
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 トーセンスーリヤ 牡 7 ローエングリン トーセンガラシャ (デュランダル) 島川隆哉 有限会社エスティファーム 大井 橋本馬 132,477 37戦6勝 J中山 2022/01/05

〃 A1 リンゾウチャネル 牡 6 モンテロッソ ワールドレデー (タヤスツヨシ) 木谷ツヤ 川上牧場 大井 荒山勝 68,551 30戦11勝 門別 2021/10/20

〃 A2 メディクス 牡 6 ゴールドアリュール エーシンベタラネリ (ElusiveQuality) ㈱カナヤマホールディングス 栄進牧場 大井 荒山勝 46,556 27戦4勝 J阪神 2021/12/26

〃 B1 サトノディード セ 7 ディープインパクト ゴジップガール (Dynaformer) 里見治 社台ファーム 大井 蛯名雄 31,112 15戦4勝 J中山 2021/12/11

〃 B1 ストームガスト 牡 6 シニスターミニスター ラシーク (スタチューオブリバティ) ㈱レッドマジック 日進牧場 船橋 伊藤滋 25,586 23戦3勝 J東京 2021/11/07

〃 B1 デスティネ 牡 5 リアルインパクト スプリングドリュー (ミシル) 馬目卓 辻牧場 大井 渡邉和 23,700 23戦2勝 盛岡 2021/11/09

〃 B1 ヘイワノツカイ 牡 6 ヴィクトワールピサ ジョイチャイルド (シンボリクリスエス) 蔀恒一 前野牧場 大井 渡部則 28,790 31戦2勝 J中山 2022/01/09

〃 C1 クールマニワ セ 4 エスケンデレヤ プリニア (プリサイスエンド) ㈲サンライズ 日本中央競馬会日高育成牧場大井 中道啓 6,446 7戦1勝 J中山 2021/12/11

〃 C1 ヒイロメープル 牡 5 パイロ アグネスメープル (アグネスタキオン) 江馬由将 阿波屋ファーム 大井 森下淳 8,750 20戦3勝 J新潟 2021/08/15

〃 C1 ベルピエース 牡 4 リオンディーズ ギンザフェアレディ (マンハッタンカフェ) 子安裕樹 村上進治 大井 荒山勝 5,450 8戦0勝 J新潟 2021/09/04

〃 C2 コスモクーシェリ 牝 4 ジョーカプチーノ ベルモントヤマユリ (アジュディケーティング) 酒井孝敏 ビッグレッドファーム 大井 福田真 3,600 7戦1勝 J東京 2021/06/27

〃 C2 ダノンフォーチュン 牡 7 ディープインパクト ペニーズフォーチュン (StormCat) （株）ダノックス 下河辺牧場 大井 宗形竹 12,846 17戦2勝 J小倉 2021/07/10

〃 3歳 クロールキック 牡 3 ストロングリターン ハイデルベーレ (ハーツクライ) 佐野幸一郎 シンボリ牧場 大井 栗田裕 6,570 8戦2勝 水沢 2021/12/14

新馬 3歳 グラント 牡 3 アドマイヤムーン ケンブリッジデイズ (クロフネ) 中西宏彰 有限会社ケンブリッジバレー 大井 堀千亜 0 52.8

転入馬 3歳 シャルフジン 牡 3 ヘニーヒューズ シャーペンエッジ (クロフネ) 吉田勝己 坂東牧場 船橋 川島一 11,220 5戦2勝 門別 2021/11/03

〃 3歳 シルトプレ 牡 3 ワールドエース エアディケム (フレンチデピュティ) 原久美子 藤原牧場 船橋 米谷康 15,607 6戦4勝 川崎 2021/12/15

新馬 3歳 シンギングブルース 牡 3 ホッコータルマエ コパノミリアン (ヴァーミリアン) ㈱前川企画 ヤナガワ牧場 大井 荒山勝 0 52.0

転入馬 3歳 ノーズトゥテール 牡 3 トゥザグローリー ツキノテンシ (ムーンバラッド) 木谷ツヤ 川上牧場 大井 中道啓 3,050 8戦2勝 船橋 2021/10/27

新馬 3歳 ハイチサングラス 牡 3 アジアエクスプレス チェリービスティー (サクラバクシンオー) 中平崇介 びらとり牧場 大井 松浦裕 0 51.5

〃 3歳 ホクソウルビー 牝 3 リバースモード ホクソウアイ (プリサイスエンド) 林作一 北総ファーム 大井 米田英 0 51.8

転入馬 3歳 ワントップ 牝 3 ルーラーシップ バンビーナココ (フォーティナイナー) 酒井孝敏 バンブー牧場 大井 栗田泰 1,079 14戦1勝 名古屋 2022/01/19


