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転入馬 A1 サトノファンタシー 牡 7 クロフネ ディナーブレイク (TaleoftheCat) 伊藤捷一 下河辺牧場 大井 福田真 86,460 29戦9勝 金沢 2020/12/17

〃 A1 タイムトリップ 牡 6 ロードアルティマ ミルフォードスバル (ホークアタック) 市村義和 鵜木唯義 大井 鷹見浩 63,320 30戦4勝 J東京 2020/11/15

〃 A1 ミュゼエイリアン セ 8 スクリーンヒーロー エールスタンス (エルコンドルパサー) 菊地祐司 社台ファーム 大井 松浦裕 69,800 33戦3勝 J東京 2020/11/08

〃 B1 アヴァント 牡 6 ジャングルポケット グレイスファミリー (タニノギムレット) 佐々木主浩 ノーザンファーム 大井 中道啓 28,340 30戦3勝 J阪神 2020/11/21

〃 B1 グッドラックサマー 牡 6 サマーバード バックアタック (アグネスデジタル) 澤田孝之 伊藤敏明 浦和 川島豊 32,882 27戦4勝 J東京 2020/11/28

〃 B1 ヘヴントゥナイト セ 6 ダイワメジャー エアトゥーレ (トニービン) （有）社台レースホース 社台ファーム 大井 荒山勝 30,720 31戦4勝 J阪神 2020/12/12

〃 B1 マイネルアンファン 牡 5 アイルハヴアナザー マンデームスメ (サンデーサイレンス) ㈱サラブレッドクラブラフィアンビッグレッドファーム 大井 宗形竹 28,000 24戦3勝 J阪神 2020/12/13

〃 B2 プタハ 牡 5 ヘニーヒューズ シャラポワ (サンデーサイレンス) 髙瀬真尚 下河辺牧場 大井 高野毅 20,060 22戦2勝 J中京 2020/12/06

〃 B2 ライトカラカゼ 牡 5 キングヘイロー スマイルコンテスト (サツカーボーイ) 星野壽市 千代田牧場 大井 久保隆 21,440 22戦1勝 J中山 2020/12/12

〃 B2 レコンキスタ 牡 6 ゴールドアリュール ロイヤルティアラ (ノーザンテースト) 村野康司 下河辺牧場 大井 鈴木啓 25,100 35戦3勝 J中京 2020/12/12

〃 B3 コパノジョウオー 牝 4 ゴールドアリュール コパノニキータ (ティンバーカントリー) 小林祥晃 ヤナガワ牧場 大井 堀千亜 12,330 26戦7勝 高知 2020/12/06

〃 B3 ノブイチ 牡 5 パイロ シェリーバレンシア (スピニングワールド) 佐野信幸 小葉松幸雄 大井 朝倉実 13,486 42戦9勝 金沢 2020/12/17

〃 B3 ファルーク セ 3 ダイワメジャー ウインファンタジア (ヘネシー) 林正道 服部牧場 大井 荒山勝 8,576 8戦1勝 J函館 2020/07/18

〃 C1 スマートグランダム 牝 4 ＴａｌｅｏｆｔｈｅＣａｔ ChampagneEyes (Flatter) ㈱大川徹ホールディングス JoshamFarmsLimited 大井 蛯名雄 6,860 10戦1勝 J東京 2020/11/23

〃 C1 トップロイヤル 牡 3 メイショウサムソン ロイヤルシフォン (ダイワメジャー) ㈲宮内牧場 宮内牧場 大井 橋本馬 4,318 11戦8勝 金沢 2020/12/15

〃 C1 バーグマン 牝 3 ヴァーミリアン エトワールステージ (デヒア) 中辻明 レースホース牧場 大井 高野毅 5,026 8戦0勝 門別 2020/10/29

〃 C1 モンタナドライブ 牡 4 プリサイスエンド メイショウアリス (マンハッタンカフェ) 坂本守孝 鮫川フアーム 大井 中道啓 7,543 16戦3勝 J東京 2020/11/29

〃 C1 ラインギャラント 牝 5 スウェプトオーヴァーボード アモールミーオ (ダイワメジャー) 大澤繁昌 社台ファーム 大井 鷹見浩 11,192 23戦2勝 J東京 2020/11/29

〃 C1 ラブイスキア 牝 4 トーセンジョーダン ジェシカピンク (ディープインパクト) 髙橋貢 小泉学 大井 赤嶺本 6,200 4戦1勝 J福島 2020/04/26

〃 C2 アカツキ 牡 5 トランセンド ハナガスミ (クロコルージュ) 中村勝彦 松浦牧場 大井 辻野豊 8,595 32戦2勝 笠松 2020/05/11

〃 C2 アタゴタイゼン 牡 6 フリオーソ トレノブレーヴィ (アグネスデジタル) 大志総合企画㈱ 川上悦夫 大井 渡部則 11,000 55戦10勝 高知 2020/12/20

〃 C2 アナハ 牝 3 カネヒキリ エムズガール (トワイニング) （株）ファーストビジョン 坂東ファーム 大井 遠藤茂 2,086 25戦2勝 金沢 2020/12/17

〃 C2 アバグネイル 牡 3 スクリーンヒーロー スナッチド (CatThief) 奥寺毅己 （有）社台C白老ファーム 大井 田中人 2,510 7戦0勝 J札幌 2020/08/30

〃 C2 シオラパルク セ 5 メイショウボーラー フィリアレギス (ビッグサンデー) 豊島愛子 市川フアーム 大井 久保信 7,000 34戦10勝 佐賀 2020/12/19

〃 C2 テンカビト 牡 3 スピルバーグ リーチフォーザムーン (Pulpit) 八嶋長久 千代田牧場 大井 市村誠 2,317 13戦4勝 盛岡 2020/10/04

〃 C2 ニシノアクシス 牡 3 ロードカナロア ファビラスタイム (シンボリクリスエス) 西山茂行 桜井牧場 大井 市村誠 3,810 7戦0勝 J札幌 2020/09/06

〃 C2 ノーブルウルフ 牡 3 キングヘイロー プライムウィッシュ (シンボリクリスエス) 吉木伸彦 高村牧場 大井 佐野謙 3,970 6戦3勝 水沢 2020/12/08
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〃 C2 ノーブルローズ 牝 3 スマートファルコン アレグリアス (フォーティナイナー) 吉木伸彦 橋本牧場 大井 佐野謙 2,070 6戦0勝 J札幌 2020/08/16

〃 C2 ハッピーハナコサン 牝 4 シビルウォー ハシルモーガン (アグネスタキオン) 三島宣彦 聖心台牧場 大井 朝倉実 5,622 31戦4勝 門別 2020/10/29

〃 C2 ファクタークニアキ 牡 3 リーチザクラウン ユウサンポリッシュ (エルセニョール) （株）ファーストビジョン ガーベラパークスタツド 大井 蛯名雄 3,106 11戦6勝 金沢 2020/12/22

〃 C2 ブレーヴウィザード セ 4 ザサンデーフサイチ ダンスミュージカル (ダンシングブレーヴ) ライオンレースホース㈱ ShallFarm 大井 中道啓 5,000 17戦6勝 金沢 2020/11/01

〃 C2 プロスペロ 牡 3 リアルインパクト ラヴフェアリー (アフリート) 村上憲政 岡田牧場 大井 福永敏 2,320 9戦0勝 J札幌 2020/09/06

〃 C2 ボスアンルーリー 牡 5 ナカヤマフェスタ ハッシュバンバン (Kaldoun) 佐々木幸弘 社台ファーム 大井 荒山勝 7,030 26戦4勝 J中山 2020/09/19

〃 C2 マイネルグローバル 牡 3 アンライバルド ミスジョーカー (カコイーシーズ) 金山幸司 真歌田中牧場 大井 村上頼 2,340 12戦2勝 高知 2020/12/05

〃 C2 ラッシュワン 牡 3 キングカメハメハ エリモハルカ (ナリタトップロード) 小林茂子 チャンピオンズファーム 大井 藤田輝 2,600 6戦0勝 J小倉 2020/08/29

〃 C2 ランナウェイ 牡 3 ジャスタウェイ ハナズルナピエナ (アドマイヤムーン) ㈱ニッシンホールディングス アサヒ牧場 大井 澤佳宏 2,800 2戦0勝 J中山 2019/12/28

〃 C2 リックポコー 牝 3 エイシンフラッシュ ポークチョップ (ゴールドヘイロー) 谷正之 前田ファーム 大井 大宮和 2,800 15戦2勝 盛岡 2020/09/26

〃 C2 リンノティアラ 牝 4 ゴールドアリュール サオトメ (ヨハネスブルグ) （同）ランニング・クラウド ガーベラパークスタツド 大井 庄子昭 5,790 20戦3勝 大井 2020/12/09

〃 C3 アイルビー 牡 3 アイルハヴアナザー レッドペルル (ディープインパクト) （株）ファーストビジョン 大北牧場 大井 赤嶺本 1,455 11戦2勝 金沢 2020/12/14

〃 C3 エルスネル 牡 3 ロードカナロア サンドミエシュ (マンハッタンカフェ) 八嶋長久 （有）社台C白老ファーム 大井 市村誠 1,010 12戦3勝 水沢 2020/12/08

〃 C3 オーサムパッション 牡 3 オルフェーヴル パッションローズ (アフリート) 鶴谷義雄 下河辺牧場 大井 市村誠 1,756 12戦4勝 盛岡 2020/11/23

〃 C3 キタノユニヴァース 牡 3 ロジユニヴァース レアシルウィア (ティンバーカントリー) シグラップ・マネジメント㈱ 東栄牧場 大井 佐野謙 1,062 12戦2勝 水沢 2020/12/08

〃 C3 サンライズデヴォン セ 3 オルフェーヴル ストーミーレニー (StormCat) 月舘範行 下河辺牧場 大井 宮浦正 1,333 9戦4勝 佐賀 2020/12/13

〃 C3 サーブルルミエール 牡 3 ゴールドアリュール ルナジェーナ (フォーティナイナー) 鶴谷義雄 上村清志 大井 栗田裕 1,001 15戦2勝 金沢 2020/12/17

新馬 C3 シュトルツ 牝 3 キズナ デイトナイト (ＦｏｒｅｓｔＷｉｌｄｃａｔ) 林正道 藤本ファーム 大井 荒山勝 0 1.17.7

転入馬 C3 ディープシーブルー 牡 3 タイムパラドックス エーシンケツァール (ディープインパクト) （株）ファーストビジョン 信田牧場 大井 遠藤茂 1,001 30戦2勝 金沢 2020/12/23

〃 C3 フィアレススマイル 牡 3 キズナ イッツスパーブ (ファルブラヴ) 佐々木雄二 ムラカミファーム 大井 月岡健 1,060 12戦3勝 水沢 2020/12/07

〃 C3 フローラルピース 牝 3 ダンカーク ラブアンドピース (キングカメハメハ) 飯田正剛 千代田牧場 大井 渡邉和 1,417 12戦2勝 J中京 2020/12/12

〃 C3 メイショウガロンヌ 牡 3 メイショウサムソン メイショウナナイロ (タイキシャトル) （株）ファーストビジョン 三嶋牧場 大井 蛯名雄 1,040 12戦4勝 金沢 2020/12/15

〃 C3 モズフォーナイン 牡 3 グランプリボス ビューティーモズ (ネオユニヴァース) （株）ファーストビジョン 目黒牧場 大井 蛯名雄 1,400 8戦5勝 金沢 2020/12/17

〃 C3 ユーシオ 牡 3 キングヘイロー バタラバ (バンブービギン) 北浦博樹 森俊雄 大井 村上頼 1,094 15戦2勝 金沢 2020/12/17

〃 C3 ローダンテ 牝 3 ノーザンリバー ヴェルテュ (ファスリエフ) 小林由明 山岡ファーム 大井 宗形竹 1,600 9戦6勝 盛岡 2020/11/24

〃 C3 ヴァランセカズマ 牡 3 モンテロッソ トシザマキ (デュランダル) 山口晋司 浦河小林牧場 大井 澤佳宏 1,986 19戦3勝 園田 2020/12/09

〃 3歳 アプリ 牝 2 キングヘイロー レッドクリフ (タップダンスシチー) 中地賢次郎 サンコウ牧場 大井 村上頼 710 7戦1勝 金沢 2020/12/15
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〃 3歳 エイシンビッグボス 牡 2 トランセンド エーシンジェネシス (Medagliad’Oro) 平井克彦 栄進牧場 大井 藤田輝 4,220 7戦3勝 盛岡 2020/09/21

〃 3歳 エムオーロープ 牝 2 バトルプラン エムオータイカン (メイショウボーラー) 大浅貢 門別牧場 大井 堀江仁 700 9戦1勝 門別 2020/11/04

新馬 3歳 カラフルライフ 牝 2 バトルプラン ラプンツェル (デヒア) （有）槇本牧場 槇本牧場 大井 宗形竹 0 52.6

転入馬 3歳 グランフェデリーゴ 牡 2 フェノーメノ マルティプライ (FusaichiPegasus) 岡展宏 村上雅規 大井 庄子昭 1,404 13戦0勝 水沢 2020/11/29

新馬 3歳 グリントフラッター 牡 2 ケープブランコ ビッグザム (Zamindar) 天堀忠博 栄進牧場 大井 澤佳宏 0 53.1

〃 3歳 ケイアイタイム セ 2 ダンカーク クインズコノセ (キンシャサノキセキ) 亀田和弘 佐竹学 大井 立花伸 0 54.4

転入馬 3歳 ケンジェネシス 牡 2 ジョーカプチーノ ケンアマツカゼ (マーベラスサンデー) 中西桂子 有限会社ケンブリッジバレー 大井 堀千亜 845 8戦1勝 金沢 2020/12/06

新馬 3歳 サムライランナー 牡 2 トーセンジョーダン ジュラン (フォーティナイナー) 田中照美 有限会社中田牧場 大井 鷹見浩 0 53.5

転入馬 3歳 シニスターシックス 牝 2 シニスターミニスター タマモホットポット (キンシャサノキセキ) 北原大史 岡田牧場 大井 大宮和 615 8戦1勝 水沢 2020/12/13

新馬 3歳 シャインビリーヴ 牝 2 ホッコータルマエ ケイアイセイラ (タイキシャトル) 桑野隆司 佐竹学 大井 藤田輝 0 51.3

転入馬 3歳 スコトントン 牝 2 ベルシャザール クリスマドンナ (シンボリクリスエス) 和田博美 猿橋義昭 大井 橋本馬 730 8戦1勝 門別 2020/11/05

〃 3歳 スターキンメダル 牝 2 グラスワンダー ヒャクマンゴク (ブラックタキシード) 坂本順子 新生ファーム 大井 藤田輝 1,070 7戦1勝 門別 2020/09/10

〃 3歳 スーパービンゴ 牝 2 ホッコータルマエ ナカヤママニッシュ (トワイニング) 浜口寛 大栄牧場 大井 立花伸 530 4戦1勝 盛岡 2020/11/01

新馬 3歳 タワーズアドリーム 牡 2 ベルシャザール ピサノマイセン (マイニング) （株）高野産業 金舛幸夫 大井 澤佳宏 0 52.3

〃 3歳 デイムコマンダー 牝 2 リアルインパクト スズランコマンダー (スエヒロコマンダー) （株）オリオンファーム 宝寄山拓樹 大井 森下淳 0 52.1

〃 3歳 ドラゴンブロート セ 2 プリサイスエンド ユキノセリーヌ (ワイルドラッシュ) 近藤洋司 市正牧場 大井 田中人 0 53.2

〃 3歳 ナナミライ 牝 2 ロードアルティマ セーノークイン (タップダンスシチー) 木川陽介 グラストレーニングセンター 大井 橋本馬 0 53.4

転入馬 3歳 ネオエックス 牡 2 アジアエクスプレス スズノヒロイン (スペシャルウィーク) 西田俊二 小河豊水 大井 藤村和 512 5戦1勝 水沢 2020/12/06

〃 3歳 ノブリーデイ 牡 2 ラブリーデイ ウインラシェーナ (バブルガムフェロー) 佐野信幸 村上欽哉 大井 朝倉実 900 14戦1勝 金沢 2020/12/23

〃 3歳 ハッピーヘイロー 牝 2 キングヘイロー サクラフェリーチェ (サクラプレジデント) 谷岡真喜 山田牧場 大井 米田英 600 4戦1勝 金沢 2020/12/08

新馬 3歳 ヒストリー 牡 2 キズナ ビーチデバカンス (アドマイヤジャパン) 佐藤良男 高橋修 大井 庄子昭 0 53.4

〃 3歳 ブライエニー 牝 2 シニスターミニスター キングスベリー (キングヘイロー) （有）日進牧場 日進牧場 大井 橋本馬 0 53.2

〃 3歳 ベジタブルストア セ 2 アルデバランⅡ ナーサリーライム (アグネスタキオン) 酒井孝敏 諏訪牧場 大井 庄子昭 0 52.2

転入馬 3歳 ベットオール 牝 2 シニスターミニスター シャイニングサヤカ (キングヘイロー) 伏木田達之 伏木田牧場 大井 森下淳 2,000 3戦1勝 門別 2020/10/14

新馬 3歳 ヤマタノオロチ 牡 2 シニスターミニスター シラヤマヒメ (サクラローレル) 山本憲明 中島牧場 大井 鷹見浩 0 51.3

〃 3歳 ラウンドブーケ 牝 2 プリサイスエンド ハッピーラベンダー (バブルガムフェロー)  宮本昌彦 石原牧場 大井 藤村和 0 52.9

転入馬 3歳 リコーグレース 牝 2 ゼンノロブロイ シマノタカラチャン (ジェイドロバリー) 土橋正雄 リコーファーム 大井 荒山勝 900 12戦1勝 門別 2020/11/04
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〃 3歳 リコーリュウセイ 牡 2 パイロ ケイアイメルヘン (エンドスウィープ) 土橋正雄 リコーファーム 大井 荒山勝 2,480 6戦1勝 門別 2020/10/27


