
4R 7R 10R GDJ2021 第45回東京2歳優駿牝馬〔SⅠ〕

4枠4番 5枠9番 1枠1番

ローズティアラ 調教師　佐野謙二（大井） イッツバッド 調教師　市村誠（大井） スティールルージュ 調教師　角川秀樹（北海道）

牝2歳 馬主　和田博美 牝3歳 馬主　三岡有香 牝2歳 馬主　菅野守雄

青鹿毛 生年月日　2019年4月26日 鹿毛 生年月日　2018年5月11日 鹿毛 生年月日　2019年3月7日

父　ロージズインメイ 生産牧場　登別上水牧場 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　岡田スタツド 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　ディアレストクラブ

母　ヒカルダイヤモンド（父　アグネスタキオン） 産地　登別市 母　マチカネヒザクラ（父　デインヒル） 産地　新ひだか町 母　ディアユリアザミ（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町

地方収得賞金　4,070,000円 地方収得賞金　3,890,000円 地方収得賞金　17,840,000円

北海道：2021/06/23～　8戦3勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/06/03～　12戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2021/04/28～　8戦4勝（2着2回、3着0回）

5枠6番 南関東：2020/12/08～　13戦0勝（2着2回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

ヒノカミカグラ 調教師　鷹見浩（大井） ◆2021　ローレル賞［川崎］　1着　　◆2021　フルールC［門別］　1着

牝2歳 馬主　小橋亮太 8R 4枠7番

鹿毛 生年月日　2019年5月11日 1枠1番 ギンガレールウェイ 調教師　山田信大（船橋）

父　トビーズコーナー 生産牧場　市川牧場 ダンスポケット 調教師　月岡健二（大井） 牝2歳 馬主　組）寿組合

母　クレインテオドーラ（父　タニノギムレット） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　北原大史 黒鹿毛 生年月日　2019年5月28日

地方収得賞金　3,019,000円 鹿毛 生年月日　2017年3月18日 父　フリオーソ 生産牧場　チェリーフィールズ

北海道：2021/05/19～　10戦2勝（2着2回、3着1回） 父　ジャングルポケット 生産牧場　道見牧場 母　チャーミングオーラ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町

南関東：2021/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　マコトエンエン（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 地方収得賞金　5,400,000円

7枠9番 地方収得賞金　7,121,000円 北海道：2021/06/09～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

ベルイルアンメール 調教師　嶋田幸晴（大井） 北海道：2019/07/10～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/12/01～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　小菅誠 金沢：2019/11/24～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 6枠11番

黒鹿毛 生年月日　2019年3月13日 南関東：2019/12/29～　5戦0勝（2着2回、3着0回） スピーディキック 調教師　藤原智行（浦和）

父　ホッコータルマエ 生産牧場　オリエント牧場 北海道：2020/04/15～　11戦2勝（2着1回、3着2回） 牝2歳 馬主　加藤鈴幸

母　ペイシャオーシャン（父　ゴールドアリュール） 産地　新冠町 南関東：2020/11/05～　21戦1勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2019年3月5日

地方収得賞金　3,070,000円 3枠4番 父　タイセイレジェンド 生産牧場　熊谷武

北海道：2021/06/02～　5戦1勝（2着1回、3着0回） ライトロング 調教師　市村誠（大井） 母　デザートフラワー（父　サイレントディール） 産地　浦河町

南関東：2021/10/06～　4戦0勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　佐藤ルツ子 地方収得賞金　25,456,000円

8枠11番 鹿毛 生年月日　2017年4月30日 北海道：2021/06/30～　7戦3勝（2着3回、3着0回）

サランスク 調教師　田中正人（大井） 父　ストロングリターン 生産牧場　鹿戸辰幸 ◆2021　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2021　リリーC［門別］　1着

牝2歳 馬主　吉田晴哉 母　アルカンジュエール（父　スズカマンボ） 産地　平取町 7枠13番

鹿毛 生年月日　2019年3月16日 地方収得賞金　7,726,000円 レディーアーサー 調教師　田中淳司（北海道）

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 北海道：2019/05/22～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 牝2歳 馬主　会田裕一

母　シーオーク（父　キングカメハメハ） 産地　白老町 南関東：2019/12/16～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019年4月3日

地方収得賞金　4,254,000円 北海道：2020/04/15～　10戦1勝（2着3回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　シンボリ牧場

北海道：2021/05/20～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 佐賀：2020/12/05～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 母　スイートフィズ（父　クロフネ） 産地　日高町

南関東：2021/10/07～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/04/22～　13戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　7,900,000円

南関東：2021/12/10～　1戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2021/04/29～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

5R 4枠5番 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 スコトントン 調教師　橋本和馬（大井） ◆2021　プリンセスC［盛岡］　1着　　◆2021　イノセントC［門別］　1着

パラリーガル 調教師　嶋田幸晴（大井） 牝3歳 馬主　和田博美 ◆2021　栄冠賞［門別］　3着

牝3歳 馬主　小菅誠 黒鹿毛 生年月日　2018年3月18日 7枠14番

青鹿毛 生年月日　2018年3月18日 父　ベルシャザール 生産牧場　猿橋義昭 グラーツィア 調教師　米谷康秀（船橋）

父　カレンブラックヒル 生産牧場　松木加代 母　クリスマドンナ（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 牝2歳 馬主　岩山博文

母　ケージーサクランボ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 地方収得賞金　6,300,000円 黒鹿毛 生年月日　2019年4月23日

地方収得賞金　3,480,000円 北海道：2020/06/03～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 父　ホッコータルマエ 生産牧場　松浦牧場

北海道：2020/05/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/01/19～　10戦2勝（2着1回、3着2回） 母　エピックマジック（父　テレグノシス） 産地　新冠町

南関東：2020/09/20～　23戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,700,000円

9R 北海道：2021/05/19～　7戦3勝（2着2回、3着1回）

6R 7枠11番 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回）

3枠3番 サツキブライド 調教師　井上弘之（大井） ◆2021　園田プリンセスC［園田］　1着

ボーフム 調教師　橋本和馬（大井） 牝6歳 馬主　小野博郷 ◆2021　ラブミーチャン記念［笠松］　2着

牡4歳 馬主　和田博美 黒鹿毛 生年月日　2015年5月26日

黒鹿毛 生年月日　2017年2月11日 父　タニノギムレット 生産牧場　田中裕之 11R

父　トビーズコーナー 生産牧場　中山高鹿康 母　バブリングブライド（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 4枠7番

母　タイクローサ（父　フォーティナイナー） 産地　新冠町 地方収得賞金　13,689,000円 プレストレジェーロ 調教師　米田英世（大井）

地方収得賞金　4,875,000円 北海道：2017/05/31～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　米津佳昭

北海道：2019/08/29～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 金沢：2017/08/08～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2017年2月18日

南関東：2019/12/29～　15戦2勝（2着2回、3着0回） 南関東：2017/12/29～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　小倉光博

4枠5番 金沢：2018/03/26～　11戦2勝（2着0回、3着0回） 母　ユズチャン（父　カネヒキリ） 産地　新ひだか町

イッツソーラッド 調教師　荒山勝徳（大井） 南関東：2018/11/02～　51戦6勝（2着5回、3着9回） 地方収得賞金　8,780,000円 中央収得賞金　11,290,000円

牡3歳 馬主　池田草龍 ◆2017　金沢プリンセスカップ［金沢］　3着 北海道：2019/06/05～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2018年3月22日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ハイアーゲーム 生産牧場　渋谷一郎 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 JRA：2019/12/01～　13戦1勝（2着0回、3着0回）

母　オオカリベクイン（父　フサイチレオン） 産地　新冠町 大井10R　①スティールルージュ 南関東：2021/04/14～　9戦2勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　3,996,000円 7枠14番

北海道：2020/04/23～　16戦4勝（2着4回、3着3回） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ スティールペガサス 調教師　高野毅（大井）

4枠6番 4R　②フロストフラワー　⑦エーストビーズ　⑪アアラヴァ 牡4歳 馬主　菅野守雄

カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） 7R　⑤メイクアラッシュ 黒鹿毛 生年月日　2017年3月13日

牝5歳 馬主　豊島愛子 9R　①ピックプウィン 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 12R　⑪エイノスケ 母　ホールドミータイト（父　コマンズ） 産地　新ひだか町

父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 地方収得賞金　21,805,000円

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 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 北海道：2019/05/09～　9戦2勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　6,670,000円 園田2R　⑦グルノイユジョーヌ 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 　　　3R　⑨ヒナハナ 南関東：2020/02/06～　7戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/04/24～　43戦1勝（2着5回、3着2回） 　　　4R　⑤オメガプランタン 北海道：2021/04/22～　7戦2勝（2着2回、3着1回）

　　10R　⑨コパノジャンピング ◆2021　道営スプリント［門別］　2着　　◆2019　南部駒賞［盛岡］　2着

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 ◆2021　星雲賞［門別］　3着

2R　⑤キセキタイム　⑥レッツシンク 園田6R　③ニシノカリウド

3R　①チュパチ　③レーヴポルト　⑤コウエイノハナ 　　　7R　⑦クリノエルサ 12R

　　　⑥ユメミルボニータ　⑦ハイポジション　⑧ステインタッチ 　　11R　⑪ホクザンゴールド 1枠2番

　　　⑨マーゴットロマンス リコーリュウセイ 調教師　荒山勝徳（大井）

4R　①サクラトップグッド　②カワバンガー　③スギノワルキューレ 牡3歳 馬主　土橋正雄

　　　④サクラトップビップ 黒鹿毛 生年月日　2018年2月8日

5R　⑦タッチウェーブ　⑧ランタン　⑨シルバーサークル 父　パイロ 生産牧場　リコーファーム

7R　②ペタル　③リックマトリックス　⑥サプライズドルチェ 母　ケイアイメルヘン（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

8R　③ローズレイジング　 地方収得賞金　10,020,000円

10R第50回東海ゴールドC　⑫ベニスビーチ 北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2021/01/21～　7戦4勝（2着0回、3着0回）

●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手 6枠11番

笠松1R　⑤ギャンダ ミリミリ 調教師　小野寺晋廣（大井）

　　　2R　①トーセンパッソ 牝4歳 馬主　石川貴久

　　　4R　④サクラトップビップ 鹿毛 生年月日　2017年5月11日

　　　5R　③フレンドピース 父　サンカルロ 生産牧場　ムラカミファーム

　　　6R　①キチロクアユノ 母　ハルエサン（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新冠町

　　　7R　④ムーンセレナーデ 地方収得賞金　15,485,000円

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 北海道：2019/05/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

笠松1R　③クリーンゲーム 南関東：2019/12/05～　28戦1勝（2着5回、3着1回）

　　　3R　⑦ハイポジション 8枠16番

　　　4R　⑦プロメテウス スティールストーム 調教師　鈴木啓之（大井）

　　　5R　④ワイエスキャンサー 牡3歳 馬主　菅野守雄

　　　8R　②リュウノポートガス 栗毛 生年月日　2018年5月4日

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

母　フェスティバル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　12,955,000円

北海道：2020/08/19～　4戦2勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/12/09～　11戦3勝（2着2回、3着1回）

12/31(金) 大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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GDJ2021・東京2歳優駿牝馬に

ホッカイドウ競馬の2頭が出走！

応援よろしくお願いします♪


