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転入馬 B2 トップリバティ 牡 5 スタチューオブリバティ トップアクトレス （テイエムオペラオー） ㈲宮内牧場 宮内牧場 大井 橋本馬 17,812 25戦2勝 J阪神 2017/9/24

〃 B2 リターンラルク 牡 6 ディープインパクト リターンキャスト （ノーザンテースト） 山科統 バンダム牧場 大井 藤田輝 21,530 31戦2勝 J東京 2017/6/25

〃 B3 カズノテイオー 牡 4 エンパイアメーカー イットーイチバン （ディープインパクト） 鈴木可一 大道牧場 大井 納谷和 8,330 12戦1勝 J中山 2017/10/1

〃 B3 キャプテンルフィ 牡 3 ヴァーミリアン メイグレイス （ネオユニヴァース） ㈱パニオロ 千明牧場 大井 森下淳 8,600 14戦0勝 J中山 2017/9/16

〃 B3 ファージンゲール 牝 3 Ｓｈａｃｋｌｅｆｏｒｄ ＲｏｙａｌＡｆｆｅｃｔｉｏｎ （Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ） 吉田和美 ＫａｚＨｉｌｌＦａｒｍ 大井 辻野豊 8,510 8戦0勝 J阪神 2017/10/1

〃 B3 メモリーミネルバ 牝 3 トーセンファントム トーセンミネルバ （キングカメハメハ） 島川隆哉 有限会社エスティファーム 大井 高野毅 7,160 8戦1勝 J東京 2017/10/9

〃 C1 アリエルバローズ 牡 4 ハーツクライ エシュクアルバー （Ｒｉｖｅｒｍａｎ） 猪熊広次 川島牧場 大井 米田英 5,760 13戦3勝 J中山 2017/9/23

〃 C1 サトノマスター 牡 3 エンパイアメーカー ヴィヴァシャスヴィヴィアン （ＤｉｓｔｏｒｔｅｄＨｕｍｏｒ） 里見治 フジワラフアーム 大井 藤田輝 5,000 3戦1勝 J京都 2017/5/21

〃 C1 シンゼンキング 牡 3 アイルハヴアナザー ジーエスレインボー （トーヨーレインボー） 原司郎 有限会社大作ステーブル 大井 秋吉和 6,590 15戦0勝 J札幌 2017/8/12

〃 C1 ジャルーズ 牝 4 エンパイアメーカー ソフィアルージュ （クロフネ） 豊島愛子 宮内牧場 大井 久保信 5,420 14戦1勝 J東京 2017/10/15

〃 C1 ノアブリジット 牝 3 サマーバード ロビングショット （ゼンノロブロイ） 佐山公男 千葉飯田牧場 大井 鷹見浩 6,350 12戦0勝 J札幌 2017/8/27

〃 C1 マイネルストラトス 牡 3 ディープスカイ ヒラボクビジン （ブライアンズタイム） 杉浦和也 谷川牧場 大井 宗形竹 4,123 17戦2勝 園田 2017/10/26

〃 C1 ムテキングス 牡 3 キングズベスト プレイガール （Ｃａｅｒｌｅｏｎ） 諸岡慶 飛野牧場 大井 井上弘 5,060 13戦0勝 大井 2017/8/29

〃 C2 アルーリングデイズ セ 3 ゼンノロブロイ アルーリングライフ （フレンチデピュティ） 楠元貴司 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 朝倉実 3,800 10戦0勝 J中山 2017/9/17

〃 C2 アレジャポン 牡 3 ヴィクトワールピサ ジャジャマーチャン （アドマイヤコジーン） 吉田千津 社台ファーム 大井 蛯名雄 3,850 5戦0勝 J中山 2017/9/17

〃 C2 サンモントレー 牝 3 クリストワイニング ヤングエブロス （エブロス） 加藤信之 有限会社ケイズ 大井 鷹見浩 2,600 7戦0勝 J中山 2017/9/30

〃 C2 トミケンスーペル 牝 3 バトルプラン チュウワビーナス （アグネスタキオン） 富樫賢二 株式会社ＲＵＭＩファーム 大井 立花伸 2,200 6戦0勝 船橋 2017/9/26

〃 C2 ノルナゲスト 牡 3 ハービンジャー ヴェルザンディ （アグネスタキオン） （有）サンデーレーシング ノーザンファーム 大井 月岡健 2,550 8戦0勝 J札幌 2017/8/26

〃 C2 ヒロノランマン 牡 3 タイムパラドックス ヒカルカグヤヒメ （ダンスインザダーク） 上野進二 浦河小林牧場 大井 福永敏 2,250 11戦0勝 J阪神 2017/9/18

〃 C2 ベルウッドミライ 牡 3 ハーツクライ ボンビバン （ＲｅｄＲａｎｓｏｍ） 鈴木照雄 市川フアーム 大井 米田英 2,800 9戦0勝 J中山 2017/9/16

〃 C2 リバーサルフィルム 牡 3 クロフネ フォトジェニー （スペシャルウィーク） 大塚謹吾 ノーザンファーム 大井 小野晋 2,000 6戦0勝 J中山 2017/9/16

〃 3歳 オウケンヴィクトリ 牝 3 オウケンブルースリ リーチトゥピース （ＭｕｄＲｏｕｔｅ） 中田留明 辻牧場 大井 柏木一 1,100 6戦0勝 J阪神 2017/9/30

〃 3歳 カタマチコマチ 牝 3 メイショウボーラー アストレアピース （マヤノトップガン） 近藤秀典 大島牧場 大井 福田真 1,139 14戦3勝 金沢 2017/9/12

〃 3歳 クインズオレンジ 牝 3 ファルブラヴ ケイアイエーデル （トワイニング） 亀田和弘 佐竹学 大井 高野毅 1,050 9戦1勝 門別 2017/9/28

新馬 3歳 クインズモント 牡 3 サマーバード シールビーバック （フジキセキ） ㈱啓愛義肢材料販売所 隆栄牧場 大井 佐宗応 0 1.16.9

転入馬 3歳 グリフレット 牡 3 ローエングリン アプリコットフィズ （ジャングルポケット） 寺嶋博史 社台ファーム 大井 柏木一 1,250 11戦0勝 J新潟 2017/8/20

転入馬 3歳 コーリンマカロン 牝 3 ゴールドアリュール コーリンラヴィアン （ミシックトライブ） 伊藤恵介 今井牧場 大井 的場直 1,300 5戦0勝 J札幌 2017/9/2

転入馬 3歳 ゴールドアドミラル 牡 3 ゴールドアリュール スイートフィズ （クロフネ） 杉浦和也 シンボリ牧場 大井 佐野謙 1,100 5戦0勝 J中山 2017/9/17
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転入馬 3歳 シャブリ 牝 3 ディープインパクト スカイノダン （サクラバクシンオー） 石川達絵 桑田牧場 大井 宗形竹 1,800 5戦0勝 J阪神 2017/9/30

転入馬 3歳 ナチュラルシンジュ 牝 3 オウケンブルースリ ナチュラルナイン （ダイワメジャー） 谷謙介 丸幸小林牧場 大井 辻野豊 1,600 12戦2勝 盛岡 2017/10/22

転入馬 3歳 ビッグイージー 牡 3 バトルプラン シンシンマーキー （ラストタイクーン） 小原準一郎 槇本牧場 大井 須田和 1,274 14戦4勝 盛岡 2017/10/22

転入馬 3歳 マイネルグアンチェ 牡 3 ディープブリランテ グランカナリア （ＭａｌｉｂｕＭｏｏｎ） 永野雄介 下河辺牧場 大井 松浦裕 1,900 12戦1勝 大井 2017/9/13

転入馬 3歳 マイネルルタン 牡 3 タイムパラドックス ポルウナカベサ （ＷｉｌｄＡｇａｉｎ） 組）ウィル スウィングフィールド牧場 大井 宗形竹 1,152 9戦2勝 盛岡 2017/10/21

転入馬 3歳 ミカード 牡 3 クロフネ レディベローナ （サンデーサイレンス） 嶋田賢 服部牧場 大井 須田和 1,500 7戦0勝 J札幌 2017/8/19

転入馬 3歳 メッサーマイスター 牡 3 Ｂｏｄｅｍｅｉｓｔｅｒ ヨナグッチ （Ｙｏｎａｇｕｓｋａ） 永野雄介 追分ファーム 大井 森下淳 1,250 6戦0勝 J阪神 2017/9/17

転入馬 3歳 モンドバーグ 牡 3 ヴィクトワールピサ アクアリング （Ａｎａｂａａ） （有）社台レースホース （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 藤田輝 1,300 4戦0勝 J小倉 2017/9/3

転入馬 3歳 リアリスティック 牡 3 キングズベスト レリッシュザソート （Ｓａｄｌｅｒ’ｓＷｅｌｌｓ） 大田恭充 ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 渡邉和 1,100 6戦0勝 J小倉 2017/8/26

転入馬 3歳 リックマドカ 牝 3 フォーティナイナーズサン ミカワマドカ （アジュディケーティング） 山邉浩 荒木貴宏 大井 村上頼 1,073 27戦1勝 盛岡 2017/10/21

転入馬 3歳 ルーファス 牡 3 ゴールドアリュール アドマイヤレッド （Ｓｔｒａｖｉｎｓｋｙ） 会田裕一 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 村上頼 1,100 6戦0勝 J中山 2017/9/24

新馬 2歳 エスプリドリー 牝 2 ブラックタイド スズカゲラン （ブラックホーク） 依田泰雄 野坂牧場 大井 澤佳宏 0 53.8

〃 2歳 エスプリマーリン 牡 2 カジノドライヴ マコトエンエン （サンデーサイレンス） 依田泰雄 道見牧場 大井 澤佳宏 0 51.9

〃 2歳 カシマサミダレ 牝 2 シニスターミニスター ピサノマイセン （マイニング） 松浦一久 金舛幸夫 大井 澤佳宏 0 50.2

〃 2歳 カタタタキキ 牝 2 スクワートルスクワート シゲルダンヤバード （ボストンハーバー） 酒井孝敏 大前典男 大井 庄子昭 0 53.9

〃 2歳 キャニオンアイナ 牝 2 ヴァーミリアン レディスウィフト （Ｇｈｏｓｔｚａｐｐｅｒ） ㈲谷川牧場 谷川牧場 大井 嶋田幸 0 54.2

〃 2歳 グランマシェリ 牝 2 ロジユニヴァース ミヤビリリー （タニノギムレット） ｋ’ｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（同） 中田英樹 大井 福田真 0 52.3

〃 2歳 ゴールドウイッシュ 牡 2 アッミラーレ ファスキナーレ （タイキシャトル） 鈴木芳夫 荻伏三好フアーム 大井 宗形竹 0 53.8

転入馬 2歳 サクラヘラクレス 牡 2 サクラゼウス サクラベッシー （サクラプレジデント） 谷岡真喜 谷岡スタット 大井 栗田裕 805 5戦1勝 門別 2017/9/26

新馬 2歳 サブノテイオー 牡 2 ヴァーミリアン サブノイナズマ （カコイーシーズ） 中川三郎 藤沢牧場 大井 阪本一 0 52.3

〃 2歳 サミシガリヤノユメ 牝 2 メイショウボーラー エターナルドリーム （アドマイヤベガ） ㈲谷川牧場 谷川牧場 大井 鷹見浩 0 55.0

〃 2歳 サンセットニース セ 2 フェデラリスト ルミエールブーケ （アグネスタキオン） 長浜和也 サンローゼン 大井 高野毅 0 54.8

〃 2歳 ジュンクミチャン 牝 2 ネオユニヴァース ヒロアンジェロ （グラスワンダー） 河合純二 見上牧場 大井 的場直 0 51.3

〃 2歳 ステムパートナー 牡 2 アドマイヤオーラ ラードロチェキラ （キングヘイロー） 菊地博 川上悦夫 大井 佐宗応 0 51.6

転入馬 2歳 タケショウパイロ 牡 2 パイロ タケショウレジーナ （ダンスインザダーク） ㈲ナイト商事 富菜牧場 船橋 山本学 2,000 7戦1勝 門別 2017/10/5

新馬 2歳 タッカーライズ 牡 2 エンパイアメーカー クラシーアセッツ （ＪａｄｅＨｕｎｔｅｒ） 小松嵜孝 アラキフアーム 大井 松浦裕 0 50.9

〃 2歳 デゴイチ 牡 2 プリサイスエンド ブルーハピネス （エイシンサンディ） ㈱ＭＭＣ 加野牧場 大井 阪本一 0 51.9

〃 2歳 デンデラリュウ 牡 2 サウスヴィグラス グロリアスシーン （キンググローリアス） 中西純穂 加野牧場 大井 鈴木啓 0 52.1
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〃 2歳 トーセンカリーナ 牝 2 トーセンブライト トーセンメッツ （ジャングルポケット） 島川隆哉 有限会社エスティファーム 大井 高野毅 0 52.0

〃 2歳 トレースイスラ 牝 2 サウスヴィグラス メイショウオウヒ （マンハッタンカフェ） 三嶋昌春 三嶋牧場 大井 宗形竹 0 52.0

〃 2歳 ナックコウテイ 牡 2 タニノギムレット ホッジポッジ （ラムタラ） 小松欣也 信田牧場 大井 香取和 0 51.8

転入馬 2歳 ネクストレジェンド 牡 2 スマートファルコン ライカート （スウェプトオーヴァーボード） 吉田照哉 社台ファーム 大井 荒山勝 625 5戦1勝 門別 2017/9/14

新馬 2歳 ノースキングリバー 牡 2 トランセンド ダッチェスドライヴ （ＳｔｒｅｅｔＳｅｎｓｅ） 早川正行 橋本牧場 大井 米田英 0 50.2

転入馬 2歳 ビービーアピール 牡 2 ビービーガルダン ブロードアピール （ＢｒｏａｄＢｒｕｓｈ） （有）坂東牧場 坂東牧場 大井 村上頼 1,500 1戦1勝 門別 2017/6/1

新馬 2歳 ポメロ 牝 2 ワークフォース オレンジピール （サンデーサイレンス） 吉田照哉 社台ファーム 大井 髙橋清 0 52.1

〃 2歳 マウイ 牡 2 グラスワンダー ニュートリノ （アグネスタキオン） 中田和宏 有限会社中田牧場 大井 福田真 0 54.3

転入馬 2歳 メガミュトス 牝 2 サクラゼウス サクラメガ （サンデーサイレンス） 谷岡真喜 谷岡スタット 大井 栗田裕 950 5戦2勝 門別 2017/10/10

新馬 2歳 モンゲーディープ 牡 2 ディープスカイ アドマイヤディア （エルコンドルパサー） 須山悟至 山田昇史 大井 中道啓 0 53.8

〃 2歳 ヤマサンホワイト 牡 2 ロジユニヴァース イシノウォーニング （ムーンバラッド） 白川勝彦 石田牧場 大井 松浦裕 0 51.4

〃 2歳 ロスメルタ 牝 2 プリサイスエンド ケージーササニシキ （ファスリエフ） 武仲勝 イワミ牧場 大井 藤村和 0 50.0

〃 2歳 ワタリエミネント 牝 2 エスポワールシチー ハギノアップラウゾ （キングカメハメハ） 阿部作次 高藤茂 大井 田中人 0 50.8

〃 2歳 ワタリシオサイ 牝 2 ベーカバド シオサイ （ファスリエフ） 阿部作次 前川隆則 大井 嶋田幸 0 50.8
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