
第17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 Ａ１ オリオンザジャパン セ 7 クロフネ 平本敏夫 武牧場 大井 的場直 70,172 2016/12/18

〃 Ａ１ キープインタッチ 牡 7 トワイニング 村野康司 社台ファーム 大井 鈴木啓 67,034 2016/12/24

〃 Ａ２ クリノエリザベス 牝 6 プリサイスエンド 栗本八江 タイヘイ牧場 大井 的場直 30,090 2015/11/14

〃 Ｂ２ ザンブローネ 牡 6 ＳｍａｒｔＳｔｒｉｋｅ 吉田和美 ＨｅｌｅｎＫ．ＧｒｏｖｅｓＲｅｖｏｃａｂｌｅＴ大井 辻野豊 17,411 2016/12/10

〃 Ｂ２ メジャーリーガー 牡 4 ブラックタイド 阿部東亜子 木田牧場 大井 堀千亜 13,375 水沢 2016/11/06

〃 Ｂ２ ロードフェリーチェ 牡 5 ハービンジャー 光安了 ケイアイファーム 船橋 佐々功 15,788 2017/01/05

〃 Ｂ３ グランジュテ 牝 4 キングヘイロー 日進牧場 日進牧場 大井 橋本馬 7,070 2016/08/27

〃 Ｂ３ グロウインザダーク セ 4 ダンスインザダーク 田實邦浩 社台ファーム 大井 髙橋清 8,018 園田 2016/11/22

〃 Ｂ３ サクラエルカミーノ 牡 6 サウスヴィグラス 谷岡真喜 谷岡スタット 大井 福永敏 16,160 2016/12/23

〃 Ｂ３ シャトルソニック 牡 5 タイキシャトル 細谷典幸 村上欽哉 大井 米田英 10,774 2016/12/18

〃 Ｂ３ チェストケゴールド 牡 4 ゴールドヘイロー 了德寺健二 船越伸也 大井 松浦裕 7,100 2016/11/19

〃 Ｂ３ フュテール 牡 4 スウェプトオーヴァーボード 酒井孝敏 山際辰夫 大井 香取和 7,772 佐賀 2017/01/04

〃 Ｃ１ ショウナンラテール 牡 4 ディープインパクト 国本哲秀 追分ファーム 大井 三坂盛 6,902 園田 2016/09/17

〃 Ｃ２ イナセナ 牡 7 ＩｎｄｙｇｏＳｈｉｎｅｒ 杉浦和也 ＧｕｙＳｎｏｗｄｅｎ＆ＤｉａｎｅＳｎｏｗ 大井 佐野謙 12,000 盛岡 2016/06/11

〃 Ｃ２ プラネットスコア 牡 7 サウスヴィグラス 岩崎僖澄 坂元牧場 大井 佐々洋 12,365 2016/06/05

〃 Ｃ２ ボナテスタ 牡 4 フレンチデピュティ 佐々木雄二 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 月岡健 3,200 2016/05/08

〃 Ｃ２ ラディアーヌ 牝 4 カンパニー 米田裕一 三石橋本牧場 大井 三坂盛 2,800 2015/12/20

〃 ３歳 オーブスプリング 牝 3 ディープブリランテ ㈱ＭＭＣ 桜井牧場 大井 荒山勝 5,575 大井 2016/12/31

〃 ３歳 コンサートドーレ 牡 3 サウスヴィグラス 古町純代 グランド牧場 大井 堀千亜 1,824 水沢 2016/12/24

〃 ３歳 スーパーマックス 牡 3 リーチザクラウン 内田勝士 荒谷輝和 大井 宮浦正 8,830 佐賀 2016/11/05

〃 ３歳 ビービーアングラー 牝 3 ヴィクトワールピサ （有）坂東牧場 坂東牧場 大井 村上頼 1,100 2016/12/24

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

パーシャンブルー (サンデーサイレンス) 29戦5勝 J阪神

フェミニンタッチ (サンデーサイレンス) 27戦5勝 J中山

ウインクアットデエンジャー (Ｄａｎｚｉｇ) 10戦5勝 J東京

Ｔｅｊｉｄａ (Ｒａｈｙ) 14戦3勝 J中山

ストロベリーフィル (サクラチトセオー) 11戦5勝

レディチャーム (サンデーサイレンス) 13戦1勝 J京都

フェールクークー (アラムシャー) 11戦0勝 J札幌

ダークエンディング (ＥｎｄＳｗｅｅｐ) 15戦0勝

サクラメガマックス (クロフネ) 23戦1勝 J中山

ウインミュートス (ダンスインザダーク) 23戦2勝 J中京

トミケンソリッド (コマンダーインチーフ) 7戦1勝 J東京

ハーレムスウィング (マンハッタンカフェ) 16戦0勝

テイクミーハイヤー (トニービン) 9戦0勝

Ｃｏａｔｕｅ (Ｍｒ．Ｇｒｅｅｌｅｙ) 42戦11勝

フラワーウイナー (ニホンピロウイナー) 34戦2勝 J阪神

サニーデイサンデー (ジャングルポケット) 6戦0勝 J東京

ローレルウィッチ (エルコンドルパサー) 1戦0勝 J中山

ナスケンアイリス (フレンチデピュティ) 8戦2勝

スズカララバイ (ラムタラ) 8戦1勝

レヴェトン (ＭａｌｉｂｕＭｏｏｎ) 5戦5勝

ビービーバーニング (バブルガムフェロー) 5戦1勝 J中山
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