴォラーレ セ 3 オルフェーヴル アンビータブル (ブライアンズタイム) 中村伊三美 ケイアイファーム 大井 福永敏 4,050 5戦0勝 J小倉 2018/8/26

〃 C1 ヴィンセント 牡 3 ハーツクライ ファレノプシス (ブライアンズタイム) 前田幸治 株式会社ノースヒルズ 大井 上杉昌 6,860 12戦0勝 J阪神 2018/9/22

〃 C2 アランブレラ 牡 3 オルフェーヴル クルソラ (CAｎｄｙＳｔｒｉｐｅｓ) （有）キャロットファーム ノーザンファーム 大井 辻野豊 2,000 2戦0勝 J中山 2018/9/30

〃 C2 インノータイム 牡 3 オルフェーヴル アイアムルビー (ＳAｉｎｔＬｉAｍ) 了德寺健二 社台ファーム 大井 大宮和 3,400 7戦0勝 J小倉 2018/8/12

〃 C2 インプレスシチー 牡 3 ネオユニヴァース マイティーダンサー (AｌｚAｏ) ㈱友駿ホースクラブ オリオンファーム 大井 井上弘 2,900 13戦0勝 J札幌 2018/8/26

〃 C2 キングズテソーロ 牡 3 キングズベスト フミノアンタレス (ジェイドロバリー) 了德寺健二 絵笛牧場 大井 大宮和 3,800 12戦0勝 J新潟 2018/9/1

〃 C2 ジュンサロマ 牝 3 ゼンノロブロイ マヤノアブソルート (デインヒル) 河合純二 川上牧場 大井 荒山勝 2,550 9戦0勝 J札幌 2018/8/18

〃 C2 スターズテソーロ 牡 3 スターリングローズ カナザワノハナ (タヤスツヨシ) 了德寺健二 つつみ牧場 大井 荒山勝 2,600 6戦0勝 J阪神 2018/10/2

〃 C2 ソルファ 牝 3 ロードカナロア レディバラード (ＵｎBｒｉｄｌｅｄ) 中村伊三美 ケイアイファーム 大井 村上頼 2,900 5戦0勝 J中山 2018/9/15

〃 C2 ブラックバローズ 牡 3 キンシャサノキセキ モンテチェリー (ホワイトマズル) 猪熊広次 タイヘイ牧場 大井 米田英 2,400 5戦0勝 J福島 2018/7/8

〃 C2 マイネルトワイス 牡 3 ディープスカイ マルティプライ (ＦｕｓAｉCｈｉＰｅｇAｓｕｓ) 永野雄介 村上雅規 大井 森下淳 2,400 7戦0勝 J新潟 2018/8/11
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〃 C2 メモリーブレッド 牡 3 ストロングリターン フェバリットソング (ゴールドアリュール) 保坂和孝 坂本牧場 大井 高野毅 3,750 13戦0勝 J中山 2018/9/9

〃 C2 ユイフェンネル 牡 3 ルーラーシップ ローズシティ (フレンチデピュティ) ㈲トニー企画 佐藤陽一 大井 上杉昌 2,300 7戦0勝 J小倉 2018/9/2

〃 3歳 アントルメ 牝 3 ハードスパン プライマリーカラー (ディープインパクト) 前田幸治 株式会社ノースヒルズ 大井 堀千亜 1,800 5戦0勝 J中山 2018/9/30

〃 3歳 キングオブヘヴン セ 3 キングカメハメハ ビーナスライン (フジキセキ) ㈱カナヤマホールディングス 酒井牧場 大井 米田英 1,150 6戦1勝 笠松 2018/10/16

〃 3歳 ショウナンマボロシ 牡 3 ゴールドアリュール ショウナンガーデン (クロフネ) 国本哲秀 森永聡 大井 三坂盛 1,300 2戦0勝 J福島 2018/7/1

〃 3歳 スーパースナッズ 牝 3 ロージズインメイ スーパーウーマン (マーベラスサンデー) 組）ウィル ビッグレッドファーム 大井 宗形竹 1,100 5戦0勝 J中山 2018/9/23

新馬 3歳 セイウンメテオ 牝 3 ACCｌAｍAｔｉｏｎ ＬｉｘｉｒｏｖA (ＳｌｉCｋｌｙ) 西山茂行 ＴｕｌｌｐAｒｋＬｔｄ 大井 辻野豊 0 1.19.2

転入馬 3歳 セルゲイ 牡 3 ディープインパクト マイジェン (ＦｕｓAｉCｈｉＰｅｇAｓｕｓ) 吉田照哉 社台ファーム 大井 蛯名雄 1,350 6戦0勝 J中山 2018/9/22

〃 3歳 トップダウン 牡 3 クロフネ コードネーム (サンデーサイレンス) 石川達絵 （有）社台C白老ファーム 大井 藤田輝 1,500 3戦0勝 J函館 2018/6/16

新馬 3歳 ニュープラン 牡 3 バトルプラン アグネススペクトル (アグネスデジタル) 服部新平 三石川上牧場 大井 宮浦正 0 1.19.1

転入馬 3歳 ヒーロークライシス 牡 3 スクリーンヒーロー ブラックアテナ (シンボリクリスエス) 星加浩一 社台ファーム 大井 渡邉和 1,300 7戦0勝 J新潟 2018/8/4

〃 3歳 フェアレディ 牝 3 ハーツクライ レディインディ (A．Ｐ．Ｉｎｄｙ) ㈱カナヤマホールディングス 服部牧場 大井 藤田輝 1,650 2戦0勝 J阪神 2018/9/15

新馬 3歳 プリームム 牡 3 バゴ エアジュプロンサ (ハーツクライ) 武仲勝 稲原牧場 大井 赤嶺本 0 1.21.4

転入馬 3歳 ベネディクション セ 3 ハーツクライ ヴェストリーレディ (ＶｉCAｒ) 村野康司 （有）社台C白老ファーム 大井 堀千亜 1,500 6戦0勝 J中山 2018/9/30

新馬 3歳 マウントザヒル 牡 3 ロジユニヴァース シルキーレッド (ジャングルポケット) 山室正之 浅川牧場 大井 辻野豊 0 1.21.3

転入馬 3歳 レーヌアグリュム 牝 3 オルフェーヴル ライムライトⅡ (ＤAｌAｋｈAｎｉ) 杉浦和也 社台ファーム 大井 赤嶺本 1,177 8戦0勝 園田 2018/10/11

〃 3歳 ロイヤルシャイン 牝 3 ヴァーミリアン オリエンタルサンシャイン (ＭｅｄAｇｌｉAｄ’Ｏｒｏ) 永野雄介 日進牧場 大井 田中人 1,128 13戦4勝 笠松 2018/10/18

〃 2歳 アークザゴールド 牡 2 ゴールドヘイロー エビスリラ (サクラバクシンオー) 成瀬篤司 恵比寿牧場 大井 髙橋清 1,015 7戦1勝 門別 2018/10/18

〃 2歳 アークヴィグラス 牝 2 サウスヴィグラス キセキノショウリ (フジキセキ) アークフロンティア㈱ 村上牧場 川崎 平田正 18,700 6戦4勝 門別 2018/10/16

新馬 2歳 アウトスタンド 牝 2 スマートファルコン アストリッド (ホワイトマズル) 吉田勝己 （有）社台C白老ファーム 大井 藤田輝 0 52.9

転入馬 2歳 アブソルートカラー 牝 2 フレンチデピュティ アブソルートライン (ダンスインザダーク) ㈲ユートピア牧場 貞広賢治 大井 福永敏 1,500 5戦1勝 門別 2018/10/2

新馬 2歳 イグアスフォールズ 牝 2 サウスヴィグラス ロスグラシアレス (シンボリクリスエス) 吉野浩太朗 山下恭茂 大井 佐野謙 0 53.3

〃 2歳 ウィングオブライト 牝 2 モンテロッソ マキハタターキー (サザンヘイロー) 藤本栄史 槇本牧場 大井 宗形竹 0 53.7

〃 2歳 オキノレディー 牝 2 キングズベスト オキノキセキ (フジキセキ) 沖山裕子 高昭牧場 大井 三坂盛 0 52.7

〃 2歳 カズノイケヅキ 牝 2 サウスヴィグラス サイレンスデザート (マンハッタンカフェ) 鈴木可一 ハシモトフアーム 大井 佐野謙 0 52.0

〃 2歳 カミツレベルベット 牝 2 ヘニーヒューズ ヒシワンスモア (ＴｏｕCｈＧｏｌｄ) 阿部憲三 飛渡牧場 大井 堀千亜 0 52.9

転入馬 2歳 キックザキャリバー 牡 2 サダムパテック プロミスウェル (シンボリクリスエス) 佐野幸一郎 田中スタッド 大井 栗田裕 750 7戦1勝 門別 2018/10/18

新馬 2歳 グレースレジーナ 牝 2 スマートファルコン ライトレジーナ (アジュディケーティング) 中山博 広富牧場 大井 蛯名雄 0 51.9

〃 2歳 ゴーザフォス 牡 2 ネオユニヴァース ダガーズアラベスク (ＪAｄｅＲｏBBｅｒｙ) 伊藤正樹 ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 岡野尚 0 52.0

〃 2歳 ゴールドプリンス 牡 2 プリサイスエンド エンダレ (ゴールドアリュール) 国田正忠 高岸順一 大井 渡邉和 0 50.9

〃 2歳 シングンエトワール 牝 2 シングンオペラ カスミダンサー (スウェプトオーヴァーボード) 伊坂重憲 高山博 大井 三坂盛 0 54.3

転入馬 2歳 スターインステルス 牝 2 フリオーソ スクロヴェーニ (スパイキュール) 坂本順子 藤川フアーム 大井 寺田新 980 7戦1勝 門別 2018/10/18

〃 2歳 ステイサム 牡 2 ルースリンド サンデーメモリー (サンデーサイレンス) （株）ファーストビジョン 市正牧場 大井 遠藤茂 723 7戦1勝 金沢 2018/10/23

〃 2歳 ダストデビル 牡 2 ゴールドヘイロー ダブルハッピー (タイキシャトル) 和田博美 リトルブルーファーム 大井 佐野謙 2,500 6戦2勝 門別 2018/10/18

新馬 2歳 チャームフォラック 牝 2 ベルシャザール チャーミングオーラ (ＦｕｓAｉCｈｉＰｅｇAｓｕｓ) 吉田照哉 社台ファーム 大井 村上頼 0 52.5
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〃 2歳 デルフィス 牡 2 ワークフォース デルフィニウム (フジキセキ) （有）キャロットファーム ノーザンファーム 大井 藤田輝 0 52.6

〃 2歳 トミケンタイニー 牝 2 スウェプトオーヴァーボード パキータ (スペシャルウィーク) ㈲トミケン 田中裕之 大井 阪本一 0 51.7

〃 2歳 ノーブルブリザード 牝 2 ディープブリランテ メイレディ (ジェニュイン) 吉木伸彦 村下清志 大井 佐野謙 0 51.5

〃 2歳 ハナズモナコ 牡 2 ベーカバド ハナズジャンプ (ダンスインザダーク) マイケルＤ．タバート カナイシスタッド 大井 阪本一 0 52.6

転入馬 2歳 パークス 牝 2 ベルシャザール ハタノボニート (BｅｒｎAｒｄｉｎｉ) 畑末廣郎 （有）グッドラック・ファーム 大井 米田英 1,540 5戦1勝 門別 2018/9/26

新馬 2歳 ビンビンテダコ 牡 2 ダノンバラード サチノラパシオン (マヤノトップガン) 藍川眞樹 チェスナットファーム 大井 蛯名雄 0 53.1

〃 2歳 フジマサジャパン 牡 2 トビーズコーナー ルリイロノチキュウ (ＧｏｎｅＷｅｓｔ) 藤原正一 栗山道郎 大井 久保隆 0 51.9

転入馬 2歳 フラッシュアロー 牝 2 パイロ ムーンスガタ (アドマイヤムーン) 村山忠弘 株式会社カネツ牧場 大井 立花伸 980 5戦1勝 門別 2018/10/4

新馬 2歳 プラチナソニック 牡 2 ブラックタイド サイズミックレディ (サクラバクシンオー) 細谷典幸 下河辺牧場 大井 米田英 0 51.8

〃 2歳 プリンスハート 牡 2 キングヘイロー ビビッドハート (カリズマティック) 吉田喜代司 前川隆則 大井 寺田新 0 52.4

〃 2歳 マグレ 牝 2 ルースリンド チアズブリス (カリズマティック) 酒井孝敏 ノースガーデン 大井 庄子昭 0 52.5

転入馬 2歳 マリエリーノ 牝 2 セイントアレックス イエスミートゥー (アドマイヤジャパン) 沖田方子 沖田牧場 船橋 佐々清 1,260 10戦1勝 門別 2018/10/18

新馬 2歳 ミリアンレディー 牝 2 ヴァーミリアン シャーペンエッジ (クロフネ) 栗山正 ノーザンファーム 大井 的場直 0 52.7

転入馬 2歳 モリデンスケサン 牡 2 サムライハート ヒラリータイザン (ワイルドラッシュ) 森田芳男 トモファーム 大井 鈴木啓 1,600 3戦1勝 門別 2018/10/2

新馬 2歳 ラッキーナッキー 牝 2 トーセンジョーダン メジロクロユリ (マンハッタンカフェ) 林武次 戸川牧場 大井 辻野豊 0 51.7

〃 2歳 リュウノラブソング 牝 2 クロフネ タイキティファニー (サクラバクシンオー) 蓑島竜一 パカパカファーム 大井 鷹見浩 0 52.1

〃 2歳 ロイヤルビクトリー 牝 2 タイムパラドックス ロイヤルエイボン (フレンチデピュティ) ㈲スタッグ・ワールド 武田牧場 大井 三坂盛 0 49.7

〃 2歳 ヴァンセドル 牡 2 フィガロ セレソローサ (マンハッタンカフェ) 伊達敏明 サンシャイン牧場 大井 中道啓 0 52.7

〃 2歳 ヴァンフォール 牡 2 サウスヴィグラス ウェスタリーズ (フジキセキ) 三嶋昌春 ムラカミファーム 大井 藤田輝 0 52.0


