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転入馬 A2 ユキノスライダー 牡 7 デュランダル ユキノチャンプ (タバスコキャット) 前田敏文 川端正博 大井 須田和 47,732 36戦6勝 J新潟 2017/5/6

〃 B3 イワヌガハナ セ 5 ファルブラヴ マッチオブジュエル (フジキセキ) 矢野琢也 スマイルファーム 大井 井上弘 13,382 31戦2勝 金沢 2017/10/29

〃 B3 パーソナルマキ 牡 4 パーソナルラッシュ マキハタスペシャル (Ｍａｒｓｃａｙ) （有）槇本牧場 槇本牧場 大井 宗形竹 9,726 43戦7勝 門別 2017/11/7

〃 B3 モンサンルリアン 牡 3 フレンチデピュティ ミリオンハッピー (アグネスタキオン) ㈲下河辺牧場 下河辺牧場 大井 宗形竹 8,035 20戦5勝 門別 2017/11/7

〃 C1 コウギョウスター 牡 3 フレンチデピュティ ヘリテージゴールド (フジキセキ) 菊地捷士 下河辺牧場 大井 宮浦正 4,930 9戦1勝 盛岡 2017/10/30

〃 C1 サクラシュトローム 牡 6 サクラプレジデント サクラブラッサム (ＳｅａｔｔｌｅＳｌｅｗ) 谷岡真喜 谷岡スタット 大井 栗田裕 12,621 22戦10勝 門別 2017/7/5

〃 C1 ジュンハーツ 牝 3 ハーツクライ オルターネイティヴ (タイキシャトル) 河合純二 増尾牧場 大井 蛯名雄 4,600 7戦0勝 J阪神 2017/9/24

〃 C1 ゼルビーノ 牡 3 ゴールドアリュール マチカネホレルナヨ (Ｃａｅｒｌｅｏｎ) 岩渕瑞生 ノーザンファーム 大井 渡部則 5,540 12戦1勝 盛岡 2017/10/30

〃 C1 ブルージャーニー 牝 4 カジノドライヴ トーヨーサンバ (ティンバーカントリー) 川上悦夫 川上牧場 大井 寺田新 6,620 6戦1勝 浦和 2016/10/20

〃 C1 プライヤビスタ 牡 3 ヴィクトワールピサ レンドフェリーチェ (Ｃｏｚｚｅｎｅ) 市川義美ホールディングス㈱ 社台ファーム 大井 堀千亜 4,650 6戦0勝 J阪神 2017/9/18

〃 C1 ポリカ 牝 3 スマートボーイ ポエマリリカ (ノーザンテースト) 小野瀬悦子 小野瀬竜馬 大井 寺田新 4,314 22戦7勝 門別 2017/11/2

〃 C1 ヴィオラ 牝 3 ストリートセンス シンバルⅡ (Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ) 﨏文彦 ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 立花貢 6,410 10戦0勝 J中山 2017/9/17

〃 C2 アキラノテソーロ 牡 3 ルーラーシップ ダンシングスタイル (メイショウボーラー) 了德寺健二 丸幸小林牧場 大井 藤田輝 2,350 11戦0勝 J新潟 2017/9/2

〃 C2 エイシンクリッパー 牝 3 ＣａｎｆｏｒｄＣｌｉｆｆｓ Ｃａｒｅｎａｇｅ (Ａｌｚａｏ) 平井克彦 Ｈ．Ｋ．Ｅｉｓｈｉｎｄｏ 大井 荒山勝 2,750 5戦0勝 J阪神 2017/10/1

〃 C2 セブンレジェンド 牡 3 トーセンホマレボシ モンテチェリー (ホワイトマズル) 橋本妙子 タイヘイ牧場 大井 三坂盛 2,500 8戦0勝 J新潟 2017/8/13

〃 C2 ティーズハーバー 牡 3 リーチザクラウン バントウショウ (デインヒル) 立山伸二 桑嶋峰雄 大井 高野毅 2,363 30戦4勝 門別 2017/11/2

〃 C2 ファイトエルフ 牡 3 シンボリクリスエス リスキーディール (ネオユニヴァース) 西村健 市川牧場 大井 佐野謙 3,850 11戦0勝 園田 2017/8/30

〃 C2 レッドラーザム 牡 3 ゼンノロブロイ アグネスラズベリ (エアジハード) 永野雄介 社台ファーム 大井 森下淳 3,450 10戦2勝 園田 2017/10/31

〃 3歳 アマラントス 牡 3 ナカヤマフェスタ レモンキス (ヘクタープロテクター) 岡田義見 日高大洋牧場 大井 上杉昌 1,320 22戦3勝 門別 2017/10/24

〃 3歳 ジューンソリドール 牡 3 ゴールドアリュール ヴィアンローズ (ＳｅｖｒｅｓＲｏｓｅ) 吉川潤 ノーザンファーム 大井 鈴木啓 1,800 6戦0勝 J小倉 2017/9/2

〃 3歳 スピリア 牝 3 ワークフォース ブラストエルサ (キングカメハメハ) ㈲アクティブ 株式会社カネツ牧場 大井 赤嶺本 1,784 18戦2勝 門別 2017/11/1

新馬 3歳 テギル セ 3 ヴィクトワールピサ バイザスポーツ (Ｄｅｖｉｌ’ｓＢａｇ) 前田幸治 社台ファーム 大井 佐宗応 0 1.20.9

転入馬 3歳 デルマオウショウ 牡 3 ダイワメジャー マンデーデライト (リアルシヤダイ) 浅沼廣幸 社台ファーム 大井 立花伸 1,552 16戦5勝 金沢 2017/11/5

新馬 3歳 トラストスパイダー 牡 3 ディープインパクト ストーミーウェザー (ＳｔｏｒｍＣａｔ) 菅波雅巳 松浦牧場 大井 森下淳 0 1.19.9

転入馬 3歳 ブラストビート 牡 3 ショウナンカンプ フォーノーワン (サンデーサイレンス) 岩渕瑞生 社台ファーム 大井 渡部則 1,649 17戦2勝 盛岡 2017/11/6

〃 3歳 ヤンチャボウズ 牡 3 オンファイア カレンナサクラ (メジロライアン) 北所直人 見上牧場 大井 福田真 1,170 9戦2勝 門別 2017/11/7

〃 3歳 リープジーン 牝 3 ジャングルポケット リズムオブザレイン (サンデーサイレンス) 吉田照哉 社台ファーム 大井 鈴木啓 1,300 3戦0勝 J中京 2017/7/2
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〃 3歳 リックマトリックス 牡 3 ナカヤマフェスタ マトリックストート (メジロマックイーン) 山邉浩 荒木貴宏 大井 赤嶺本 1,623 19戦2勝 笠松 2017/10/13

〃 2歳 イエスオフコース 牡 2 エクラヴァンクール ウルビーノ (ワイルドラッシュ) 野島泰 野島牧場 大井 中道啓 1,040 7戦2勝 門別 2017/10/18

〃 2歳 ウインディシティー 牡 2 ヴァーミリアン ウィンディガーデン (タニノギムレット) 沖田正憲 沖田牧場 大井 三坂盛 840 12戦1勝 門別 2017/10/26

〃 2歳 エイシンエンジョイ 牡 2 サウスヴィグラス エーシンジョイフル (オペラハウス) 平井宏承 栄進牧場 大井 荒山勝 3,750 7戦3勝 門別 2017/10/25

新馬 2歳 エブリバディ 牡 2 ヴァーミリアン エターナルサーガ (ブライアンズタイム) エンジェルレーシング㈱ 畠山牧場 大井 藤田輝 0 51.9

〃 2歳 エンドレスゴールド 牡 2 スマートファルコン シャコーゴールド (キングカメハメハ) 益子けい子 リコーファーム 大井 蛯名雄 0 52.3

〃 2歳 オーバーザリミッツ 牡 2 パイロ オリミツキネン (ジヤツジアンジエルーチ) 川上量生 山田政宏 大井 澤佳宏 0 51.7

〃 2歳 グランシュマン 牡 2 ルーラーシップ グランオマージュ (サンデーサイレンス) 吉田安惠 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 田中人 0 52.3

〃 2歳 サマルカンドブルー 牡 2 アッミラーレ スズヒメ (チーフベアハート) 松田整二 三輪牧場 大井 中道啓 0 53.0

〃 2歳 サントスフレイバー 牡 2 クロフネ タカノベンチャー (アグネスタキオン) 尾田信夫 上村清志 大井 福永敏 0 52.7

〃 2歳 ダートカナ 牝 2 ブレイクランアウト プルーフオブライフ (Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ) 田中照美 オリオンファーム 大井 鷹見浩 0 52.4

転入馬 2歳 ダブルタッチ 牝 2 ヴァーミリアン チリビリビン (ブロッコ) 大山和成 バンブー牧場 大井 上杉昌 545 12戦1勝 門別 2017/10/26

新馬 2歳 ディーエスアーバン 牡 2 トビーズコーナー ギミーヘブン (フジキセキ) 秋谷壽之 上山牧場 大井 松浦裕 0 53.5

転入馬 2歳 トンイ 牝 2 ディープブリランテ プランシングレディ (ファンタスティックライト) ㈱チャンピオンズファーム チャンピオンズファーム 大井 松浦裕 1,380 8戦2勝 門別 2017/11/7

新馬 2歳 ナックグラフィー 牝 2 ダノンシャンティ シルクグラフィック (ブライアンズタイム) 小松欣也 堤牧場 大井 立花伸 0 53.0

転入馬 2歳 ナルノステファニー 牝 2 ディープブリランテ アルディーミル (Ｍｉｓｗａｋｉ) 成瀬篤司 松浦牧場 大井 嶋田幸 1,245 5戦2勝 門別 2017/11/1

〃 2歳 フレアリングダイヤ 牡 2 ストロングリターン フレアリングピュア (ブラックホーク) 山口明彦 山口明彦 大井 市村誠 4,015 13戦3勝 門別 2017/11/8

新馬 2歳 ブラックアロー 牡 2 パイロ オリオンザブラック (サクラプレジデント) 平本敏夫 川上牧場 大井 的場直 0 51.7

〃 2歳 ブルーミールピナス 牝 2 バゴ サクラローズマリー (サクラプレジデント) 谷岡真喜 西村和夫 大井 栗田裕 0 54.1

転入馬 2歳 プロブレム 牝 2 カネヒキリ ロイヤルアタック (ジェネラス) 岡田義見 タバタファーム 大井 上杉昌 850 14戦1勝 門別 2017/10/31

新馬 2歳 ヘッジユアベッツ 牝 2 ローズキングダム シップスログ (ネオユニヴァース) 佐久間貴子 能登浩 大井 栗田裕 0 52.0

転入馬 2歳 マントルパワー 牡 2 ローエングリン メイショウブリーズ (サンデーサイレンス) 和田博美 日西牧場 大井 橋本馬 1,635 4戦1勝 門別 2017/11/8

新馬 2歳 レッドパワー 牝 2 サウスヴィグラス レッドシューズ (フジキセキ) 田村彰夫 ハシモトフアーム 大井 三坂盛 0 53.1

〃 2歳 ワイエスアンアン 牝 2 アドマイヤオーラ ワイエスタッチ (ロイヤルタッチ) 山下定良 横山浩司 大井 納谷和 0 54.3
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