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転入馬 A1 モズライジン 牡 5 クロフネ グランプリオーロラ (ウォーニング) ㈱キャピタル・システム 目黒牧場 大井 松浦裕 86,090 31戦5勝 J東京 2017/10/22

〃 A1 ロワジャルダン 牡 6 キングカメハメハ アグネスショコラ (サンデーサイレンス) （有）社台レースホース 社台ファーム 大井 荒山勝 111,692 25戦6勝 J東京 2017/11/11

〃 A2 インプロヴァイズ 牡 7 ウォーエンブレム カデンツァ (サンデーサイレンス) 岩渕瑞生 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 上杉昌 50,540 29戦4勝 水沢 2017/12/2

〃 A2 モンラッシェ 牡 6 タニノギムレット スコルピオンキッス (ＦｒｅｎｃｈＤｅｐｕｔｙ) 吉澤克己 社台ファーム 大井 鷹見浩 32,462 34戦3勝 J京都 2017/10/29

〃 Ｂ1 エイムハイ 牡 5 ディープインパクト サンドリオン (コマンダーインチーフ) 前田幸治 株式会社ノースヒルズ 大井 上杉昌 21,440 22戦2勝 J福島 2017/11/11

〃 Ｂ1 トゥルームーン 牝 5 マツリダゴッホ アイアムトゥルー (ＹｅｓＩｔ’ｓＴｒｕｅ) 鈴木芳夫 荒井ファーム 大井 宗形竹 22,430 19戦3勝 J中山 2017/12/2

〃 Ｂ1 ロードプレステージ 牡 5 ネオユニヴァース タッチアス (Ｍｉｎｅｓｈａｆｔ) 中村伊三美 ケイアイファーム 大井 米田英 22,178 28戦2勝 J京都 2017/11/12

〃 B2 オーバーカム セ 4 ネオユニヴァース プラジェラート (エルコンドルパサー) 前田幸治 社台ファーム 大井 堀千亜 13,556 12戦2勝 J阪神 2017/9/10

〃 B2 ジュガンティーヤ 牡 6 サウスヴィグラス プライムウィッシュ (シンボリクリスエス) 日進牧場 大井 橋本馬 24,974 45戦2勝 J東京 2017/11/25

〃 B2 スプリングキャロル 牝 4 クロフネ ラークキャロル (ステイゴールド) 八嶋長久 ノーザンファーム 大井 市村誠 11,552 18戦1勝 J福島 2017/11/3

〃 B2 ニシノファルコン 牡 4 フォーティナイナーズサン ヴィーガズヘイロー (アドマイヤベガ) 西村亮二 王蔵牧場 大井 蛯名雄 11,342 20戦1勝 J東京 2017/11/25

〃 B2 ラフィネシチー 牝 6 ゴールドアリュール レディクラシック (ブライアンズタイム) ㈱友駿ホースクラブ 幌村牧場 大井 井上弘 19,340 21戦3勝 J新潟 2017/10/28

〃 B3 ウインプリマ 牝 4 メイショウボーラー ケイアイダンサー (フォーティナイナー) （株）ファーストビジョン コスモヴューファーム 大井 宮本康 8,108 40戦8勝 金沢 2017/12/10

〃 B3 ラッキーポイント 牡 4 タニノギムレット スプライトダンス (ダンスインザダーク) 村山忠弘 モリナガファーム 大井 宗形竹 10,790 16戦1勝 J東京 2017/11/18

〃 C1 アルファジェイド 牝 4 ファスリエフ アルファグリン (エルコンドルパサー) 岡田義見 アサヒ牧場 大井 上杉昌 5,000 24戦9勝 園田 2017/9/27

〃 C1 イムノス 牡 3 ディープインパクト グレースランド (トニービン) 八嶋長久 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 市村誠 4,200 6戦0勝 J新潟 2017/10/14

〃 C1 クティノス 牡 3 ベーカバド ローレルオードリー (コマンダーインチーフ) ㈱カナヤマホールディングス 樋渡志尚 大井 藤田輝 5,900 10戦1勝 J新潟 2017/10/21

〃 C1 チュウワサイレンス 牡 4 サイレントディール ベルネージュ (サクラバクシンオー) 中西忍 若林武雄 大井 堀千亜 5,000 15戦6勝 笠松 2017/12/8

〃 C1 ニシノリヒト 牡 3 リーチザクラウン アロハ (Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ) 西山茂行 日西牧場 大井 市村誠 5,990 18戦0勝 J中山 2017/10/1

〃 C1 ハートクレスト 牝 3 ワークフォース マリアヴェロニカ (ジャングルポケット) 吉野浩太朗 ノーザンファーム 大井 佐野謙 5,000 7戦0勝 J阪神 2017/9/18

〃 C1 ベルウッドデナリ 牡 3 マツリダゴッホ タニノエクセレント (ブライアンズタイム) 鈴木照雄 岡田スタツド 大井 福永敏 4,700 13戦0勝 J札幌 2017/9/2

〃 C1 ミラクルウィング 牡 4 ジャングルポケット シャンディガフ (シンボリクリスエス) 星野壽市 前野牧場 大井 久保隆 6,692 11戦1勝 J東京 2017/10/7

〃 C1 リシュリュー 牡 3 トビーズコーナー サクセスイザベラ (サクラバクシンオー) 伏木田牧場 大井 森下淳 6,978 20戦6勝 門別 2017/11/7

〃 C2 アイノテクニシャン 牡 3 フリオーソ オーディション (キングヘイロー) 河内敏 高橋義浩 大井 佐野謙 2,375 17戦3勝 門別 2017/11/1

〃 C2 アギシャン 牝 3 マツリダゴッホ マイネディアマンテ (マヤノトップガン) 酒井孝敏 ビッグレッドファーム 大井 佐藤寿 2,152 15戦1勝 笠松 2017/12/7

〃 C2 オカゲサマ 牝 3 アドマイヤマックス スイートグラーツ (サクラバクシンオー) 西村新一郎 田原橋本牧場 大井 藤村和 3,006 13戦5勝 園田 2017/11/14

〃 C2 カレンラヴニール 牡 3 ルーラーシップ ダンスザクラシックス (Ｓａｄｌｅｒ’ｓＷｅｌｌｓ) 酒井孝敏 ノーザンファーム 大井 福田真 3,075 13戦5勝 高知 2017/12/10
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転入馬 C2 サウスギガパワー 牡 3 サウスヴィグラス シャイアーズエンデ (ＥｌＰｒａｄｏ) 南波壽 グランド牧場 大井 久保与 3,300 8戦0勝 J札幌 2017/8/12

〃 C2 ジュジョール 牡 3 プリサイスエンド マックスロンシャン (ネオユニヴァース) 吉田和美 北島牧場 大井 辻野豊 3,100 5戦0勝 J新潟 2017/8/19

〃 C2 ナムラモンブラン 牡 3 サウスヴィグラス ヘイハニー (ＣｈｅｒｏｋｅｅＲｕｎ) 酒井孝敏 野坂牧場 大井 栗田裕 2,590 11戦2勝 笠松 2017/12/7

〃 C2 ホーセズネック 牝 3 ゴールドアリュール トレッビアーノ (Ｔｅｏｆｉｌｏ) ㈱イージス ノーザンファーム 大井 佐宗応 2,850 7戦0勝 J新潟 2017/8/26

〃 C2 モダンハート 牝 3 ヴィクトワールピサ ティファニータッチ (ＤｅｐｕｔｙＭｉｎｉｓｔｅｒ) ㈲下河辺牧場 下河辺牧場 大井 藤田輝 3,800 5戦0勝 J阪神 2017/10/1

〃 3歳 イーゼル セ 3 ディープスカイ フォーティカラーズ (フォーティナイナー) 水上行雄 笠松牧場 大井 鷹見浩 1,825 21戦6勝 門別 2017/11/1

〃 3歳 ジェイケイステラ 牝 3 ベーカバド ウインキナウ (キングカメハメハ) 小谷野次郎 村上欽哉 大井 鷹見浩 1,873 15戦4勝 金沢 2017/11/19

〃 3歳 ノーティスボード 牝 3 クロフネ サンクスノート (サクラバクシンオー) ㈲下河辺牧場 下河辺牧場 大井 藤田輝 1,100 7戦0勝 J札幌 2017/8/12

〃 3歳 ボストンアプリコ 牝 3 カンパニー ボストンメリー (マンハッタンカフェ) ㈲宮内牧場 吉田牧場 大井 橋本馬 1,488 15戦4勝 金沢 2017/11/28

〃 3歳 マグニフィセント 牡 3 トーセンホマレボシ スズカダーリン (タイキシャトル) （株）ファーストビジョン 武牧場 大井 宮本康 1,840 20戦2勝 金沢 2017/12/12

〃 3歳 ロバリーゴー 牡 3 プリサイスエンド シンワロバリー (ジェイドロバリー) 木村廣太 本桐牧場 大井 米田英 1,000 7戦0勝 J中山 2017/9/30

〃 2歳 アンフィーサ 牝 2 ゴールドアリュール ティークリッパー (トニービン) 吉田安惠 追分ファーム 大井 佐宗応 4,625 8戦3勝 水沢 2017/11/26

〃 2歳 グローリング 牡 2 フリオーソ アペイロン (エルコンドルパサー) 西森鶴 旭牧場 大井 鈴木啓 1,460 11戦1勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 サツキブライド 牝 2 タニノギムレット バブリングブライド (バブルガムフェロー) 田中裕之 大井 井上弘 1,032 10戦1勝 金沢 2017/11/26

〃 2歳 サラヒメ 牝 2 フリオーソ サムタイムレーター (エンドスウィープ) 信田朋嗣 西村和夫 大井 宗形竹 5,245 7戦3勝 水沢 2017/11/26

〃 2歳 スプンタマンユ セ 2 パイロ エンジェルフェザー (ボストンハーバー) 廣村憲郎 ミルファーム 大井 立花伸 892 8戦2勝 金沢 2017/12/10

〃 2歳 セユウスマート 牡 2 フリオーソ セユウプレゼント (バゴ) 工藤節雄 荒谷牧場 大井 佐藤寿 625 10戦1勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 セユウナイス 牡 2 モンテロッソ セユウレディ (エスプリシーズ) 工藤節雄 荒谷牧場 大井 香取和 525 7戦1勝 門別 2017/11/1

〃 2歳 セユウブラボー 牡 2 フリオーソ オイラセウインク (シャーディー) 工藤節雄 荒谷牧場 大井 香取和 765 11戦1勝 門別 2017/11/1

〃 2歳 ナツミプレジール 牝 2 エスポワールシチー シンコウベルデ (トニービン) 森近隆幸 三好牧場 大井 米田英 1,540 10戦1勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 ファビリア 牝 2 スマートファルコン ニホンピロルーシー (タイキシャトル) 船越伸也 船越伸也 大井 鷹見浩 924 10戦1勝 園田 2017/11/29

〃 2歳 ブライトコメット 牝 2 スマートファルコン ササファイヤー (ＳａｉｎｔＢａｌｌａｄｏ) 吉田和美 ノーザンファーム 大井 蛯名雄 500 1戦1勝 門別 2017/9/14

〃 2歳 プラチナダンディー 牡 2 プリサイスエンド マキシムガロー (スズカマンボ) 小田和子 大狩部牧場 大井 村上頼 930 5戦1勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 マキシマムフォース 牡 2 ワークフォース マキシマムジョイ (ハーツクライ) 酒井孝敏 明治牧場 大井 香取和 582 13戦0勝 名古屋 2017/11/29

〃 2歳 マプチートカーユ 牝 2 フレンチデピュティ ウディバードソング (Ｗｏｏｄｍａｎ) 杉山忠国 金球美 大井 福永敏 930 11戦1勝 門別 2017/11/9

〃 2歳 ラストプラム 牝 2 プリサイスエンド プラムプティング (アフリート) 門別敏朗 門別敏朗 大井 澤佳宏 1,430 9戦1勝 門別 2017/11/8

〃 2歳 レップウ 牡 2 ショウナンカンプ ペパーミントグラス (ヘクタープロテクター) 津田浩一 鎌田正嗣 大井 小野晋 1,000 7戦0勝 J福島 2017/11/18
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転入馬 2歳 レディーブラント 牝 2 シルポート デュランティ (サクラバクシンオー) 酒井孝敏 ダイヤモンドファーム 大井 香取和 527 7戦1勝 笠松 2017/12/6
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