
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

A2 アベニンドリーム 牡 4 オンファイア アベニンプラナス (サウスヴィグラス) （株）マステック スマイルファーム 大井 荒山勝 22,500 20戦4勝 門別 2020/11/05

B1 クイックレス 牝 4 エスポワールシチー クイックレスポンス (StormCat) 中村伊三美 村田牧場 大井 福永敏 14,840 10戦2勝 J福島 2020/11/15

B3 スピンドクター セ 6 ハードスパン チャタラティ (StreetCry) 奥寺毅己 ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 田中人 13,550 18戦2勝 J中京 2020/10/03

B3 ドンナフォルテ 牝 4 フェノーメノ バードオブワンダー (グラスワンダー) 清水龍 本桐牧場 大井 立花貢 9,311 24戦7勝 金沢 2020/12/17

C1 オット 牡 4 パイロ アーベントロート (フジキセキ) 中辻明 イワミ牧場 大井 栗田泰 6,742 19戦2勝 門別 2020/10/29

C1 サンドスピーダー 牡 6 キンシャサノキセキ スプリングドリュー (ミシル) 西村健 辻牧場 大井 田中人 12,191 32戦3勝 J中京 2020/12/05

C1 スペラメント 牡 4 キズナ カネスラッゾ (サクラバクシンオー) 吉田智 前谷武志 大井 福永敏 6,608 11戦0勝 J中山 2020/09/27

C1 バーブル 牡 4 トゥザワールド メイグレイス (ネオユニヴァース) 大久保和夫 厚賀古川牧場 大井 辻野豊 5,000 13戦7勝 水沢 2020/12/08

C1 ボナセーラ 牡 5 ディープブリランテ リキオリンピア (EndSweep) 森田一俊 チャンピオンズファーム 大井 福永敏 8,808 19戦2勝 J阪神 2020/06/21

3歳 オーサフォルテ 牝 3 フリオーソ プリティガール (アドマイヤマックス) 清水龍 吉田牧場 大井 立花伸 0

3歳 コンヴェクトル 牡 3 ディープブリランテ グレイスファミリー (タニノギムレット) 佐々木主浩 ノーザンファーム 大井 中道啓 1,300 4戦0勝 J阪神 2020/12/13

3歳 ジャストドリーム 牡 3 ルーラーシップ アグネスフィーバー (Vindication) 立岡広美 高松牧場 大井 赤嶺本 0

3歳 セカイノホシ 牝 3 カレンブラックヒル セカイノカナ (キングヘイロー) 林正夫 坂本牧場 大井 蛯名雄 7,465 7戦3勝 大井 2020/12/31

3歳 トリッコアトリート 牝 3 ハービンジャー タッキーナ (アグネスタキオン) 多田賢司 土田農場 大井 堀千亜 0

3歳 ノットリグレット 牡 3 クロフネ ノットオーソリティ (スウェプトオーヴァーボード) 吉田照哉 社台ファーム 船橋 川島一 4,800 6戦1勝 門別 2020/11/03

3歳 プロジェクトエー 牡 3 グラスワンダー キョウワゴールド (キョウワアリシバ) ㈲新生ファーム 新生ファーム 大井 的場直 2,130 11戦1勝 門別 2020/11/05

3歳 モリデンワールド 牡 3 トゥザワールド マグマヴィーナス (カコイーシーズ) 藤原豊満 森田芳男 大井 鈴木啓 1,465 8戦2勝 門別 2020/11/05

3歳 ラッシュフェイス 牝 3 ベーカバド エムエヌメロディー (グラスワンダー) 村山詠一 中田浩美 大井 堀千亜 1,444 7戦2勝 金沢 2020/12/23

3歳 リコーソニア 牝 3 スマートファルコン リコーノエラニ (プリサイスエンド) 土橋正雄 リコーファーム 大井 蛯名雄 0

3歳 リュウノアマゾネス 牝 3 ヘニーハウンド ラプティウルス (ゼンノロブロイ) 蓑島竜一 トド岩高原銀河農場物語有限会社 大井 吉井竜 1,200 5戦2勝 水沢 2020/12/26


