
第17回大井競馬申込転入馬初出走馬一覧表（新格・馬名順）

新格 馬名 性 齢 父 母 （父） 馬主 生産牧場 所属 調教師
番組賞金
（千円）
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出走場
最終

出走日
能力
タイム

転入馬 Ｂ2 サンエイリシャール 牡 3 フサイチリシャール カミノウエスト （ＱｕｉｅｔＡｍｅｒｉｃａｎ） 鈴木雅俊 大柳ファーム 大井 三坂盛 10,693 16戦5勝 水沢 2017/12/17

〃 Ｂ2 タイガークラウン 牡 6 バゴ フレンドリーステラ （タバスコキャット） 伊藤和夫 ムラカミファーム 大井 秋吉和 23,852 23戦4勝 J阪神 2017/12/10

〃 Ｂ2 ペイシャゴンジセ 牡 6 ストーミングホーム ガデスオブマーシー （ラストタイクーン） 北所直人 隆栄牧場 大井 田中人 27,990 41戦6勝 J中山 2017/12/2

〃 Ｂ3 グレンデール 牡 6 ゴールドヘイロー ロングモニュメント （ＴｈｕｎｄｅｒＧｕｌｃｈ） 日下部勝德 中村和夫 大井 澤佳宏 18,570 24戦3勝 J福島 2017/11/3

〃 Ｂ3 バラブシュカ 牝 5 ブレイクランアウト エストレーラ （シンボリクリスエス） 賀張三浦牧場 大井 宮浦正 14,600 36戦6勝 門別 2017/11/9

〃 Ｃ1 ゴーストバローズ セ 4 クロフネ スベトラーナ （ネオユニヴァース） 猪熊広次 富田牧場 大井 宗形竹 6,752 10戦1勝 J中山 2017/12/10

〃 Ｃ2 アースヴィヴィアナ 牝 3 カジノドライヴ ヒカルマイヒメ （アグネスタキオン） 松山増男 習志野牧場 大井 的場直 2,245 12戦7勝 門別 2017/11/2

〃 Ｃ2 アサクサキンボシ 牡 5 ハービンジャー アイアムネオ （ネオユニヴァース） 男澤喜惠子 社台ファーム 大井 遠藤茂 7,000 47戦10勝 水沢 2017/12/2

〃 Ｃ2 イグナイト 牡 5 ワイルドラッシュ ステイトリー （ジェイドロバリー） ㈱馬事学院 サンシャイン牧場 大井 柏木一 7,000 60戦8勝 名古屋 2017/12/13

〃 Ｃ2 カプリチオーソ 牡 5 チチカステナンゴ ミラクルロンド （フジキセキ） （株）ファーストビジョン 社台ファーム 大井 蛯名雄 7,290 20戦6勝 金沢 2017/12/12

〃 Ｃ2 クランキングアップ セ 6 マイネルラヴ イソノキセキ （フジキセキ） 松田整二 村下農場 大井 中道啓 11,000 42戦12勝 金沢 2017/10/15

〃 Ｃ2 サノマル 牡 4 サウスヴィグラス ボヤージ （クロフネ） （株）ファーストビジョン ハクツ牧場 大井 朝倉実 5,793 19戦3勝 金沢 2017/12/21

〃 Ｃ2 サンラファエル セ 3 ディープブリランテ ポトリザリス （Ｐｏｔｒｉｌｌａｚｏ） 松田正一 ノーザンファーム 大井 栗田裕 2,900 4戦0勝 J中山 2017/10/1

〃 Ｃ2 スーパーレインボー 牝 6 サウスヴィグラス ケイアイポップス （コマンダーインチーフ） 馬場三四郎 川島良一 大井 久保与 11,177 69戦10勝 園田 2017/9/22

〃 Ｃ2 スフィーダグリーン 牡 3 ファスリエフ プリンセスミラクル （フジキセキ） 寳寄山拓樹 新冠橋本牧場 大井 鈴木啓 2,000 4戦0勝 J東京 2017/6/25

〃 Ｃ2 デュークトレジャー 牡 3 ロードアルティマ ソルトレイクスター （マイニング） 村上稔 浦河小林牧場 大井 福永敏 3,128 14戦1勝 園田 2017/12/6

〃 Ｃ2 パワポケゴールド 牡 4 カンパニー エアブリエ （エアエミネム） 柳原達也 藤原牧場 大井 福永敏 5,000 21戦7勝 笠松 2017/4/24

〃 Ｃ2 マイハーベスト 牝 4 キンシャサノキセキ マイグリーン （ダンシングブレーヴ） 西城公雄 メイプルファーム 大井 的場直 5,205 18戦2勝 J中京 2017/12/10

〃 Ｃ2 ミステキサス 牝 3 ネオユニヴァース ストレイトフロムテキサス （ＪｕｄｇｅＴＣ） 窪田康志 ノーザンファーム 大井 月岡健 2,550 8戦0勝 J新潟 2017/8/26

〃 Ｃ2 ムスターヴェルク 牝 3 ハーツクライ イグジビットワン （ＳｉｌｖｅｒＨａｗｋ） 兼松康太 ノーザンファーム 大井 荒山勝 3,375 5戦0勝 名古屋 2017/11/17

〃 Ｃ2 ロトスキャンダル 牡 3 カジノドライヴ マンリーポッケ （タヤスツヨシ） 國武佳博 広富牧場 大井 田中人 3,064 13戦5勝 佐賀 2017/8/1

新馬 Ｃ3 オストラコン 牡 3 ゴールドアリュール ドリームマイウエイ （カコイーシーズ） ㈱グランデオーナーズ 堂島牧場 大井 赤嶺本 0 1.19.2

転入馬 Ｃ3 ソウルジェム 牝 3 ケイムホーム リラコルレオーネ （アドマイヤベガ） 大瀧啓之 二風谷ファーム 大井 高野毅 1,220 9戦5勝 門別 2017/11/9

〃 Ｃ3 デルマネライウチ 牝 3 アサクサキングス ジャカランダテラス （Ｒｅｄｏｕｔｅ’ｓＣｈｏｉｃｅ） 浅沼廣幸 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 鈴木啓 1,250 7戦0勝 J小倉 2017/2/25

新馬 Ｃ3 ピースフルジャパン 牡 3 ストリートセンス ピールオブサンダー （Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 北嶋義三 北島牧場 大井 井上弘 0 1.20.3

転入馬 Ｃ3 フォーエバースカイ 牝 3 トビーズコーナー ザミル （Ｈｏｒａｔｉｕｓ） （株）ファーストビジョン 上山牧場 大井 朝倉実 1,009 15戦4勝 金沢 2017/12/21

新馬 Ｃ3 ミノルンヤッタカ 牡 3 アドマイヤコジーン ポリシー （デザートキング） 青木実 株式会社Ｕ・Ｍ・Ａ 大井 的場直 0 1.18.3
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新馬 Ｃ3 リオボニート 牝 3 ルーラーシップ レディカーニバル （Ｇｉａｎｔ’ｓＣａｕｓｅｗａｙ） 中村伊三美 ケイアイファーム 大井 松浦裕 0 1.20.9

〃 Ｃ3 レトロスペクティヴ 牝 3 サマーバード ファヴォリ （リアルシヤダイ） 広富牧場 大井 宮浦正 0 1.19.5

新馬 3歳 エイシンエンドレス 牝 2 スウェプトオーヴァーボード エイシンラブソング （エイシンワシントン） 平井克彦 栄進牧場 大井 荒山勝 0 54.1

転入馬 3歳 エルポデール 牡 2 スマートファルコン エルヴィエント （ワイルドラッシュ） 吉田照哉 社台ファーム 大井 村上頼 540 10戦0勝 水沢 2017/12/11

〃 3歳 ココアキャンディ 牝 2 アドマイヤムーン フミノサチヒメ （タイキシャトル） 三岡陽 谷口牧場 大井 阪本一 680 8戦1勝 門別 2017/11/8

〃 3歳 ゴールドシンボル 牡 2 ゴールドアリュール リプルマーク （カコイーシーズ） 村下明博 大井 渡部則 2,965 8戦3勝 水沢 2017/11/12

新馬 3歳 サワオウジョ 牝 2 ヒルノダムール サワキック （アグネスデジタル） 井上久光 サンバマウンテンファーム 大井 納谷和 0 54.0

〃 3歳 ジャックフォンテン 牡 2 ノボジャック フレンドフォンテン （エイシンサンディ） 吉橋計 寺井文秀 大井 米田英 0 54.1

転入馬 3歳 スターオブソレイユ 牝 2 ヴァーミリアン スターオブジェンヌ （アジュディケーティング） 光安了 小野秀治 大井 田中人 3,382 11戦5勝 佐賀 2017/12/16

新馬 3歳 タカイチトウショウ 牝 2 スウィフトカレント ダイストウショウ （サクラバクシンオー） 髙橋一郎 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場大井 市村誠 0 55.0

〃 3歳 バイーア 牡 2 キングヘイロー サルヴァドール （サンデーサイレンス） 吉田晴哉 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 荒山勝 0 52.3

〃 3歳 フィデース 牝 2 プリサイスエンド バレンタインキッス （ジェイドロバリー） 大澤恒広 田湯牧場 大井 的場直 0 52.6

〃 3歳 ホワイトニング 牝 2 クロフネ デンタルハイジーン （プリサイスエンド） 三宅勝俊 カナイシスタッド 大井 阪本一 0 52.3

転入馬 3歳 ミレナ 牝 2 リーチザクラウン ミレナリオ （ラジヤマハール） 小野瀬悦子 小野瀬竜馬 大井 寺田新 1,500 6戦1勝 門別 2017/9/26

新馬 3歳 ヨツバチャン 牝 2 アドマイヤマックス リブレット （マリエンバード） ㈱佐野牧場 細川牧場 大井 佐野謙 0 52.5

〃 3歳 ライガーイモン 牡 2 サウスヴィグラス シャインオブハート （アグネスタキオン） 井門敏雄 坂牧場 大井 佐宗応 0 54.2

〃 3歳 レリゼション 牡 2 エスポワールシチー ハルジュン （トニービン） ㈱カナヤマホールディングス 嶋田牧場 大井 藤田輝 0 52.4
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