
No 性 父馬名 母馬名 地区 申込者名 飼養者名 結果 購買者名 落札額(円)

1 牡 ヘニーヒューズ タイニーダンサー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 宮崎　俊也 46,200,000
2 牡 シビルウォー ダイメイジュエリー 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 (株)門別牧場 2,750,000
3 牡 リオンディーズ ダイワストリーム 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 栗本　守 7,040,000
4 牝 アジアエクスプレス タケノミリオン 新冠 （有）五丸農場 岩見ステーブル 落札 石川県馬主協会 3,630,000
5 牡 デクラレーションオブウォーダニエラズフラワー 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 ホースアディクト 4,400,000
6 牝 ダンカーク ダノンサイクロン 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ベルサイユステーブル㈱ 主取
7 牡 サトノクラウン ダンツキャンサー 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 山元  哲二 26,400,000
8 牡 ジャスタウェイ チアズスワロー 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 (株)エスティ 9,900,000
9 牡 タリスマニック チャンドラプラバー 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 5,940,000

10 牝 メイショウボーラー チャーミングメイト 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 主取
11 牝 デクラレーションオブウォーチューベローズ 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 兵庫県馬主協会 5,500,000
12 牝 エイシンフラッシュ ツクバオトメ 新冠 坂元　芳春 （有）ヤマダステーブル 主取
13 牡 タリスマニック ティアップアリア 荻伏 小林　正仁 （有）荻伏共同育成場 主取
14 牝 フリオーソ ディーズファクター 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 是枝　浩平 8,250,000
15 牡 ディーマジェスティ デットオアアライブ 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 主取
16 牡 ホッコータルマエ テツムーン 荻伏 櫛桁牧場 （有）大作ステーブル 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 4,400,000
17 牝 タリスマニック テンセイフジ 浦河 小葉松　幸雄 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 佐賀県馬主会　小橋　亮太 3,520,000
18 牡 ハタノヴァンクール ダイワカリエンテ 門別 (有)グッドラック･ファーム クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会 2,420,000
19 牡 サトノクラウン トゥルヴァーユ 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 主取
20 牡 パイロ ドナファウスタ 三石 下屋敷牧場 （株）森本スティーブル 落札 横井　良明 10,230,000
21 牡 ダノンシャーク ドナマコン 静内 酒井　亨 （株）ＮＹＳ 主取
22 牝 ロゴタイプ トーコーディオーネ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 (有)イーデン産業 2,860,000
23 牡 キンシャサノキセキ ドメーヌ 門別 シグラップファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)Y.Y.Blood Stock 5,060,000
24 牝 ヘニーヒューズ ティンクルハート 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 下河邉　行信 7,150,000
25 牝 トビーズコーナー ナムララピス 荻伏 桑田　正己 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 千葉県馬主会　山地　真吾 7,260,000
26 牡 ホッコータルマエ ナリタアマリリス 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 小野寺　悠太 5,830,000
27 牡 ラブリーデイ ナリタシークレット 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 石川　佳弘 7,700,000
28 牝 カレンブラックヒル ネオヴェリーベリー 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 田頭　勇貴 1,650,000
29 牝 ダノンシャーク ノボレインボー 門別 サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 主取
30 牝 ハタノヴァンクール ハタノボニート 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 落札 下村  直 3,850,000
31 牝 ドレフォン ハヤブサエミネンス 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 横井　良明 12,100,000
32 牡 ダノンレジェンド ハイウェイトゥグローリー浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (株)レックス 2,860,000
33 牝 エスポワールシチー ハートフルビコー 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 落札 石川県馬主協会 4,510,000
34 牡 ワールドエース ハートマイハート 東京 （株）シエラ （有）大作ステーブル 主取
35 牡 トゥザワールド バーラプレッタ 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 福島  徳佑 7,480,000
36 牝 サトノダイヤモンド バクシンヒロイン 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
37 牝 グレーターロンドン ハタノフォルトゥナ 門別 (有)グッドラック･ファーム クラックステーブル 主取



38 牡 オルフェーヴル タムロブライト 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 落札 ＩＨＲ組合 7,700,000
39 牝 マジェスティックウォリアーピッチシフター 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 兵庫県馬主協会 5,500,000
40 牝 ラニ ピッチニーニ 十勝 小林　和幸 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
41 牡 ビーチパトロール ピンクノミーナ 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 落札 佐賀県馬主会　(同)ＪＰＮ技研2,200,000
42 牡 ベルシャザール ハリケーンタマ 荻伏 （有）小島牧場 （株）愛知ステーブル 主取
43 牝 バンブーエール トーコーメロディ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 橘　倍男 2,200,000
44 牡 フェノーメノ トキノナイス 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
45 牡 アジアエクスプレス パリーナチャン 浦河 （有）松栄牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)13,200,000
46 牝 イスラボニータ ハイノリッジ 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 欠場
47 牝 レッドファルクス ハタノリュウール 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
48 牝 エイシンフラッシュ ハッピートーク 新冠 坂元　芳春 （有）ヤマダステーブル 主取
49 牡 ファインニードル パルティール 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 岡村　善行 8,250,000
50 牝 リオンディーズ ヒルノリスボン 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 落札 永山　勝敏 2,750,000
51 牝 ダンカーク チェネレントラ 三石 （株）千里ファーム （有）浦河育成センター 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
52 牡 ビーチパトロール ピンキーカフェ 浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
53 牡 Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ ファッションストリート 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)エスティ 5,500,000
54 牝 マジェスティックウォリアーファイトソング 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 椎名　節 7,920,000
55 牝 ダノンシャンティ フィユタージュ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 荒川　将一 2,200,000
56 牡 リアルインパクト フィーユドノワール 平取 （有）スガタ牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (株)レックス 2,860,000
57 牝 マクフィ フォワードカール 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 西森　功 4,180,000
58 牡 ビッグアーサー フクノグローリア 門別 （株）ケイズ （株）ケイズ 主取
59 牡 ダノンレジェンド フミノアザレア 浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 佐賀県馬主会　平井　裕 4,840,000
60 牝 アジアエクスプレス ブラジリアンビューティ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 名古屋競馬（株） 16,500,000
61 牡 モーリス ブラックシップ 東北 久保ファーム 久保ファーム 落札 吉冨　学 5,500,000
62 牝 シルバーステート プラントパラダイス 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 落合　幸弘 11,550,000
63 牝 ケープブランコ ビアンカリボン 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
64 牝 エスポワールシチー ハートフルモトヒメ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 落札 大屋　高広 4,840,000
65 牝 スズカコーズウェイ ハヤブサレディゴー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 岡本　真二 26,400,000
66 牡 タリスマニック ハートエンジェル 静内 佐竹　学 ハントバレートレーニングファーム落札 兵庫県馬主協会 4,400,000
67 牡 シルバーステート ハタノファベルジェ 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 15,400,000
68 牡 リアルインパクト ドルフィンルージュ 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 主取
69 牝 モーリス フェイスマーク 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 小林  祥晃 7,700,000
70 牡 ダノンレジェンド ブリトン えりも熊沢牧場 （有）大作ステーブル 主取
71 牝 ディスクリートキャット フリージアコート 三石 佐藤　勝秀 （株）森本スティーブル 欠場
72 牡 ラブイズブーシェ フルオブラヴ 東京 小林　祐介 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）主取
73 牝 キズナ プルームリジェール 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 主取
74 牝 アジアエクスプレス ブルーライトクロス 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 松田　整二 3,300,000
75 牡 ヴィットリオドーロ フルチャージ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 兼松  昌男 5,500,000



76 牝 インカンテーション フレンドプラチナ 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 戸山  光男 3,520,000
77 牡 ホッコータルマエ プロフェシーライツ 静内 坂本　智広 坂本　智広 落札 岡  浩二 7,700,000
78 牝 トランセンド ブーケパルフェ 静内 静内酒井牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 橘　倍男 2,750,000
79 牡 コパノリッキー ヘイローマジック 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
80 牝 ヘニーヒューズ ベストフューチャー 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 熊木　浩 12,650,000
81 牝 サウンドボルケーノ ホワイトドレス 門別 渋谷　健作 クラックステーブル 落札 橋本　忠男 1,650,000
82 牝 ジャングルポケット ホッコーヴァール 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ディアレストクラブ 2,420,000
83 牡 ホッコータルマエ ポッドシャイニー 三石 下屋敷牧場 （株）森本スティーブル 主取
84 牡 バーディバーディ フレンチジェンヌ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
85 牡 リアルインパクト ボラボラ 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 主取
86 牝 ラブリーデイ ホリデイスクリーン 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
87 牡 スズカコーズウェイ ファーストレディ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 (株)吉澤ステーブル 36,300,000
88 牝 ビッグアーサー ファビラスタイム 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 竹下　浩一 14,850,000
89 牝 シルバーステート ビューティブロンド 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 アールユニコーンステーブル2,200,000
90 牡 ゴールドアクター ポーカーアリス 十勝 小林　和幸 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 横井　良明 14,300,000
91 牡 カレンブラックヒル マイファーストラヴ 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 久松　朋史 8,140,000
92 牝 ディーマジェスティ マキアージュシチー 静内 曾我　博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 稲葉　光昭 2,200,000
93 牡 ワールドエース マジカルフラッシュ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 美﨑　光二郎 3,300,000
94 牡 ドレフォン マジッククレスト 門別 （株）クラウン （株）クラウン 落札 千葉県馬主会　尾田　信夫19,250,000
95 牝 ジョーカプチーノ マーベラスリリー 静内 酒井　亨 （株）ＮＹＳ 落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
96 牝 ダンカーク フラワーロック 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 7,920,000
97 牝 ハタノヴァンクール ファーマシスト 門別 (有)グッドラック･ファーム クラックステーブル 落札 菅野　守雄 4,950,000
98 牡 ヴィットリオドーロ ベラトリックス 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 ａｎｎｏｎ(株) 5,500,000
99 牡 カレンブラックヒル ミスサイベリア 浦河 笹島　政信 （有）チェスナットファーム 落札 サイタグローバル 3,300,000

100 牝 ダノンレジェンド ミスヨナ えりも熊沢牧場 （有）大作ステーブル 主取
101 牡 ロージズインメイ ミスローラ 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 主取
102 牝 コパノリッキー ミヤビグローリー 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 欠場
103 牡 ミッキーアイル ミラクルワウ 門別 シグラップファーム （株）木村育成牧場 主取
104 牝 リアルスティール ミリオンセラー 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 4,070,000
105 牡 タリスマニック ベルシルエット 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 欠場
106 牝 アメリカンペイトリオット ホットファッション 静内 静内酒井牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 河合　裕明 3,300,000
107 牝 リアルインパクト ポッドフィズ 三石 下屋敷牧場 （株）森本スティーブル 主取
108 牡 ミッキーロケット ムーンスケイプ 静内 静内杉下牧場 (株)PYRAMID TRAINING 主取
109 牡 リオンディーズ マスターチアフル 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 吉冨　学 19,800,000
110 牡 ヴィットリオドーロ マツリバヤシ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 是枝　浩平 14,300,000
111 牡 ビーチパトロール メリーウェザー 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 (株)レックス 3,300,000
112 牡 エスケンデレヤ メイカ 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社主取
113 牡 ホッコータルマエ メイショウアリス 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 深見　敏男 9,350,000



114 牝 ダノンレジェンド メイショウトパーズ 浦河 榊原　敏明 （有）チェスナットファーム 落札 瀬戸　竜男 2,200,000
115 牡 メイショウサムソン メイショウブリエ 浦河 （有）松栄牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (有)コスモヴューファーム 6,050,000
116 牡 ジャスタウェイ メイショウボナール 様似 （有）様似木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 多田　賢司 8,250,000
117 牡 トゥザグローリー メイショウアレーナ 浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (株)アフリートファーム 2,530,000
118 牝 ヘニーヒューズ リュウメイ 胆振 （有）笹川大晃牧場 ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 (株)永翔苑 7,150,000
119 牡 デクラレーションオブウォーモフモフ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 村上　稔 12,100,000
120 牝 リオンディーズ モルフェキイ 静内 坂本　智広 （有）パイオニアファーム 落札 奥田　貴敏 10,010,000
121 牡 スマートファルコン モアスマイル 静内 久保　秀雄 （有）福山育成牧場 主取
122 牡 シビルウォー ユノエポック 新冠 坂元　芳春 （有）ヤマダステーブル 落札 蓑島　竜一 2,750,000
123 牡 イスラボニータ ポッドルージュ 三石 下屋敷牧場 （株）森本スティーブル 落札 由比　泉子 7,700,000
124 牝 グランデッツァ ライカート 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 川添　裕起 1,430,000
125 牡 キンシャサノキセキ ライムスカッシュ 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 野田　善己 15,400,000
126 牝 ビーチパトロール ラブユー 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 主取
127 牡 リアルインパクト リアハッピー 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 (株)門別牧場 5,060,000
128 牝 ラブリーデイ ヤクマンブルース 東京 （株）シエラ （有）大作ステーブル 主取
129 牝 ミッキーアイル ユキアカリノマチ 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 (株)セイクリットファーム 6,820,000
130 牡 ダノンレジェンド ユリオプスデイジー 滋賀 （同）Ｊｕｎｎｙ ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 主取
131 牝 マインドユアビスケッツ モモトンボ 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 落札 松嶋　良治 9,020,000
132 牡 レッドファルクス ユメザンマイ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
133 牝 ジョーカプチーノ ララミニョンヌ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 落札 (株)ＮＫＫレーシング 1,540,000
134 牡 シニスターミニスター ラピッドガール 門別 スウィングフィールド牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 宮本　育也 8,800,000
135 牝 トゥザワールド ミラクルガール 静内 静内酒井牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
136 牡 ビーチパトロール リマンドインパクト 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
137 牡 ディスクリートキャット リコリアーノ 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 落札 (有)太盛 4,400,000
138 牝 ビーチパトロール リボルトレイダー 胆振 （有）笹川大晃牧場 （株）森本スティーブル 落札 松本　好雄 8,140,000
139 牡 エイシンフラッシュ リーズントウショウ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 志村　鑑彦 5,390,000
140 牡 ダンカーク ハタノメドゥーサ 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 戸山  光男 3,630,000
141 牡 トーセンジョーダン ルサリエ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 由井　健太郎 2,200,000
142 牝 ファインニードル ルビーティアラ 千葉 (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ ＹＴＴパートナーシップ 主取
143 牡 エスポワールシチー ルルマントウショウ 門別 （株）セイクリットファーム Gates Stable 主取
144 牡 アドマイヤムーン ルスナイオブカラー 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (株)アウレア 4,400,000
145 牡 ホッコータルマエ レディシアトル 浦河 （有）笹地牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 神奈川県馬主協会　秋谷　寿之9,900,000
146 牝 バトルプラン レッドテオドーラ 愛知 ＫＯＭＡＨＯＴＥＬ(同) （株）門別牧場 落札 戸山  光男 3,190,000
147 牡 マジェスティックウォリアーレゲウーマン 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 田中　成奉 29,700,000
148 牡 ビーチパトロール レイニータ 東京 （株）シエラ （有）大作ステーブル 主取
149 牡 ロージズインメイ レオアンナ 浦河 江谷牧場 江谷牧場 落札 兵庫県馬主協会 2,420,000
150 牝 メイショウサムソン レオズアメトリン 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 町田　武 1,650,000
151 牡 ラブリーデイ レッドオランジュ 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 栗本  博晴 3,300,000



152 牡 デクラレーションオブウォーレッドメアラス 胆振 青藍牧場 青藍牧場 欠場
153 牝 サトノダイヤモンド レディアモーレ 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 KICレーシング 2,750,000
154 牝 アジアエクスプレス レディーソルジャー 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 坂本　肇 14,300,000
155 牝 シビルウォー レッドフォーリア 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
156 牡 ゴールドアクター ラックアサイン 静内 静内ファーム （有）ヤマダステーブル 主取
157 牡 ダノンレジェンド ラヴィーゲラン 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 奥　裕嗣 19,800,000
158 牡 ビーチパトロール レッドリップス 三石 （株）千里ファーム ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 岡  浩二 7,260,000
159 牡 エスケンデレヤ ルスナイサンバ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 日本中央競馬会 5,280,000
160 牝 ディスクリートキャット ロゴマーク 静内 今牧場 カルペディエム メイド 主取
161 牡 メイショウボーラー ロックドクトリン 浦河 （有）松栄牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 土井  孝夫 6,600,000
162 牡 ウインバリアシオン ロックランザ 東北 スプリングファーム （有）パイオニアファーム 落札 蓑島　竜一 6,050,000
163 牝 インカンテーション ロマンロード 浦河 榊原　敏明 （有）チェスナットファーム 落札 千葉県馬主会　横田　一男 1,650,000
164 牡 ダンカーク レディサマンサ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 横井　良明 17,050,000
165 牝 アメリカンペイトリオット ワイズトウショウ 門別 坂戸牧場 Ikuchise Stud 落札 トウショウ産業㈱ 4,290,000
166 牡 ディープスカイ ワタシノデバン えりも熊沢牧場 （有）大作ステーブル 主取
167 牡 ケープブランコ ワンダーセーハ 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 落札 会田　浩史 3,850,000
168 牡 リアルスティール イナズマローレル 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 (有)ディアレストクラブ 13,200,000
169 牝 アジアエクスプレス アースラブーム 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 主取
170 牡 リアルインパクト アシドベリー 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 主取
171 牡 ファインニードル アイスウィッチ 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ベルサイユステーブル㈱ 落札 柏木  務 3,300,000
172 牡 ベーカバド アインステージ 静内 聖心台牧場（有） （株）森本スティーブル 落札 (有)富士ファーム 3,850,000
173 牡 ホッコータルマエ アインライツ 静内 坂本　春雄 （有）ヤマダステーブル 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 3,300,000
174 牝 ダノンレジェンド アールデコ 様似 沢井　義一 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
175 牡 トビーズコーナー アクアブルーハート 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)湘南 18,150,000
176 牡 リオンディーズ アステュート 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (有)コスモヴューファーム 17,600,000
177 牡 デクラレーションオブウォーアドマイヤオウカ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 荒木  徹 7,040,000
178 牝 ハタノヴァンクール アイルゴーバック 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 立山　伸二 2,200,000
179 牝 ミッキーロケット アナザーガール 静内 静内ファーム 静内ファーム 主取
180 牡 ミッキーアイル アバンドーネ 門別 （株）スマイルファーム （有）坂東牧場 落札 山元  哲二 18,150,000
181 牝 バゴ イセノメガミ 荻伏 桑田　正己 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 西森　功 2,750,000
182 牡 ネオユニヴァース アミリス 東京 （株）シエラ （有）大作ステーブル 落札 二口　雅一 12,100,000
183 牝 ダノンレジェンド アクトナチュラリー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 (株)吉澤ステーブル 6,600,000
184 牝 ヴィクトワールピサ アンフレシェ 荻伏 （有）小島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 STレーシング 3,960,000
185 牡 フリオーソ アースリーチャンス 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 兵庫県馬主協会 5,940,000
186 牡 アジアエクスプレス アグネスミヌエット 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 吉冨　学 8,140,000
187 牡 ベストウォーリア インプレッシヴ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 吉冨　学 10,450,000
188 牡 ヘニーヒューズ イナズマアマリリス 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 永山　勝敏 13,200,000
189 牝 スノードラゴン インフィニティラヴ 三石 （株）さとう ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取



190 牝 キンシャサノキセキ インドリヤ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 日本中央競馬会 10,450,000
191 牡 ルーラーシップ イルミナティ 浦河 （有）松栄牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 Him Rock Racing ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱15,400,000
192 牝 サトノクラウン ウィアーワン 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 主取
193 牡 ヴァンセンヌ ヴィエナトウショウ 三石 斉藤　正男 中橋　清 落札 (同)ﾊｯﾋﾟｰﾚｰｼﾝｸﾞ 3,080,000
194 牡 ホッコータルマエ ウイニングティアラ 様似 清水スタッド （株）木村育成牧場 落札 ＭＯＪＡ 8,250,000
195 牡 ダノンレジェンド ウインク 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 (株)レックス 4,730,000
196 牝 ダンカーク ウエバフラッシュ 様似 （有）様似共栄牧場 様似町軽種馬共同育成センター利用組合欠場
197 牡 ワンダーアキュート ガルネリ 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 山本　能成 4,840,000
198 牡 ビッグアーサー クラウンデュナミス 門別 （株）クラウン （株）クラウン 主取
199 牝 ホッコータルマエ エアワルツ 新冠 （同）小泉　学 （株）ＮＹＳ 落札 (有)ミルファーム 3,300,000
200 牡 クリエイターⅡ エヴァ 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)コスモヴューファーム 9,350,000
201 牝 ネロ エコパン 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 神奈川県馬主協会　吉武　章2,090,000
202 牝 サトノクラウン エムオークィーン 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 (株)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 2,530,000
203 牡 エスポワールシチー エンジェルファタル 静内 ＣＲステーブル ＣＲステーブル 主取
204 牡 マクフィ エンプレスボード 静内 佐竹　学 ハントバレートレーニングファーム落札 神奈川県馬主協会　野路　一治4,400,000
205 牝 ディープブリランテ エーシンスピカ 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 (株)レックス 4,950,000
206 牡 アジアエクスプレス エーシンラクーン 千葉 (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ ＹＴＴパートナーシップ 落札 幅田  昌伸 4,400,000
207 牝 サトノクラウン エアカリナン 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 主取
208 牝 エスポワールシチー キャッツ 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 佐賀県馬主会　会田　裕一 4,400,000
209 牡 ビッグアーサー オービーレディー 静内 静内フジカワ牧場 （株）森本スティーブル 落札 神奈川県馬主協会　飯田　正剛11,550,000
210 牡 パイロ カリス 門別 坂牧場 三橋ステーブル 主取
211 牡 バトルプラン カレンダーガール 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 欠場
212 牝 ジャスタウェイ ガーデニア 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
213 牡 アメリカンペイトリオット オルニス 静内 静内ファーム （有）ヤマダステーブル 落札 丸山  隆雄 5,500,000
214 牝 タリスマニック オランジェット 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ベルサイユステーブル㈱ 落札 日本中央競馬会 5,280,000
215 牡 メイショウボーラー オーマイクリス 荻伏 櫛桁牧場 藤春　修二 落札 神奈川県馬主協会　乙訓　史樹4,950,000
216 牡 ディスクリートキャット エンジェルウィング 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 高原　将浩 19,800,000
217 牡 ハタノヴァンクール エイシンサンタフェ 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 今中　俊平 2,970,000
218 牝 サトノクラウン ガルノーヴァ 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 田頭　勇貴 2,750,000
219 牡 グランプリボス カツンダモン 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 主取
220 牝 ドレフォン カネショウメロン 三石 下屋敷牧場 （株）森本スティーブル 落札 村田　哲朗 10,450,000
221 牡 ジャスタウェイ カネトシパリッシュ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 田中　成奉 10,450,000
222 牡 ヤマカツエース ガムシロップ 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 須山　悟至 3,300,000
223 牡 ホッコータルマエ カンポデフィオーリ 静内 坂本　智広 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 神田　宏治 16,500,000
224 牝 サトノアラジン キクノアルバ 浦河 惣田　英幸 （有）チェスナットファーム 主取
225 牡 サトノクラウン キャントセイワーズ 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 主取
226 牡 ビッグアーサー キャンベルイモン 門別 坂牧場 三橋ステーブル 主取
227 牝 シャンハイボビー ギガンティア 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)コスモヴューファーム 9,350,000



228 牡 ベストウォーリア クインズコノセ 浦河 佐々木　恵一 （株）森本スティーブル 落札 原村　正紀 10,450,000
229 牝 ファインニードル クインズジュエリー 静内 曾我　博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
230 牝 レッドファルクス ゴールドフェスタ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
231 牡 ジャスタウェイ クラウンフォルテ 門別 （株）クラウン （株）クラウン 主取
232 牝 パイロ クラシックセーラ 門別 坂戸牧場 Ikuchise Stud 主取
233 牡 レッドファルクス スイートハビタット 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 岡田スタッド 9,900,000
234 牝 カレンブラックヒル クリスマドンナ 荻伏 猿橋　義昭 猿橋　義昭 落札 兵庫県馬主協会 4,840,000
235 牝 バゴ クリーンプリンセス 浦河 （有）笹地牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
236 牡 リアルインパクト クレバーオーロラ 胆振 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌｨｰﾙﾄﾞﾌｧｰﾑ㈱ ㈲太盛トレーニングセンター 主取
237 牝 ベストウォーリア クレバーパルマ 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 田頭　勇貴 1,650,000
238 牡 トゥザワールド グレースシャンティ 門別 （株）セイクリットファーム Gates Stable 主取
239 牝 ビーチパトロール クロストウショウ 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 田頭　勇貴 2,200,000
240 牡 コパノリッキー クールアイランド 門別 スウィングフィールド牧場 （有）ヤマダステーブル 主取
241 牝 ロゴタイプ ケイアイセイラ 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 栗本  博晴 1,650,000
242 牝 シャンハイボビー コイヲダキシメヨウ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 三木　正浩 10,450,000
243 牡 ラブリーデイ コンゴウビジン 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 楠本　勝美 3,300,000
244 牡 ヴィクトワールピサ ゴールドジェーン 浦河 笹島　政信 （有）チェスナットファーム 落札 森中  蕃 3,850,000
245 牡 サトノクラウン ジオパーククイーン 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 小関　勝紀 5,500,000
246 牝 ベストウォーリア スノーキトゥン 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)H.Iコーポレーション 5,500,000
247 牡 リアルスティール サーソーラ 平取 （有）清水牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 (株)加藤ステーブル 5,500,000
248 牝 ラニ サッキーシフター 門別 サンバマウンテンファーム （株）白馬牧場 落札 田頭　勇貴 3,080,000
249 牝 マジェスティックウォリアーサンデーメモリー 様似 （有）スイートファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
250 牝 ベストウォーリア サイモンパルフェ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 小林　裕典 2,860,000
251 牡 ルックスザットキル サザンローマン えりも熊沢牧場 （有）大作ステーブル 落札 岡井　元憲 2,860,000
252 牡 ジャスタウェイ サムロマンス 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 星野　隆男 19,800,000
253 牝 モンテロッソ サクラキューティ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 小松　欣也 2,970,000
254 牡 スクリーンヒーロー サウンドモニカ 新冠 （同）小泉　学 （株）小国スティーブル 落札 瓜生　和彦 2,200,000
255 牡 パイロ サイレンスドリーム 門別 坂牧場 三橋ステーブル 落札 (株)アウレア 6,380,000
256 牝 セレスハント サテラノサト 静内 （株）サンデーヒルズ （株）サンデーヒルズ 落札 兵庫県馬主協会 7,260,000
257 牝 トゥザワールド サトノガガ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 3,960,000
258 牡 アメリカンペイトリオット スクリプティド 三石 （株）千里ファーム ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (有)ケイアイファーム 14,300,000
259 牝 イスラボニータ サワヤカブラン 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 徳増　栄治 3,520,000
260 牡 コパノリッキー スイートスズラン 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 STレーシング 6,710,000
261 牡 フリオーソ シャドークイーン 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
262 牝 リアルインパクト ジェルネイル 胆振 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌｨｰﾙﾄﾞﾌｧｰﾑ㈱ ㈲太盛トレーニングセンター 落札 千葉県馬主会　森　和久 3,850,000
263 牝 イスラボニータ ジーエスレインボー 東京 （株）シエラ （有）大作ステーブル 主取
264 牡 ドレフォン シャイニンオーラ 三石 下屋敷牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 16,500,000
265 牡 ファインニードル シャドウフェアリー 浦河 成隆牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 (株)加藤ステーブル 4,400,000



266 牡 スピルバーグ ジャーメイン 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 田頭　勇貴 3,850,000
267 牝 リオンディーズ シーズアウーマン 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 犬塚　悠治郎 9,570,000
268 牡 コパノリッキー シュウザンアイ 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)クラシック 4,400,000
269 牝 ヘニーヒューズ ジュリエットソング 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 猪熊　広次 25,300,000
270 牡 ラニ ジョア 様似 （有）スイートファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 欠場
271 牡 アポロキングダム ジョリーン 新冠 （有）シンユウファーム 福地トレーニングファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 4,620,000
272 牡 シルバーステート ジョーパルカ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 主取
273 牝 ダノンレジェンド ジョウノノーブル 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 (株)ケンタウロス 2,200,000
274 牝 インカンテーション ショウナンダズル 様似 沢井　義一 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
275 牡 ミッキーロケット シルバーストリーク 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 欠場
276 牝 ミッキーロケット シレーナ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 主取
277 牡 バゴ ジーシスター 浦河 惣田　英幸 （有）チェスナットファーム 主取
278 牝 ノヴェリスト スイートガーデン 東京 （株）シエラ （有）大作ステーブル 主取
279 牝 シャンハイボビー スイートマトルーフ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 笹部　和子 7,920,000
280 牡 ネロ スケッチーヴュー 静内 桑嶋　峰雄 （有）カタオカステーブル 落札 佐藤　勝士 2,750,000
281 牡 ダノンレジェンド スパンコール 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
282 牡 ファインニードル スズカエンジェル 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 岡本　真二 10,120,000
283 牡 スノードラゴン スズカカラーズ 三石 斉藤　正男 中橋　清 落札 蓑島　竜一 3,300,000
284 牡 コパノリッキー スターインパルス 石川 坂本　順子 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）主取
285 牡 ディーマジェスティ スターオブロゼッタ 門別 佐々木　康治 （株）Ｔホースランチ 落札 幅田  昌伸 4,510,000
286 牡 ゴールドアクター スターライラック 門別 庄野牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 田頭　勇貴 3,300,000
287 牡 ハタノヴァンクール ステイハッピー 門別 (有)グッドラック･ファーム Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
288 牝 ドレフォン ストック 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 石川　達絵 20,350,000
289 牝 リアルスティール スパイクラベンダー 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 佐藤　良男 3,410,000
290 牡 ノボジャック スピーディユウマ 門別 サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 落札 日本中央競馬会 7,700,000
291 牡 イスラボニータ スプリングルーシー 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
292 牝 コパノリッキー スマートアレンジ 平取 （有）清水牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 小川　眞査雄 5,170,000
293 牝 ロージズインメイ スマートブライト 静内 坂本　春信 クラックステーブル 主取
294 牡 リオンディーズ スールマカロン 静内 坂本　智広 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 荒井　泰樹 5,500,000
295 牝 ストロングリターン ソプラノムーン 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 主取
296 牡 モーリス ソルトオブジアース 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 大谷　正嗣 5,500,000


