
2R 6R 10R　GDJ2020 第44回東京2歳優駿牝馬〔SⅠ〕

4枠6番 1枠1番 2枠4番

マボロシ 調教師　佐藤壽（大井） スティールストーム 調教師　鈴木啓之（大井） ソロユニット 調教師　角川秀樹（北海道）

牝3歳 馬主　酒井孝敏 牡2歳 馬主　菅野守雄 牝2歳 馬主　村上雅規

鹿毛 生年月日　2017年2月9日 栗毛 生年月日　2018年5月4日 栗毛 生年月日　2018年2月23日

父　キングズベスト 生産牧場　へいはた牧場 父　シニスターミニスター 生産牧場　有限会社プライドロック 父　アジアエクスプレス 生産牧場　村上雅規

母　キスカラハジメヨウ（父　ステイゴールド） 産地　新ひだか町 母　フェスティバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町 母　ヒバリエクスプレス（父　アグネスデジタル） 産地　新冠町

地方収得賞金　835,000円 地方収得賞金　4,130,000円 地方収得賞金　25,400,000円

北海道：2019/07/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/08/19～　4戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/06/17～　6戦5勝（2着1回、3着0回）

佐賀：2019/08/11～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/09～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2020　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2020　リリーC［門別］　1着

東海：2019/10/10～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 4枠6番 3枠6番

南関東：2019/12/25～　16戦0勝（2着0回、3着0回） レディーオーソ 調教師　鈴木啓之（大井） サブルドール 調教師　荒山勝徳（大井）

6枠10番 牝2歳 馬主　定蛇邦宏 牝2歳 馬主　（有）キャロットファーム

ハウメニーローズ 調教師　遠藤茂（大井） 黒鹿毛 生年月日　2018年3月27日 栗毛 生年月日　2018年4月4日

牝3歳 馬主　（同）ランニング・クラウド 父　フリオーソ 生産牧場　前野牧場 父　カジノドライヴ 生産牧場　坂東牧場

栗毛 生年月日　2017年4月20日 母　スリーキセキ（父　フジキセキ） 産地　日高町 母　ビスクドール（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町

父　スターリングローズ 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社 地方収得賞金　3,225,000円 地方収得賞金　3,840,000円

母　アイランドリリー（父　タイムパラドックス） 産地　新冠町 北海道：2020/07/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,206,000円 南関東：2020/10/08～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/11/19～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2019/08/01～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 8枠14番 ◆2020　フローラルC［門別］　3着

東海：2019/11/22～　10戦1勝（2着1回、3着3回） ラストヴィグラス 調教師　鈴木啓之（大井） 4枠8番

北海道：2020/04/16～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牡2歳 馬主　会田裕一 ケープホーン 調教師　山崎裕也（川崎）

南関東：2020/09/19～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年3月18日 牝2歳 馬主　吉田晴哉

父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐藤鉄也 鹿毛 生年月日　2018年1月23日

3R 母　フォレスタレガーロ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 父　タートルボウル 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

7枠11番 地方収得賞金　3,535,000円 母　ヴァルパライソ（父　サンデーサイレンス） 産地　白老町

キックエストレーヤ 調教師　栗田裕光（大井） 北海道：2020/05/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,665,000円

牡3歳 馬主　佐野幸一郎 南関東：2020/11/03～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/05/28～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

栗毛 生年月日　2017年3月23日 ◆2020　フローラルC［門別］　2着

父　ストロングリターン 生産牧場　岡本昌市 7R ◆2020　ブロッサムC［門別］　3着

母　ダノンステラ（父　ダイワメジャー） 産地　浦河町 4枠4番 5枠10番

地方収得賞金　1,620,000円 ジェイケイジーク 調教師　赤嶺本浩（大井） レディブラウン 調教師　原三男（川崎）

北海道：2019/05/08～　15戦3勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　杉浦和也 牝2歳 馬主　藤元厚雄

南関東：2020/12/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 青鹿毛 生年月日　2018年5月11日

父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム

5R 母　ローレルウィッチ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県

1枠1番 地方収得賞金　7,800,000円 地方収得賞金　7,560,000円

ミラコロカナーレ 調教師　福永敏（大井） 北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

牡2歳 馬主　山崎和哉 金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） 南関東：2020/12/17～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

青毛 生年月日　2018年4月27日 南関東：2019/08/25～　23戦4勝（2着1回、3着1回） ◆2020　リリーC［門別］　2着

父　ワイルドワンダー 生産牧場　川越ファーム 4枠5番 6枠11番

母　ウインマルゲリータ（父　メイショウオウドウ） 産地　浦河町 エラボレート 調教師　米谷康秀（船橋） ジェネシスムーン 調教師　伊藤滋規（船橋）

地方収得賞金　2,810,000円 牡3歳 馬主　伊達泰明 牝2歳 馬主　久保潤

北海道：2020/07/01～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日 鹿毛 生年月日　2018年3月5日

5枠5番 父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場 父　タイセイレジェンド 生産牧場　様似共栄牧場

ラストスタンド 調教師　的場直之（大井） 母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 母　ヘイローマジック（父　キングヘイロー） 産地　様似町

牝2歳 馬主　（有）新生ファーム 地方収得賞金　6,795,000円 地方収得賞金　4,115,000円

鹿毛 生年月日　2018年4月29日 北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 南関東：2019/12/11～　11戦2勝（2着4回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ファーストキス（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 6枠8番 南関東：2020/12/04～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,140,000円 マウントポジション 調教師　的場直之（大井） 7枠14番

北海道：2020/06/24～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　吉田照哉 ムーンライトキッス 調教師　宮浦正行（大井）

　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　2017年4月13日 牝2歳 馬主　上山浩司

南関東：2020/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　カネヒキリ 生産牧場　社台ファーム 栗毛 生年月日　2018年5月2日

母　マウントコブラ（父　Ｍｔ．　Ｌｉｖｅｒｍｏｒｅ） 産地　千歳市 父　ディスクリートキャット 生産牧場　三石川上牧場

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 地方収得賞金　6,405,000円 母　ミスムーンライト２（父　Ｐｌａｔｉｎｉ） 産地　新ひだか町

2R　①ファイナルネイア　②アシハライ　③サイレントシズカ 北海道：2019/06/27～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,250,000円

　　　④ツダグローリー　⑤キューテット 南関東：2020/04/28～　5戦3勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/07/08～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

3R　①キョウワグロリア　②イクゼファイターズ 南関東：2020/12/08～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

4R　②レッツシンク　 8R 8枠16番

5R　④ノースヒビキ　⑥ポアンカレ 1枠1番 セカイノホシ 調教師　櫻井拓章（北海道）

6R　⑦デルグレネ　⑧キセキタイム エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 牝2歳 馬主　林正夫

8R　②アーツレイジング　⑥シルバーサークル　⑦ライトリー 牡5歳 馬主　岡田義見 芦毛 生年月日　2018年5月6日

　　　⑧ビービーブレイデン 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 父　カレンブラックヒル 生産牧場　坂本牧場

10R第49回東海ゴールドC　①モリデンルンバ　⑩ダルマワンサ　⑫ニューホープ 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 母　セカイノカナ（父　キングヘイロー） 産地　新ひだか町

11R　⑧タッチウェーブ 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 地方収得賞金　8,725,000円

地方収得賞金　9,193,000円 北海道：2020/05/14～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

笠松5R　②ルクリリ 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） ◆2020　ローレル賞［川崎］　2着

　　　6R　⑥ブラックテーラー 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2020　フルールC［門別］　3着

南関東：2018/12/05～　34戦4勝（2着2回、3着5回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 3枠3番 12R

1R　⑤ナウシカオジョー ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井） 4枠4番

2R　②エクスプレス　③エールソングス　④ノルトクリーガー 牡3歳 馬主　北原大史 マイティウォーリア 調教師　鈴木啓之（大井） 

　　　⑤シェーンフォレスト　⑥ラピッドフロウ　⑦ペイバスク 鹿毛 生年月日　2017年3月18日 牡4歳 馬主　菊地昌廣

　　　⑧スツーカ 父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場 鹿毛 生年月日　2016年4月30日

3R　③エイシンリボーン　⑥タクシードライバー　⑦サンゼント 母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 父　ロジユニヴァース 生産牧場　クリアファーム

5R　⑧イリア 地方収得賞金　6,021,000円 母　ミーナー（父　Ｅｎｄ　Ｓｗｅｅｐ） 産地　日高町

6R　①ウインディシティー　⑥ウィナーズヒロイン 北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　14,665,000円

7R　⑦モリデンハッピー　⑧モリデンハッピー　⑩ゴリョウサン 金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/07/04～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

9R　⑥エイシンパラディン 南関東：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

10R第49回園田ジュニアC　⑦クルゼイロ 北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/11/05～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/02/20～　13戦2勝（2着3回、3着2回）

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 ◆2018　平和賞［船橋］　3着

園田2R　⑧スツーカ 9R 5枠6番

　　　7R　⑨ノーモアサイレンス 1枠1番 フォルトゥーレ 調教師　栗田裕光（大井）

　　　8R　⑦ゴウノモノ シザーハンズ 調教師　櫻木英喜（大井） セン4歳 馬主　八嶋長久

　　　9R　⑨リヤンドール 牝3歳 馬主　村田裕子 芦毛 生年月日　2016年4月29日

芦毛 生年月日　2017年3月11日 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　びらとり牧場

●本日の騎乗予定　阿部 龍騎手 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 母　トウカイセレッソ（父　キングカメハメハ） 産地　平取町

大井10R　④ソロユニット 母　シルバームーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　12,930,000円

●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 地方収得賞金　6,830,000円 北海道：2019/05/29～　12戦3勝（2着3回、3着3回）

大井1R　①ローレルオルブラン 北海道：2019/05/30～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/12/04～　17戦4勝（2着7回、3着1回）

　　　3R　⑩スピルアウト 南関東：2019/12/29～　16戦2勝（2着1回、3着2回）

　　　4R　⑤ダッシュウイング

　　　6R　①スティールストーム

　　　8R　④ヴィーグリーズ

　　　9R　②ミトノマジック

　　10R　⑮ベツセタイ

　　11R　⑯リベリュール

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
大井1R　③ブーケブランシェ

　　　5R　⑥トランセンデンタル

　　　6R　⑥レディーオーソ

　　　9R　⑧サブノダンサー

　　10R　⑪ジェネシスムーン

　　11R　⑧カヴァレリア

12/31(木) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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東京2歳優駿牝馬に、ホッカイドウ競馬から

ソロユニット・セカイノホシが出走！

応援よろしくお願いします♪


