
＜令和２年11月10日実施＞

サラ系２歳牝馬　距離1,600ｍ　出走可能頭数14頭（他地区３頭以内）　

１着　1,200万円　２着　420万円　３着　240万円　４着　120万円　５着　60万円　

負担重量　５４kg　

※　１着から３着馬に対し、第44回東京２歳優駿牝馬競走（ＳⅠ）への優先出走権を与える。

＜南関東予備登録馬＞予備登録締切 令和２年10月30日 令和２年10月26日時点

1 ホーリーナイトキス 鷹見浩 大井 8,120
2 アイカプチーノ 阿井正 船橋 7,480
3 カイカセンゲン 藤田輝 大井 6,400
4 ナジャ 髙月賢 川崎 6,225
5 ディアリッキー 新井清 船橋 6,200
6 ファストトラベル 林正人 船橋 5,975
7 ケラススヴィア 小久智 浦和 5,700
8 ベツセタイ 髙月賢 川崎 4,700
9 ネレイスフラッシュ 加藤誠 川崎 4,690
10 サラママ 藤田輝 大井 4,460
11 スセリヒメ 河津裕 川崎 3,775
12 フライングトリップ 内田勝 川崎 3,360
13 マッドシェリー 山田質 川崎 3,251
14 フェリスダージ 林隆之 川崎 3,175
15 ウエイヴ 髙月賢 川崎 2,920
16 オルディネール 橋本馬 大井 2,900
16 パルヴニール 荒山勝 大井 2,900
16 フォルテファム 荒山勝 大井 2,900
19 ウインヒメユリ 河津裕 川崎 2,875
20 レディーオーソ 鈴木啓 大井 2,875
21 オルディノ 川島一 船橋 2,750
22 プリズムリバー 髙月賢 川崎 2,700
23 パカラッチ 小久智 浦和 2,700
23 シントーネネ 佐藤太 船橋 2,700
23 スプリングイズヒア 岡林光 船橋 2,700
23 ベガスストリップ 佐藤太 船橋 2,700
27 セントレガーロ 岡林光 船橋 2,595
28 ナインボール 山田質 川崎 2,375
29 グレースクレージー 矢野義 船橋 2,350
30 ベアレディ 鈴木義 川崎 2,275
31 トーセンヴァレリ 橋本馬 大井 2,200
32 キョウエイファラオ 小澤宏 浦和 2,105
33 イクノノココロ 佐々仁 川崎 2,026
34 シゲルガルダン 鈴木義 川崎 1,835
35 セルクルクルミ 水野貴 浦和 1,700
36 キタノスカーレット 髙月賢 川崎 1,634
37 オジョウハルハナ 林隆之 川崎 1,600
37 プリーツスカート 吉橋淳 川崎 1,600
37 マリレーヌ 林隆之 川崎 1,600
40 トラストテンシン 吉橋淳 川崎 1,488
41 サヨノイチバン 加藤誠 川崎 1,356
42 トーセンライザ 高野毅 大井 1,330
42 ラルムオブダリア 鷹見浩 大井 1,330
44 エスメルーナ 野口寛 浦和 1,315
45 アークアネックス 嶋田幸 大井 1,040
46 フクロウネクスト 吉橋淳 川崎 925
47 ラヴィダヴィ 矢野義 船橋 880
48 アングラン 中道啓 大井 850
49 プレシアンス 内田勝 川崎 800
50 リクヴィール 林隆之 川崎 675

※　優先順位は、番組賞金順。同一番組賞金の場合、川崎所属馬優先。
※　最終的な番組賞金算定日は、令和２年10月30日（金）。
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サラ系２歳牝馬　距離1,600ｍ　出走可能頭数14頭（他地区３頭以内）　

１着　1,200万円　２着　420万円　３着　240万円　４着　120万円　５着　60万円　

負担重量　５４kg

※　１着から３着馬に対し、第44回東京２歳優駿牝馬競走（ＳⅠ）への優先出走権を与える。

＜他地区選定馬３頭・補欠馬５頭・選定外３頭＞

選定馬 ソロユニット 角川 秀樹 北海道 未　定 牝 2

選定馬 マーサマイディア 角川 秀樹 北海道 未　定 牝 2

選定馬 ラジアントエンティ 角川 秀樹 北海道 未　定 牝 2

補欠１ セカイノホシ 林 和弘 北海道 未　定 牝 2

補欠２ マイハンプス 齊藤 正弘 北海道 未　定 牝 2

補欠３ スマイルミュ 村上 正和 北海道 未　定 牝 2

補欠４ ラブミーグッド 田中 淳司 北海道 未　定 牝 2

補欠５ エムオーシャトル 林 和弘 北海道 未　定 牝 2

選定外 フェスティヴアン 打越 勇児 高知 未　定 牝 2

選定外 ティーズアレディー 小野　望 北海道 未　定 牝 2

選定外 ルビーブランケット 田中 淳司 北海道 未　定 牝 2

※　選定馬は50音順、補欠馬は補欠順。

※　補欠繰上り期限　：　令和２年11月４日（水）　　

備　考

神奈川県川崎競馬組合

＜令和２年11月10日実施＞
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