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転入馬 A1 オンザロックス 牡 8 サムライハート ベルモントエルメス (ティンバーカントリー) 稻井田有司 ベルモントファーム 大井 髙橋清 68,292.8 54戦4勝 J阪神 2021/12/05

〃 A1 サヴィ 牡 7 ストリートセンス ヴィヴァヴォーチェ (アルカセット) ゴドルフィン ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 藤田輝 89,572 24戦7勝 J阪神 2021/10/31

〃 A2 アドマイヤスコール セ 5 ディープブリランテ ピンクプルメリア (Caerleon) 大塚亮一 レイクヴィラファーム 大井 月岡健 38,372 22戦3勝 J東京 2021/11/20

〃 A2 アルコレーヌ 牝 4 ゴールドアリュール マチカネタマカズラ (Kingmambo) ㈲シルクレーシング ノーザンファーム 大井 藤田輝 31,640 13戦3勝 J東京 2021/11/20

〃 A2 カミノコ 牡 6 RomanRuler StarMullein (Woodman) 門野重雄 WinchesterFarm 大井 髙橋清 46,460 45戦3勝 J阪神 2021/12/04

〃 A2 メイショウマトイ 牡 7 ヴィクトワールピサ メイショウルイーズ (アフリート) 松本好隆 三嶋牧場 大井 宗形竹 54,410 50戦5勝 J阪神 2021/11/28

〃 B1 スパーダ 牡 6 Speightstown ABitofHumor （DistortedHumor） 了德寺健二 FairlawnFarm 大井 荒山勝 32,510 17戦6勝 J東京 2021/05/29

〃 B1 ハンメルフェスト 牡 4 キズナ ラッシュカッター (RedRansom) 井上謙一 三嶋牧場 大井 吉井竜 22,076 16戦3勝 J東京 2021/11/20

〃 B1 プロヴィデンス 牡 4 シニスターミニスター ワイルドシンガー (ワイルドラッシュ) 藤本栄史 槇本牧場 大井 朝倉実 24,150 24戦3勝 水沢 2021/12/06

〃 B2 サトノゲイル 牡 6 ディープインパクト フィリス (アフリート) 里見治 下河辺牧場 大井 赤嶺本 25,100 34戦2勝 J福島 2021/11/14

〃 B2 ナンゴクアイネット 牝 6 スターリングローズ オーデコロン (ボストンハーバー) 古賀慎一 つつみ牧場 大井 三坂盛 23,732 29戦2勝 J阪神 2021/11/27

〃 B2 メイショウメイリン 牡 5 メイショウボーラー シニスタークイーン (シニスターミニスター) 清宮義男 宮内牧場 川崎 佐藤博 19,940 24戦2勝 高知 2021/12/11

〃 B3 ケイアイピハ 牡 4 ダンカーク ゾイゾイ (SeekingtheGold) 亀田和弘 新冠橋本牧場 大井 立花伸 11,208 12戦2勝 門別 2021/11/03

〃 B3 トーセンエディ 牡 3 トーセンブライト トーセンビート (クロフネ) 島川隆哉 有限会社エスティファーム 大井 橋本馬 7,958 12戦1勝 J中京 2021/12/12

〃 B3 ナックジーニアス 牡 4 エスケンデレヤ メロークーミス (ダンスインザダーク) 小松欣也 守矢牧場 大井 立花伸 11,441 12戦2勝 J新潟 2021/09/04

〃 C1 アノマリー 牡 6 ベーカバド スマイルユー (スタチューオブリバティ) 吉田勝利 三石川上牧場 大井 鷹見浩 15,821 62戦6勝 笠松 2021/11/24

〃 C1 アリスパレス 牝 3 シビルウォー ウルビーノ (ワイルドラッシュ) 近藤洋司 野島牧場 大井 嶋田幸 4,224 17戦3勝 金沢 2021/10/26

〃 C1 カヴァス セ 4 カレンブラックヒル ラテアート (サクラバクシンオー) 豊島愛子 ノーザンファーム 大井 赤嶺本 7,100 14戦1勝 J阪神 2021/04/24

〃 C1 キーチャンス 牡 3 ディープブリランテ キャンディキー (スクリーンヒーロー) 庄司修二 赤田牧場 大井 栗田裕 4,541 14戦5勝 盛岡 2021/11/02

〃 C1 コスモブルーノーズ 牡 4 ゴールドシップ コスモスカイライン (グラスワンダー) 栗嶋豊明 ムラカミファーム 大井 鷹見浩 9,752 18戦1勝 J東京 2021/11/20

〃 C1 サンビースト 牡 4 クロフネ ランブルジャンヌ (Mutakddim) （有）ターフ・スポート 谷川牧場 大井 井上弘 7,626 14戦2勝 J阪神 2021/11/28

〃 C1 スマイルフェアリー 牝 3 エピファネイア テンシノホホエミ (ダイワメジャー) 飯田真也 浜本牧場 大井 月岡健 4,630 11戦0勝 J中京 2021/12/05

〃 C1 トウキョウボーイ 牡 3 エスポワールシチー ビビッドフレイム (パイロ) 村山忠弘 門別敏朗 大井 村上頼 6,410 16戦2勝 J中山 2021/12/05

〃 C1 ハーシェル 牡 5 ハーツクライ シルヴァンソング (StreetCry) 鈴木雅俊 ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 三坂盛 12,932 22戦1勝 船橋 2021/10/27

〃 C1 ラウディ セ 3 モーリス アルマーズビコー (ジャングルポケット) 岡田将一 鎌田正嗣 大井 荒山勝 4,805 10戦0勝 園田 2021/09/09

〃 C1 レーニア 牝 3 ヴィクトワールピサ ジャルダンスクレ (Medagliad’Oro) 前田幸治 株式会社ノースヒルズ 大井 坂井英 4,510 9戦0勝 J新潟 2021/08/07

〃 C2 ウイングウインド 牡 3 シニスターミニスター タムロウイング (ブラックホーク) ㈲宮内牧場 宮内牧場 大井 橋本馬 2,510 6戦0勝 J新潟 2021/08/28

〃 C2 オーシャンスケイプ 牝 5 ブラックタイド ドリームスケイプ (エルコンドルパサー) ㈲木村牧場 ノーザンファーム 大井 田中人 8,197 31戦3勝 水沢 2021/12/06

〃 C2 コズモポリス 牝 3 ダノンシャンティ ロマンチック (サウスヴィグラス) 吉田勝利 新生ファーム 大井 鷹見浩 2,087 26戦2勝 佐賀 2021/12/18
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〃 C2 サツキジャスミン 牝 4 ベルシャザール ミスアリバイ (ElPrado) 鳴田啓志 惣田英幸 大井 庄子昭 5,444 28戦5勝 金沢 2021/10/12

〃 C2 シンゼンハッピー 牡 4 パイロ ジーエスレインボー (トーヨーレインボー) 原司郎 有限会社大作ステーブル 大井 中道啓 5,000 29戦11勝 名古屋 2021/11/15

〃 C2 ニシノトランザム セ 6 Ｏｒｂ GloriousSuccess （SuccessfulAppeal） 西山茂行 TeneriFarmInc.＆BernardoAlvarez 大井 辻野豊 13,784 35戦1勝 J中京 2021/12/12

〃 C2 ノルトシュライフェ 牡 4 リアルインパクト デビルズコーナー (Songandaprayer) 佐々木雄二 ノーザンファーム 大井 月岡健 5,000 15戦6勝 佐賀 2021/12/04

〃 C2 バレンティーノ 牝 6 ベーカバド スタートラッカー (サンデーサイレンス) 吉田勝利 須崎牧場 大井 須田和 11,000 70戦11勝 佐賀 2021/12/19

〃 C2 ヒムカノロッキー 牡 3 スクワートルスクワート イイジャン (アドマイヤコジーン) 杉浦和也 田上勝雄 大井 田中人 2,742 8戦1勝 水沢 2021/12/07

〃 C2 フジマサディープ 牡 5 ディープブリランテ ノルブリンカ (ダンスインザダーク) 藤原正一 山岸康 大井 久保隆 8,660 28戦1勝 J福島 2021/11/06

〃 C2 ブールタング セ 3 ダイワメジャー ガラッシアファータ (DistortedHumor) 前田幸治 株式会社ノースヒルズ 大井 坂井英 2,000 4戦0勝 J新潟 2021/09/05

〃 C2 モンスタープリンス 牡 5 グラスワンダー リリーオブザバリー (バブルガムフェロー) 北原大史 広中稔 大井 大宮和 7,000 41戦9勝 佐賀 2021/11/27

〃 C2 リチェルカータ 牝 4 シニスターミニスター カリオンレディ (キングカメハメハ) 矢沼浩二 エムエム、ヤマダファーム 大井 堀千亜 5,000 24戦7勝 金沢 2021/11/23

〃 C2 リュウールドレ 牝 3 オルフェーヴル キャタラクト (StormCat) 増澤一明 松浦牧場 大井 辻野豊 2,444 16戦2勝 金沢 2021/11/28

〃 C2 リヴァージュ 牝 4 ノヴェリスト スカーレットポピー (アグネスタキオン) 島川隆哉 社台ファーム 大井 橋本馬 6,038 8戦1勝 J福島 2021/11/21

〃 C3 イタリアンゴールド セ 3 オルフェーヴル スワンソング (Singspiel) 増田和啓 二風谷ファーム 大井 宮浦正 1,950 12戦2勝 高知 2021/12/04

〃 C3 インフォーマント 牡 3 ノヴェリスト ダンスインザムード (サンデーサイレンス) （株）ファーストビジョン 社台ファーム 大井 阪本一 1,395 11戦1勝 金沢 2021/12/22

〃 C3 ウインレヴェランス 牡 3 ウインバリアシオン レナリッチ (ムタファーウエク) （株）ファーストビジョン マルシチ牧場 大井 赤嶺本 1,256 19戦2勝 金沢 2021/12/23

〃 C3 ウェイヴアナリシス 牝 3 ディスクリートキャット ウェイヴランナー (Raven’sPass) 三岡有香 ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 宮浦正 1,234 15戦2勝 佐賀 2021/10/23

新馬 C3 エピックポエトリー 牝 3 ハーツクライ シルヴァンソング (ＳｔｒｅｅｔＣｒｙ) ゴドルフィン ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 藤田輝 0 1.19.1

転入馬 C3 エブリーエックス 牝 3 アジアエクスプレス エスコルピオン (ダンスインザダーク) 遠山淳 いとう牧場 大井 荒井朋 1,249 10戦4勝 水沢 2021/12/05

〃 C3 エミーブリッツ 牝 3 ゼンノロブロイ クレバーパルマ (ブライアンズタイム) 今井優 クリアファーム 大井 月岡健 1,248 14戦2勝 笠松 2021/12/15

〃 C3 クインズユーカリ 牝 3 ケイアイドウソジン ケイアイギャラリー (ウォーニング) 﨏文彦 佐竹学 大井 立花貢 1,027 14戦2勝 金沢 2021/12/12

〃 C3 ゴールデンマリア 牝 3 ドゥラメンテ コンサーンナッカ (Concern) 嶋田賢 辻牧場 大井 森下淳 1,242 7戦4勝 門別 2021/10/19

〃 C3 サノノイーグル 牡 3 パイロ ニシノマザーアース (ブライアンズタイム) （株）ファーストビジョン 谷川牧場 大井 蛯名雄 1,548 7戦3勝 金沢 2021/12/05

〃 C3 タカミズ 牝 3 ヘニーヒューズ チャプレット (ゼンノロブロイ) 清水義德 ヒダカフアーム 大井 荒井朋 1,370 8戦1勝 J阪神 2021/06/27

〃 C3 ツカサ セ 3 アイルハヴアナザー リードザウェイ (アグネスタキオン) 木村廣太 本桐牧場 大井 嶋田幸 1,102 10戦2勝 盛岡 2021/11/08

〃 C3 デリスブラン 牡 3 スウェプトオーヴァーボード ハイキートーン (ハーツクライ) 岩城拓実 スウィングフィールド牧場 大井 赤嶺亮 1,395 9戦0勝 園田 2021/12/07

〃 C3 ネオアビー 牝 3 ベーカバド アイティアビー (フジキセキ) 西田俊二 岩見牧場 大井 立花伸 1,090 11戦3勝 水沢 2021/12/05

〃 C3 ハクサンエガオ 牝 3 ハクサンムーン アイサレジョウズ (RefuseToBend) 河﨑五市 中村雅明 大井 赤嶺本 1,649 8戦3勝 金沢 2021/12/14

〃 C3 ハクサンマズル 牡 3 シルポート ヒシアメジスト (ゴールドアリュール) 河﨑五市 中村雅明 大井 赤嶺本 1,724 12戦5勝 金沢 2021/11/28

〃 C3 ハービンクレア 牝 3 ハービンジャー ディヴァインクレア (ディープインパクト) 酒井孝敏 矢野牧場 大井 村上頼 1,131 17戦2勝 名古屋 2021/12/09
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新馬 C3 パイロスコープ セ 3 パイロ ジャパニーズウィスパー (Machiavellian) ゴドルフィン ダーレー・ジャパン・F（有） 大井 藤田輝 0 1.17.9

転入馬 C3 マインジャラン 牡 3 キズナ ホームスイートホーム (SeekingtheGold) 前田幸治 千代田牧場 大井 上杉昌 1,500 5戦0勝 J阪神 2021/06/26

〃 C3 メイショウサロベツ 牡 3 メイショウサムソン メイショウブリエ (タイキシャトル) （株）ファーストビジョン 松栄牧場 大井 朝倉実 1,325 16戦2勝 金沢 2021/12/21

〃 C3 リュクスエンヴィ 牝 3 ダイワメジャー ホットレッグス (Galileo) 田畑憲士 社台ファーム 大井 堀千亜 1,308 8戦4勝 笠松 2021/11/26

〃 C3 リンノペルフェット 牡 3 タイムパラドックス ガレリアトウショウ (トワイニング) 浦野和由 岡田猛 大井 遠藤茂 1,725 23戦1勝 高知 2021/12/18

新馬 3歳 エアロストリーム 牡 2 アジアエクスプレス シャイニーレディ (ゴールドアリュール) 太田匡哉 川向高橋育成牧場 大井 的場直 0 52.9

〃 3歳 エスプリウッディ 牡 2 シルバーステート アドヴァンテージ (タニノギムレット) 依田泰雄 三輪幸子 大井 澤佳宏 0 50.7

転入馬 3歳 エムオースイート 牝 2 タニノギムレット セクシイスイート (タヤスツヨシ) 大浅貢 平岡牧場 大井 堀江仁 1,578 12戦1勝 門別 2021/11/03

〃 3歳 エムオーヘイロー 牡 2 ジャングルポケット ソルティレージュ (サンデーサイレンス) 大浅貢 小林孝幸 大井 堀江仁 1,025 12戦1勝 門別 2021/11/03

新馬 3歳 クレイモア セ 2 ストロングリターン アームズトウショウ (コロナドズクエスト) 杉山忠国 明治牧場 大井 田中人 0 50.8

〃 3歳 グレートビーナス 牝 2 ストロングリターン ブライトエピローグ (ダイワメジャー) 平本敏夫 ハシモトフアーム 大井 的場直 0 50.3

転入馬 3歳 コスモポポラリタ 牝 2 ロージズインメイ コスモリープリング (ヤマニンセラフィム) （有）ビッグレッドファーム ビッグレッドファーム 大井 宗形竹 12,600 7戦4勝 門別 2021/10/21

新馬 3歳 シンシアリーレター 牝 2 アメリカンペイトリオット キシュウグラシア (フジキセキ) 堀口晴男 日西牧場 大井 市村誠 0 53.0

〃 3歳 スマートチャンス 牡 2 スマートファルコン スマイルトゥゲザー (ブライアンズタイム) ㈲静内白井牧場 今井秀樹 大井 遠藤茂 0 54.1

〃 3歳 スーパーマルキヤ 牝 2 ザファクター ゴールドマリキヤ (ゴールドアリュール) 山田武雄 ワールドファーム 大井 藤田輝 0 51.5

転入馬 3歳 ダンシングラスカル 牡 2 アドマイヤムーン サワヤカラスカル (ラスカルスズカ) 井上久光 新井牧場 大井 納谷和 512 3戦0勝 金沢 2021/11/30

〃 3歳 チャームポイント 牝 2 シルバーステート チャーミングメイト (エンパイアメーカー) 飯田正剛 千代田牧場 大井 渡邉和 1,800 4戦0勝 J阪神 2021/11/13

〃 3歳 ナッジ 牡 2 フェノーメノ エーシンジョイフル (オペラハウス) 和田博美 信田牧場 大井 佐野謙 14,300 10戦4勝 川崎 2021/12/15

新馬 3歳 ヌーヴォレーヴ 牝 2 パイロ ラヴィアージュ (クロフネ) 星加浩一 山田政宏 大井 渡邉和 0 51.3

〃 3歳 バジガクアムール 牡 2 パドトロワ エイプリルフール (オジジアン) ㈱馬事学院 センチュリースタッドファーム 大井 赤嶺本 0 54.3

〃 3歳 バーロット 牡 2 ハービンジャー カリオンレディ (キングカメハメハ) ㈱T.U.K. 大道牧場 大井 栗田裕 0 52.7

転入馬 3歳 フィリオデルソル 牡 2 クリエイターⅡ オーラレガーレ (マンハッタンカフェ) （有）キャロットファーム 坂東牧場 大井 荒山勝 4,200 2戦2勝 門別 2021/07/08

〃 3歳 マックスレジェンド 牡 2 ダノンレジェンド ダンツスウィフト (ダイワメジャー) 会田裕一 加藤重治 大井 鈴木啓 5,491 8戦2勝 園田 2021/12/15

新馬 3歳 マルカンハルカゼ 牡 2 バゴ ハルダヨリ (ファルブラヴ) 斉藤勘介 藤沢牧場 大井 佐々洋 0 53.2

〃 3歳 ラリュヌブランシュ 牝 2 ワールドエース データ (Roy) 吉田勝己 坂東牧場 大井 森下淳 0 52.4

〃 3歳 ワンダーキッス 牝 2 キンシャサノキセキ スイートレーヌ (ブライアンズタイム) 会田裕一 富田牧場 大井 鈴木啓 0 50.5


