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転入馬 A1 エイシンスレイマン 牡 6 ディープインパクト エーシンスペリアー (King’sBest) 井田莊一郎 多田善弘 大井 栗田泰 49,340 31戦3勝 園田 2020/10/21

〃 A1 チャイヤプーン 牡 5 フェデラリスト サイレントエクセル (ウイングアロー) 大久保和夫 原フアーム 大井 辻野豊 48,800 18戦10勝 笠松 2020/01/24

〃 A2 ライオネルカズマ 牡 6 キングカメハメハ モンスーンウェディング (Monsun) （同）雅苑興業 木村秀則 大井 渡邉和 33,170 29戦3勝 J新潟 2020/10/24

〃 B2 スティーン 牡 4 Frankel MoreThanSotka (DutchArt) 松嶋良治 ZalimBifov 大井 荒井朋 11,750 13戦1勝 J中京 2020/09/27

〃 B2 パレスラブリー 牝 4 ディープブリランテ キャメロンバローズ (Singspiel) 坂本肇 稲原牧場 川崎 池田孝 12,555 23戦8勝 門別 2020/11/04

〃 B2 ボヘミアラプソディ 牡 4 ベルシャザール レディサマンサ (ディープインパクト) 三岡陽 グランド牧場 大井 市村誠 14,252 27戦1勝 J東京 2020/10/24

〃 B3 オウケンランボー 牡 4 ベルシャザール オウケンハート (ジャングルポケット) 須貝廣次 辻牧場 大井 佐宗応 8,025 13戦0勝 門別 2020/10/29

〃 B3 オーシャンバローズ 牡 3 トーセンホマレボシ エポレット (リアルシヤダイ) 猪熊広次 真壁信一 大井 福永敏 7,460 8戦0勝 J札幌 2020/09/06

〃 B3 スティールティアラ 牝 4 サウスヴィグラス ラヴィール (キンググローリアス) 菅野守雄 村上牧場 大井 高野毅 8,245 20戦4勝 門別 2020/11/03

〃 B3 タイセイスキャット 牡 4 ヨハネスブルグ マルカジュリエット (サンデーサイレンス) 中野富夫 ナカノファーム 大井 福田真 8,652 27戦2勝 門別 2020/11/04

〃 C1 インセンディオ 牡 3 ノヴェリスト ゴールデンフェザー (キングカメハメハ) 嶋田賢 大栄牧場 大井 的場直 6,266 9戦0勝 J札幌 2020/09/05

〃 C1 エコロブラッサム 牝 3 エピファネイア スカーレル (ゴールドアリュール) 原村正紀 社台ファーム 大井 立花貢 5,030 10戦0勝 J新潟 2020/10/17

〃 C1 ジュンハルト 牡 3 スウェプトオーヴァーボード ターフジェニック (ホワイトマズル) 河合純二 マリオステーブル 大井 荒山勝 5,186 6戦0勝 J札幌 2020/08/22

〃 C1 ダイユウローズ 牝 3 フェノーメノ アドマイヤレッド (Stravinsky) 大友靖岐 藤沢牧場 大井 嶋田幸 4,550 11戦0勝 J札幌 2020/08/29

〃 C1 ビービーシャルト セ 4 パイロ スイートトーク (フジキセキ) 坂東勝彦 オリエント牧場 大井 村上頼 7,280 17戦1勝 門別 2020/10/29

〃 C2 アリーヴェデルチ 牡 3 ルーラーシップ ピサノグラフ (サンデーサイレンス) 市川義美ホールディングス㈱ ノーザンファーム 大井 福永敏 2,000 4戦0勝 J小倉 2020/09/06

〃 C2 エスパー 牡 3 キンシャサノキセキ パッションレッド (アグネスタキオン) 石川達絵 酒井牧場 大井 村上頼 2,550 8戦0勝 J札幌 2020/08/23

〃 C2 エランヴィタール 牡 3 スマートファルコン タイセイクインス (ワイルドラッシュ) 小野美子 柏木一則 大井 嶋田幸 2,358 9戦5勝 門別 2020/10/27

〃 C2 サンマナ 牝 3 アドマイヤムーン ユニーク (Commands) ㈱さくらコーポレーション 山田政宏 大井 秋吉和 2,138 24戦3勝 園田 2020/11/11

〃 C2 ソルメンシス 牡 3 アイルハヴアナザー イルミナティ (メイショウサムソン) 高樽さゆり ディアレストクラブ 大井 福田真 2,678 14戦1勝 門別 2020/10/28

〃 C2 ツクバマサカド 牡 3 ルーラーシップ ビウイッチアス (ダイワメジャー) 瀧本和義 いとう牧場 大井 蛯名雄 2,510 4戦0勝 J阪神 2020/06/14

〃 C2 マイネルサブマリン 牡 3 RaceDay KatinaK (DistinctivePro) 永野雄介 CarlBennett 大井 森下淳 3,150 8戦0勝 J新潟 2020/09/06

〃 3歳 アバディーン 牡 3 ルーラーシップ アスクデピュティ (フレンチデピュティ) 山下勇 社台ファーム 大井 堀千亜 1,010 8戦2勝 盛岡 2020/11/01

新馬 3歳 カジノウィズ 牡 3 カジノドライヴ クラリスピンク (ネオユニヴァース) 今中俊平 社台ファーム 大井 髙橋清 0 1.19.3

転入馬 3歳 ガマン 牡 3 キズナ インカンデセンス (ファンタスティックライト) 杉浦和也 前谷武志 大井 田中人 1,434 12戦5勝 盛岡 2020/11/07

〃 3歳 キックエストレーヤ 牡 3 ストロングリターン ダノンステラ (ダイワメジャー) 佐野幸一郎 岡本昌市 大井 栗田裕 1,480 15戦3勝 門別 2020/11/03

〃 3歳 ゴールドリアリティ 牝 3 ベーカバド ゴールドジャパン (スターリングローズ) グローバルサービス（株） 北勝ファーム 大井 渡邉和 1,300 7戦0勝 J札幌 2020/08/23
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〃 3歳 サクラマス 牝 3 スウェプトオーヴァーボード リズムオブザレイン (サンデーサイレンス) 越村哲男 社台ファーム 大井 米田英 1,800 7戦0勝 J新潟 2020/08/22

〃 3歳 ツキニカリ 牡 3 キズナ カリ (Areion) 杉浦和也 ノーザンファーム 大井 佐野謙 1,134 6戦3勝 門別 2020/11/03

〃 3歳 ネオアンビシャス 牝 3 ネオユニヴァース カーヴィシャス (シンボリクリスエス) ㈲ユートピア牧場 上水牧場 大井 福永敏 1,688 12戦2勝 門別 2020/11/03

〃 3歳 ハイテイブルース 牡 3 エスケンデレヤ トーヨートーヤコ (サンデーサイレンス) 中地賢次郎 川上牧場 大井 村上頼 1,380 15戦0勝 J新潟 2020/10/25

〃 3歳 ハシレコウマ 牡 3 アーネストリー リチュアリスト (タヤスツヨシ) 峰哲馬 ヤマイチ牧場 大井 遠藤茂 1,437 26戦2勝 門別 2020/10/29

〃 3歳 フィエールボス セ 3 プリサイスエンド アップルティー (サンデーサイレンス) 谷謙介 元道牧場 大井 辻野豊 1,476 13戦3勝 笠松 2020/08/12

〃 3歳 ミユキアウグストス 牡 3 シニスターミニスター テレキネシス (ダイワメジャー) 長井純一 山際智 大井 堀江仁 1,224 9戦3勝 門別 2020/10/28

新馬 3歳 ラグラシオーサ 牡 3 DawnApproach SpanishDoll (Dubawi) ゴドルフィン DcInvestmentsLtd 大井 藤田輝 0 1.18.9

転入馬 2歳 アウィウィリオ 牝 2 ダノンレジェンド レッドシャトル (タイキシャトル) 佐野幸一郎 まるとみ冨岡牧場 大井 吉井竜 1,850 9戦2勝 門別 2020/11/03

新馬 2歳 アセットエース 牡 2 ワールドエース ツジガハナ (ジャングルポケット) 中澤加那子 辻牧場 大井 納谷和 0 53.1

転入馬 2歳 イッツバッド 牝 2 ヴァンセンヌ マチカネヒザクラ (デインヒル) 三岡有香 岡田スタツド 大井 堀千亜 575 12戦0勝 門別 2020/11/05

〃 2歳 エムオーゴールド 牝 2 ホッコータルマエ エムオーパール (ステイゴールド) 大浅貢 門別牧場 大井 堀江仁 500 9戦1勝 門別 2020/10/27

〃 2歳 カガヤキ 牝 2 ホッコータルマエ インディストラーダ (マンハッタンカフェ) 今井優 ヤスナカファーム 大井 月岡健 935 8戦1勝 門別 2020/11/05

新馬 2歳 カズノジャンボ 牡 2 ヴィクトワールピサ サイレンスデザート (マンハッタンカフェ) 鈴木可一 ハシモトフアーム 大井 納谷和 0 53.1

〃 2歳 カバロスウィフト 牡 2 ヴァンセンヌ ベティボルテクス (ジェニュイン) 山室正之 前川義則 大井 辻野豊 0 52.0

〃 2歳 カプトドラコーニス 牡 2 アドマイヤムーン リンピッドドラゴン (DiscreetCat) 窪田康志 坂東牧場 大井 福永敏 0 52.0

〃 2歳 キタサンアルゴン 牡 2 ブラックタイド キタサンハルカゼ (マヤノトップガン) ㈲大野商事 村田牧場 大井 辻野豊 0 53.1

〃 2歳 キラカイドウ セ 2 ディープスカイ ヒメカイドウ (カルストンライトオ) 東海物流㈲ グローリーファーム 大井 上杉昌 0 51.4

転入馬 2歳 グロリオーソ 牝 2 フリオーソ シャインエタニティ (グラスワンダー) 仲尾正人 グローリーファーム 大井 佐野謙 1,575 9戦1勝 門別 2020/11/04

新馬 2歳 ゴールドブレイン 牡 2 タイムパラドックス ナイキトライアンフ (ボストンハーバー) 益子けい子 中川隆 大井 蛯名雄 0 52.0

転入馬 2歳 サンケイワールド 牡 2 ケイムホーム エレメンタリー (ダイワメジャー) 中村吉隆 旭牧場 大井 納谷和 1,595 9戦1勝 門別 2020/11/05

〃 2歳 シビックドライヴ 牡 2 カジノドライヴ シルバーフォックス (クロフネ) 國枝昂 ノーザンファーム 大井 米田英 9,660 7戦3勝 門別 2020/11/03

新馬 2歳 スターバースト 牡 2 レッドスパーダ シスネ (サムライハート) ㈲龍光 長浜忠 大井 荒井朋 0 51.8

転入馬 2歳 スティールストーム 牡 2 シニスターミニスター フェスティバル (アサティス) 菅野守雄 有限会社プライドロック 大井 鈴木啓 1,530 4戦2勝 門別 2020/11/04

〃 2歳 チサット 牡 2 スマートファルコン ネフェルメモリー (アジュディケーティング) 木谷ツヤ フジワラフアーム 大井 佐宗応 3,175 9戦2勝 盛岡 2020/11/15

〃 2歳 チャカルデブロンセ 牝 2 トーホウジャッカル ワイルドポポ (ワイルドラッシュ) 境直行 槇本牧場 大井 中道啓 650 11戦0勝 門別 2020/10/28

〃 2歳 ティーズアレディー 牝 2 トランセンド フェスティブシャン (サニーブライアン) 立山伸二 カタオカフアーム 大井 嶋田幸 1,480 8戦1勝 門別 2020/11/03
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〃 2歳 トウキョウボーイ 牡 2 エスポワールシチー ビビッドフレイム (パイロ) 村山忠弘 門別敏朗 大井 立花伸 2,410 6戦1勝 門別 2020/10/14

新馬 2歳 ドリームポルックス 牝 2 クリエイターⅡ ドリームエンブレム (ウォーエンブレム) 山科統 杵臼牧場 大井 藤田輝 0 52.6

転入馬 2歳 ドンピシャ 牝 2 ロードアルティマ モンタナ (マンハッタンカフェ) 山田祐三 高村伸一 大井 阪本一 1,600 11戦1勝 門別 2020/10/29

新馬 2歳 ノーダウト 牝 2 アンライバルド ギャラリートーク (ブライアンズタイム) 吉田勝己 ノーザンファーム 大井 渡邉和 0 52.7

転入馬 2歳 ブリランテイモン 牝 2 ディープブリランテ キングアンドクイン (キングカメハメハ) 井門敏雄 前田ファーム 大井 佐宗応 570 3戦1勝 金沢 2020/11/10

〃 2歳 プナヘレ 牡 2 クリエイターⅡ セインツプレイ (SaintBallado) 林田憲次 佐々木恵一 大井 的場直 650 6戦1勝 門別 2020/10/15

新馬 2歳 マルカンデイジー 牝 2 グラスワンダー ドリームローズ (サクラバクシンオー) 斉藤勘介 ビッグレッドファーム 大井 佐々洋 0 52.6

〃 2歳 マロンシャンティ 牝 2 アジアエクスプレス アイアイボタン (アドマイヤベガ) 阿部耕三 石郷岡五月 大井 小野晋 0 52.0

転入馬 2歳 ムーンライトキッス 牝 2 ディスクリートキャット ミスムーンライトⅡ (Platini) 上山浩司 三石川上牧場 大井 宮浦正 650 5戦1勝 門別 2020/10/28

〃 2歳 ラストスタンド 牝 2 フリオーソ ファーストキス (マチカネキンノホシ) ㈲新生ファーム 新生ファーム 大井 的場直 2,750 5戦1勝 園田 2020/09/24

〃 2歳 ランブラスト 牡 2 モーリス フェイドレスシーン (タニノギムレット) 林正夫 二風谷ファーム 大井 鈴木啓 970 7戦1勝 門別 2020/10/21

新馬 2歳 レヴェイユ 牝 2 ワンダーアキュート ラプレシューズ (Ａ．Ｐ．Ｉｎｄｙ) 伊達泰明 サンシャイン牧場 大井 中道啓 0 52.9


