
1R 3R 10R　第14回東京シンデレラマイル〔SⅢ〕

1枠1番 1枠1番 7枠13番

ジャングルファング 調教師　橋本和馬（大井） バックストッパー 調教師　阪本一栄（大井） アクアリーブル 調教師　米谷康秀（船橋）

牡2歳 馬主　和田博美 牡3歳 馬主　山田祐三 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

鹿毛 生年月日　2018年1月25日 鹿毛 生年月日　2017年2月19日 栗毛 生年月日　2017年3月13日

父　ジャングルポケット 生産牧場　明治牧場 父　トランセンド 生産牧場　奥山博 父　パイロ 生産牧場　新生ファーム

母　アームズトウショウ（父　コロナドズクエスト） 産地　新ひだか町 母　ローザフィオーレ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 母　アスカリーブル（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

地方収得賞金　2,100,000円 地方収得賞金　3,940,000円 地方収得賞金　70,265,000円

北海道：2020/07/29～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/27～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 北海道：2019/05/15～　10戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2020/11/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/30～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

3枠4番 南関東：2020/01/08～　8戦2勝（2着4回、3着2回）

セレーネカグラ 調教師　市村誠（大井） 4R ◆2020　東京プリンセス賞［大井］　1着　　◆2020　桜花賞［浦和］　1着

牝2歳 馬主　曽根正 8枠13番 ◆2019　知床賞［盛岡］　1着

栗毛 生年月日　2018年4月28日 カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） ◆2020　関東オークス［川崎］　2着　　◆2020　ロジータ記念［川崎］　2着

父　レッドスパーダ 生産牧場　浦河小林牧場 牝4歳 馬主　豊島愛子 ◆2020　ユングフラウ賞［浦和］　2着

母　ヒカルカグヤヒメ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 ◆2020　サルビアC［川崎］　3着　　◆2020　'20桃花賞［大井］　3着

地方収得賞金　2,600,000円 父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 7枠14番

北海道：2020/05/27～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 母　プレイフォーノビー（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 カラースキーム 調教師　渡邉和雄（大井）

南関東：2020/11/18～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　4,470,000円 牝3歳 馬主　吉田和美

5枠7番 北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 栗毛 生年月日　2017年3月28日

ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井） 南関東：2019/04/24～　24戦1勝（2着2回、3着1回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　ノーザンファーム

牝2歳 馬主　立山伸二 母　シンフォニーライツ（父　Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ） 産地　安平町

鹿毛 生年月日　2018年4月13日 5R 地方収得賞金　15,600,000円

父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム 6枠9番 北海道：2019/07/04～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

母　フェスティブシャン（父　サニーブライアン） 産地　新ひだか町 ユーフェミア 調教師　吉井竜一（大井） 南関東：2019/12/05～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,520,000円 牝3歳 馬主　星加浩一 ◆2020　クイーンズオーディション［船橋］　1着　　◆2020　'20桃花賞［大井］　1着

北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年4月5日

南関東：2020/12/09～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡野牧場 11R

5枠8番 母　エンドレスラヴ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 2枠3番

サンケイワールド 調教師　納谷和玖（大井） 地方収得賞金　3,775,000円 ボーダレスガール 調教師　佐藤裕太（船橋）

牡2歳 馬主　中村吉隆 北海道：2019/07/24～　8戦2勝（2着1回、3着2回） 牝5歳 馬主　吉田照哉

鹿毛 生年月日　2018年5月19日 南関東：2019/12/31～　15戦0勝（2着2回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年2月25日

父　ケイムホーム 生産牧場　旭牧場 父　ゴールドアリュール 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

母　エレメンタリー（父　ダイワメジャー） 産地　日高町 6R 母　マサノミネルバ（父　ラムタラ） 産地　白老町

地方収得賞金　1,985,000円 4枠4番 地方収得賞金　12,660,000円

北海道：2020/06/25～　9戦1勝（2着7回、3着1回） ノートウォージー 調教師　藤田輝信（大井） 北海道：2017/05/24～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡2歳 馬主　吉田照哉 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠13番 栗毛 生年月日　2018年4月22日 南関東：2018/02/08～　24戦3勝（2着2回、3着3回）

ゼンニン 調教師　佐野謙二（大井） 父　ノヴェリスト 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム ◆2017　フルールC［門別］　1着

牡2歳 馬主　和田博美 母　ノブレスオブリッジ（父　サンデーサイレンス） 産地　白老町 6枠10番

鹿毛 生年月日　2018年5月26日 地方収得賞金　5,300,000円 ネフェルリリー 調教師　的場直之（大井）

父　ネオユニヴァース 生産牧場　川上牧場 北海道：2020/05/28～　6戦3勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　木谷ツヤ

母　トーヨーサンバ（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 南関東：2020/11/20～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2016年3月5日

地方収得賞金　1,900,000円 8枠8番 父　ローエングリン 生産牧場　フジワラフアーム

北海道：2020/06/25～　5戦1勝（2着0回、3着1回） エイノスケ 調教師　鷹見浩（大井） 母　ネフェルメモリー（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町

南関東：2020/10/07～　4戦0勝（2着0回、3着2回） 牡2歳 馬主　中田和宏 地方収得賞金　9,000,000円

8枠14番 栗毛 生年月日　2018年4月6日 北海道：2019/07/16～　7戦6勝（2着1回、3着0回）

プナヘレ 調教師　的場直之（大井） 父　アンライバルド 生産牧場　有限会社中田牧場 南関東：2020/02/24～　9戦5勝（2着2回、3着1回）

牡2歳 馬主　林田憲次 母　マイカイ（父　ヨハネスブルグ） 産地　平取町

芦毛 生年月日　2018年5月15日 地方収得賞金　2,850,000円 12R

父　クリエイター２ 生産牧場　佐々木恵一 北海道：2020/05/05～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 1枠2番

母　セインツプレイ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　浦河町 南関東：2020/11/18～　2戦0勝（2着1回、3着0回） スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

地方収得賞金　1,690,000円 牝4歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

北海道：2020/08/05～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 8R 芦毛 生年月日　2016年6月7日

南関東：2020/12/08～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 6枠9番 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

ミスシェーンハイト 調教師　市村誠（大井） 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

2R 牝4歳 馬主　田村誠 地方収得賞金　12,190,000円

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

レジェンドルーラー 調教師　的場直之（大井） 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　田村靖典 南関東：2019/02/07～　20戦2勝（2着6回、3着4回）

牡2歳 馬主　廣松光成 母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 3枠6番

黒鹿毛 生年月日　2018年4月18日 地方収得賞金　6,593,000円 アルティマックス 調教師　森下淳平（大井） 

父　ダノンレジェンド 生産牧場　野坂牧場 北海道：2018/08/02～　11戦2勝（2着3回、3着1回） 牡6歳 馬主　（株）レックス

母　スターオブアフリカ（父　Ｊｏｈａｎｎｅｓｂｕｒｇ） 産地　新ひだか町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年5月4日

地方収得賞金　2,320,000円 南関東：2019/12/09～　14戦0勝（2着3回、3着1回） 父　ロードアルティマ 生産牧場　鳥井征士

北海道：2020/06/04～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠13番 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町

南関東：2020/11/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） ストロングチェイン 調教師　福永敏（大井） 地方収得賞金　21,501,000円

4枠5番 牝3歳 馬主　杉山忠国 北海道：2016/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

アウィウィリオ 調教師　吉井竜一（大井） 栗毛 生年月日　2017年5月19日 愛知：2016/10/20～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

牝2歳 馬主　佐野幸一郎 父　ストロングリターン 生産牧場　本桐牧場 南関東：2017/07/26～　32戦9勝（2着4回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2018年5月2日 母　チェインブラッド（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 4枠7番

父　ダノンレジェンド 生産牧場　まるとみ冨岡牧場 地方収得賞金　5,605,000円 マブイーグル 調教師　阪本一栄（大井） 

母　レッドシャトル（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 牡4歳 馬主　生杉学

地方収得賞金　1,850,000円 南関東：2019/12/29～　15戦1勝（2着2回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日

北海道：2020/07/02～　9戦2勝（2着3回、3着0回） 父　シルポート 生産牧場　高橋農場

南関東：2020/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 9R 母　ターキッシュブルー（父　カリズマティック） 産地　伊達市

5枠7番 8枠16番 地方収得賞金　14,425,000円

アークリオン 調教師　嶋田幸晴（大井） フラッシュアロー 調教師　立花伸（大井） 北海道：2018/06/07～　8戦1勝（2着5回、3着2回）

牝2歳 馬主　アークフロンティア（株） 牝4歳 馬主　村山忠弘 南関東：2018/12/30～　25戦0勝（2着6回、3着6回）

鹿毛 生年月日　2018年3月28日 栗毛 生年月日　2016年3月16日 5枠10番

父　リオンディーズ 生産牧場　小泉学 父　パイロ 生産牧場　株式会社カネツ牧場 セリス 調教師　朝倉実（大井）

母　エアワルツ（父　ダンスインザダーク） 産地　新冠町 母　ムーンスガタ（父　アドマイヤムーン） 産地　日高町 牝4歳 馬主　（有）ノマ

地方収得賞金　2,140,000円 地方収得賞金　6,379,000円 鹿毛 生年月日　2016年4月3日

北海道：2020/08/05～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 父　スマートファルコン 生産牧場　新井牧場

南関東：2020/11/18～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/11/15～　13戦0勝（2着2回、3着1回） 母　ステップワイズ（父　プリサイスエンド） 産地　むかわ町

6枠9番 金沢：2019/10/22～　12戦1勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　12,245,000円

トウキョウボーイ 調教師　立花伸（大井） 南関東：2020/07/29～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　村山忠弘 南関東：2018/12/25～　26戦3勝（2着4回、3着2回）

栗毛 生年月日　2018年3月30日 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 7枠14番

父　エスポワールシチー 生産牧場　門別敏朗 1R　③エムオーシャルマン ウルフオブウォー 調教師　納谷和玖（大井） 

母　ビビッドフレイム（父　パイロ） 産地　日高町 3R　①ナッチャンカット　④サンドアキュート 牡5歳 馬主　岡田隆寛

地方収得賞金　2,410,000円 4R　⑥ビーナスリング 黒鹿毛 生年月日　2015年3月17日

北海道：2020/05/21～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 7R　①プランナイン　④ミックスベリー 父　ヒルノダムール 生産牧場　岡田猛

南関東：2020/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 8R　③リックマトリックス　⑦ホワイトガンベルト 母　ネバーグレイス（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

8枠14番 10R　②ハナウタマジリ 地方収得賞金　14,475,000円

キモンシャイン 調教師　宗形竹見（大井） 11R第24回ライデンリーダー記念　①ニジイロ　③マナバレンシア 北海道：2017/05/10～　7戦2勝（2着1回、3着1回）

牝2歳 馬主　小林祥晃 　　　⑤マナカフナ　⑧アウタースペース　⑩リゾルート　⑫シャノンアーサー 南関東：2017/12/01～　28戦2勝（2着4回、3着3回）

黒鹿毛 生年月日　2018年3月8日 12R　⑥テツワンイナキチ

父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 大井1R　⑭プナヘレ

地方収得賞金　1,820,000円 笠松1R　④チュウワエンペラー 　　　2R　⑤アウィウィリオ

北海道：2020/05/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 　　　3R　⑥ドリームアイ 　　　6R　④ノートウォージー

南関東：2020/08/19～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 　　　6R　④オーシャンデイジー 　　　7R　②セルゲイ

　　　8R　③テンポディヴァルス

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　10R　④ペタルーダ

1R　②リコーヴィニャーレ　 　　11R　⑩ネフェルリリー

2R　②ブルックブルックス　⑤ミニスター　⑥トイソー 　　12R　①バトードラムール

6R　④イスズスカーレット　⑦レモン ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
7R　④ローズメジャー 大井1R　⑬ゼンニン

9R　⑫イッチョウ 　　　2R　③ヴィエノワズリー

10R　⑧クベーラ 　　　4R　③ラインストリーム

　　　5R　①サブノヴィグラー

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 　　　6R　②タブラオ

園田11R　⑦クールブルーズ 　　　8R　⑥ジョセフテルミー

　　　9R　⑪ハルプモント

　　11R　④スマートフレイ

12/30(水) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


