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転入馬 A2 ゲンパチフォルツァ 牡 4 ヘニーヒューズ アイラブリリ (ストラヴィンスキー) 平野武志 飛野牧場 大井 阪本一 25,940 14戦3勝 J東京 2022/11/20

〃 B2 ニシノアナ 牝 3 ドレフォン レッドセイリング (ゼンノロブロイ) 西山茂行 杵臼牧場 大井 辻野豊 11,240 13戦2勝 J中京 2022/12/04

〃 B2 ラヤス 牡 3 AmericanPharoah FrenchPassport (ElusiveQuality) 藤田晋 CoveSprings,LLC 大井 堀千亜 12,940 15戦3勝 J阪神 2022/11/26

〃 B3 トウキョウドライヴ 牡 4 カジノドライヴ パンジェンシー (フレンチデピュティ) 岩渕瑞生 リトルブルーファーム 大井 柏木一 13,982 31戦8勝 水沢 2022/11/09

〃 B3 ミギーフェイス 牝 3 アメリカンペイトリオット オールアイキャンセイイズワウ (StreetCry) 佐々木勉 パカパカファーム 大井 堀千亜 8,384 15戦1勝 J福島 2022/11/20

〃 C1 アルコディオーサ 牝 4 ディープインパクト ナスケンアイリス (フレンチデピュティ) 櫻井秋雄 桜井牧場 大井 鷹見浩 7,412 13戦1勝 J東京 2022/11/19

〃 C1 クイーンカトリーヌ 牝 3 シニスターミニスター クイーンマザー (ハーツクライ) 大塚亮一 辻牧場 大井 月岡健 6,080 11戦0勝 J新潟 2022/09/04

〃 C1 ザッキング 牡 3 Curlin アルアリングスター (ExchangeRate) 橋本征道 ノーザンファーム 大井 藤田輝 4,880 9戦0勝 J札幌 2022/08/28

〃 C1 デアリングヒューズ 牝 3 ヘニーヒューズ デアリングプライド (ダイワメジャー) ㈱ヘルシーウッド 須崎牧場 大井 森下淳 6,092 10戦0勝 J新潟 2022/08/21

〃 C1 ローシュタイン 牡 3 オウケンブルースリ オチャノコサイサイ (ダイタクサージャン) 天堀忠博 近藤牧場 大井 澤佳宏 5,972 6戦0勝 J東京 2022/06/11

〃 C2 イイデスカイ 牝 5 シニスターミニスター ウィンワーシップ (マイニング) 須貝廣次 金舛幸夫 大井 佐宗応 8,000 19戦9勝 門別 2022/11/08

〃 C2 ウンエンリヒカイ 牡 4 アジアエクスプレス ニシノコハク (ゴールドアリュール) 稲場澄 津田牧場 大井 坂井英 5,670 21戦5勝 高知 2022/11/26

〃 C2 キタノデイジョブ 牡 3 ディーマジェスティ ミンナノプリンセス (コマンズ) 北所拓也 三石川上牧場 大井 福田真 2,080 8戦0勝 J東京 2022/06/11

〃 C2 キモットフェイス 牝 3 ヘニーヒューズ ヤマノグラス (バブルガムフェロー) 佐々木勉 チャンピオンズファーム 大井 澤佳宏 2,800 2戦0勝 J東京 2022/05/28

〃 C2 キューバンピート 牡 3 モーリス ニュアージュドール (ディープスカイ) 橋元勇氣 笠松牧場 大井 鷹見浩 2,096 13戦2勝 名古屋 2022/11/11

〃 C2 コンピエーニュ 牡 4 アンライバルド マリーアルーア (ゴールドアリュール) 伊達泰明 サンシャイン牧場 大井 中道啓 4,252 21戦6勝 門別 2022/11/03

〃 C2 サノコア 牡 3 エスケンデレヤ プレトリアン (キングヘイロー) （株）ファーストビジョン 豊洋牧場 大井 朝倉実 2,760 25戦3勝 高知 2022/12/17

〃 C2 シャムトラダイコウ 牝 3 トゥザグローリー シェーナビアンカ (タイキシャトル) 西村静子 真歌田中牧場 大井 遠藤茂 2,920 18戦0勝 J福島 2022/11/20

〃 C2 スペシャルサンデー 牡 4 マジェスティックウォリアー キセキノハナ (ネオユニヴァース) ㈲宮内牧場 宮内牧場 大井 橋本馬 5,000 23戦6勝 金沢 2022/12/06

〃 C2 チェリーベルツ 牝 4 フリオーソ エムオービューティ (シンボリクリスエス) 米津佳昭 白瀬盛雄 大井 米田英 5,000 36戦6勝 水沢 2022/11/27

〃 C2 トニーヒアロ 牝 4 MuchoMachoMan RocksieLucie (RockHardTen) ㈲トニーステーブル SaddleCreekFarmsInc. 大井 堀千亜 6,111 16戦3勝 園田 2022/11/15

〃 C2 ネコニャンニャン 牝 3 パドトロワ ロイヤルネックレス (シンボリクリスエス) 加藤正二郎 社台ファーム 大井 佐野謙 2,390 6戦0勝 J新潟 2022/09/03

〃 C2 ノブ 牡 4 ドゥラメンテ ウインアルエット (ダンスインザダーク) 三島宣彦 桑田牧場 大井 朝倉実 5,456 29戦6勝 門別 2022/11/02

〃 C2 ノーブルグレイシャ 牝 3 シニスターミニスター ピサノルビー (ブライアンズタイム) 吉木伸彦 飛野牧場 大井 佐野謙 2,860 12戦0勝 J札幌 2022/09/04

〃 C2 ハッチャキコク 牝 3 ロゴタイプ クルザダアメリカーナ (Nedawi) 白井岳 オリオンファーム 大井 米田英 3,146 27戦4勝 門別 2022/11/02

〃 C2 ハースファイア セ 4 スクリーンヒーロー スウィートハース (TouchGold) 酒井孝敏 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 福田真 6,484 8戦3勝 佐賀 2022/12/04

〃 C2 バーストオブカラー 牡 3 Belardo LaTulipe (Authorized) ゴドルフィン RingfortStud 大井 月岡健 3,538 7戦0勝 門別 2022/11/03
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〃 C2 ミキノカラクリバコ 牡 4 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 村上頼 5,353 22戦8勝 J中京 2022/12/17

〃 C3 アピーリングライフ 牝 3 フリオーソ ニュープロローグ (キングカメハメハ) 阿部武士 畠山牧場 大井 久保隆 1,516 27戦1勝 金沢 2022/12/11

新馬 C3 アンソルスレール 牝 3 キズナ ストラテジー (フレンチデピュティ) 前田幸治 株式会社ノースヒルズ 大井 佐宗応 0 1.17.6

転入馬 C3 アンタゴニスタ 牡 3 ローエングリン ジニオマッジョーレ (フジキセキ) 梶原哲朗 富塚ファーム 大井 小野晋 1,055 11戦2勝 佐賀 2022/12/04

〃 C3 キャンドルベリー 牝 3 ザファクター ツインキャンドル (キングカメハメハ) ㈲下河辺牧場 下河辺牧場 大井 福永敏 1,300 4戦0勝 J小倉 2022/09/03

〃 C3 クォーツ 牝 3 フサイチセブン ビバジャンティ (クロフネ) 谷謙介 モトスファーム 大井 荒井朋 1,041 14戦2勝 水沢 2022/12/19

〃 C3 サルセル 牝 3 エスポワールシチー レディストレイツ (Montjeu) シグラップ・マネジメント㈱ 田中スタッド 大井 佐野謙 1,314 13戦2勝 名古屋 2022/12/16

〃 C3 シングンカテリーナ 牝 3 シングンオペラ ピロット (ラムタラ) 伊坂重憲 ヒカル牧場 大井 三坂盛 1,381 14戦2勝 門別 2022/11/09

〃 C3 ベンテイガ 牡 3 ヘニーヒューズ プリモタイム (ブライアンズタイム) ㈱吉澤ステーブル グランド牧場 大井 米田英 1,344 10戦3勝 名古屋 2022/11/10

〃 C3 マーゴットリープ 牝 3 エイシンフラッシュ ディーチェ (ダイワメジャー) 前田良平 追分ファーム 大井 松浦裕 1,062 15戦1勝 門別 2022/11/08

〃 C3 レクレールドパリ 牝 3 エイシンフラッシュ ラブリネスオブパリ (サンデーサイレンス) 小橋亮太 社台ファーム 大井 渡部則 1,181 14戦2勝 金沢 2022/12/13

〃 3歳 アソス 牡 2 ワールドエース エンプレスクー (エンパイアメーカー) ㈲中山牧場 中山牧場 大井 月岡健 1,345 6戦2勝 門別 2022/11/02

〃 3歳 アツモリ 牝 2 トゥザワールド セングウ (マイネルセレクト) 重松國建 坂東ファーム 大井 的場直 520 2戦0勝 J東京 2022/10/15

〃 3歳 アークウイングラス 牝 2 リアルインパクト ウインクルグラス (グラスワンダー) アークフロンティア㈱ 出口牧場 大井 嶋田幸 962 5戦1勝 盛岡 2022/09/01

新馬 3歳 イーブンモア 牝 2 フリオーソ イチノティアラ (ブラックタイド) 勝山隆造 ノースガーデン 大井 赤嶺本 0 53.3

転入馬 3歳 ウォーゲーム 牡 2 デクラレーションオブウォー エナジーワイルド (カリズマティック) 藏野高 阿部栄乃進 大井 辻野豊 983 6戦1勝 金沢 2022/11/09

新馬 3歳 エゴラッピング 牡 2 デクラレーションオブウォー クリムゾンルージュ (エンドスウィープ) ㈱MMC リトルブルーファーム 大井 荒山勝 0 53.1

〃 3歳 カイロメッセージ 牡 2 CairoPrince DenaliTizadream (ColonelJohn)
MachmerHall,CraigBrogden
&Carrie

大井 森下淳 0 52.3

転入馬 3歳 カッテニシヤガレ 牡 2 ポアゾンブラック バカニシナイデヨ (チーフベアハート) 川上和彦 若林順一 大井 佐宗応 609 9戦0勝 水沢 2022/12/04

新馬 3歳 カツワカマル 牡 2 マジェスティックウォリアー シックスポケット (Charismatic) 菊地博 大典牧場 大井 鷹見浩 0 52.0

転入馬 3歳 カナード 牡 2 レッドファルクス チャメ (ホワイトマズル) 内海雅之 イワミ牧場 大井 須田和 528 1戦0勝 名古屋 2022/09/05

新馬 3歳 カミノアスール 牡 2 ビッグアーサー サンクチュアリ (アグネスタキオン) ㈱アスール 川向高橋育成牧場 大井 蛯名雄 0 52.7

〃 3歳 カミフジ セ 2 ウインバリアシオン ナリタメロディ (シンボリクリスエス) 佐竹徹 野々宮牧場 大井 嶋田幸 0 52.2

転入馬 3歳 キタノマーベラス 牝 2 ジョーカプチーノ マーベラスリリー (クロフネ) 北所拓也 酒井亨 大井 福田真 700 3戦0勝 J中山 2022/12/10

新馬 3歳 クライトゥナイト 牝 2 ヴァンセンヌ シングンガガ (キンシャサノキセキ) 和田正巳 ヒカル牧場 大井 渡邉和 0 50.5

転入馬 3歳 ジェイケイロンドン 牡 2 グレーターロンドン ジェイケイウィン (エンパイアメーカー) 小谷野次郎 浜本牧場 大井 中道啓 700 3戦0勝 J中山 2022/12/04

新馬 3歳 ドンナドンナ 牝 2 マジェスティックウォリアー ドンナビアンカ (ゴールドアリュール) ㈲宮内牧場 宮内牧場 大井 橋本馬 0 51.5
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〃 3歳 パイロウェーブ 牝 2 パイロ キャリーウェーブ (アグネスタキオン) 平本敏夫 片山牧場 大井 的場直 0 53.5

転入馬 3歳 ピオポルトボヌール 牝 2 ノボジャック ピオニエトウショウ (デュランダル) 廣松光成 新生ファーム 大井 的場直 561 7戦0勝 佐賀 2022/12/17

新馬 3歳 フェアリープレスト 牝 2 ドゥラメンテ フェアリーバニヤン (HonourandGlory) 桑野隆司 松浦牧場 大井 藤田輝 0 50.4

転入馬 3歳 ブルーシャトー 牡 2 トゥザワールド フロールシータ (エアジハード) 村山忠弘 門別敏朗 大井 立花伸 946 10戦0勝 金沢 2022/12/13

新馬 3歳 ミスヒカリ 牝 2 ダノンシャンティ ワンダフルムーン (アドマイヤムーン) 大髙政一 シンカンファーム 大井 中道啓 0 51.3

〃 3歳 ミワテツニゴー 牡 2 トゥザワールド グリッシーニ (アドマイヤムーン) 中澤加那子 レジェンドファーム 大井 佐宗応 0 54.6

〃 3歳 ヤマジュンアジアン 牝 2 アジアエクスプレス ダイヤモンドパール (クロフネ) 山下洵一郎 的場牧場 大井 高野毅 0 54.4

〃 3歳 ラブリーハルアキ 牡 2 バーディバーディ リサイトアチャーム (アグネスタキオン) 村田大作 レジェンドファーム 大井 髙橋清 0 54.4

転入馬 3歳 リアルガー 牡 2 リアルスティール メイショウホノボノ (メイショウサムソン) ㈲日進牧場 高村牧場 大井 橋本馬 4,273 9戦1勝 門別 2022/11/03

新馬 3歳 ロンドンブルース 牝 2 グレーターロンドン エーシンミモザ (キングカメハメハ) 井上久光 城地牧場 大井 鷹見浩 0 53.7


