
報道関係 (全２枚)
主 催 者    各位

神奈川県川崎競馬組合　競走課

＜予備登録馬＞  ※予備登録締切　令和２年４月３日(金)

優先順 馬名
管理
調教師

所属
番組
賞金額
千円

性 格組

優先 ウタマロ 矢野義 船橋 11,480 牡 Ｂ１
優先 プリモジョーカー 内田勝 川崎 7,850 牝 ３歳
優先 ボンモマン 林隆之 川崎 7,485 牡 ３歳
4 ヴァケーション 髙月賢 川崎 37,330 牡 Ａ１
5 インペリシャブル 髙月賢 川崎 21,200 牡 Ａ２
6 ブラヴール 佐藤賢 船橋 21,100 牡 Ａ２
7 グリーンロード 髙月賢 川崎 19,500 牡 Ａ２
8 ストーミーデイ 澤佳宏 大井 16,050 牡 Ａ２
9 マンガン 田島寿 川崎 16,040 牡 Ａ２
10 ティーズダンク 水野貴 浦和 15,200 牡 Ａ２
11 ファルコンウィング 小久智 浦和 15,170 牡 Ａ２
12 ブロンディーヴァ 内田勝 川崎 14,700 牝 Ｂ１
13 チョウライリン 小久智 浦和 14,430 牡 Ｂ１
14 ポピュラーソング 新井清 船橋 13,960 牝 Ｂ１
15 エメリミット 林正人 船橋 13,825 牡 Ｂ１
16 ヘブンリーキス 田中人 大井 13,135 牡 Ｂ１
17 スティローザ 矢野義 船橋 12,950 牝 Ｂ１
18 コバルトウィング 藤田輝 大井 11,546 牡 Ｂ１
19 グランコージー 坂本昇 船橋 10,450 牡 ３歳
20 ルイドフィーネ 内田勝 川崎 10,440 牝 ３歳
21 ドイテー 矢野義 船橋 9,730 牡 ３歳
22 ビービーアルバ 新井清 船橋 9,205 牡 ３歳
23 ファンシーアップ 荒山勝 大井 9,130 牡 ３歳
24 オニキリマル 林正人 船橋 8,830 牡 ３歳
25 スマイルウィ 張田京 船橋 8,780 牡 ３歳
26 マーヴェルクエスト 佐藤賢 船橋 8,460 牝 ３歳
27 アンダーザスター 中道啓 大井 8,065 牡 ３歳
28 ダンディーヴォーグ 内田勝 川崎 7,950 牡 ３歳
29 プレストルーチェ 山下之 船橋 7,675 牡 ３歳
30 マナーザマジック 山崎裕 川崎 7,522 牡 ３歳
31 デスティネ 渡邉和 大井 7,470 牡 ３歳
32 スティールペガサス 高野毅 大井 7,450 牡 ３歳
33 シナノパワー 髙月賢 川崎 7,442 牡 ３歳
34 モリデンスター 山越光 浦和 7,335 牡 ３歳
35 ミナミン 内田勝 川崎 7,202 牝 ３歳
36 アートムーブメント 山下之 船橋 7,160 牝 ３歳
37 プレストシャイン 山下之 船橋 6,730 牡 ３歳
38 バブルガムダンサー 張田京 船橋 6,722 牝 ３歳
39 マッドシティ 山中尊 船橋 6,540 牝 ３歳

　１着1,500万円　２着525万円　３着300万円　４着150万円　５着　75万円　着外手当10万円

令和２年４月１日

東京中日スポーツ賞　第23回クラウンカップ競走（ＳⅢ）登録馬（令和２年４月15日実施）

（　羽　田　盃　ト　ラ　イ　ア　ル　）

（ｻﾗ系３歳ｵｰﾌﾟﾝ　１着賞金1,500万円　距離1,600ｍ　出走可能頭数14頭　負担重量　令和２年

　４月10日現在のＡ級格付馬57kg、未格付馬55kg、牝馬２kg減、南半球産馬２kg減。）

　※１着馬及び２着馬に対し第65回羽田盃競走（ＳⅠ）への優先出走権が与えられる。



40 ブリッグオドーン 渡邉和 大井 6,460 牡 ３歳
41 モンゲートラオ 中道啓 大井 6,440 牡 ３歳
42 ホワイトベリー 内田勝 川崎 6,401 牝 ３歳
43 ブルームヴォーグ 佐藤賢 船橋 6,300 牡 ３歳
44 フィールドノア 佐藤賢 船橋 6,003 牡 ３歳
45 グランメガスマイル 福田真 大井 5,900 牡 ３歳
46 リトルパイングッド 内田勝 川崎 5,825 牡 ３歳
47 ハーモニーヤマト 新井清 船橋 5,700 牡 ３歳
48 ストームドッグ 伊藤滋 船橋 5,580 牡 ３歳
49 トゥーナブロッサム 山田質 川崎 5,450 牡 ３歳
50 イクノミライ 内田勝 川崎 4,821 牡 ３歳
51 マルモリラッキー 吉橋淳 川崎 4,720 牡 ３歳
52 アークヴァルサス 嶋田幸 大井 4,560 牡 ３歳
53 ロイヤルペガサス 宗形竹 大井 4,500 牡 ３歳
54 ドテライヤツ 安池成 川崎 4,425 牡 ３歳
55 パラダイムチェンジ 今井輝 川崎 4,375 牡 ３歳
56 ゴールドセイバー 髙月賢 川崎 4,130 牡 ３歳
57 ヤマジュンサルサ 高野毅 大井 4,060 牝 ３歳
58 エスプリアンズ 澤佳宏 大井 4,020 牝 ３歳
59 ワッチーマシェリ 椎名廣 船橋 3,883 牝 ３歳
60 サドンゲイル 水野貴 浦和 3,775 牡 ３歳
61 トラストイエミツ 吉橋淳 川崎 3,610 牡 ３歳
62 ユイガドクソン 平山真 浦和 3,385 牡 ３歳
63 トゥーナノクターン 山田質 川崎 2,954 牝 ３歳
64 サンスクリット 藤田輝 大井 2,865 牡 ３歳
65 アクートラッシュ 山田質 川崎 2,700 牡 ３歳
66 フォーチュンカラー 山下之 船橋 2,473 牝 ３歳
67 ファストーゾ 小久智 浦和 1,620 牝 ３歳
68 エスプリリンゴ 澤佳宏 大井 425 牡 ３歳

※優先馬は五十音順。優先順位は、番組賞金順。同番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※番組賞金は、令和２年３月27日現在。
※格付については予定のため現在の格と一致しない場合があります。


