
第14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 Ａ２ ドレッドノート 騸 7 メイショウオウドウ （有）日進牧場 日進牧場 大井 橋本馬 38,714 2015/09/12

　〃 Ｂ１ アーサーバローズ 牡 6 キングカメハメハ 猪熊広次 川島牧場 大井 村上頼 30,563 2015/09/27

　〃 Ｂ３ ウェーブランチャン 牝 3 ネオユニヴァース 青山清 新冠橋本牧場 大井 香取和 7,766 2015/10/03

　〃 Ｂ３ ウエスタンソーレ 騸 5 クロフネ 西村專次 ウエスタンファーム 大井 栗田知 14,630 2015/08/30

　〃 Ｂ３ ソサエティクイーン 牝 3 ストーミングホーム 前田敏文 大井 須田和 7,160 2015/10/03

　〃 Ｃ１ オーディンバローズ 牡 4 ハーツクライ 猪熊広次 鎌田正嗣 大井 村上頼 6,260 2015/09/20

　〃 Ｃ１ カツゲキエース 牡 4 ヴィクトリー 野々垣正義 吉田三郎 大井 寺田新 6,000 門別 2015/09/24

　〃 Ｃ１ カツゲキライデン 牡 4 ノボジャック 野々垣正義 朝野勝洋 大井 寺田新 6,000 門別 2015/10/22

　〃 Ｃ１ カッサイ 牡 4 スクリーンヒーロー ㈲静内白井牧場 静内白井牧場 大井 遠藤茂 8,474 2015/08/30

　〃 Ｃ１ クラバウターマン 牡 4 アサクサデンエン 髙橋利壽 内藤牧場 大井 渡邉和 6,000 金沢 2015/10/11

　〃 Ｃ１ ケイズイーグル 牡 6 イーグルカフェ 蕭敬意 山本昇寿 大井 阪本一 12,000 高知 2015/10/24

　〃 Ｃ１ ゴールドペンダント 牝 5 ゴールドヘイロー 竹原孝昭 加野牧場 大井 納谷和 9,136 佐賀 2015/10/17

　〃 Ｃ１ コスモサビク 牡 3 サウスヴィグラス 寺嶋博史 グランド牧場 大井 柏木一 5,800 盛岡 2015/10/19

　〃 Ｃ１ ダイワグローリー 牝 3 ダイワメジャー 大城敬三 社台ファーム 大井 藤村和 6,110 2015/10/11

　〃 Ｃ１ タツグレート 牡 6 ダイワメジャー 原司郎 ガーベラパークスタツド 大井 秋吉和 12,416 2015/09/21 1.15.8

　〃 Ｃ１ ダンヴィル 牡 3 コマンズ 小田和子 大井 村上頼 4,080 2015/09/05

　〃 Ｃ１ ツオイガナ 牡 3 サウスヴィグラス 三宅勝俊 グランド牧場 大井 阪本一 6,080 2015/07/25

　〃 Ｃ１ トリロジー 牝 5 ファンタスティックライト 松浦弘 大井 栗田知 9,000 佐賀 2015/10/11

　〃 Ｃ１ フィロゾフィーオ 騸 5 フィガロ 伊達敏明 サンシャイン牧場 大井 久保隆 9,306 門別 2015/07/22

　〃 Ｃ１ ヘットロー 騸 3 スタチューオブリバティ ㈲谷川牧場 谷川牧場 大井 嶋田幸 5,930 2015/05/23

　〃 Ｃ１ マイネルジャスト 牡 3 Ｔａｐｉｔ 三岡有香 畠山牧場 大井 中村護 4,312 佐賀 2015/10/18

　〃 Ｃ１ ワタリプリンセス 牝 5 ダンスインザダーク 阿部作次 （善）橋本牧場 大井 須田和 9,000 盛岡 2015/10/11

　〃 Ｃ２ イッセイフウビ 牡 3 メイショウボーラー 村山忠弘 門別敏朗 大井 立花貢 2,317 金沢 2015/10/25

　〃 Ｃ２ エターナルスカイ 牝 3 ディープスカイ 今村明浩 大井 藤田輝 2,100 2015/10/17

　〃 Ｃ２ ジュメーリイ 牝 3 ソングオブウインド 宮澤健 高橋フアーム 大井 納谷和 2,166 高知 2015/09/21

　〃 Ｃ２ ダイワバース 牡 3 ダイワメジャー 大城敬三 社台ファーム 大井 立花伸 2,500 2015/09/26

　〃 Ｃ２ マヒナズヒル 牝 5 ネオユニヴァース 尾田信夫 ノーザンファーム 大井 月岡健 8,986 大井 2015/01/21 1.16.1

　〃 Ｃ２ マングジ 牡 3 ストーミングホーム 杉山一穂 大井 澤佳宏 3,500 2015/09/26

　〃 Ｃ２ ロードメタリック 騸 3 ワイルドラッシュ 中村伊三美 ケイアイファーム 大井 福永敏 2,720 2015/09/06

　〃 ３歳 アサヒノマッチ 牝 3 クロフネ 佐藤傳二 追分ファーム 大井 上杉昌 1,000 2015/09/20

　〃 ３歳 エアシーラン 牡 3 デュランダル 村田裕子 稲原牧場 大井 橋本馬 1,800 2015/09/19

　〃 ３歳 クリノチクバオー 牡 3 ジャイアントレッカー 栗本守 バンブー牧場 大井 松浦裕 1,190 2015/08/08

　〃 ３歳 クリノメンタンピン 牝 3 チーフベアハート 栗本八江 荻伏三好フアーム 大井 的場直 1,058 2015/09/27

　〃 ３歳 クリムゾンスカイ 牝 3 ディープスカイ 﨏文彦 佐竹学 大井 立花貢 1,006 金沢 2015/08/18

　〃 ３歳 ダイメイエンド 牡 3 プリサイスエンド 宮本孝一 横井哲 大井 渡邉和 1,900 2015/09/13 1.17.9

　〃 ３歳 ディープアントス 牝 3 ディープインパクト 北畑忍 タイヘイ牧場 大井 松浦裕 1,056 2015/09/06

　〃 ３歳 ディープフォレスト 牡 3 ディープインパクト 窪田康志 追分ファーム 大井 福永敏 1,600 2015/06/21

　〃 ３歳 マイネルカサドール 牡 3 バトルプラン 谷謙介 橋本牧場 大井 荒井朋 1,153 盛岡 2015/10/25

　〃 ３歳 ミスマルレイナ 牝 3 スクリーンヒーロー 川崎賢二 坂本健一 大井 上杉昌 1,237 金沢 2015/10/11

　〃 ２歳 ヴェルミオン 牡 2 ヴァーミリアン （有）サンデーレーシング ノーザンファーム 大井 荒山勝 3,500 門別 2015/10/13

　〃 ２歳 ヴォルムス 牡 2 サウスヴィグラス 吉田照哉 社台ファーム 大井 蛯名雄 1,035 門別 2015/10/15

　〃 ２歳 カティサンダ 牡 2 デュランダル 古谷剛彦 猿倉牧場 船橋 岡林光 1,684 名古屋 2015/10/22

　〃 ２歳 コルディリエーラ 牝 2 キャプテントゥーレ 伊達敏明 サンシャイン牧場 大井 髙橋清 685 門別 2015/10/01

　〃 ２歳 ジャストゥラヴ 牝 2 シニスターミニスター 上田信路 林時春 大井 森下淳 1,440 門別 2015/10/15

　〃 ２歳 スピーティーズ 牝 2 ジャイアントレッカー 立山伸二 鳥井征士 大井 嶋田幸 535 門別 2015/10/14

　〃 ２歳 ノーザンミント 牝 2 スクリーンヒーロー 中田留明 木村牧場 大井 柏木一 750 門別 2015/09/24

　〃 ２歳 ノーフォロワー 牡 2 パーソナルラッシュ 山口敦広 有限会社大作ステーブル 大井 森下淳 7,280 2015/10/03

　〃 ２歳 バジガクパルフェ 牝 2 キャプテントゥーレ ㈱馬事学院 株式会社ＲＵＭＩファーム 大井 久保隆 796 名古屋 2015/10/22

　〃 ２歳 プレシューズ 牝 2 ファスリエフ 髙藤鐘三 シンユウフアーム 大井 須田和 1,415 門別 2015/10/06

新馬 ３歳 ウイニングラン 騸 3 ジャングルポケット 前田晋二 岡田牧場 大井 堀千亜 0 1.19.4

 〃 ３歳 ホッコーマグニート 牡 3 ワイルドラッシュ 矢部道晃 ヒサイファーム 大井 松浦裕 0 1.18.7

 〃 ２歳 アニービー 牝 2 アドマイヤムーン 吉橋一美 様似堀牧場 大井 庄子昭 0 53.2

 〃 ２歳 イーストイン 牝 2 ファスリエフ ㈲アシスタント サンローゼン 大井 納谷和 0 52.9

 〃 ２歳 イーリン 牝 2 カネヒキリ 油木大樹 久保秀雄 大井 澤佳宏 0 53.3

 〃 ２歳 エイキラリー 牡 2 カネヒキリ 髙田勇三 フクダファーム 大井 堀江仁 0 53.2

 〃 ２歳 キャニオンカメリア 牝 2 アルデバランⅡ ㈲谷川牧場 本巣一敏 大井 井上弘 0 52.6

 〃 ２歳 グランテイオー 牡 2 マヤノトップガン 中田和宏 有限会社中田牧場 大井 鷹見浩 0 53.3

 〃 ２歳 グングニール 牡 2 ヴァーミリアン 池谷誠一 静内フアーム 大井 嶋田幸 0 52.9 

 〃 ２歳 ケイエムキング 牡 2 ニューイングランド 金石守 坂下栄蔵 大井 阪本一 0 52.9 

 〃 ２歳 ケンソルジャー 牡 2 ロージズインメイ （株）エスティ 松浦牧場 大井 鈴木啓 0 52.5

 〃 ２歳 コーゲンジュピター 牝 2 フォーティナイナーズサン ㈱光元コーポレーション 中島牧場 大井 井上弘 0 52.4

 〃 ２歳 ザラキ 牡 2 ディープスカイ ㈱Ｔ．Ｕ．Ｋ． 高橋義浩 大井 嶋田幸 0 52.4 

 〃 ２歳 ジャミーゾーイ 牡 2 スウィフトカレント 都筑利樹 宇南山牧場 大井 栗田裕 0 52.3 

 〃 ２歳 セイシュウペガサス 牝 2 カジノドライヴ 岡島晶子 堤牧場 大井 久保与 0 54.0 

 〃 ２歳 タイニーライアー 牝 2 ワイルドラッシュ 山本憲明 北島牧場 大井 鷹見浩 0 53.0 

 〃 ２歳 ティンバーライン 牡 2 ティンバーカントリー 林正夫 富田恭司 大井 蛯名雄 0 51.4

 〃 ２歳 テラザグレイト 牡 2 サムライハート 海野修太郎 レースホース牧場 大井 荒山勝 0 53.6

 〃 ２歳 テラザフォルマ 牝 2 クーリンガー 海野修太郎 レースホース牧場 大井 荒山勝 0 53.3

 〃 ２歳 ハルマツイブキ 牡 2 スウェプトオーヴァーボード 浅川吉男 協和牧場 大井 佐宗応 0 52

 〃 ２歳 ブレイブブロッサム 牡 2 スウェプトオーヴァーボード ㈲谷川牧場 本巣一敏 大井 中村護 0 53

 〃 ２歳 ホクソウブリッツ 牡 2 リバースモード 林作一 北総ファーム 大井 米田英 0 53.2 

 〃 ２歳 メモリースマート 牝 2 パイロ （株）シンザンクラブ 谷川牧場 大井 庄子昭 0 52.5 

 〃 ２歳 モシカシテ 牡 2 フォーティナイナーズサン 前田敏文 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 大井 須田和 0 52.4 

 〃 ２歳 ラヴヒロイン 牝 2 マツリダゴッホ 岡村善行 山岡ファーム 大井 宗形竹 0 53.2 

 〃 ２歳 リゴンドー 牡 2 パイロ 和田博美 大道牧場 大井 佐野謙 0 52.1 

 〃 ２歳 ロイヤルファイター 牡 2 ゴールドアリュール （有）スタッグ・ワールド 新冠伊藤牧場 大井 三坂盛 0 52.5 

 〃 ２歳 ワタリセイユウ 牡 2 スターリングローズ 阿部作次 田渕牧場 大井 阪本一 0 52.7 

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

ボンヌマール (Ｓｔａｒｂｏｒｏｕｇｈ) 27戦5勝 J阪神

ロイヤルクロス (スリルシヨー) 38戦3勝 J阪神

ブルーレイ (トワイニング) 13戦0勝 J阪神

ウエスタンクィーン (エルコンドルパサー) 24戦2勝 J札幌

コスモポリタン (ＣａｄｅａｕｘＧｅｎｅｒｅｕｘ) ダーレー・ジャパン・F（有） 8戦0勝 J中山

スターペスミツコ (カーネギー) 14戦1勝 J阪神

カキノシャレード (モーニングフローリツク) 53戦7勝

アメリカンハット (ホスピタリテイ) 35戦14勝

ロッタ (ティンバーカントリー) 18戦1勝 J小倉

セドゥクティーバ (アグネスタキオン) 22戦8勝

ヴァンルージュ (ＮｉｇｈｔＳｈｉｆｔ) 64戦18勝

シーベルリーフ (カコイーシーズ) 40戦18勝

スズカカラーズ (サンデーサイレンス) 9戦1勝

マンデルーシュ (Ａｌｗｕｈｕｓｈ) 8戦1勝 J東京

ユウサンポリッシュ (エルセニョール) 28戦1勝 J阪神

ファダラン (ＣｈｅｒｏｋｅｅＲｕｎ) ダーレー・ジャパン・F（有） 12戦0勝 J札幌

ダンスカーニバル (アフリート) 6戦0勝 J中京

トリプルピルエット (ＳｕｎｄａｙＳｉｌｅｎｃｅ) ダーレー・ジャパン・F（有） 50戦14勝

フレンドリースピカ (テンビー) 24戦5勝

アペルドールン (マンハッタンカフェ) 12戦0勝 J新潟

ブリーボーンズ (Ｈｅｓａｂｕｌｌ) 14戦6勝

コンサートクィーン (カコイーシーズ) 59戦9勝

ホクトジョーオー (シンボリルドルフ) 27戦2勝

メイビーフォーエヴァー (Ｚａｆｏｎｉｃ) ダーレー・ジャパン・F（有） 6戦0勝 J京都

コンゴウマドンナ (マーベラスサンデー) 27戦4勝

オレンジジェラート (トニービン) 9戦0勝 J中山

モアムーンライト (ＭｏｒｅＴｈａｎＲｅａｄｙ) 25戦4勝

コージーベイ (ＳｔｏｒｍＣａｔ) ダーレー・ジャパン・F（有） 5戦0勝 J中山

ジャックカガヤキ (デインヒル) 11戦0勝 J新潟

エアフュージョン (シンボリクリスエス) 4戦0勝 J中山

エアセイレン (ＧｒａｎｄＬｏｄｇｅ) 6戦0勝 J阪神

ラモーダバンブー (ドクターデヴィアス) 11戦0勝 J小倉

カルチェラタン (トニービン) 16戦2勝 J中山

シーズババズディライト (ＤｉｓｔｏｒｔｅｄＨｕｍｏｒ) 17戦1勝

マヤノプレム (タイキシャトル) 7戦1勝 J阪神

ルンバブギー (ＲａｉｎｂｏｗＱｕｅｓｔ) 7戦0勝 J札幌

チェリーフォレスト (サクラバクシンオー) 7戦0勝 J東京

アイリッシュクレア (トニービン) 20戦6勝

タヒチアンメモリ (コマンダーインチーフ) 34戦3勝

マチカネセキガハラ (フジキセキ) 3戦2勝

ブリュンヒルト (アグネスタキオン) 8戦2勝

エアヴァレナ (エルコンドルパサー) 10戦2勝

デラセーラ (Ｍａｒｉａ’ｓＭｏｎ) 5戦1勝

リリーアンドローズ (サンデーサイレンス) 6戦1勝

ビューティアイ (アッミラーレ) 3戦1勝

ゴールドミント (アグネスワールド) 5戦1勝

モエレサンタマリア (ゴールドヘイロー) 4戦1勝 J阪神

コウエイマーベラス (アフリート) 9戦1勝

マジカルミステリー (マンハッタンカフェ) 8戦2勝

コーディーライン (Ｍｉｓｗａｋｉ)

ドリームヒット (フォーティナイナー)

カツイチヴィーナス (ラムタラ)

イゾラトウショウ (ティンバーカントリー)

スニーカー (アスワン)

リンカラリー (キンググローリアス)

コウヨウオラリア (ステイゴールド)

カモンマイハウス (キャロルハウス)

アンプリエール (バゴ)

エムエムクイーン (コマンダーインチーフ)

プリティローズ (スキャン)

キープアンドゴー (マリエンバード)

カサリンガ (アドマイヤムーン)

ファウンテンジョイ (スウェプトオーヴァーボード)

メイプレンピーチ (マーベラスサンデー)

タイニーナイトラヴ (ＢｅｌｏｎｇｔｏＭｅ)

ハートライン (コロニアルアッフェアー)

シークレットダイヤ (アジュディケーティング)

テラノクリスティー (アドマイヤボス)

ツルハチクィーン (ラムタラ)

アサヒフォンテーヌ (カーネギー)

ヒカルセレーネ (アグネスタキオン)

メモリービジュアル (サクラバクシンオー)

スウェアトウショウ (ディープインパクト)

ラヴキャラ (マイネルラヴ)

メアリーポート (ＭａｒｋｏｆＥｓｔｅｅｍ)

ロイヤルジュエリー (キングカメハメハ)

ヤグラシンメル (タマモクロス)
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