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転入馬 B2 ノーブルヴィーナス 牝 5 ケイムホーム ローレンシア (ホリスキー) 吉木伸彦 服部牧場 大井 佐野謙 18,410 19戦3勝 J京都 2017/10/28

〃 B3 カツゲキライデン 牡 6 ノボジャック アメリカンハット (ホスピタリテイ) 野々垣正義 朝野勝洋 大井 寺田新 14,135 61戦26勝 門別 2017/11/8

〃 C1 サクセスストーリー 牡 5 モエレプルトス ロマンスフリージア (ブライアンズタイム) 中村吉隆 上田昭治 大井 納谷和 7,485 47戦6勝 門別 2017/11/7

〃 C1 サングラスポテト 牡 4 ディープスカイ イソノスワロー (デヒア) 山口功一郎 村下農場 大井 橋本馬 7,040 7戦1勝 J札幌 2016/8/27

〃 C1 ビクトリーローズ 牝 5 ザール パチョリ (ＪａｄｅＲｏｂｂｅｒｙ) 坂本勉 社台牧場 大井 赤嶺本 7,830 32戦4勝 門別 2017/11/8

〃 C1 ビッグランチ 牡 4 アドマイヤオーラ ファインショット (スピードワールド) （有）スピードファーム スピードフアーム 大井 荒井朋 7,150 26戦3勝 J福島 2017/11/3

〃 C1 ビュウイモン 牝 4 ダノンシャンティ フリートゥビー (ＣｏｎｑｕｉｓｔａｄｏｒＣｉｅｌｏ) 井門敏雄 坂牧場 大井 佐宗応 6,998 23戦2勝 金沢 2017/11/5

〃 C1 ピンクスター 牝 3 タートルボウル レアクラシック (スペシャルウィーク) 木下康昭 ノーザンファーム 大井 佐野謙 4,950 15戦1勝 門別 2017/11/2

〃 C2 エアラコメット 牡 3 ルーラーシップ クッキーチャン (スペシャルウィーク) 津田浩一 三木田牧場 大井 松浦裕 2,070 10戦3勝 園田 2017/6/15

〃 C2 エイシンフレイヤ 牝 3 ＣａｎｆｏｒｄＣｌｉｆｆｓ ＱｕｅｌｌｅＶｉｔｅｓｓｅ (Ｓａｄｌｅｒ’ｓＷｅｌｌｓ) 平井克彦 ＨｏｎｇＫｏｎｇＥｉｓｈｉｎｄｏ 大井 藤田輝 2,750 9戦0勝 J小倉 2017/8/12

〃 C2 キセキノオクリモノ 牡 3 キンシャサノキセキ サンデープレゼント (サクラバクシンオー) 能登信代 イスズ牧場 大井 阪本一 3,113 23戦7勝 門別 2017/11/2

〃 C2 ジョリヴィサージュ 牝 3 トビーズコーナー キュートネスⅡ (ＦｏｒｔｙＮｉｎｅｒ) 由利一郎 荻伏服部牧場 大井 渡邉和 3,505 13戦9勝 水沢 2017/11/12

〃 C2 スカーレットジェム 牝 3 ディープスカイ エバーローズ (ウインクリューガー) （有）スピードファーム スピードフアーム 大井 荒井朋 2,599 13戦3勝 J福島 2017/11/3

〃 3歳 アマゾンダンス 牡 3 カンパニー エアセレナーデ (フジキセキ) 松田整二 畔柳作次 大井 中道啓 1,357 10戦5勝 金沢 2017/9/26

〃 3歳 ゴールデンタバサ 牝 3 フォーティナイナーズサン フレンチトウショウ (フレンチデピュティ) 谷口祐人 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 大井 栗田裕 1,205 22戦1勝 門別 2017/11/8

新馬 3歳 ジャックハンマー 牡 3 ヴィクトワールピサ ピサノアラバスター (クロフネ) 市川義美ホールディングス㈱ 社台ファーム 大井 森下淳 0

転入馬 3歳 ストーミースター 牡 3 ＴｏＨｏｎｏｒａｎｄＳｅｒｖｅ ストーミーレニー (ＳｔｏｒｍＣａｔ) 保坂和孝 下河辺牧場 大井 藤田輝 1,300 5戦0勝 J東京 2017/5/13

新馬 3歳 セイウンエブリー 牝 3 ルーラーシップ セイウンメイリー (アグネスタキオン) 西山茂行 高昭牧場 大井 辻野豊 0

転入馬 3歳 チョコマウンテン 牡 3 ローエングリン ストック (キングカメハメハ) 魚住啓市 桜井牧場 大井 髙橋清 1,415 12戦2勝 門別 2017/11/8

〃 3歳 デルマフユゲシキ 牝 3 ワークフォース スマートレディー (ジャングルポケット) 浅沼廣幸 社台ファーム 大井 立花伸 1,113 15戦1勝 金沢 2017/11/7

新馬 3歳 ユーノテソーロ 牡 3 ＲｉｐＶａｎＷｉｎｋｌｅ ＷｈｉｒｌｙＢｉｒｄ (Ｎａｓｈｗａｎ) 了德寺健二 ＷｏｏｄｃｏｔｅＳｔｕｄＬｔｄ 大井 藤田輝 0

転入馬 2歳 アフリカファースト 牝 2 ヨハネスブルグ モーガンズマンボ (Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ) 渡邉和典 聖心台牧場 大井 阪本一 1,130 5戦2勝 門別 2017/10/25

〃 2歳 イケノコスモス 牡 2 トランセンド イケノエメラルド (コノミテイオー) 池添安雄 池添安雄 大井 澤佳宏 1,425 7戦2勝 門別 2017/10/26

〃 2歳 イッチョウ 牡 2 ローレルゲレイロ アビリティック (フレンチデピュティ) 山田祐三 山田祐三 大井 阪本一 850 12戦1勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 エイシンテネア 牝 2 エイシンデピュティ アーリントンガール (Ｍｉｓｗａｋｉ) 平井宏承 栄進牧場 大井 米田英 975 9戦1勝 門別 2017/10/12

〃 2歳 エイシンベッカム 牡 2 エイシンデピュティ エーシンブルバード (オレハマッテルゼ) 平井宏承 小島牧場 大井 藤田輝 1,700 3戦1勝 門別 2017/6/29

〃 2歳 エムオーブラック 牡 2 タニノギムレット エムオーミラクル (タヤスツヨシ) 大浅貢 門別牧場 大井 堀江仁 555 10戦0勝 門別 2017/11/2
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新馬 2歳 オリオリ 牝 2 ロードカナロア スマイルビジン (ゴールドヘイロー) 橋本義次 三石橋本牧場 大井 納谷和 0

〃 2歳 カナデルスター 牝 2 カネヒキリ コロナドスマイル (コロナドズクエスト) 佐山元章 的場牧場 大井 蛯名雄 0

〃 2歳 ギンザモヒート 牝 2 ナカヤマフェスタ トウカイセレッソ (キングカメハメハ) ㈲フォレブルー びらとり牧場 大井 栗田裕 0

転入馬 2歳 コパノオリビア 牝 2 サウスヴィグラス アイノビジン (グルームダンサー) 小林祥晃 伊藤敏明 大井 堀千亜 575 3戦1勝 門別 2017/10/24

〃 2歳 ゴールデンビコー 牝 2 ストロングリターン ビコーガイア (アドマイヤベガ) 村山忠弘 鹿戸正幸 大井 立花伸 1,650 4戦1勝 門別 2017/10/10

〃 2歳 スターオブアラジン 牡 2 ジャングルポケット ビビアンアロー (サンデーサイレンス) 光安了 築紫洋 大井 的場直 769 11戦1勝 佐賀 2017/11/18

新馬 2歳 スリーポイント 牡 2 サクラオリオン サクラカスケード (マンハッタンカフェ) 谷岡真喜 谷岡スタット 大井 栗田裕 0

転入馬 2歳 タイガーハウス 牡 2 オルフェーヴル ピサノジュバン (スペシャルウィーク) 市川義美ホールディングス㈱ 坂東牧場 大井 堀千亜 800 7戦1勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 デニストン 牡 2 プリサイスエンド ブルーポラリス (ウェイオブライト) 和田博美 加野牧場 大井 佐野謙 2,800 9戦2勝 門別 2017/10/25

〃 2歳 トリプルベル 牝 2 ハービンジャー ツクバエトワール (ディープインパクト) 八嶋長久 追分ファーム 大井 市村誠 560 9戦1勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 ヌーロルエイン 牡 2 アメリカンボス ベルモントスピネル (アジュディケーティング) 田村義徳 スターフアーム 大井 秋吉和 540 10戦0勝 門別 2017/11/8

〃 2歳 パートカラー 牝 2 バトルプラン サクラジュノー (サクラバクシンオー) 和田博美 西村和夫 大井 佐野謙 1,675 5戦1勝 門別 2017/11/9

新馬 2歳 ピレニーズキング 牡 2 デビッドジュニア ヤマノロイヤル (アイネスフウジン) 廣瀨かほる 山田雅章 大井 中道啓 0

転入馬 2歳 フェデリース 牝 2 フィガロ シュベリーン (マンハッタンカフェ) 伊達泰明 サンシャイン牧場 大井 立花伸 810 11戦1勝 門別 2017/11/1

〃 2歳 フォローユアハート 牝 2 スズカマンボ ハヤブサラヴハート (シンボリクリスエス) ㈲グランド牧場 グランド牧場 大井 鷹見浩 2,005 10戦2勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 フライトナカヤマ 牡 2 ベーカバド プラネット (アグネスフライト) ㈲中山牧場 中山牧場 大井 赤嶺本 945 10戦2勝 門別 2017/11/8

〃 2歳 ベニノスパークル 牝 2 トビーズコーナー トーヨーハヤテ (フレンチデピュティ) ㈱紅谷 大道牧場 大井 中道啓 1,025 7戦2勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 ペインゴーアウェイ 牝 2 バトルプラン ミルクデール (キングカメハメハ) 手嶋康雄 佐竹学 大井 朝倉実 740 10戦1勝 門別 2017/11/9

新馬 2歳 ボイセンベリー 牝 2 ベーカバド ジェベルロバーツ (ウェイオブライト) ㈲木村牧場 木村牧場 大井 久保隆 0

〃 2歳 マルカンセンサー 牝 2 ロージズインメイ キャニオンドリーム (ブラックタイアフェアー) 斉藤勘介 ビッグレッドファーム 大井 高野毅 0

〃 2歳 マルカンハート 牝 2 ストーミングホーム テンシノユメ (エルコンドルパサー) 斉藤勘介 山田昇史 大井 佐々洋 0

転入馬 2歳 ムーンドライヴ 牝 2 カジノドライヴ シーザムーンライト (ゴールドアリュール) 吉田勝己 ノーザンファーム 大井 三坂盛 930 6戦2勝 盛岡 2017/11/4

新馬 2歳 メモリーメンヒル 牡 2 フリオーソ メモリーフェスタ (キャプテンスティーヴ) ㈱シンザンクラブ 成隆牧場 大井 庄子昭 0

転入馬 2歳 リコーパイソン 牡 2 スマートファルコン ケージースイート (マルゼンスキー) 土橋正雄 リコーファーム 大井 蛯名雄 4,742 7戦2勝 園田 2017/11/21

新馬 2歳 リコーベルグマン 牡 2 ゼンノロブロイ 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 0

〃 2歳 リベルタミノル 牝 2 グラスワンダー デルマオサキ (ネオユニヴァース) 吉岡實 金成吉田牧場 大井 佐宗応 0

〃 2歳 リヴァリーシップ 牝 2 クロフネ リヴァリーガーデン (サンデーサイレンス) 吉田晴哉 追分ファーム 大井 荒山勝 0
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新馬 2歳 レーヴアデルフィア 牡 2 エンパイアメーカー ブリーボーンズ (Ｈｅｓａｂｕｌｌ) ㈱ＴＭＯ 畠山牧場 大井 松浦裕 0
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