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転入馬 A1 ラズールリッキー 牝 5 スタチューオブリバティ コリンズグラス (グラスワンダー) （株）レックス 岡田牧場 大井 森下淳 44,216 29戦3勝 J福島 2018/11/4

〃 A1 レッドソロモン 牡 6 メイショウサムソン アドマイヤリッチ (サンデーサイレンス) （株）東京ホースレーシング ノーザンファーム 船橋 米谷康 60,410 26戦5勝 J中京 2018/7/15

〃 A2 ケンベストカフェ 牡 6 マンハッタンカフェ ダークエンディング (ＥｎｄＳｗｅｅｐ) 中西健 社台ファーム 大井 荒山勝 46,886 24戦5勝 J東京 2018/10/21

〃 A2 ワークアンドラブ 牡 3 シニスターミニスター ハナライ (ＭｅｄAｇｌｉAｄ’Ｏｒｏ) 小林祥晃 グランド牧場 大井 荒山勝 20,700 17戦4勝 園田 2018/11/14

〃 Ｂ1 ポルターレ 牡 6 ブライアンズタイム アーペレーヌ (デヒア) 伊達敏明 サンシャイン牧場 大井 福田真 25,072 58戦5勝 門別 2018/11/15

〃 Ｂ2 フレアリングダイヤ 牡 3 ストロングリターン フレアリングピュア (ブラックホーク) 山口明彦 山口明彦 大井 市村誠 12,655 27戦5勝 門別 2018/11/14

〃 Ｂ3 カンタベリーマイン セ 5 ケイムホーム トミノラブラドール (ハンティングホーク) 峰哲馬 藤吉牧場 大井 遠藤茂 12,450 36戦2勝 J福島 2018/11/4

〃 Ｂ3 グレイスニコ 牝 4 スクリーンヒーロー デルモニコキャット (ＳｔｏｒｍＣAｔ) 島川隆哉 社台ファーム 大井 橋本馬 10,970 12戦1勝 J東京 2018/11/3

〃 Ｂ3 ドラゴンハート 牡 3 オウケンブルースリ アルフィルク (アグネスタキオン) （有）内田ステーブル 平野牧場 大井 鷹見浩 7,307 17戦2勝 門別 2018/11/8

〃 Ｂ3 ノーブルサファイア 牝 4 サウスヴィグラス サクラヴィッキー (ダンスインザダーク) 乙訓史樹 山田牧場 大井 月岡健 10,065 31戦3勝 門別 2018/11/14

〃 Ｂ3 ロックオン 牡 5 チーフベアハート モンローライン (ダンスインザダーク) 石川達絵 下河辺牧場 大井 米田英 12,950 14戦2勝 J京都 2018/11/4

〃 Ｃ1 アポロストロング 牡 4 アポロキングダム パラダイスキャリー (ブラックタキシード) 境直行 今野活博 大井 中道啓 5,000 13戦8勝 門別 2018/11/15

〃 Ｃ1 エイシンスペード 牡 4 エイシンアポロン エーシンフラクタル (ＣAｍｅＨｏｍｅ) 谷口祐人 松本牧場 大井 月岡健 7,952 15戦1勝 J新潟 2018/10/13

〃 Ｃ1 カゼノカムイ セ 5 マイネルラヴ ジュエルシャネル (アグネスワールド) 菅原広隆 荒谷牧場 大井 栗田裕 8,054 26戦1勝 J京都 2018/11/10

〃 Ｃ1 クリノプラハ 牡 5 キンシャサノキセキ ポップコーンプリンセス (ＯｌｄＴｒｉｅｓｔｅ) 栗本八江 白井牧場 大井 鈴木啓 9,242 31戦1勝 J札幌 2018/8/25

〃 Ｃ1 グランドバローズ セ 5 ワークフォース チューニー (サンデーサイレンス) 猪熊広次 社台ファーム 大井 米田英 9,200 13戦1勝 J東京 2018/10/6

〃 Ｃ1 ゴールドジャイアン 牡 5 ジャイアントレッカー スズカセレナード (アグネスタキオン) 熊谷貴之 辻牧場 大井 須田和 7,000 39戦11勝 盛岡 2018/10/29

〃 Ｃ1 サンダーラム 牡 3 メイショウボーラー メイショウアゲハ (クリエイター) 仲尾正人 帰山清貴 大井 佐野謙 5,000 14戦1勝 J京都 2018/10/8

〃 Ｃ1 スカイルーク 牡 3 パイロ ジュエルシャネル (アグネスワールド) 菅原広隆 荒谷牧場 大井 堀千亜 6,560 11戦1勝 J京都 2018/10/28

〃 Ｃ1 チェアーグライド セ 4 ローエングリン リトミックダンス (ダンスインザダーク) 谷口祐人 社台ファーム 大井 月岡健 7,184 21戦1勝 園田 2018/11/15

〃 Ｃ1 ツインクルテソーロ 牡 3 トーセンホマレボシ アンプレヴー (トワイニング) 了德寺健二 ノーザンファーム 大井 大宮和 4,300 15戦0勝 J新潟 2018/8/19

〃 Ｃ1 ヒガシウィザード 牡 3 サンライズバッカス アプローズライト (アグネスタキオン) 梁川正普 ヤナガワ牧場 船橋 渡邊貴 5,104 16戦3勝 門別 2018/11/8

〃 Ｃ1 ミスターソウルマン 牡 4 スマートボーイ ダンスカーニバル (アフリート) 杉浦和也 グランド牧場 大井 佐野謙 5,555 29戦2勝 門別 2018/5/10

〃 Ｃ1 ミスターフウジン 牡 4 サムライハート ナスヲアイシテ (アジュディケーティング) 阿部東亜子 能登浩 大井 久保隆 5,000 26戦6勝 笠松 2018/9/21

〃 Ｃ1 リンノゲレイロ 牡 3 ローレルゲレイロ ステージワンスモア (タニノギムレット) 林正夫 競優牧場 大井 髙岩孝 5,120 21戦5勝 門別 2018/11/14

〃 Ｃ1 ロケットクイーン 牝 3 ノヴェリスト ラテンファンク (アグネスタキオン) 市川義美ホールディングス㈱ノーザンファーム 大井 松浦裕 4,300 8戦0勝 J小倉 2018/9/2

〃 Ｃ2 ココアスナイン 牝 3 シニスターミニスター ワイメアビーチ (フジキセキ) ㈱ニッシン チャンピオンズファーム 大井 松浦裕 2,163 7戦1勝 門別 2018/10/30

〃 Ｃ2 コスモビッグハート 牡 3 ビッグサンデー マヤラブハート (チーフベアハート) （有）ビッグレッドファーム 市川フアーム 大井 宗形竹 3,942 11戦0勝 門別 2018/11/8
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〃 Ｃ2 サンリットデュー 牝 3 ノヴェリスト サンコロネット (スペシャルウィーク) 水上行雄 笠松牧場 大井 鷹見浩 2,838 11戦0勝 門別 2018/11/15

〃 Ｃ2 ザブルグ 牡 3 ヨハネスブルグ リュウメイ (コロナドズクエスト) 大瀧啓之 笹川大晃牧場 大井 福永敏 2,050 6戦0勝 J中山 2018/3/17

〃 Ｃ2 ノーブルキッス 牝 3 スウェプトオーヴァーボード サンシャワーキッス (アンバーシヤダイ) 吉木伸彦 藤沢牧場 大井 佐野謙 2,100 11戦0勝 門別 2018/11/14

〃 Ｃ2 ビービーレジーナ 牝 3 ビービーガルダン リーガルアミューズ (アグネスタキオン) 眞保榮稔 賀張三浦牧場 大井 宗形竹 3,560 21戦5勝 門別 2018/11/6

〃 3歳 アトラエンテ 牡 3 ハーツクライ プラチナローズ (クロフネ) 杉山忠国 明治牧場 大井 福田真 1,338 8戦0勝 門別 2018/11/15

〃 3歳 エメラルド 牝 3 カネヒキリ ウェルカムキャット (タバスコキャット) 大野裕 静内フアーム 大井 高野毅 1,017 7戦1勝 笠松 2018/11/19

〃 3歳 コスモマギカ 牡 3 キンシャサノキセキ コスモアンドロメダ (ロージズインメイ) 豊島愛子 ビッグレッドファーム 大井 久保信 1,116 20戦4勝 佐賀 2018/11/24

〃 3歳 コパノジャッキー 牡 3 ゴールドアリュール コパノニキータ (ティンバーカントリー) 小林祥晃 ヤナガワ牧場 大井 荒山勝 1,002 10戦0勝 園田 2018/11/28

〃 3歳 スカイシーアキラ 牝 3 ＳｗｉｓｓＳｐｉｒｉｔ ＨAｒＢｉｎｇｅｒＬAｓｓ (ＴｈｏｕｓAｎｄＷｏｒｄｓ) 松本俊廣 ＭｒＫｏｕｋｉＨAｙAｓｈｉ 大井 米田英 1,500 6戦0勝 J札幌 2018/8/4

新馬 3歳 スワーヴアトス 牡 3 ロードカナロア レッドシャンデル (ネオユニヴァース) 諏訪守 スマイルファーム 大井 渡邉和 0 1.21.2

転入馬 3歳 ソトコマタ 牝 3 ヴァーミリアン ヒカリアイ (アフリート) 芳賀克也 真壁信一 大井 遠藤茂 1,643 18戦4勝 門別 2018/11/13

〃 3歳 トレジャード 牡 3 タイキシャトル コウヨウルビー (バブルガムフェロー) ㈲谷川牧場 谷川牧場 大井 井上弘 1,800 8戦0勝 J新潟 2018/9/2

〃 3歳 パワポケロワージ 牡 3 スウィフトカレント ロワージ (ＧｒｅｅｎＤｅｓｅｒｔ) 柳原達也 岡野牧場 大井 福永敏 1,800 3戦0勝 J小倉 2018/3/4

〃 3歳 ベルウッドスワロー 牡 3 バトルプラン ペイルローズ (フジキセキ) 村山哲生 土田農場 大井 辻野豊 1,250 11戦2勝 金沢 2018/11/4

新馬 3歳 ペイシャドール 牝 3 ショウナンカンプ モンターニュドール (ヘネシー) 北所直人 友田牧場 大井 福田真 0 1.22.4

転入馬 3歳 ボスアンルーリー 牡 3 ナカヤマフェスタ ハッシュバンバン (ＫAｌｄｏｕｎ) 佐々木幸弘 社台ファーム 大井 藤田輝 1,250 7戦0勝 J新潟 2018/8/4

〃 3歳 マイネルセボン 牡 3 ダノンシャンティ コスモミール (ヘクタープロテクター) 須田靖之 ビッグレッドファーム 大井 橋本馬 1,774 14戦4勝 高知 2018/11/25

新馬 3歳 メルティングポット 牝 3 ハードスパン コスモポリタン (ＣAｄｅAｕｘＧｅｎｅｒｅｕｘ) Ｈ．Ｈ．シェイク ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 藤田輝 0 1.20.9

〃 3歳 ロマンザ 牝 3 ヴィクトワールピサ ゴンチャローワ (ＧｏｎｅＷｅｓｔ) ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 谷岡牧場 大井 高野毅 0 1.21.2

〃 2歳 アキラメナイ 牡 2 ヴリル ブラウンシャイン (ヤマニンゼファー) 金石守 カナイシスタッド 大井 阪本一 0 54.4

転入馬 2歳 アルクマール 牡 2 ゴールドアリュール エクシードワン (ナリタブライアン) シグラップ・マネジメント㈱ 下河辺牧場 大井 佐野謙 880 11戦1勝 門別 2018/11/6

〃 2歳 アンビグラム 牝 2 ベルシャザール エクストラニュース（エンドスウィープ） 伊藤温 大栄牧場 大井 阪本一 2,600 5戦2勝 門別 2018/10/30

〃 2歳 ウィードソウル 牡 2 ヴィクトワールピサ ブライアンズビット (ブライアンズタイム) 杉山忠国 明治牧場 大井 福永敏 700 4戦0勝 J新潟 2018/10/27

新馬 2歳 エスプリパール 牝 2 ベルシャザール ピサノマイセン (マイニング) 依田泰雄 金舛幸夫 大井 澤佳宏 0 54.0

転入馬 2歳 カフェジュリア 牝 2 シンボリクリスエス プレイフォーノビー (アドマイヤムーン) 嶋田賢 服部牧場 大井 森下淳 1,025 7戦1勝 門別 2018/11/14

〃 2歳 ガンガラー 牝 2 ヴィクトワールピサ ニライカナイ (Ｍｏｎｔｊｅｕ) 吉田晴哉 追分ファーム 大井 佐宗応 905 7戦1勝 門別 2018/10/3
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新馬 2歳 キシリトールチョコ 牡 2 キングヘイロー サクラシンフォニー (ワイルドラッシュ) 三宅勝俊 山田牧場 大井 阪本一 0 53.5

転入馬 2歳 キョウエイホープ 牝 2 ローレルゲレイロ パインブライト (アグネスタキオン) 田中晴夫 田渕牧場 大井 阪本一 780 8戦1勝 門別 2018/11/15

〃 2歳 クラスマックス 牝 2 グラスワンダー レッドストリング (シンボリクリスエス) ㈱ＭＭＣ 三城ボクジョウ株式会社 大井 高野毅 575 11戦0勝 門別 2018/11/7

〃 2歳 クリムパルフェ 牝 2 ナカヤマフェスタ クリミナルコード (ＲｅｄＲAｎｓｏｍ) ㈲上水牧場 真壁信一 船橋 新井清 1,203 11戦1勝 門別 2018/11/15

〃 2歳 グロリアスカメオ 牝 2 サウスヴィグラス グロリアスフラワー (スペシャルウィーク) 吉野浩太朗 五丸農場 大井 佐野謙 2,350 6戦1勝 水沢 2018/11/26

〃 2歳 ゲッテルフンケン 牝 2 ストロングリターン トーワフォーチュン (エンドスウィープ) ㈱ＭＭＣ 木村牧場 大井 荒山勝 2,030 5戦1勝 門別 2018/11/15

新馬 2歳 コンチバイキング 牡 2 メジロベイリー スニーク (ティンバーカントリー) ㈲フォレブルー 有限会社フォレブルー 大井 栗田裕 0 54.7

転入馬 2歳 ゴールゲッター 牝 2 クロフネ ロンギングシャネル (ネオユニヴァース) 山田祐三 細川農場 大井 阪本一 938 9戦1勝 門別 2018/11/15

新馬 2歳 サンエイルレーヴ 牝 2 ジャスタウェイ ルナジェーナ (フォーティナイナー) 鈴木雅俊 上村清志 大井 森下淳 0 53.9

転入馬 2歳 ショコラフレーズ 牡 2 エンパイアメーカー ショコラヴェリーヌ (ゴールドアリュール) 吉田照哉 社台ファーム 大井 荒山勝 1,550 2戦1勝 門別 2018/7/10

新馬 2歳 ジェイケイヒロイン 牝 2 スクリーンヒーロー ジェイケイバトル (エンパイアメーカー) 小谷野次郎 村上欽哉 大井 鈴木啓 0 53.9

転入馬 2歳 セリス 牝 2 スマートファルコン ステップワイズ (プリサイスエンド) ㈲ノマ 新井牧場 大井 朝倉実 675 6戦1勝 門別 2018/11/13

新馬 2歳 ゼットオラシオン 牡 2 エンパイアメーカー ゴールドプライシズライジング (ＴｏｕＣｈＧｏｌｄ) ㈱奥州名馬勝志倶楽部 飛野牧場 大井 松浦裕 0 52.7

〃 2歳 タカイチキング 牡 2 ベルシャザール ネイヴルトウショウ (スウェプトオーヴァーボード) 髙橋一郎 ハシモトフアーム 大井 市村誠 0 52.6

〃 2歳 チャーミング 牝 2 カネヒキリ ロンドリーナ (キングヘイロー) 鈴木伸哉 北勝ファーム 大井 堀江仁 0 52.4

〃 2歳 ノースオーカ 牡 2 ワイルドワンダー プリティゴールド (ＦｕｓAｉＣｈｉＰｅｇAｓｕｓ) 早川正行 静内フジカワ牧場 大井 米田英 0 53.3

転入馬 2歳 ハッピーアロー 牝 2 キングヘイロー テンビーエース (テンビー) 村山忠弘 鹿戸美明 大井 立花伸 950 10戦1勝 門別 2018/11/15

新馬 2歳 ハプルーン 牡 2 フリオーソ デジタルゴールド (アグネスデジタル) 武仲勝 坪田信作 大井 赤嶺本 0 52.9

転入馬 2歳 パレスドラゴン 牡 2 ローレルゲレイロ マサカーネ (トワイニング) 西村豊 石田牧場 大井 渡部則 655 13戦0勝 門別 2018/11/6

新馬 2歳 ヒルノマンダレー 牡 2 ヒルノダムール デットオアアライブ (グランデラ) ㈱ヒルノ 酒井秀紀 大井 鷹見浩 0 52.4

転入馬 2歳 ビッグショウ 牡 2 カジノドライヴ オリガミ (シャンハイ) 沖田正憲 沖田牧場 大井 三坂盛 1,465 7戦1勝 門別 2018/11/14

〃 2歳 フリムケバシコ 牝 2 ベルシャザール ダンツライラック (ＢAｒAｔｈｅA) 芳賀克也 嶋田牧場 大井 遠藤茂 590 8戦1勝 門別 2018/11/14

新馬 2歳 ブラックアバンティ 牡 2 ローレルゲレイロ エンドレスワルツ (アドマイヤベガ) 清水龍 細川牧場 大井 立花伸 0 53.3

転入馬 2歳 ブレイクフリー 牝 2 ヴァーミリアン エムワイスカレット (フレンチデピュティ) ㈲新生ファーム 新生ファーム 船橋 矢野義 2,680 3戦1勝 金沢 2018/11/6

〃 2歳 ブレイヴスピリット 牡 2 トゥザグローリー セルフィッシュ (ブライアンズタイム) 坪井隼人 松栄牧場 大井 髙岩孝 750 7戦1勝 門別 2018/11/13

新馬 2歳 プラチナマジック 牡 2 ゴールドヘイロー マジックダンサー (メジロライアン) 小田和子 センチュリースタッドファーム 大井 村上頼 0 53.0

〃 2歳 ベサンラドゥー 牝 2 アンパサンド シャランジュ (テンビー) 伊達泰明 サンシャイン牧場 大井 蛯名雄 0 51.5

転入馬 2歳 マギーメイ 牝 2 スズカコーズウェイ ヘヴンリーカラーズ (アドマイヤムーン) 村田裕子 グランド牧場 大井 橋本馬 1,675 4戦1勝 門別 2018/11/13
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〃 2歳 マブイーグル 牡 2 シルポート ターキッシュブルー (カリズマティック) 生杉学 高橋農場 大井 阪本一 1,800 8戦1勝 門別 2018/11/14

新馬 2歳 メモリーパーソナル 牡 2 グラスワンダー メモリーロワジール (アグネスタキオン) ㈱シンザンクラブ 谷川牧場 大井 庄子昭 0 51.5

転入馬 2歳 モリノビーナス 牝 2 ベーカバド ヤマイチジャスミン (ファスリエフ) 坂本肇 笹川大晃牧場 大井 蛯名雄 1,065 9戦1勝 門別 2018/11/15

〃 2歳 ヨシノルキー 牝 2 プリサイスエンド アイラシンガー (アグネスタキオン) 中村吉隆 富塚ファーム 大井 澤佳宏 1,125 10戦1勝 門別 2018/11/15

新馬 2歳 リンノプラネット 牡 2 プリサイスエンド アクアプラネット (エルコンドルパサー) 林正夫 山本昇寿 大井 蛯名雄 0 52.1

転入馬 2歳 ルンタ 牝 2 ワークフォース アドマイヤビアン (アドマイヤコジーン) ㈲辻牧場 辻牧場 大井 須田和 950 8戦1勝 門別 2018/11/14

新馬 2歳 ワガママボディ 牝 2 サウスヴィグラス ラッシュウインド (ワイルドラッシュ) （有）槇本牧場 槇本牧場 大井 宗形竹 0 51.5


