
第13回大井競馬申込転入馬初出走馬一覧表（新格・馬名順）

転入馬 Ｂ１ エスペリア 牡 6 デュランダル 佐々木雄二 モリナガファーム 大井 月岡健 29,840 2015/05/31

転入馬 Ｂ１ ゲンパチメジャー 牡 6 ダイワメジャー 平野武志 林孝輝 大井 鷹見浩 31,094 2015/06/27

転入馬 Ｂ１ ヤマノハヤブサ 牡 4 ハーツクライ （株）バスター 天羽禮治 大井 荒山勝 19,190 2015/08/08

転入馬 Ｂ２ サウスセレクト 牡 4 サウスヴィグラス 南波壽 武田修一 大井 久保与 13,072 盛岡 2015/09/26

転入馬 Ｂ２ ピサノナイトレイ 牝 4 ネオユニヴァース 市川義美 杵臼牧場 大井 松浦裕 12,014 2015/07/26

転入馬 Ｂ３ キョウワメロディー 牝 4 キングヘイロー 浅川吉男 協和牧場 大井 宮浦正 9,560 2015/09/06

転入馬 Ｂ３ コンプリートゲーム 牡 5 マイネルラヴ 島田明弘 沖田忠幸 大井 堀千亜 13,772 2015/09/05

転入馬 Ｂ３ ジェイケイネオ 牡 5 ネオユニヴァース 小谷野次郎 藤川フアーム 大井 中道啓 14,468 2015/08/30 1.18.8

転入馬 Ｃ１ アドマイヤホーク 牡 3 ハービンジャー （有）大野商事 ノーザンファーム 大井 辻野豊 4,400 2015/09/13 1.17.1

転入馬 Ｃ１ イヌイジェニー 牝 3 エンパイアメーカー 長谷川雄啓 中脇一幸 大井 的場直 6,842 2015/09/06

転入馬 Ｃ１ クランキングアップ 牡 4 マイネルラヴ 松田整二 村下農場 大井 澤佳宏 6,000 金沢 2015/06/28

転入馬 Ｃ１ ディーエスマインド 牡 4 ハーツクライ 宮﨑忠比古 広富牧場 大井 嶋田幸 6,000 高知 2015/09/22

転入馬 Ｃ１ テストマッチ 牡 6 キングカメハメハ 杉浦和也 ノーザンファーム 大井 宗形竹 13,596 園田 2015/10/01

転入馬 Ｃ２ ジュモット 牝 3 ファスリエフ ㈲アシスタント 松平牧場 大井 納谷和 3,500 大井 2015/02/25 1.17.9

転入馬 Ｃ２ ニシノフクオトコ 牡 3 テレグノシス 西山茂行 本桐牧場 大井 辻野豊 3,200 2015/08/30

転入馬 Ｃ２ ニシノユウキ 牝 3 チチカステナンゴ 西山茂行 川上牧場 大井 佐宗応 2,000 2015/09/12

転入馬 Ｃ２ ノーブルカイザー 牡 3 アグネスデジタル 吉木伸彦 村上牧場 大井 佐野謙 2,550 2015/09/06

転入馬 Ｃ２ プリサイスギフト 牝 3 プリサイスエンド 山科統 バンダム牧場 大井 藤田輝 2,290 2015/09/12

転入馬 Ｃ２ マインリーバー 牡 3 シンボリクリスエス 岩崎僖澄 松木加代 大井 渡邉和 2,680 2015/09/06

転入馬 Ｃ２ モーレアモーレ 牝 4 ジャイアントレッカー （有）辻牧場 辻牧場 大井 藤田輝 3,080 大井 2015/01/21 1.17.9

転入馬 Ｃ２ ヤマニントルーパー 牡 3 キングカメハメハ 土井睦秋 錦岡牧場 大井 栗田裕 3,300 2015/09/20

転入馬 Ｃ２ ロケットトゥヘブン 牡 3 ゴールドアリュール （株）バスター ノーザンファーム 大井 月岡健 2,340 大井 2014/12/30 1.17.7

転入馬 ３歳 ヴェルトフリーデン 牡 3 シニスターミニスター 大志総合企画（株） 辻牧場 大井 堀千亜 1,160 2015/08/15

転入馬 ３歳 ジェンツィアーナ 牝 3 シンボリクリスエス 小池繁徳 社台ファーム 大井 遠藤茂 1,750 2015/09/05

転入馬 ３歳 フォアグリーム 牡 3 ロージズインメイ 須田靖之 川島良一 大井 福永敏 1,080 園田 2015/10/02

転入馬 ３歳 マイネルシュプレム 牡 3 ケイムホーム （株）ファーストビジョン オリエント牧場 大井 宮本康 1,585 金沢 2015/09/27

転入馬 ２歳 イケノパシスタ 牝 2 ブラックタイド 池添安雄 池添安雄 大井 岡野尚 1,055 門別 2015/09/29

転入馬 ２歳 ノースマジカル 牡 2 サムライハート 早川正行 高岸順一 大井 米田英 575 門別 2015/09/23

転入馬 ２歳 バジガクスペラーレ 牝 2 アジュディケーティング ㈱馬事学院 株式会社ＲＵＭＩファーム 大井 久保隆 680 金沢 2015/10/04

転入馬 ２歳 ラブミーリバティー 牝 2 スタチューオブリバティ 小林祥晃 へいはた牧場 大井 荒山勝 2,780 盛岡 2015/10/03

転入馬 ２歳 レイホーウエーブ 牡 2 スズカマンボ 永井啓弍 岡野牧場 大井 森下淳 1,065 門別 2015/09/30

新馬 ２歳 カイジンマイティー 牝 2 シニスターミニスター 廣村憲郎 富田恭司 大井 立花伸 0 52.4

新馬 ２歳 ギオンラッシュ 牡 2 パーソナルラッシュ 原田政幸 赤石久夫 大井 村上頼 0 52.4

新馬 ２歳 ゲルトルート 牝 2 メイショウサムソン （有）サンデーレーシング ノーザンファーム 大井 松浦裕 0 52.6

新馬 ２歳 ジッパディドゥダー 牡 2 アドマイヤコジーン 古谷剛彦 木田晶範 大井 渡邉和 0 52.8

新馬 ２歳 セッテマーレ 牡 2 スウィフトカレント 大﨑洋平 古本正則 大井 佐野謙 0 52.8

新馬 ２歳 タカラシャイン 牡 2 ワイルドラッシュ 村山義男 大栄牧場 大井 米田英 0 52.9

新馬 ２歳 ブレッザフレスカ 牝 2 マンハッタンカフェ 吉田照哉 社台ファーム 大井 荒山勝 0 52.4

新馬 ２歳 マインフィールド 牝 2 メイショウボーラー 子安裕樹 清水牧場 大井 月岡健 0 52.3 

新馬 ２歳 マスタークロス 牡 2 ドリームスプレッド 藤本栄史 高藤茂 大井 宗形竹 0 52.2 

新馬 ２歳 ラピディーテ 牝 2 ワイルドラッシュ 北嶋義三 北島牧場 大井 井上弘 0 52.5 

新馬 ２歳 レヴォントゥレット 牝 2 ダンスインザダーク 伊達敏明 サンシャイン牧場 大井 蛯名雄 0 53.3 

新馬 ２歳 ロックデザイヤ 牡 2 サウスヴィグラス 古賀和夫 モリナガファーム 大井 遠藤茂 0 51.9 

新馬 ２歳 ワンスアポンタイム 牝 2 サクラプレジデント 古谷剛彦 谷岡スタット 大井 渡邉和 0 52.4

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） 成績 最終

出走場
最終
出走日

能力
タイム

バーシャ (Ｃｈｉｅｆ’ｓＣｒｏｗｎ) 33戦3勝 J京都

ソヨカゼ (Ｔｏｐｓｉｄｅｒ) 27戦4勝 J東京

キルシュワッサー (サクラバクシンオー) 15戦2勝 J小倉

マイネアレグリア (スペシャルウィーク) 11戦2勝

シェナンドアリバー (ホワイトマズル) 18戦1勝 J函館

プリンセスムスメ (ブライアンズタイム) 16戦1勝 J札幌

トピアリー (タバスコキャット) 32戦2勝 J札幌

ジェイケイクリス (シンボリクリスエス) 28戦1勝 J札幌

グランプリソフィ (アグネスタキオン) 6戦0勝 J阪神

アグレス (ジェイドロバリー) 18戦0勝 J新潟

イソノキセキ (フジキセキ) 12戦7勝

ヒアズホーピング (Ｄａｈａｒ) 35戦9勝

アレキサンドリア (サンデーサイレンス) 54戦9勝

セイヴィングス (サクラバクシンオー) 8戦2勝

ニシノカイシンゲキ (サクラバクシンオー) 9戦0勝 J新潟

ニシノブラッサム (サンデーサイレンス) 6戦0勝 J中山

ブイルージュ (ウォーニング) 8戦0勝 J札幌

カネトシフィオーレ (ネオユニヴァース) 5戦0勝 J中山

レモンバーム (フジキセキ) 14戦0勝 J札幌

サンレイフレール (ダンスインザダーク) 14戦0勝

ヤマニンパンテール (ニホンピロウイナー) 6戦0勝 J中山

ニューグランジ (Ｇｉａｎｔ’ｓＣａｕｓｅｗａｙ) 3戦1勝

リーチトゥピース (ＭｕｄＲｏｕｔｅ) 9戦0勝 J札幌

パッションレッド (アグネスタキオン) 9戦0勝 J札幌

ドリームインスター (バブルガムフェロー) 19戦5勝

シルクファビュラス (Ｄｅｖｉｌ’ｓＢａｇ) 17戦4勝

イケノナイン (ジェリ) 9戦2勝

ラフォーレ (バンブーアトラス) 4戦1勝

カフェドフレール (マンハッタンカフェ) 10戦1勝

コパノプレゼント (サクラバクシンオー) 4戦2勝

サンウインダー (アフリート) 9戦2勝

オルビア (カリズマティック)

ユメノトチュウ (フレンチデピュティ)

フロールデセレッソ (スウェプトオーヴァーボード)

サクラインザダーク (ダンスインザダーク)

トゥインチアズ (シャーディー)

リブユアドリームス (Ｍｔ．Ｌｉｖｅｒｍｏｒｅ)

ブリージーウッズ (ティンバーカントリー)

ソルプリマベラ (マーベラスサンデー)

ハギノアップラウゾ (キングカメハメハ)

エンプレスロッチ (カコイーシーズ)

トリアノン (アフリート)

グランドサファイヤ (アジュディケーティング)

サクラエミリー (タイキシャトル)
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