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転入馬 B1 スウィープザボード セ 4 スウェプトオーヴァーボード スギノブロッサム (フサイチコンコルド) 杉山忠国 明治牧場 大井 福永敏 21,422 13戦2勝 J阪神 2022/10/22

〃 B1 スギノマジェスティ 牡 4 マジェスティックウォリアー シャイニングピアス (ブライアンズタイム) 杉山忠国 明治牧場 大井 福永敏 20,564 15戦3勝 J中京 2022/10/02

〃 B1 ネーロルチェンテ 牝 5 ベルシャザール アデュラリア (クロフネ) 眞保榮稔 ナカノファーム 大井 堀千亜 21,816 31戦9勝 門別 2022/08/11

〃 B2 アオイカツマ 牡 4 ロードカナロア サウンドオブハート (アグネスタキオン) 鈴木道隆 タイヘイ牧場 大井 福田真 16,478 17戦2勝 J東京 2022/10/30

〃 B2 シンタロウ セ 4 プリサイスエンド ツクバエンジェル (クロフネ) 中田和宏 有限会社中田牧場 大井 大宮和 16,286 31戦4勝 門別 2022/10/26

〃 B2 フーククリスタル 牡 4 ベーカバド パッションメイト (アグネスタキオン) 福岡隆史 細川牧場 大井 赤嶺亮 14,226 33戦7勝 門別 2022/11/08

〃 B3 エステラ 牡 3 ハーツクライ コンケイヴ (ColonelJohn) 前田晋二 高昭牧場 大井 堀千亜 7,340 9戦0勝 J新潟 2022/09/04

〃 B3 カッティングロック 牡 5 ベルシャザール アルウェット (EmpireMaker) 西村亮二 浜本牧場 大井 蛯名雄 11,600 17戦1勝 J東京 2022/10/08

〃 B3 ミスターウラノフ 牡 4 スクワートルスクワート プルメリアチャーム (キングカメハメハ) シグラップ・マネジメント㈱ 服部文明 大井 赤嶺本 9,324 41戦2勝 佐賀 2022/11/05

〃 B3 モンサンレジャンド 牝 3 ブラックタイド モンサンアルビレオ (シニスターミニスター) 山下新一 下河辺牧場 大井 宗形竹 7,154 12戦0勝 J新潟 2022/08/13

〃 C1 アドラツィオーネ 牝 5 ハーツクライ アドアード (Galileo) 豊島愛子 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 井上弘 8,000 25戦8勝 佐賀 2022/10/29

〃 C1 カイトキング 牡 3 トゥザグローリー ジョウテングレイス (シーキングザダイヤ) 山口雄司 成隆牧場 大井 田中人 4,101 16戦5勝 門別 2022/11/01

〃 C1 クラウンシューター 牡 3 リーチザクラウン スギノブロッサム (フサイチコンコルド) 酒井孝敏 明治牧場 大井 栗田裕 6,686 13戦1勝 J新潟 2022/10/23

〃 C1 クラルージュ 牝 3 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 4,259 12戦5勝 門別 2022/10/19

〃 C1 グリューフィア セ 3 ヘニーハウンド ハーミア (フィガロ) 伊達泰明 サンシャイン牧場 大井 朝倉実 5,519 16戦2勝 門別 2022/11/01

〃 C1 ジランドール セ 4 ヘニーヒューズ オモテナシⅡ (Henrythenavigator) 長谷川祐司 チャンピオンズファーム 大井 荒山勝 5,000 18戦7勝 門別 2022/11/03

〃 C1 スパイダーバローズ 牡 3 ハーツクライ マラコスタムブラダ (LizardIsland) 猪熊広次 ノーザンファーム 大井 福永敏 4,715 10戦0勝 門別 2022/10/25

〃 C1 ソジュン 牡 4 Ｌｉａｍ’ｓＭａｐ TizChamp (Tiznow) 楊明翰 ArturoVargas 大井 髙橋清 5,634 11戦4勝 金沢 2022/11/07

〃 C1 トーセンザゲーム 牡 5 トーセンジョーダン ファストカラー (フジキセキ) 成富直行 有限会社エスティファーム 大井 阪本一 9,743 63戦11勝 盛岡 2022/11/08

〃 C1 ピースフルタイム 牡 5 ＤｅｃｌａｒａｔｉｏｎｏｆＷａｒ PeaceBurg (Sageburg) 佐々木雄二 ShadaiCorporation 大井 月岡健 8,000 15戦8勝 佐賀 2022/10/28

〃 C1 ペルマナント 牡 3 キズナ アルデュイナ (クロフネ) 前田幸治 株式会社ノースヒルズ 大井 高野毅 4,892 9戦0勝 J小倉 2022/07/24

〃 C1 ポットマム 牝 3 トーセンジョーダン リープリング (サンデーサイレンス) 前田幸治 平山牧場 大井 高野毅 5,120 9戦0勝 J小倉 2022/09/04

〃 C2 カルディナーレ 牝 3 ヘニーヒューズ ソフトライム (フジキセキ) 山本又一郎 チャンピオンズファーム 大井 澤佳宏 3,310 12戦2勝 門別 2022/10/19

〃 C2 キセキノセンシ 牡 3 マジェスティックウォリアー ゼロカラノキセキ (キンシャサノキセキ) 米山尚輝 木村秀則 大井 坂井英 3,090 6戦0勝 J東京 2022/06/26

〃 C2 キタノプレッジ 牡 3 プリサイスエンド シルクプロミス (マヤノトップガン) 北所拓也 ラツキー牧場 大井 田中人 3,388 11戦3勝 門別 2022/10/18

〃 C2 バクシンフォワード 牡 3 ブラックタイド バクシンカーリー (サクラバクシンオー) 杉山忠国 明治牧場 大井 福田真 2,340 8戦0勝 J小倉 2022/09/04

〃 C2 ピエールモンタナ 牡 3 コパノリッキー ハローマリリン (ファルブラヴ) 工藤栄三 青南ムラカミファーム 大井 柏木一 3,420 17戦5勝 門別 2022/11/01

〃 C2 マジョリー 牝 3 ビッグアーサー マルカジュリエット (サンデーサイレンス) 中野将大 ナカノファーム 大井 辻野豊 2,978 10戦0勝 門別 2022/11/03
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〃 C2 リュウノファウラー 牡 3 ドリームジャーニー ポルウナカベサ (WildAgain) 蓑島竜一 スウィングフィールド牧場 大井 鷹見浩 2,300 9戦3勝 盛岡 2022/11/03

〃 C2 ロードオブシャドウ 牡 3 ロードカナロア パールシャドウ (クロフネ) 飯塚知一 社台ファーム 大井 蛯名雄 3,380 6戦0勝 J新潟 2022/10/15

〃 3歳 グッドフィーリング 牝 3 マジェスティックウォリアー スパークルキャット (ダンスインザダーク) 中島雅春 中島牧場 大井 井上弘 1,254 14戦2勝 門別 2022/11/02

〃 3歳 ゲーテ セ 3 ディープインパクト プラスヴァンドーム (DrFong) 吉田照哉 社台ファーム 大井 赤嶺亮 1,050 9戦0勝 J新潟 2022/10/15

〃 3歳 シトラスダル 牝 3 ヨハネスブルグ エアガガ (ジャングルポケット) シグラップ・マネジメント㈱ 林孝輝 大井 佐野謙 1,050 12戦3勝 門別 2022/10/26

〃 3歳 セルゼ 牡 3 プリサイスエンド キャロルロゼ (タイキシャトル) ㈱NICKS 高昭牧場 大井 荒山勝 1,484 11戦3勝 門別 2022/11/01

〃 3歳 タカノドリーム 牡 3 アドマイヤムーン ドリームピーチ (タップダンスシチー) 欠畑圭一 大栄牧場 大井 三坂盛 1,375 12戦2勝 盛岡 2022/11/08

〃 3歳 チェリーシンガー 牝 3 ラニ アイラシンガー (アグネスタキオン) 小橋亮太 富塚ファーム 大井 辻野豊 1,932 25戦2勝 門別 2022/11/08

〃 3歳 ハタノラトゥール 牡 3 リオンディーズ ダイワストリーム (ダイワメジャー) 川上和彦 （有）グッドラック・ファーム 大井 小野晋 1,037 15戦2勝 門別 2022/11/08

新馬 3歳 ヘブンズドア セ 3 オルフェーヴル ホエールキャプチャ (クロフネ) ㈱ニッシンホールディングス 千代田牧場 大井 堀千亜 0 1.18.9

転入馬 3歳 マテラハチイチ 牡 3 ロードカナロア アグネスフィーバー (Vindication) 酒井孝敏 高松牧場 大井 栗田泰 1,200 10戦1勝 高知 2022/11/05

〃 2歳 アエリアン 牡 2 トゥザワールド マイカイ (ヨハネスブルグ) 中田和宏 有限会社中田牧場 大井 赤嶺亮 2,654 12戦2勝 門別 2022/11/02

新馬 2歳 アルプスノヒトミ 牝 2 ラニ アリスマイン (タニノギムレット) ㈲スピードファーム 萩澤俊雄 大井 荒井朋 0 54.2

転入馬 2歳 エアポートライナー 牡 2 バンブーエール リベリーターン (ヴァーミリアン) 小菅誠 バンブー牧場 大井 嶋田幸 3,522 4戦1勝 門別 2022/11/02

新馬 2歳 エスプリリチャード 牡 2 リアルインパクト セクシーシューズ (パラダイスクリーク) 依田泰雄 有限会社PRIDEROCK 大井 澤佳宏 0 54.1

〃 2歳 サウンドミライ 牝 2 サウンドスカイ ラインジェシカ (マーベラスサンデー) 増田雄一 小泉牧場 大井 鈴木啓 0 54.2

〃 2歳 サトマキコバコミ 牝 2 サトノアラジン ルトルヴェール (ステイゴールド) ㈲ジェムインターナショナル 川上牧場 大井 小野晋 0 52.1

転入馬 2歳 サヤオンニ 牝 2 タリスマニック サワヤカムスメ (ネオユニヴァース) 藤沢澄雄 新井牧場 大井 堀千亜 3,132 8戦1勝 門別 2022/11/02

〃 2歳 シュヴルーズ 牡 2 ヴァンセンヌ ヴィエナトウショウ (ワイルドラッシュ) 会田裕一 中橋清 大井 村上頼 1,704 11戦1勝 門別 2022/11/09

新馬 2歳 シロイトイキ 牝 2 ＰｒａｃｔｉｃａｌＪｏｋｅ LadyHansen (Hansen) 江馬由将 KendallE.Hansen,M.D.Racing,LLC 大井 森下淳 0 53.9

〃 2歳 ステムアロー 牡 2 ファインニードル ポッドマロン (ネオユニヴァース) 菊地博 マリオステーブル 大井 鷹見浩 0 52.3

〃 2歳 センゲントップ 牡 2 ホッコータルマエ プレイフォーユー (ハーツクライ) 西森鶴 須崎牧場 大井 鈴木啓 0 52.4

転入馬 2歳 ティーズアペックス 牝 2 レッドファルクス 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 1,309 9戦0勝 門別 2022/11/01

〃 2歳 ニシノサトパーク 牡 2 ストロングリターン スマイルメッセージ (スクリーンヒーロー) 山口明彦 山口明彦 大井 佐々洋 1,361 14戦1勝 門別 2022/10/26

〃 2歳 ヌンヌンシー 牡 2 ロールボヌール ドゥラーレ (フサイチリシャール) 大久保和夫 厚賀古川牧場 大井 辻野豊 654 2戦1勝 門別 2022/10/04

新馬 2歳 ハッピーエンド 牡 2 メイショウボーラー ハッピーエム (プリサイスエンド) 三宅勝俊 沖田博志 大井 阪本一 0 52.1

転入馬 2歳 パレルモ 牡 2 インカンテーション マンテラライ (CatcherInTheRye) （有）ターフ・スポート 谷川牧場 大井 米田英 2,320 6戦1勝 門別 2022/09/22

新馬 2歳 ビッグショット 牡 2 フリオーソ アースシェイカー (スウェプトオーヴァーボード) 中山博 新井牧場 大井 鈴木啓 0 52.4
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〃 2歳 ピピフレイバー 牝 2 マジェスティックウォリアー カプレーゼ (アグネスデジタル) 尾田信夫 丸幸小林牧場 大井 月岡健 0 52.2

転入馬 2歳 フォーカスオンミー 牡 2 サトノダイヤモンド コマノサラサ (クロフネ) ㈲木村牧場 新井牧場 大井 久保隆 2,970 7戦1勝 門別 2022/10/27

新馬 2歳 フクフクテンテン 牝 2 ダンカーク サーストンララア (キングカメハメハ) 宮内牧場 大井 森下淳 0 52.2

転入馬 2歳 マダムレディバグ 牝 2 ヘニーハウンド 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 納谷和 962 9戦1勝 門別 2022/11/02

新馬 2歳 ミテ 牝 2 ベストウォーリア ロイヤルジュエリー (キングカメハメハ) 前田良平 新冠伊藤牧場 大井 松浦裕 0 52.5

転入馬 2歳 ラファルジュノー 牝 2 アジアエクスプレス コパノジャーノー (エリシオ) 廣村憲郎 西村牧場 大井 立花伸 668 5戦1勝 門別 2022/11/02

新馬 2歳 リーリエ 牝 2 マジェスティックウォリアー スールキートス (キングヘイロー) ㈲日進牧場 日進牧場 大井 橋本馬 0 53.5

〃 2歳 ロンギングマドンナ 牝 2 スズカコーズウェイ アースエマーブル (キングヘイロー) 坂本浩一 グローリーファーム 大井 的場直 0 52.2

〃 2歳 ワスレガタミ 牝 2 エイシンヒカリ イルネージュ (トニービン) 田村彰夫 浜本牧場 大井 三坂盛 0 52.6


