
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 タテヤマ 牡 7 パイロ サンフィールド (フジキセキ) 小島將之 山田政宏 大井 渡邉和 68,960 33戦6勝 J阪神 2020/12/06

〃 A1 ドーヴァー 牡 8 アドマイヤムーン オルダニー (ElusiveQuality) 豊島愛子 ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 久保信 91,052 31戦7勝 J東京 2020/11/22

〃 A2 ヒイナヅキ 牝 5 トビーズコーナー シスターエレキング (アグネスデジタル) 近藤聡明 ヒダカフアーム 船橋 山中尊 25,820 17戦3勝 J中京 2021/01/10

〃 B1 ニシノミンクス 牝 4 カジノドライヴ ニシノモンクス (タニノギムレット) 西山茂行 村上欽哉 大井 佐宗応 14,738 13戦2勝 J中山 2021/01/16

〃 B2 セイウンオフロード 牡 5 リーチザクラウン ヤマカツカトリーヌ (マヤノトップガン) 西山茂行 大西ファーム 大井 渡邉和 15,020 21戦2勝 J中京 2021/01/09

〃 B3 スマートラビリンス 牝 4 スマートファルコン スマートパンドラ (キングヘイロー) 蔀英二 株式会社スマート 大井 佐々洋 9,560 15戦1勝 J福島 2020/11/08

〃 B3 フラッグサルート 牝 6 タートルボウル ラバンディエーラ (サンデーサイレンス) 田島大史 社台ファーム 大井 月岡健 16,772 26戦1勝 J中京 2021/01/09

〃 B3 プリヒストリー セ 6 ディープインパクト アーキオロジー (SeekingtheGold) 田島大史 ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 堀江仁 13,046 19戦4勝 J中京 2020/12/19

〃 B3 プリンサン 牝 4 キンシャサノキセキ プリモウェイ (Giant’sCauseway) 是枝浩平 グランド牧場 大井 宗形竹 7,256 14戦1勝 J東京 2021/01/30

〃 C1 タマノシュシュ 牝 4 ヴァーミリアン メイショウアレーナ (アグネスタキオン) 兼子尚也 斉藤英牧場 大井 澤佳宏 5,190 12戦0勝 姫路 2021/02/10

〃 3歳 アイルビーゼア 牝 3 サウスヴィグラス リファインド (オペラハウス) 野田善己 松田牧場 大井 福永敏 5,940 10戦2勝 姫路 2021/01/14

新馬 3歳 イージーファクト 牝 3 TheFactor LighthouseBay (Speightstown) 吉田照哉 TeruyaYoshida 大井 蛯名雄 0 51.8

〃 3歳 トーセンイザベル 牝 3 トーセンファントム クルーズライナー (WildEvent) 島川隆哉 有限会社エスティファーム 大井 高野毅 0 51.4

転入馬 3歳 トーセンジャック 牡 3 トーセンブライト トーセンパピヨン (フジキセキ) 島川隆哉 有限会社エスティファーム 船橋 川島一 3,780 7戦1勝 J中山 2021/01/05

〃 3歳 ハドソンホーク 牡 3 トビーズコーナー ハイポセシス (アグネスタキオン) ㈲新生ファーム 新生ファーム 大井 的場直 1,480 10戦1勝 門別 2020/11/04

新馬 3歳 ヤマジュンオオジ 牡 3 ローズキングダム クレバーピルエット (リンカーン) 山下洵一郎 真壁信一 大井 岡野尚 0 52.8

転入馬 3歳 リスカルダメント 牝 3 リアルインパクト クールダウン (シャンハイ) ㈲ユートピア牧場 ゼットステーブル 大井 福永敏 2,470 6戦1勝 水沢 2020/11/30

〃 3歳 ルビーブランケット 牝 3 エスポワールシチー デジタルゴールド (アグネスデジタル) 組）ハッピースウィング 坪田晃宜 大井 宗形竹 2,185 6戦2勝 水沢 2020/11/30


