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転入馬 A1 リコーワルサー 牡 6 ブラックタイド エトワールステージ (デヒア) 土橋正雄 レースホース牧場 大井 荒山勝 58,610 25戦5勝 門別 2021/11/04

〃 B1 リンガスウォリアー 牡 4 マジェスティックウォリアー ラブミーナンシー (ステイゴールド) 犬塚悠治郎 ヤナガワ牧場 大井 松浦裕 16,928 20戦2勝 J中山 2021/09/25

〃 B2 フォルトゥーレ セ 5 キャプテントゥーレ トウカイセレッソ (キングカメハメハ) 八嶋長久 びらとり牧場 大井 栗田裕 18,160 43戦8勝 門別 2021/11/04

〃 C1 アオイスイセイ セ 4 ロードアルティマ レッダンゴールド (サンデーサイレンス) 星加浩一 田中スタッド 大井 渡邉和 6,870 33戦8勝 盛岡 2021/11/08

〃 C1 アブルマドール 牡 3 ロードカナロア クレアドール (ハーツクライ) 西村健 ノーザンファーム 大井 福田真 4,610 9戦0勝 J札幌 2021/08/29

〃 C1 エルセンブルグ 牡 4 エピファネイア アイスフォーリス (ステイゴールド) 豊島愛子 （有）社台C白老ファーム 大井 井上弘 7,760 9戦1勝 J新潟 2021/10/30

〃 C1 セイクリッドキング セ 5 ロードカナロア モアザンセイクリッド (MoreThanReady) 塚原佑介 ノーザンファーム 大井 赤嶺亮 7,000 38戦9勝 門別 2021/11/04

〃 C1 トーヨースターオー 牡 4 Dunkirk Fraulein (DeepImpact) 中嶋宏 ChiyodaFarmCo．Ltd 大井 渡邉和 6,542 8戦0勝 J新潟 2021/05/01

〃 C1 ミストラルウインド 牡 4 トーセンブライト トーセンウィンドウ (アグネスタキオン) 島川隆哉 有限会社エスティファーム 大井 高野毅 7,214 14戦1勝 J新潟 2021/10/31

〃 C1 ヤマイチキャプテン 牡 3 ヘニーヒューズ ダンシングハート (サンデーサイレンス) 坂本肇 村田牧場 大井 蛯名雄 4,216 12戦2勝 門別 2021/10/26

〃 C1 ライトロング 牡 4 ストロングリターン アルカンジュエール (スズカマンボ) 佐藤ルツ子 鹿戸辰幸 大井 市村誠 7,726 41戦3勝 門別 2021/11/03

〃 C1 ラブカプチーノ 牝 3 ジョーカプチーノ ラブカーナ (オース) 増田陽一 新冠橋本牧場 大井 堀千亜 5,792 12戦0勝 J新潟 2021/08/21

〃 C1 リゾートタイム 牝 3 フリオーソ ネイビートウショウ (アフリート) 礒川正明 片岡博 大井 鈴木啓 4,071 11戦1勝 金沢 2021/10/26

〃 C1 リュミエール セ 3 クリエイターⅡ ピュアダイヤモンド (フジキセキ) ㈲ユートピア牧場 ユートピア牧場 大井 福永敏 6,541 18戦6勝 門別 2021/11/03

〃 C2 エイシンシッソウ 牝 3 アジアエクスプレス エーシンロレーン (Rahy) 小橋亮太 栄進牧場 大井 佐藤寿 2,383 28戦3勝 門別 2021/11/03

〃 C2 サイパー 牡 3 フェノーメノ ジョシュズマデリン (QuietAmerican) 山口裕介 ストームファームコーポレーション大井 福田真 2,921 21戦3勝 名古屋 2021/09/28

〃 C2 サルバトーレミノル 牡 3 エイシンヒカリ レベッカ (EventoftheYear) 吉岡實 辻牧場 大井 佐宗応 3,376 17戦2勝 園田 2021/07/23

〃 C2 トイボブ 牝 3 ベルシャザール ラヴコマンダー (コマンダーインチーフ) 杉浦和也 高岸順一 大井 赤嶺本 2,418 26戦0勝 門別 2021/11/03

〃 C2 フェアメーゲン 牝 3 スクリーンヒーロー マイネイサベル (テレグノシス) 北原大史 ビッグレッドファーム 大井 大宮和 2,010 12戦5勝 盛岡 2021/11/07

〃 C2 ポルトヴェッキオ 牝 3 ロードカナロア ポルトフィーノ (クロフネ) （有）サンデーレーシング ノーザンファーム 大井 渡邉和 3,526 4戦1勝 門別 2021/10/27

〃 C2 ママズコフィ 牝 3 カジノドライヴ ママズディッシュ (クロフネ) 沖田正憲 沖田牧場 大井 橋本馬 2,408 13戦3勝 門別 2021/09/14

〃 C2 マラドーナ 牡 3 ペルーサ マラドーナスピン (カネヒキリ) 光安了 バンブー牧場 大井 嶋田幸 2,050 13戦0勝 J東京 2021/05/23

〃 C2 ミキノカラクリバコ 牡 3 タイムパラドックス ミキノクラリネット (パーソナルラッシュ) 会田裕一 浦河育成牧場 大井 鈴木啓 2,233 14戦5勝 盛岡 2021/11/02

〃 C2 レラシオネス 牡 3 エイシンフラッシュ ミスコマチ (ステイゴールド) 福地幸一 プログレスファーム 大井 嶋田幸 2,465 12戦3勝 門別 2021/10/27

〃 3歳 アイコトバ 牝 3 ドゥラメンテ デヒアバーズ (デヒア) 藤沢澄雄 藤沢牧場 大井 福田真 1,386 9戦2勝 門別 2021/11/04

〃 3歳 アヴァンツァーレ 牡 3 ドゥラメンテ アドバンスクラーレ (サクラバクシンオー) ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング那須野牧場 大井 坂井英 1,562 10戦1勝 門別 2021/11/03

〃 3歳 オーロール 牝 3 マクフィ ヒーラ (ディープインパクト) 平井裕 白井牧場 大井 阪本一 1,340 5戦2勝 J阪神 2021/10/16
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〃 3歳 ゴールデンナイト 牡 3 ロードカナロア ゴールデンファレノ (フジキセキ) 嶋田賢 大栄牧場 大井 福永敏 1,147 6戦1勝 門別 2021/11/03

新馬 3歳 スクランブル 牡 3 ロードカナロア パールオブアフリカ (Jeremy) 佐々木雄二 三嶋牧場 大井 月岡健 0 1.16.7

転入馬 3歳 ダノンヴェロシティ 牡 3 キングカメハメハ マイグッドネス (StormCat) ㈱ダノックス 三嶋牧場 大井 宗形竹 1,300 5戦0勝 J福島 2021/07/10

新馬 3歳 ファイアリーラヴ 牝 3 パイロ アフェクショネット (DistortedHumor) ゴドルフィン ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 藤田輝 0 1.18.0

転入馬 3歳 メイショウクラーク 牡 3 キズナ ラタンペットロゼ (ストーミングホーム) 西村健 岡田牧場 大井 福田真 1,272 11戦3勝 名古屋 2021/11/04

〃 2歳 アイフォーユー 牝 2 ヴィクトワールピサ リアルアーネスト (Consolidator) 程田真司 グランド牧場 大井 松浦裕 700 7戦0勝 門別 2021/10/06

〃 2歳 アダド 牡 2 エスポワールシチー ミラクルプリンセス (タイキシャトル) 酒井孝敏 パカパカファーム 大井 栗田裕 920 9戦1勝 門別 2021/11/03

新馬 2歳 アンペアブレーカー 牡 2 パイロ レディマスグレイヴ (コマンズ) ㈱オリオンファーム 佐竹学 大井 森下淳 0 51.8

転入馬 2歳 アークヴィルヌーブ 牝 2 ディスクリートキャット カクテルラウンジ (タニノギムレット) アークフロンティア㈱ ハクツ牧場 大井 嶋田幸 1,345 10戦2勝 門別 2021/10/28

新馬 2歳 ウナモンタナアルタ 牡 2 ホッコータルマエ タイセイラルーナ (ゴールドアリュール) ニケーエス㈱ 藤春修二 大井 佐々洋 0 52.0

転入馬 2歳 オンストロン 牡 2 ストロングリターン マックススカラ (OperaHouse) 西森鶴 協栄組合 大井 鈴木啓 3,744 7戦1勝 門別 2021/11/02

新馬 2歳 キタサンリボン 牝 2 ベーカバド キタサンラブソング (ダンスインザダーク) ㈲大野商事 木田牧場 大井 辻野豊 0 51.7

〃 2歳 ギラギラ 牝 2 ヴァンセンヌ シャルロットノアル (フジキセキ) 鈴木道雄 原田ファーム 大井 納谷和 0 52.4

転入馬 2歳 クラルージュ 牝 2 タイセイレジェンド クラフィンライデン (ワカオライデン) 倉見利弘 倉見牧場 大井 朝倉実 2,746 7戦2勝 門別 2021/11/02

新馬 2歳 グラフィア 牝 2 ダンカーク スマイルヒメ (シャンハイ) 吉開智雄 カナイシスタッド 大井 橋本馬 0 51.5

転入馬 2歳 コンチドリーム 牝 2 ウインバリアシオン トーワレッテラ (スズカマンボ) ㈲フォレブルー 一山育成牧場 大井 栗田裕 724 11戦1勝 門別 2021/11/04

〃 2歳 スイングステート 牡 2 シルバーステート フェアリーライン (ファスリエフ) 吉田正志 追分ファーム 大井 坂井英 1,207 4戦1勝 門別 2021/10/21

〃 2歳 ステイカレッジ 牡 2 ニホンピロアワーズ レッドピアノ (オレハマッテルゼ) 平井ひろみ 木村牧場 大井 秋吉和 1,050 5戦0勝 門別 2021/08/11

新馬 2歳 スノーショコラ 牝 2 クロフネ イセノラヴィソン (ファスリエフ) 保坂和孝 静内フジカワ牧場 大井 藤田輝 0 52.2

転入馬 2歳 センテッドジュエル 牝 2 ルーラーシップ ローゼクヴァルツ (スペシャルウィーク) 保坂和孝 ヒダカフアーム 大井 高野毅 990 5戦1勝 門別 2021/10/28

新馬 2歳 ダーレラヴィータ 牡 2 バトルプラン シーキングザスター (シーキングザダイヤ) 杉野剛 静内山田牧場 大井 渡邉和 0 52.3

転入馬 2歳 ティーズグランツ 牡 2 ホッコータルマエ ティーズアライズ (ワイルドラッシュ) 立山伸二 谷川牧場 大井 嶋田幸 1,883 11戦1勝 門別 2021/10/27

〃 2歳 ディオスライト 牡 2 ゴールスキー フォンティーン (エンドスウィープ) 村山光弘 ストームファームコーポレーション大井 井上弘 665 9戦0勝 門別 2021/11/04

〃 2歳 ハピコ 牝 2 コパノリッキー クラレンスハウス (ハービンジャー) 会田裕一 藤春修二 大井 村上頼 1,130 7戦1勝 門別 2021/10/28

新馬 2歳 ハーモニカ 牝 2 クリエイターⅡ ナロウゲート (フォーティナイナーズサン) 安田功夫 丸幸小林牧場 大井 小野晋 0 52.6

転入馬 2歳 ヒノカミカグラ 牝 2 トビーズコーナー クレインテオドーラ (タニノギムレット) 小橋亮太 市川牧場 大井 鷹見浩 2,599 10戦2勝 門別 2021/11/03

〃 2歳 ビリーヴホース 牡 2 シニスターミニスター ベルモントプロテア (アジュディケーティング) 田村誠 豊田田村牧場 大井 市村誠 850 8戦1勝 門別 2021/11/04
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新馬 2歳 ピーエムタイガ 牡 2 トビーズコーナー メイショウアリス (マンハッタンカフェ) 松山毅 鮫川フアーム 大井 市村誠 0 52.2

転入馬 2歳 ファーガス 牡 2 フリオーソ シルクブルームーン (ブライアンズタイム) 古賀禎彦 中橋清 大井 月岡健 2,540 9戦1勝 門別 2021/11/03

新馬 2歳 ベンザイテン 牝 2 ベルシャザール エガオヨシ (タイキシャトル) 酒井孝敏 大北牧場 大井 福田真 0 51.6

〃 2歳 ボサノバフレイバー 牝 2 ブリーズフレイバー マヒナズヒル (ネオユニヴァース) 尾田信夫 丸幸小林牧場 大井 月岡健 0 51.5

〃 2歳 ポアゾンルージュ 牝 2 ポアゾンブラック マンボビーン (スズカマンボ) 岡田隆寛 岡田牧場 大井 坂井英 0 51.7

転入馬 2歳 マダムクインビー 牝 2 ラニ メモリアビアンカ (クロフネ) 石川貴久 ムラカミファーム 大井 小野晋 1,640 7戦2勝 門別 2021/10/19

〃 2歳 マバラカット 牡 2 シルバーステート ネリヤカナヤ (タイキシャトル) 和田博美 山岡牧場 大井 橋本馬 2,140 3戦1勝 門別 2021/11/03

〃 2歳 ムナサワギノツキ 牝 2 アジアエクスプレス エイシンチャーター (クロフネ) ㈱MMC 草薙利昭 大井 朝倉実 1,032 8戦1勝 門別 2021/11/04

新馬 2歳 メモリーソシアル 牝 2 アドマイヤムーン メモリーロワジール (アグネスタキオン) ㈱シンザンクラブ 谷川牧場 大井 庄子昭 0 52.3

転入馬 2歳 ユキゲシズク 牝 2 アメリカンペイトリオット ビーナスライン (フジキセキ) 小野美子 木戸口牧場 大井 蛯名雄 570 9戦1勝 門別 2021/10/21

新馬 2歳 ユキノリッキー 牝 2 コパノリッキー ヒラボクドリーム (キングカメハメハ) 篠原賢二 様似堀牧場 大井 蛯名雄 0 52.4

転入馬 2歳 ヴァンダルジャン 牝 2 スマートファルコン シルバーウインド (サウスヴィグラス) 長澤宏美 グローリーファーム 大井 高野毅 1,102 9戦1勝 門別 2021/11/02


