
ﾗﾝｸ ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷﾛｸﾞﾗﾑ  馬　　名 性 齢 血　統　　（父） （母） S M I L 馬　主 調教師 所属
1 117 53.0 　　 ゴールドドリーム 牡 5 ゴールドアリュール モンヴェール    116 117    吉田　勝己 平田　修 　　　
2 116 52.5 　　 ケイティブレイブ 牡 5 アドマイヤマックス ケイティローレル    116 116 113 瀧本　和義 杉山　晴紀 　　　

　　 ノンコノユメ 6 トワイニング ノンコ    116       吉田　千津 加藤　征弘 　　　
4 114 51.5 　　 インカンテーション 牡 8 シニスターミニスター オリジナルスピン    114       羽月　友彦 　　　

　　 オールブラッシュ 牡 6 ウォーエンブレム ブラッシングプリンセス       114    村山　明 　　　
　　 サウンドトゥルー 8 フレンチデピュティ キョウエイトルース       114    山田　弘 佐藤　裕太 船橋

7 113 51.0 アポロケンタッキー（米） 牡 6 Langfuhr Dixiana Delight       113    アポロサラブレッドクラブ 山内　研二 　　　
　　 ウェスタールンド 6 ネオユニヴァース ユーアンミー    113       佐々木　晶三 　　　
　　 グレイトパール 牡 5 キングカメハメハ フォーチュンワード    113       高野　哲 川田　孝好 佐賀
　　 サンライズソア 牡 4 シンボリクリスエス アメーリア    113 113    松岡　隆雄 河内　洋 　　　

11 112 50.5 　　 グレイスフルリープ 牡 8 ゴールドアリュール ラビットフット 112          前田　晋二 橋口　慎介 　　　
12 111 50.5 アウォーディー（米） 牡 8 Jungle Pocket Heavenly Romance       111    前田　幸治 松永　幹夫 　　　

　　 アスカノロマン 牡 7 アグネスデジタル アスカノヒミコ       111    豊田　智郎 川村　禎彦 　　　
　　 テイエムジンソク 牡 6 クロフネ マイディスカバリー    111       竹園　正繼 木原　一良 　　　

マテラスカイ（米） 牡 4 Speightstown Mostaqeleh 111 111       大野　剛嗣 森　秀行 　　　
モーニン（米） 牡 6 Henny Hughes Giggly    111       馬場　幸夫 石坂　正 　　　

17 110 50.0 　　 キタサンミカヅキ 牡 8 キングヘイロー キタサンジュエリー 110          佐藤　賢二 船橋
　　 グレンツェント 牡 5 ネオユニヴァース ボシンシェ       110    加藤　征弘 　　　
　　 サンライズノヴァ 牡 4 ゴールドアリュール ブライトサファイヤ    110       松岡　隆雄 音無　秀孝 　　　
　　 スーパーステション 牡 4 カネヒキリ ワイルドイマージュ       110    角川　秀樹 北海道
　　 ミツバ 牡 6 カネヒキリ セントクリスマス    110       加用　正 　　　
　　 ロンドンタウン 牡 5 カネヒキリ フェアリーバニヤン    110       薪浦　亨 牧田　和弥 　　　

23 109 49.5 　　 アディラート 牡 4 ルーラーシップ ナリタブルースター    109       安原　浩司 須貝　尚介 　　　
　　 コスモカナディアン 牡 5 ロージズインメイ カナディアンアプルーバル    109       金成　貴史 　　　
　　 マイネルバサラ 牡 5 シニスターミニスター サザンレイスター          109 松山　将樹 　　　
　　 リッカルド 7 フサイチリシャール キョウエイハツラツ       109    佐藤　裕太 船橋

27 108 49.0 　　 キングズガード 牡 7 シニスターミニスター キングスベリー    108       寺島　良 　　　
　　 スノードラゴン 牡 10 アドマイヤコジーン マイネカプリース 108          岡田　牧雄 高木　登 　　　
　　 センチュリオン 牡 6 キングカメハメハ ハンドレッドスコア    108       窪田　康志 田村　康仁 　　　
　　 ヒガシウィルウィン 牡 4 サウスヴィグラス プリモタイム       108    佐藤　賢二 船橋

31 107 48.5 　　 アンジュデジール 牝 4 ディープインパクト ティックルピンク    107       安原　浩司 昆　貢 　　　
　　 クインズサターン 牡 5 パイロ ケイアイベローナ    107 107    亀田　和弘 野中　賢二 　　　
　　 ナムラミラクル 牡 5 スパイキュール アーダーチャリス    107       奈村　信重 杉山　晴紀 　　　
　　 ネロ 牡 7 ヨハネスブルグ ニシノタカラヅカ 107          西山　茂行 森　秀行 　　　
　　 ハイランドピーク 牡 4 トーセンブライト ハイランドダンス    107       土田　稔 　　　
　　 メイショウウタゲ 牡 7 プリサイスエンド シールビーバック    107       松本　好雄 安達　昭夫 　　　

37 106 48.0 　　 ウインムート 牡 5 ロージズインメイ コスモヴァレンチ    106       加用　正 　　　
　　 クリソライト 牡 8 ゴールドアリュール クリソプレーズ       106    音無　秀孝 　　　
　　 サクセスエナジー 牡 4 キンシャサノキセキ サクセスアイニー    106       北出　成人 　　　

ドリームキラリ（米） 牡 6 Giant's Causeway Truant    106       矢作　芳人 　　　
　　 ブラゾンドゥリス 牡 6 ノボジャック ブライアンズソノ    106       尾形　和幸 　　　

ラビットラン（米） 牝 4 Tapit Amelia    106 106    吉田　和子 中竹　和也 　　　
43 105 47.5 　　 アルタイル 牡 6 カネヒキリ トップオブドーラ    105       藤田　在子 堀　千亜樹 大井

　　 クイーンマンボ 牝 4 マンハッタンカフェ スズカエルマンボ       105    中竹　和也 　　　
　　 サイタスリーレッド 牡 5 ダノンシャンティ ユメノラッキー 105          西村　憲人 池添　兼雄 　　　
　　 ファッショニスタ 牝 4 ストリートセンス アクアリスト    105       ゴドルフィン 安田　隆行 　　　
　　 ブルドッグボス 牡 6 ダイワメジャー リファールカンヌ    105       Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ 小久保　智 浦和
　　 ラインルーフ 牡 6 フレンチデピュティ サルトリーガール    105       大澤　繁昌 松永　昌博 　　　
　　 ルールソヴァール 6 フレンチデピュティ キョウエイトルース       105    高木　登 　　　

50 104 47.0 　　 エイシンヴァラー 牡 7 サウスヴィグラス エーシンラージシー    104       平井　克彦 新子　雅司 兵庫
エイシンバランサー（加） 牡 6 Ghostzapper Mayomast    104       平井　克彦 新子　雅司 兵庫

　　 カフジテイク 牡 6 プリサイスエンド テイクザケイク    104       加藤　守 湯窪　幸雄 　　　
　　 キーグラウンド 牡 4 アサクサキングス キーツヨイ       104    北前　孔一郎 宮　徹 　　　
　　 サトノファンタシー 牡 5 クロフネ ディナーブレイク    104       松田　国英 　　　

テーオーヘリオス（米） 牡 6 Fusaichi Pegasus Reagle Mary 104          小笹　公也 梅田　智之 　　　
　　 トップディーヴォ 牡 6 キングカメハメハ セクシーザムライ    104       紅露　純 昆　貢 　　　
　　 ナムラアラシ 牡 5 エンパイアメーカー ナムラシゲコ       104    奈村　信重 牧田　和弥 　　　
　　 ノブワイルド 牡 6 ヴァーミリアン コウエイベスト    104       前田　亘輝 小久保　智 浦和
　　 プリンシアコメータ 牝 5 スパイキュール ベルモントフェリス    104       芳川　貴行 矢野　英一 　　　
　　 ブルミラコロ 牡 6 キンシャサノキセキ キングスミール    104       大久保　龍志 　　　
　　 ヨシオ 牡 5 ヨハネスブルグ フローラルホーム       104    仲山　誉志夫 森　秀行 　　　

ルグランフリソン（米） 牡 5 Smart Strike Leaning Tower    104       前田　幸治 中竹　和也 　　　
63 103 46.5 　　 アキトクレッセント 牡 6 ウォーエンブレム ティックルピンク    103       岡田　昭利 清水　久詞 　　　

　　 サンライズメジャー 牡 9 ダイワメジャー ティファニータッチ    103       松岡　隆雄 浜田　多実雄 　　　
　　 タテヤマ 牡 4 パイロ サンフィールド 103          小島　將之 渡辺　薫彦 　　　
　　 ドライヴナイト 牡 5 カジノドライヴ カウントオンミー    103       奥村　豊 　　　

ナンチンノン（米） 牡 7 Parading Etro 103          加藤　誠 中竹　和也 　　　
　　 ブランシェクール 牝 5 ダイワメジャー モンプティクール    103       藤田　輝信 大井

ベストウォーリア（米） 牡 8 Majestic Warrior Flirtatious Miss    103       馬場　幸夫 石坂　正 　　　
ベストマッチョ（米） 5 Macho Uno Encore 103          馬場　幸夫 手塚　貴久 　　　

　　 ユラノト 牡 4 キングカメハメハ コイウタ    103       松田　国英 　　　
　　 ラブバレット 牡 7 ノボジャック リバイバルガール 103          内山　一郎 菅原　勲 岩手
　　 リアファル 牡 6 ゼンノロブロイ クリソプレーズ       103    音無　秀孝 　　　
　　 レッドゲルニカ 5 カジノドライヴ エポカブラヴァ    103       藤沢　和雄 　　　
　　 ロワジャルダン 牡 7 キングカメハメハ アグネスショコラ    103       荒山　勝徳 大井

ＪＰＮサラブレッドランキング　－　２０１８年
４歳以上・ダート
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ＪＰＮサラブレッドランキング　－　２０１８年
４歳以上・ダート

76 102 46.5 　　 アイアンテーラー 牝 4 ゴールドアリュール オータムブリーズ    102       中西　浩一 飯田　雄三 　　　
　　 オウケンビリーヴ 牝 5 クロフネ ビスクドール 102          福井　明 安田　隆行 　　　
　　 コウエイエンブレム 牡 5 シニスターミニスター ニシノシンデレラ 102          伊東　政清 山内　研二 　　　
　　 サルサディオーネ 牝 4 ゴールドアリュール サルサクイーン       102    菅原　広隆 羽月　友彦 　　　
　　 スマートアヴァロン 牡 6 サウスヴィグラス スズカブルーム    102       大川　徹 西園　正都 　　　
　　 ダノングッド 牡 6 Elusive Quality マイグッドネス 102          村山　明 　　　
　　 トーセンハルカゼ 牡 8 キングカメハメハ トーセンハピネス    102       小久保　智 浦和

ニシケンモノノフ 牡 7 メイショウボーラー グリーンヒルコマチ 102          西森　鶴 庄野　靖志 　　　
　　 フェニックスマーク 牡 4 シニスターミニスター エターナルロマンス       102    伊東　純一 田島　俊明 　　　
　　 ミッシングリンク 牝 4 ヴィクトワールピサ エーソングフォー    102       小田　吉男 斎藤　誠 　　　

リエノテソーロ（米） 牝 4 Speightstown Akilina    102       武井　亮 　　　
　　 リーゼントロック 牡 7 ダイワメジャー レディインディ    102       三浦　大輔 矢作　芳人 　　　

ロードアルペジオ 牡 5 キングカメハメハ レディピアレス    102       笹田　和秀 　　　
89 101 46.0 　　 ヒデノインペリアル 6 バトルプラン ジャックヒマワリ    101       大石　秀夫 梅田　智之 　　　
90 100 45.5 　　 アルティマウェポン 牝 5 ヨハネスブルグ レインボーアーチ    100       幅田　昌伸 林　和弘 北海道

　　 アングライフェン 牡 6 ステイゴールド レッドスレッド    100 100    前田　幸治 安田　隆行 　　　
　　 アードラー 牡 4 シニスターミニスター ハイジトウショウ    100       吉澤　克己 音無　秀孝 　　　

オールドベイリー（米） 牡 4 To Honor and Serve Passion Du Coeur 100          ゴドルフィン 中内田　充正 　　　
　　 コパノチャーリー 牡 6 アグネスデジタル コパノニキータ    100       小林　祥晃 村山　明 　　　
　　 ショコラブラン 牡 6 クロフネ アグネスショコラ 100          浅見　秀一 　　　
　　 タガノエスプレッソ 牡 6 ブラックタイド タガノレヴェントン    100       八木　良司 五十嵐　忠男 　　　
　　 ディアドムス 牡 6 ジャングルポケット マイネランデブー       100    森下　淳平 大井
　　 ピオネロ 牡 7 ネオユニヴァース クルソラ       100    松永　幹夫 　　　
　　 プレスティージオ 牡 5 カジノドライヴ スーリア    100       奥　裕嗣 大根田　裕之 　　　
　　 マッチレスヒーロー 牡 7 オレハマッテルゼ ブラックティー    100       金成　貴史 　　　
　　 モズアトラクション 牡 4 ジャングルポケット エーシンラクーリエ       100    松下　武士 　　　
　　 ラインシュナイダー 牡 6 ヴァーミリアン トウジュ    100       大澤　繁昌 沖　芳夫 　　　
　　 ラインハート 牝 7 ステイゴールド チェルカ       100    大塚　亮一 月岡　健二 大井
　　 ワンダーリーデル 牡 5 スタチューオブリバティ アストレアピース 100          山本　能成 沖　芳夫 　　　
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