
次回大井競馬申込転入馬初出走馬一覧表（新格・馬名順）

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

転入馬 A1 タケショウベスト 牝 6 キングズベスト 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 50,864 31戦4勝 J阪神 2020/04/12

〃 A2 デンバーテソーロ 牝 4 Violence CloudofSmoke (SmokeGlacken) 了德寺健二 DebbieCollum＆PatriciaFairbairn大井 荒山勝 24,860 15戦2勝 J東京 2020/06/21

〃 A2 ナンヨープルートー 牡 6 ディープインパクト ハイカックウ (HighChaparral) 堀口晴男 桜井牧場 大井 市村誠 44,882 28戦4勝 J新潟 2020/08/02

〃 B2 レイナブローニュ 牝 4 ヘニーヒューズ レイナカスターニャ (キングカメハメハ) 山本又一郎 秋田牧場 大井 澤佳宏 12,080 18戦3勝 J札幌 2020/08/15

〃 B3 キミワテンマ セ 5 ディープブリランテ ディナータイム (Bering) 浦邊輝實 ノーザンファーム 大井 荒山勝 12,740 21戦1勝 J福島 2020/04/18

〃 C1 スピーニディローザ 牝 3 ヘニーヒューズ ローザミスティカ (アグネスタキオン) 細谷典幸 矢野牧場 大井 米田英 6,230 12戦1勝 J札幌 2020/08/15

〃 C1 ハルハアケボノ 牝 3 トゥザグローリー クリノトップレディ (SaltLake) 手嶋美季 谷口牧場 大井 朝倉実 4,110 8戦0勝 J小倉 2020/08/16

〃 C1 ベルゲンハーバー 牡 4 NobleMission TwoHarbors (Pulpit) 林正道 TimThornton 大井 荒山勝 5,000 9戦1勝 J東京 2020/06/27

〃 3歳 アグネスクレバー 牝 3 ワールドエース アグネスリース (フレンチデピュティ) 前田清二 カタオカフアーム 大井 橋本馬 1,100 6戦0勝 J福島 2020/07/04

〃 3歳 アサシン 牡 3 ハーツクライ アンシャンタン (Unbridled’sSong) 中村忠彦 株式会社ノースヒルズ 大井 上杉昌 2,190 11戦0勝 大井 2020/08/19

〃 3歳 アネモネテソーロ 牝 3 フェノーメノ アンクレット (Footstepsinthesand) 東桂木真吾 幌村牧場 大井 蛯名雄 2,200 7戦0勝 J新潟 2020/08/15

〃 3歳 アルトゥーロ 牡 3 フリオーソ オーミチェリッシュ (キャプテンスティーヴ) 清水敏 ミルファーム 大井 高野毅 2,210 16戦0勝 J新潟 2020/08/22

〃 3歳 キタノコドウ 牡 3 クロフネ オースミフブキ (マンハッタンカフェ) 酒井孝敏 富菜牧場 大井 佐藤寿 1,850 9戦0勝 J札幌 2020/08/23

〃 3歳 グレーフェンベルク 牡 3 ダノンシャンティ シュペトレーゼ (ディープインパクト) 佐々木雄二 ノーザンファーム 大井 月岡健 3,370 11戦0勝 J札幌 2020/08/15

〃 3歳 コスモカンツォーネ 牡 3 ダノンバラード メイショウハルゴマ (メイショウボーラー) 組）ウィル 槇本牧場 大井 宗形竹 1,020 8戦0勝 J新潟 2020/08/08

〃 3歳 シェイクスピア 牡 3 ノヴェリスト プレシャスラバー (ペンタイア) ㈱カナヤマホールディングス 乾皆雄 大井 中道啓 2,320 11戦0勝 J函館 2020/06/27

〃 3歳 シャークスコーブ 牡 3 キンシャサノキセキ ワイオラ (Sadler’sWells) 三岡有香 ノーザンファーム 大井 阪本一 1,410 5戦0勝 J札幌 2020/08/15

〃 3歳 ジュズマル 牡 3 ヴァンセンヌ サクラパピルス (アグネスデジタル) 山口裕介 谷岡スタット 大井 田中人 2,120 6戦0勝 J新潟 2020/08/15

〃 3歳 ジュンヴァドス 牝 3 スクリーンヒーロー ペイトンドーロ (Medagliad’Oro) 河合純二 ノーザンファーム 大井 的場直 1,925 7戦0勝 J札幌 2020/08/01

〃 3歳 スターウェスティア 牝 3 アーネストリー サカノエンジェル (リンドシェーバー) 谷謙介 静内酒井牧場 大井 赤嶺本 2,515 23戦4勝 高知 2020/07/25

〃 3歳 スペラーレ 牡 3 クロフネ ジャドール (フジキセキ) ㈱グリーンファーム 社台ファーム 大井 宗形竹 2,010 9戦0勝 J札幌 2020/08/08

新馬 3歳 セイヴォヤージュ 牡 3 セイクリムズン ノアノア (クロフネ) 金田成基 奥山博 大井 米田英 0 1.18.1

転入馬 3歳 トミケンリフリーク 牝 3 メイショウボーラー レナリッチ (ムタファーウエク) 富樫賢二 マルシチ牧場 大井 堀千亜 2,910 7戦0勝 J新潟 2020/08/08

〃 3歳 トーセンケビン 牡 2 トーセンファントム トーセンバンビーナ (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 1,100 2戦0勝 J札幌 2020/08/15

〃 3歳 ノーブルライラック 牝 3 キンシャサノキセキ シルククインビー (キングカメハメハ) 吉木伸彦 ガーベラパークスタツド 大井 佐野謙 3,220 7戦0勝 J新潟 2020/08/08

〃 3歳 ハウメニーローズ 牝 3 スターリングローズ アイランドリリー (タイムパラドックス) 谷口祐人 トド岩高原銀河農場物語有限会社大井 遠藤茂 1,206 20戦2勝 門別 2020/06/11

新馬 3歳 ハートオブクレア 牝 3 サクラゼウス サクラオードシエル (サクラプレジデント) 谷岡真喜 谷岡スタット 大井 米田英 0 1.19.0
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転入馬 3歳 ファーストカム 牝 3 Camelot Asawer (Darshaan) 西村健 BarronstownStud 大井 大宮和 2,661 10戦3勝 金沢 2020/07/28

新馬 3歳 ブラックサラディン 牡 3 Redoute’sChoice Asterix (NeoUniverse) 吉田和美 ArrowfieldGroupPtyLtd，JunglePoc大井 藤田輝 0 1.17.4

転入馬 3歳 ブレットゥ 牝 3 ディープブリランテ カルナヴァレ (ローエングリン) ㈲トニーステーブル 岡田牧場 大井 市村誠 1,040 6戦3勝 名古屋 2020/07/22

〃 3歳 マイネルシエル 牡 3 ゴールドシップ ラヴリードリーム (マイネルラヴ) 西村健 ビッグレッドファーム 大井 佐野謙 2,580 11戦0勝 J函館 2020/07/19

〃 3歳 マーヴェラスジーン 牝 3 GoldenHorn パールオブアフリカ (Jeremy) 山本又一郎 三嶋牧場 大井 澤佳宏 2,200 4戦0勝 J阪神 2020/06/21

〃 3歳 ユメミルユメコ 牝 3 アイルハヴアナザー キャニオンドリーム (ブラックタイアフェアー) 清水敏 荻伏三好フアーム 大井 高野毅 1,010 9戦0勝 J新潟 2020/08/23

〃 3歳 ラインストリーム 牡 3 トーセンジョーダン アルマニンファ (スペシャルウィーク) 大澤繁昌 日高大洋牧場 大井 鷹見浩 3,370 9戦0勝 J新潟 2020/08/15

〃 3歳 リメインオブザデイ 牝 3 ノヴェリスト シュペリユール (サンデーサイレンス) 髙橋真紀 ビッグレッドファーム 大井 大宮和 3,150 11戦0勝 盛岡 2020/08/03

新馬 2歳 アベノカイシンゲキ 牡 2 アジアエクスプレス トーセンセレニティ (サンデーサイレンス) 井上久光 ヤスナカファーム 大井 渡邉和 0 53.2

〃 2歳 アムールショコラ 牡 2 パイロ ショコラヴェリーヌ (ゴールドアリュール) 吉田照哉 社台ファーム 大井 荒山勝 0 52.0

転入馬 2歳 アークアネックス 牝 2 スマートファルコン フラワーパス (サクラバクシンオー) アークフロンティア㈱ 能登浩 大井 嶋田幸 650 4戦1勝 門別 2020/08/04

新馬 2歳 アールエクシード 牡 2 ノヴェリスト トクラットリバー (ウォーエンブレム) ㈱ヘルシーウッド 村上欽哉 大井 月岡健 0 52.1

〃 2歳 イクノエース 牡 2 ワールドエース ハナシャトル (タイキシャトル) 小林篤 田中春美 大井 辻野豊 0 52.3

〃 2歳 ジャニスバローズ 牝 2 ヘニーヒューズ オーディエンス (スペシャルウィーク) 猪熊広次 今牧場 大井 森下淳 0 51.5

転入馬 2歳 スマイルキューティ 牝 2 エスポワールシチー ハレイワクィーン (キングカメハメハ) 定蛇邦宏 カタオカフアーム 大井 田中人 1,400 3戦1勝 門別 2020/08/12

〃 2歳 ゼンニン 牡 2 ネオユニヴァース トーヨーサンバ (ティンバーカントリー) 和田博美 川上牧場 大井 佐野謙 600 5戦1勝 門別 2020/08/25

新馬 2歳 トツゲキタイ 牡 2 サウスヴィグラス ハニービー (イーグルカフェ) 和田博美 加野牧場 大井 橋本馬 0 54.6

〃 2歳 トーセンクロード 牡 2 トーセンファントム トーセンスクリュー (フレンチデピュティ) 島川隆哉 有限会社エスティファーム 大井 橋本馬 0 52.8

〃 2歳 トーセンミランダ 牝 2 ドゥラメンテ ブライトメッセージ (シンボリクリスエス) ㈱ジャパン・ヘルス・サミット ノーザンファーム 大井 橋本馬 0 51.8

〃 2歳 ナラティブ 牝 2 シニスターミニスター メイショウベーネ (スキャターザゴールド) 藤本栄史 多田善弘 大井 朝倉実 0 51.8

〃 2歳 ノーブルウェーブ 牡 2 シンボリクリスエス アレグリアス (フォーティナイナー) 吉木伸彦 橋本牧場 大井 佐野謙 0 52.8

〃 2歳 ハゴロモデンセツ 牝 2 タイセイレジェンド コスモプリズム (マンハッタンカフェ) 鈴木芳夫 コスモヴューファーム 大井 宗形竹 0 51.9

〃 2歳 バジルフレイバー 牝 2 ホッコータルマエ ココナフレイバー (スウェプトオーヴァーボード) 尾田信夫 丸幸小林牧場 大井 月岡健 0 51.7

転入馬 2歳 パラリーガル 牝 2 カレンブラックヒル ケージーサクランボ (キングカメハメハ) 小菅誠 松木加代 大井 嶋田幸 800 4戦1勝 門別 2020/08/27

新馬 2歳 ビクトリーカノン 牡 2 ゼンノロブロイ クラシックセーラ (キングカメハメハ) 中地賢次郎 坂戸節子 大井 福田真 0 52.7

〃 2歳 ベニノサンフラワー 牝 2 ノボジャック ケージーホマレ (ダンスインザダーク) ㈱紅谷 川上牧場 大井 須田和 0 52.6

〃 2歳 マオノルカン 牡 2 ダノンレジェンド ケイズパステル (ネオユニヴァース) 湯浅健司 鮫川啓一 大井 橋本馬 0 52.9
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転入馬 2歳 レディーオーソ 牝 2 フリオーソ スリーキセキ (フジキセキ) 定蛇邦宏 前野牧場 大井 鈴木啓 2,000 1戦1勝 門別 2020/07/16


