
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 サンビュート セ 6 パイロ チャームエンジェル (Theatrical) ㈱加藤ステーブル 株式会社ケイズ 大井 福田真 66,560 26戦8勝 川崎 2023/01/03

〃 A1 チャイヤプーン 牡 8 フェデラリスト サイレントエクセル (ウイングアロー) 大久保和夫 原フアーム 船橋 川島一 65,860 35戦15勝 門別 2022/11/10

〃 A2 グットクレンジング 牡 4 コパノリチャード コパノレイミー (スターリングローズ) 小林祐介 へいはた牧場 大井 堀千亜 23,435 13戦5勝 盛岡 2022/10/02

〃 A2 グランコージー 牡 6 ベルシャザール アドマイヤプルート (アドマイヤコジーン) 布施慶士 マルシチ牧場 大井 福田真 33,450 23戦9勝 水沢 2022/12/31

〃 A2 ルヴァン 牡 6 ブラックタイド ピュアブリーゼ (Monsun) 楊明翰 ノーザンファーム 船橋 佐々功 32,354 25戦3勝 J中山 2022/12/11

〃 B1 ノアヴィグラス 牝 5 サウスヴィグラス ダブルアクセル (アグネスタキオン) 佐山公男 酒井牧場 大井 鷹見浩 21,038 16戦3勝 J中山 2022/12/25

〃 B3 アクセル 牡 5 キズナ エメラルハヤブサ (タイキシャトル) 中辻明 高村伸一 大井 福永敏 13,286 16戦2勝 J阪神 2022/11/19

〃 B3 アクロビンジャー 牡 4 ハービンジャー アクロバットラン (ディープインパクト) ㈱吉澤ステーブル 三嶋牧場 大井 鷹見浩 10,346 13戦0勝 J新潟 2022/10/23

〃 B3 フレイミングサン 牝 5 ハーツクライ レッドサン (Monsun) 清水義德 追分ファーム 大井 荒井朋 10,742 12戦0勝 J新潟 2022/10/30

〃 B3 マコトゴコタイ 牡 5 リオンディーズ グッドファイト (チーフベアハート) ㈱ディアマント 藤本ファーム 大井 森下淳 11,876 14戦6勝 門別 2022/11/09

〃 C1 テンオーケオー 牡 4 ローエングリン セデュウシング (アグネスタキオン) 天白泰司 社台ファーム 大井 辻野豊 4,680 9戦0勝 J福島 2022/07/23

〃 C2 ユリシーズ セ 4 ゴールドシップ レディーメグネイト (ファスリエフ) 中西桂子 三石川上牧場 大井 堀千亜 2,920 11戦0勝 J函館 2022/07/16

〃 C3 ジェニーグロウ 牝 4 シルバーステート シルバージェニー (LantanaMob) 三岡陽 藤本ファーム 大井 嶋田幸 1,100 2戦0勝 J阪神 2022/06/25

〃 3歳 アベニンティアラ 牝 3 ベストウォーリア アベニンプラナス (サウスヴィグラス) （株）マステック スマイルファーム 大井 鈴木啓 2,998 7戦1勝 門別 2022/11/10

新馬 3歳 クールアイ 牝 3 ドゥラメンテ モンプティクール (クロフネ) 平本敏夫 ハシモトフアーム 大井 的場直 0 53.6

転入馬 3歳 コスモイグローク 牡 3 ジョーカプチーノ クールベット (キングヘイロー) ㈲ビッグレッドファーム タツヤファーム 大井 宗形竹 14,948 7戦2勝 盛岡 2022/11/03

新馬 3歳 シャザロイン 牝 3 ベルシャザール ストロングヒロイン (リンドシェーバー) ㈱MMC シンカンファーム 大井 赤嶺本 0 54.2

転入馬 3歳 ヒダカホンセン 牝 3 フェノーメノ トキノメイゲツ (クロフネ) 大典牧場㈲ 大典牧場 大井 阪本一 1,368 10戦1勝 門別 2022/10/26

新馬 3歳 ビビアンギャング 牝 3 シニスターミニスター パイライトパワー (ケイムホーム) 鈴木道雄 ラツキー牧場 大井 納谷和 0 54.0

転入馬 3歳 ユーアオンフリーク 牡 3 インカンテーション サイレンスアモール (テイエムオペラオー) 池田草龍 中村勝則 大井 荒山勝 2,578 8戦1勝 門別 2022/11/10

新馬 3歳 ルクスベリタティス 牝 3 トビーズコーナー シャイントウショウ (オペラハウス) 三岡陽 堀川洋之 大井 阪本一 0 52.5


