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転入馬 A1 アナザートゥルース セ 8 アイルハヴアナザー キョウエイトルース (フジキセキ) ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 岡田スタツド 船橋 佐藤太 192,700 35戦7勝 J阪神 2022/04/17

〃 A2 ディアリッキー 牝 4 ホッコータルマエ パキータ (スペシャルウィーク) 小林祐介 田中裕之 大井 堀千亜 22,140 13戦5勝 盛岡 2022/11/21

〃 A2 ニシノライトニング 牡 4 アポロキングダム ニシノモンクス (タニノギムレット) 西山茂行 村上欽哉 大井 佐宗応 32,378 22戦4勝 J阪神 2022/11/13

〃 A2 ロードエース 牡 7 エーシンフォワード エーシンパナギア (エイシンサンディ) 中村伊三美 栄進牧場 大井 福永敏 42,260 26戦4勝 J阪神 2022/10/08

〃 B1 アーマーバローズ 牡 5 カレンブラックヒル ノアウイニング (クリプティックラスカル) 猪熊広次 春木ファーム 大井 福永敏 26,810 18戦3勝 J阪神 2022/10/10

〃 B1 スティールストーム 牡 4 シニスターミニスター フェスティバル (アサティス) 菅野守雄 有限会社プライドロック 船橋 張田京 20,703 27戦9勝 門別 2022/10/27

〃 B1 レッドブロンクス 牡 5 エピファネイア レッドソンブレロ (キングカメハメハ) 伊藤捷一 ノーザンファーム 大井 橋本馬 25,592 27戦2勝 J阪神 2022/11/06

〃 B2 ジャミールフエルテ セ 6 オルフェーヴル プリティカリーナ (SeekingtheGold) 井上謙一 ノーザンファーム 大井 吉井竜 23,192 31戦2勝 J阪神 2022/10/29

〃 B2 ジューンステータス 牡 6 メイショウボーラー フラワーチャンプ (フジキセキ) 吉川潤 吉田又治 大井 鈴木啓 21,686 27戦2勝 J阪神 2022/11/19

〃 B2 マイネルシスネロス 牡 5 キングカメハメハ マイネイサベル (テレグノシス) 門別敏朗 ビッグレッドファーム 大井 福永敏 20,618 24戦15勝 門別 2022/11/08

〃 B3 スティールグレート 牡 4 アジアエクスプレス キタサンスズラン (アルカセット) 菅野守雄 カタオカステーブル 大井 高野毅 9,460 23戦7勝 門別 2022/11/09

〃 B3 ベニッシモ セ 3 ラブリーデイ グッドカルマ (Tobougg) ㈱ニッシンホールディングス シンボリ牧場 大井 堀千亜 10,430 11戦0勝 J札幌 2022/09/04

〃 B3 モズマンジロウ セ 4 モーリス アンシェルブルー (マンハッタンカフェ) 北側雅司 矢野牧場 大井 赤嶺亮 10,415 16戦1勝 J阪神 2022/11/20

〃 C1 カラフルフレスコ 牝 3 クリエイターⅡ ユアカラー (JadeRobbery) 福原聡 スイートフアーム 大井 中道啓 4,065 18戦2勝 水沢 2022/11/28

〃 C1 ナカガワフェイス 牝 3 パイロ セイウンクノイチ (サンデーサイレンス) 佐々木勉 筒井征文 大井 藤田輝 6,314 10戦0勝 J新潟 2022/08/27

〃 C1 プリサイスニードル セ 3 プリサイスエンド プレシャスクルー (ノヴェリスト) 菊地博 ノースガーデン 大井 吉井竜 4,499 12戦2勝 門別 2022/11/08

〃 C2 アイアムラベンダー 牝 3 ドレフォン アイアムネフライト (アグネスタキオン) 堀紘一 まるとみ冨岡牧場 大井 栗田裕 2,870 6戦0勝 門別 2022/08/24

〃 C2 エーデルフォルム セ 3 ディープインパクト イブニングジュエル (NorthernAfleet) 吉田照哉 社台ファーム 大井 髙橋清 2,620 5戦0勝 J札幌 2022/08/28

〃 C2 オゼイユ 牝 3 ラブリーデイ オアシスムーン (アグネスタキオン) 酒井孝敏 藤原牧場 大井 栗田裕 2,100 7戦0勝 J小倉 2022/08/21

〃 C2 ショウグン 牡 3 ディーマジェスティ イブニングアフェア (Kingmambo) 幅田昌伸 斉藤スタッド 大井 森下淳 3,400 4戦0勝 J小倉 2022/08/14

〃 C2 バリブラック セ 3 カレンブラックヒル トヨサンハッピー (マリエンバード) 佐藤良二 松本信行 大井 井上弘 3,935 31戦3勝 門別 2022/11/02

〃 C2 ヒロシゲパール 牝 3 ドゥラメンテ ホットフレイバー (タバスコキャット) 山下勇 岡田牧場 大井 堀千亜 2,920 8戦0勝 J札幌 2022/08/28

〃 3歳 エイシンユンケル 牡 3 エイシンフラッシュ ハートフォーカス (IntenseFocus) 安田功夫 栄進牧場 大井 小野晋 1,601 22戦0勝 盛岡 2022/10/11

〃 3歳 キングスレイヤー 牡 3 ゼンノロブロイ エンプレスラブ (マイネルラヴ) 西村健 村中牧場 大井 藤田輝 1,197 7戦3勝 名古屋 2022/11/24

〃 3歳 キープオンラビン 牝 3 モーリス ガラスマスカレイド (キングカメハメハ) 廣村憲郎 有限会社吉田ファーム 大井 立花伸 1,968 9戦5勝 金沢 2022/11/28

〃 3歳 ゴーンクエスト 牡 3 QualityRoad GoneCallin (ProudCitizen) 岩渕瑞生 ChiyodaFarm 大井 辻野豊 1,147 10戦3勝 盛岡 2022/11/06

〃 3歳 シードザブレイク 牡 3 バゴ ラクスクライン (ステイゴールド) 三宅勝俊 カナイシスタッド 大井 阪本一 1,040 7戦0勝 J札幌 2022/08/27

〃 3歳 ジョーヌヴェール 牝 3 ドゥラメンテ ビッグクィーン (ブライアンズタイム) 川崎賢二 北星村田牧場 大井 須田和 1,582 10戦0勝 笠松 2022/11/16

新馬 3歳 スーパーサイクル 牡 3 ワールドエース ニシノキュベレー (サクラバクシンオー) 酒井喜生 山田牧場 大井 月岡健 0 1.17.4
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転入馬 3歳 タイキエクセロン 牡 3 アメリカンペイトリオット グッドイヴニング (コマンズ) ㈲大樹ファーム （有）ビクトリーホースランチ 大井 井上弘 1,269 5戦1勝 門別 2022/11/09

〃 3歳 タロマイスター 牡 3 ホッコータルマエ クニコチャン (ゴールドアリュール) 髙岡浩行 アサヒ牧場 大井 高野毅 1,980 10戦3勝 門別 2022/11/09

〃 3歳 チベリウス 牡 3 ロードカナロア タンギモウジア (ハーツクライ) 岩渕瑞生 前谷武志 大井 柏木一 1,180 9戦3勝 盛岡 2022/11/21

〃 3歳 ヌマ 牝 3 キズナ クローバーナイト (Henrythenavigator) ㈲新冠橋本牧場 新冠橋本牧場 大井 福田真 1,326 7戦3勝 門別 2022/11/08

〃 3歳 ノーブルブロンド 牝 3 ラニ ノーブルビューティ (キングカメハメハ) 酒井孝敏 市川牧場 大井 遠藤茂 1,020 15戦1勝 高知 2022/11/20

新馬 3歳 フォーモサルビー 牝 3 トゥザグローリー フォーモサマンボ (ノボジャック) 上山泰憲 高昭牧場 大井 髙岩孝 0 1.17.7

転入馬 3歳 フクノバルトラン 牡 3 ワールドエース ピントゥハティ (アドマイヤムーン) 福島祐子 株式会社ケイズ 大井 蛯名雄 1,500 6戦4勝 門別 2022/10/25

〃 3歳 ブレスク 牡 3 ルーラーシップ パララサルー (ディープインパクト) 西村健 追分ファーム 大井 福田真 1,053 7戦0勝 門別 2022/11/10

〃 3歳 メールブルー 牡 3 ヴィットリオドーロ リバティーベル (アサティス) 南里義彦 グランド牧場 大井 堀千亜 1,607 13戦4勝 佐賀 2022/10/28

〃 3歳 ルグランブルー 牝 3 イスラボニータ トレラピッド (AnabaaBlue) 村田裕子 社台ファーム 大井 橋本馬 1,014 10戦2勝 名古屋 2022/11/23

〃 3歳 ローゼンヴォルフ 牡 3 ルーラーシップ ロゼラニ (ブラックタイド) 宮田守 フジワラフアーム 大井 佐宗応 1,050 9戦3勝 門別 2022/11/09

新馬 2歳 アセットミューズ 牝 2 ネオユニヴァース サセッティ (Selkirk) 中澤加那子 今井秀樹 大井 蛯名雄 0 53.2

〃 2歳 アリゾナスカイ 牡 2 ヴァンセンヌ マチカネホホエミ (コマンダーインチーフ) 和田正巳 村上牧場 大井 渡邉和 0 52.7

転入馬 2歳 エイシンメテオラ 牡 2 エイシンヒカリ モントレーストリート (CandyRide) 吉田勝利 荒谷牧場 大井 鷹見浩 1,410 7戦2勝 盛岡 2022/11/14

〃 2歳 カガヤキタイヨー 牝 2 エスポワールシチー ヴェアリアスローズ (スターリングローズ) 鶴谷義雄 村上牧場 大井 栗田裕 1,262 4戦1勝 金沢 2022/10/02

新馬 2歳 キタサンベレーザ 牝 2 ヘニーヒューズ キタサングラシアス (キングヘイロー) ㈲大野商事 カタオカステーブル 大井 米田英 0 51.3

〃 2歳 クリノイチバンボシ 牡 2 ヘニーヒューズ ゴブレット (ホワイトマズル) 栗本守 石田牧場 大井 鈴木啓 0 51.3

〃 2歳 ゴールドエポレット 牡 2 シャンハイボビー デコルテ (タニノギムレット) 今中俊平 西村牧場 大井 髙橋清 0 53.2

転入馬 2歳 サザンレイク 牝 2 ヘニーヒューズ ローズゴールド (サウスヴィグラス) 村山忠弘 坂牧場 大井 村上頼 2,624 8戦2勝 門別 2022/11/02

〃 2歳 シェーンブルーメ 牝 2 ビーチパトロール オースミハナチャン (ハーツクライ) ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 白井牧場 大井 米田英 675 6戦1勝 門別 2022/10/06

〃 2歳 シャイニーセンス 牡 2 ラブリーデイ ブライティアセンス (ストリートセンス) 小林昌志 雅牧場 大井 高野毅 1,948 6戦2勝 門別 2022/11/03

〃 2歳 シャンパンファイト 牡 2 エスポワールシチー プリモウェイ (Giant’sCauseway) 竹下浩一 佐藤鉄也 大井 福田真 2,500 1戦1勝 門別 2022/05/17

〃 2歳 シュガーベイビー 牝 2 ジャスタウェイ エーレンガート (アドマイヤムーン) （一社）taxable 宝寄山拓樹 大井 佐宗応 1,085 7戦0勝 門別 2022/11/08

〃 2歳 シルバーニードル 牡 2 ゴールドシップ ブーケドロゼブルー (ロージズインメイ) 菊地博 加野牧場 大井 佐宗応 962 3戦1勝 門別 2022/10/25

新馬 2歳 ジョリーハーモニー 牝 2 ホッコータルマエ ゴールドハーモニー (ゴールドアリュール) 中山博 広富牧場 大井 的場直 0 53.0

〃 2歳 ジンガノ 牝 2 ヘニーヒューズ リュウメイ (コロナドズクエスト) ㈱永翔苑 笹川大晃牧場 大井 荒山勝 0 53.6

転入馬 2歳 スタードラマー 牡 2 フェノーメノ ファーマフレア (スウェプトオーヴァーボード) 中西功 増尾牧場 大井 須田和 4,112 9戦3勝 門別 2022/11/02

〃 2歳 スーパーファントム 牡 2 スピルバーグ コハルタイム (キャプテンスティーヴ) 阿部東亜子 林博道 大井 嶋田幸 745 5戦1勝 門別 2022/11/10

〃 2歳 タイガーチャージ 牡 2 ミッキーロケット ヒカリヴィグラス (サウスヴィグラス) 定蛇邦宏 ヒカル牧場 大井 鈴木啓 6,186 6戦2勝 門別 2022/11/03
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〃 2歳 トーセンプリシラ 牝 2 トーセンレーヴ レッドヴォーグ (シンボリクリスエス) 島川隆哉 有限会社エスティファーム 大井 橋本馬 1,600 1戦1勝 笠松 2022/07/29

新馬 2歳 ドリーミーブリーズ 牡 2 AlwaysDreaming PlayaBlanca (Unbridled’sSong) 岡井元憲 MachmerHall 大井 森下淳 0 52.5

〃 2歳 ビッグモーメント 牡 2 ヴィクトワールピサ レゾリューション (カリズマティック) 保坂和孝 大島牧場 大井 藤田輝 0 52.6

〃 2歳 ビーチガール 牝 2 ビーチパトロール シゲルハチマンタイ (シンボリクリスエス) 井上久光 千葉飯田牧場 大井 佐宗応 0 52.6

転入馬 2歳 ピエールオレゴン 牡 2 パドトロワ フレスカ (ディープスカイ) 工藤栄三 ノースガーデン 大井 中道啓 2,200 1戦1勝 門別 2022/06/30

〃 2歳 フルフィリング 牝 2 ビーチパトロール アルテミシア (クロフネ) 早川稔 岡田スタツド 大井 髙岩孝 878 6戦1勝 門別 2022/11/02

新馬 2歳 フロリダフォンテン 牝 2 レッドファルクス マドンナフォンテン (ルールオブロー) 吉橋興生 新井弘幸 大井 井上弘 0 51.8

〃 2歳 ブランクスペース 牡 2 アジアエクスプレス ブロンコーネ (ブライアンズタイム) 飯田正剛 千代田牧場 大井 渡邉和 0 52.7

〃 2歳 ブレイブクラウン 牡 2 ワールドエース ハートマイハート (キングカメハメハ) 井上久光 川上牧場 大井 髙橋清 0 52.3

〃 2歳 ブレスオブラヴ 牝 2 ビッグアーサー ハナズジャンプ (ダンスインザダーク) 金石守 カナイシスタッド 大井 阪本一 0 53.5

転入馬 2歳 プラチナムロッド 牝 2 ダンカーク ゴールデンロッド (キングカメハメハ) 吉田晴哉 （有）社台Ｃ白老ファーム 大井 荒山勝 1,011 6戦1勝 門別 2022/11/09

新馬 2歳 プリンシパルアクト 牡 2 ゴールドアクター カラフル (ブラックタイド) 太田匡哉 平岡牧場 大井 的場直 0 53.5

〃 2歳 ペルシアンローズ 牝 2 エスポワールシチー キッズアベリア (ネオユニヴァース) 星加浩一 ヴェルサイユファーム株式会社大井 渡邉和 0 52.7

〃 2歳 ホワイトシャーク 牝 2 レッドファルクス シャークファング (パイロ) 鮫島明洋 船越伸也 大井 大宮和 0 52.8

〃 2歳 ポジションバトル 牡 2 バトルプラン フィールザファン (デュランダル) 前田良平 高澤正幸 大井 松浦裕 0 52.8

転入馬 2歳 ポヴディーコス 牡 2 ダノンレジェンド ラヴマリッジ (フレンチデピュティ) 川添裕起 津田牧場 大井 蛯名雄 553 7戦0勝 門別 2022/11/10

〃 2歳 マサノチャンス 牡 2 タリスマニック ティアップアリア (ヘニーヒューズ) 古賀禎彦 小林正仁 大井 月岡健 1,473 7戦1勝 門別 2022/09/13

〃 2歳 マザオ 牡 2 インカンテーション ニシノマザーアース (ブライアンズタイム) ㈲谷川牧場 谷川牧場 大井 嶋田幸 1,935 11戦1勝 門別 2022/11/09

新馬 2歳 マルカンラニ 牡 2 ラニ ミヤビセラヴィ (アルデバランⅡ) 斉藤勘介 金石牧場 大井 高野毅 0 51.6

〃 2歳 マーシャン 牡 2 パイロ アイアムノココロ (フジキセキ) 山本律 上水牧場 大井 森下淳 0 53.5

〃 2歳 モントシャルマン 牡 2 コパノリッキー アリオーン (スターリングローズ) ㈱Ｔ．Ｕ．Ｋ． 王蔵牧場 大井 嶋田幸 0 54.0

転入馬 2歳 ヤマジュンセーヌ 牝 2 ウインバリアシオン マリーシア (クロフネ) 山下洵一郎 荒谷牧場 大井 小野晋 539 9戦0勝 門別 2022/11/02

〃 2歳 リコーアストラ 牝 2 ラニ フサイチモナコ (フジキセキ) 土橋正雄 リコーファーム 大井 荒山勝 843 4戦1勝 門別 2022/11/08

〃 2歳 リコーステアー 牝 2 メイショウボーラー リコーノエラニ (プリサイスエンド) 土橋正雄 リコーファーム 大井 蛯名雄 1,905 9戦2勝 門別 2022/11/09

〃 2歳 リコーヘンメリー 牡 2 バトルプラン リコーレイス (カコイーシーズ) 土橋正雄 リコーファーム 大井 蛯名雄 735 11戦0勝 門別 2022/11/10

新馬 2歳 ルージュカメリア 牝 2 バトルプラン ビューティーレディ (サンデーサイレンス) 平井ひろみ 飛渡牧場 大井 阪本一 0 53.3

転入馬 2歳 ヴァイスホルン 牝 2 ダンカーク シラヤマヒメ (サクラローレル) （有）ターフ・スポート 中島牧場 大井 辻野豊 1,032 10戦1勝 門別 2022/11/09

新馬 2歳 ヴァーレミヤギ 牡 2 バトルプラン ティーブラウニー (ホワイトマズル) 鈴木雅俊 小西ファーム 大井 三坂盛 0 51.7


