
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)

297 牡 タイセイレジェンド タイセイビビッド 新冠 柏木　一則 カルペディエム メイド 主取
298 牡 ケープブランコ タガノレベッカ 浦河 （有）木戸口牧場 （株）愛知ステーブル 落札 武中　進 2,750,000
299 牝 マジェスティックウォリアータケショウナデシコ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 欠場
300 牡 ディスクリートキャット タマモホットポット 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 大田　慎治 3,850,000
301 牝 バゴ ダンツスウィフト 浦河 加藤　重治 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 オーシャンレーシング(株) 4,180,000
302 牡 エピファネイア タカミツサクラ 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 日本中央競馬会 5,940,000
303 牡 ヴィクトワールピサ タッチオブクラス 平取 農事組合法人 協栄組合 （株）門別牧場 落札 清宮　義男 3,300,000
304 牡 エスポワールシチー ダームドゥラック 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 永山　勝敏 9,460,000
305 牡 マツリダゴッホ チアフルドーラ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 香川　憲次 3,300,000
306 牝 トゥザグローリー ディスグラース 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 落札 (有)ミルファーム 1,980,000
307 牝 アジアエクスプレス ディレットリーチェ 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター 落札 熊木　浩 3,850,000
308 牡 レーヴミストラル デューイガール 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 兼松  昌男 2,200,000
309 牡 エイシンフラッシュ デライトシーン 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 落札 村田　弘文 2,750,000
310 牝 ノボジャック テラコッタ 三石 オギオギ牧場 （株）森本スティーブル 落札 西村  専次 3,410,000
311 牡 ベーカバド デルマオサキ 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 竹内　三年 3,630,000
312 牡 バトルプラン ティンタジェル 荻伏 （有）荻伏三好ファーム （株）木村育成牧場 落札 日本中央競馬会 8,250,000
313 牝 ディスクリートキャット ダラーバックス 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 落札 迎  徹 2,310,000
314 牝 リアルスティール トピカⅡ 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ落札 大屋　高広 3,630,000
315 牝 ラニ ドゥマイモンシェリ 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 池田　貴征 1,100,000
316 牡 ダンカーク トシキャンディ 浦河 浦河小林牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
317 牝 タリスマニック チャームウィーク 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 荒木  徹 4,400,000
318 牝 ハービンジャー ドラゴンホマレ 胆振 (株)エクワインレーシング ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 鈴木  可一 5,500,000
319 牡 アジアエクスプレス トリプレット 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 99.9 4,400,000
320 牝 コパノリッキー ドリーボンズレガシー 三石 折手牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7,480,000
321 牡 メイショウサムソン ドリームチャイルド 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド主取
322 牝 コパノリッキー ドリームエンブレム 浦河 （有）杵臼牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 神奈川県馬主協会　小菅　誠3,850,000
323 牝 イスラボニータ トラストフェアリー 荻伏 （有）梅田牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
324 牝 コパノリッキー トーワフォーチュン 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 欠場
325 牝 ルーラーシップ ナショナルホリデー 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 小松　欣也 8,030,000
326 牝 ファインニードル ナムラバイオレット 平取 （有）川向高橋育成牧場 （株）ケイズ 落札 ノーザンファーム 9,240,000
327 牝 コパノリッキー ネバーエンディング 三石 小河　豊水 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 西田　俊二 6,600,000
328 牝 ギンザグリングラス タイセイボニータ 新冠 柏木　一則 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 高木　毅 1,100,000
329 牡 レッドファルクス バイオレントハート 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 北海道馬主会　(株)ＭＭＣ 4,840,000
330 牝 ダンカーク ハヤブサマナポン 浦河 ㈲ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟ-ｸｽﾀﾂﾄﾞ （株）ＮＹＳ 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 3,850,000
331 牡 エスポワールシチー ハレイワクィーン 静内 （有）カタオカファーム 藤春　修二 落札 神奈川県馬主協会　前田　良平9,900,000
332 牡 フリオーソ バトルキクヒメ 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 千葉県馬主会　藤木　隆之 7,040,000
333 牡 アジアエクスプレス バブルウィズジョイ 静内 織田　米見 クラックステーブル 落札 (株)京都ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 4,730,000



334 牡 フリオーソ パンジェンシー 十勝 小野瀨　竜馬 ㈱リトルブルーファーム 落札 石川県馬主協会 2,750,000
335 牝 ヘニーヒューズ ハンナリト 浦河 川越ファーム 川越ファーム 落札 馬目　時宗 8,800,000
336 牡 サトノクラウン パーティクル 静内 エクワインエンジニアリング （有）高橋ファーム 落札 ライアン　祐子 2,750,000
337 牡 キンシャサノキセキ ピエールナオチャン 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 竹内　三年 8,580,000
338 牡 シニスターミニスター バーバリアン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 (株)永翔苑 14,850,000
339 牡 エスポワールシチー パイナマナ 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 7,700,000
340 牝 シニスターミニスター ファシネイト 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 大澤  繁昌 9,350,000
341 牡 ネロ トウバレリーナ 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 櫨山　慶次 6,820,000
342 牡 エーシントップ トロピカルフロール 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ主取
343 牡 ラニ トーセンアート 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター 主取
344 牝 スピルバーグ ニシノリアン 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 主取
345 牡 ミッキーロケット ノブジョプリン 三石 小河　豊水 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 鈴木　邦英 6,160,000
346 牝 ドゥラメンテ ピュアウィッシーズ 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 鈴木　康弘 9,900,000
347 牡 デクラレーションオブウォービーウインド 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 安原　浩司 24,200,000
348 牝 インカンテーション ビクトリアクロス 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 (株)Gﾘﾋﾞｴｰﾙ･ﾚｰｼﾝｸﾞ 4,510,000
349 牡 パイロ ヒカルユメアカリ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 落札 木原　文夫 4,290,000
350 牝 ハービンジャー ビキニスタイル 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 林　弘之 5,500,000
351 牡 ホッコータルマエ ピサノマイセン 三石 金舛牧場 （有）カタオカステーブル 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 5,720,000
352 牝 アメリカンペイトリオット ヒメベニサクラ 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 落札 上村　洋司 4,400,000
353 牝 ディスクリートキャット ハニーサックル 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 猪野　まりん 4,400,000
354 牡 タニノギムレット バタラバ 浦河 （有）木戸口牧場 （株）愛知ステーブル 主取
355 牝 ディスクリートキャット ハミングライフ 荻伏 （有）梅田牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 佐山  公男 5,720,000
356 牡 ザサンデーフサイチ パッシオーネ 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 落札 (有)キタジョファーム 3,300,000
357 牡 キンシャサノキセキ ハヤブサユウサン 浦河 ㈲ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟ-ｸｽﾀﾂﾄﾞ （株）ＮＹＳ 主取
358 牡 ラニ ファーマフローラ 門別 エイトステーブル エイトステーブル 主取
359 牝 ドリームジャーニー フェアリーロンド 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 市瀬　章 2,750,000
360 牝 リアルインパクト プテリュクス 静内 （株）ウエスタンファーム オーシャンズランチ 落札 柳内　光子 9,900,000
361 牡 マクフィ ブライズメイト 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 主取
362 牡 モンテロッソ ブラッシュウィズデスティニー静内 漆原牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
363 牡 ドレフォン フラワーファースト 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 (同)雅苑興業 8,800,000
364 牡 ディープブリランテ パサパ 三石 小河　豊水 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 田頭　勇貴 2,200,000
365 牝 ダノンシャーク ブリーズヴェール 三石 小野　秀治 （有）荻伏共同育成場 落札 清水　敬央 3,740,000
366 牡 カレンブラックヒル ブルーインザスカイ 荻伏 ㈲エムエム､ヤマダファーム 福地トレーニングファーム 落札 佐賀県馬主会　酒井　孝敏 3,520,000
367 牝 ベストウォーリア ブルーハピネス 三石 （有）加野牧場 （株）森本スティーブル 落札 (有)Ｔ．Ｓホースクラブ 3,080,000
368 牡 ロゴタイプ プラスドピラミッド 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 西村  憲人 8,250,000
369 牝 エスポワールシチー ベガグレシヤス 静内 片岡　博 （有）チェスナットファーム 落札 天白　泰司 7,700,000
370 牝 グレーターロンドン ペイデュソレイユ 新冠 （有）上井農場 （有）福山育成牧場 落札 日本中央競馬会 7,700,000
371 牡 エスポワールシチー ヘルヴェティア 静内 （株）小国スティーブル （株）小国スティーブル 落札 日本中央競馬会 8,800,000



372 牝 ヘニーハウンド ノーフェイト 新冠 柏木　一則 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 栗原　清子 2,750,000
373 牡 タリスマニック マオリオ 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 落札 工藤　圭司 4,400,000
374 牡 ジョーカプチーノ ホウショウワールド 栃木 ｳﾞｧｲﾅﾘｰ･ｾｰﾙｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(同) （株）森本スティーブル 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000
375 牡 ゴールドシップ ホシノキラメキ 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)ミルファーム 2,420,000
376 牝 ヴィクトワールピサ ホッコーアムール 門別 川端　正博 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 三宅  勝俊 5,170,000
377 牝 リアルスティール ホットサマーデイ 静内 木村　秀則 木村　秀則 主取
378 牡 コパノリッキー ハルノサキガケ 浦河 ㈲ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟ-ｸｽﾀﾂﾄﾞ （株）ＮＹＳ 落札 北海道馬主会　(株)ＭＭＣ 5,500,000
379 牡 メイショウボーラー プレッピー 様似 小田　誠一 （株）木村育成牧場 落札 水谷　昌晃 4,400,000
380 牝 アジアエクスプレス ベストマテリアル 三石 小河　豊水 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
381 牝 ダノンレジェンド マリアローザ 静内 大滝　康晴 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 ロイヤルパーク 3,080,000
382 牝 イスラボニータ マイギフト 門別 （有）エトルタファーム ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 栗山　正 4,400,000
383 牡 マジェスティックウォリアーマイスイートベス 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 吉冨　学 11,550,000
384 牡 ダンカーク マイティーハニー 静内 （株）ウエスタンファーム エレガンスファーム 落札 日本中央競馬会 6,270,000
385 牝 ドレフォン マレーナ 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 佐藤　範夫 16,500,000
386 牝 ディーマジェスティ マウンテンミステリー 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 日本中央競馬会 4,730,000
387 牡 リアルスティール マクシマール 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)ＦＴＵ 4,620,000
388 牡 ダノンレジェンド マスターマイン 静内 エクワインエンジニアリング （有）高橋ファーム 欠場
389 牡 ニシケンモノノフ マックススカラ 平取 農事組合法人 協栄組合 （株）門別牧場 主取
390 牝 ストロングリターン マックスユーキャン 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 (株)ｸﾚｼﾐｴﾝﾄHorse 11,550,000
391 牝 シニスターミニスター マッシュレイヤー 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター 落札 兵庫県馬主協会 3,300,000
392 牝 モーリス ママズディッシュ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 平沼　龍漢 13,750,000
393 牡 サトノクラウン マルモレイナ 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 18,700,000
394 牡 ゴールドアクター マキノクィーン 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 落札 久松　朋史 5,060,000
395 牡 ストロングリターン マイネヴィント 新冠 柏木　一則 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 和田　博美 4,400,000
396 牡 アジアエクスプレス ヒメキヨヒダカ 新冠 （有）大狩部牧場 ディーエスファーム 欠場
397 牝 バゴ ヒデノヒロイン 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 内田　玄祥 2,750,000
398 牡 パイロ ビーナスライン 浦河 （有）木戸口牧場 （株）木村育成牧場 落札 谷口  屯 19,800,000
399 牝 ヤマカツエース フェリシダーデス 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
400 牝 レッドファルクス フェリシア 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 永山　勝敏 5,280,000
401 牝 ヤマカツエース プレゼンスブルー 荻伏 ㈲エムエム､ヤマダファーム 福地トレーニングファーム 落札 日本中央競馬会 3,850,000
402 牡 ジャスタウェイ ペルセンプレ 浦河 （有）杵臼牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
403 牝 バゴ ミヤビエメライン 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 主取
404 牡 ダンカーク ミルフォードスバル 浦河 鵜木　唯義 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 兵庫県馬主協会 4,400,000
405 牝 ロゴタイプ ミスグランドコーホ 静内 及川　ミツ子 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 我妻　栄 1,650,000
406 牡 モンテロッソ ミスバレイ 浦河 （有）小倉牧場 （有）カナイシスタッド 主取
407 牝 スピルバーグ ミルククラウン 門別 ヴェルサイユファーム（株） （有）大作ステーブル 落札 ㈱ｼﾞｪﾈﾗﾙﾌｧｰﾑ 2,200,000
408 牡 ヴィクトワールピサ レッドヴァージン 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 欠場
409 牡 コパノリッキー レスタンノール 三石 折手牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 欠場



410 牝 ホッコータルマエ マヤノプリヤ 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 神奈川県馬主協会　吉岡　寛行5,940,000
411 牡 ダンカーク メイケイソフィア 浦河 浦河小林牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 原村　正紀 6,600,000
412 牝 ヴィクトワールピサ メイルストローム 門別 大江牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 (有)ディアレストクラブ 8,800,000
413 牝 ノヴェリスト メジャーフラガール 三石 小河　豊水 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取
414 牝 フェノーメノ モクレン 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 (有)ビッグレッドファーム 5,060,000
415 牝 ベストウォーリア ユメウメサクラ 三石 （有）加野牧場 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 落札 瓜生　和彦 2,750,000
416 牝 リオンディーズ ラパージュ 三石 小野　秀治 mill farm Ocean View Park 落札 荻野　憲夫 14,300,000
417 牡 ラニ ラゴディラゴライ 静内 大滝　康晴 （有）ヤマダステーブル 主取
418 牝 ミッキーアイル ラガマフィン 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 落札 和田  正道 2,750,000
419 牡 ダンカーク ラシアンレヴォリューション浦河 （有）絵笛牧場 （株）森本スティーブル 落札 西村  新一郎 6,160,000
420 牝 ハービンジャー ラジョコンダ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 主取
421 牡 イスラボニータ ラステラ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 奥　裕嗣 6,380,000
422 牝 エスポワールシチー ラヤーリドバイ 門別 （株）奥山ファーム Gates Stable 落札 (同)ﾊｯﾋﾟｰﾚｰｼﾝｸﾞ 7,480,000
423 牡 ダノンレジェンド ラヴマリッジ 平取 （有）北島牧場 エイトステーブル 落札 猪野　まりん 5,940,000
424 牡 バトルプラン ラトーヌインパクト 浦河 浦河小林牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
425 牝 パイロ マリントウショウ 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 欠場
426 牡 デクラレーションオブウォーミュージカルⅡ 静内 大滝　康晴 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
427 牝 ゴールドアクター ミヤビソーダライト 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 落札 原　昌久 2,750,000
428 牡 リオンディーズ ヨウヨウ 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 (有)ビッグレッドファーム 12,100,000
429 牡 ディープブリランテ ラーナック 浦河 （有）杵臼牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 野嶋　祥二 4,070,000
430 牝 ホッコータルマエ リアンローズ 静内 織田　米見 クラックステーブル 落札 冨田　藤男 3,300,000
431 牝 メイショウボーラー レッドピアノ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 主取
432 牡 レッドファルクス レオティアラ 荻伏 （有）王蔵牧場 （有）王蔵牧場 落札 栗本  博晴 3,300,000
433 牡 ヴィクトワールピサ レゾリューション 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 保坂　和孝 6,600,000
434 牡 レッドファルクス レッドコルディス 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 主取
435 牡 ラブリーデイ レッドアランダ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 下河邉　行信 3,960,000
436 牝 ロゴタイプ レッドマーキュリー 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 米田　稔 9,020,000
437 牡 ヤマカツエース レーヴマイハート 静内 エクワインエンジニアリング （有）高橋ファーム 落札 吉岡  泰治 7,700,000
438 牡 ビーチパトロール リブレドバンク 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 志村　幸彦 4,950,000
439 牡 ダノンシャンティ ロマンチックキス 東京 （株）ＭＫアセット ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 主取
440 牝 ストロングリターン ワイルドゲッツ 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 フィールドレーシング 4,180,000
441 牡 ホッコータルマエ ワンメイク 浦河 （有）大柳ファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (株)H.Iコーポレーション 15,950,000
442 牡 キタサンブラック アースグリーン 関東 恵比寿興業(株)那須野牧場 （有）チェスナットファーム 落札 ＫＲジャパン 14,300,000
443 牡 リアルインパクト ラタンペットロゼ 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
444 牡 イスラボニータ リヴァプール 三石 折手牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 栗本  博晴 11,000,000
445 牡 カレンブラックヒル ワタシダイナマイト 様似 （有）小田牧場 （株）木村育成牧場 落札 日本中央競馬会 6,050,000
446 牝 リアルスティール アイカギ 浦河 川越ファーム 川越ファーム 落札 村上　卓史 3,190,000
447 牝 サトノクラウン ヴァルホーリング 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 欠場



448 牡 レインボーライン ヴァリアントレディ 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 落札 (有)スピードファーム 1,980,000
449 牝 デクラレーションオブウォーヴェレーナ 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 主取
450 牝 ファインニードル ウエスタンベッラ 静内 （株）ウエスタンファーム （株）森本スティーブル 落札 福島  徳佑 7,370,000
451 牝 アメリカンペイトリオット ウイングフリオーソ 浦河 （有）杵臼斉藤牧場 （有）杵臼斉藤牧場 落札 北村　泰規 3,520,000
452 牝 ホッコータルマエ ヴァレッタスカイ 新冠 （有）カミイスタット カルペディエム メイド 落札 長橋　賢吾 3,300,000
453 牝 エスポワールシチー アートアロング 静内 大滝　康晴 （有）ヤマダステーブル 落札 北海道馬主会　柴田　実千代3,960,000
454 牝 ダンカーク アイスカチャン 浦河 （有）絵笛牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 和田　博美 6,600,000
455 牡 リオンディーズ アルマーズビコー 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 落札 伊藤　永二郎 14,300,000
456 牝 シニスターミニスター アグネスバラード 静内 （有）カタオカファーム （有）カタオカファーム 落札 本田　恒雄 23,100,000
457 牡 リオンディーズ アレアレア 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 兵庫県馬主協会 5,500,000
458 牝 キズナ アサクサフルート 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 19,800,000
459 牝 リアルスティール アスクレピアス 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 主取
460 牝 ダンカーク アラホウジョウ 静内 木村　秀則 木村　秀則 主取
461 牝 レッドファルクス アナコンダ 平取 （有）川向高橋育成牧場 （株）ケイズ 主取
462 牡 メイショウボーラー アナンタン 平取 オークツリーファーム オークツリーファーム 落札 吉川ホールディングス㈱ 5,170,000
463 牝 レインボーライン アペリラ 静内 エクワインエンジニアリング （有）高橋ファーム 落札 ライアン　祐子 2,090,000
464 牝 ブラックタイド アスペンアベニュー 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 幅田　京子 11,000,000
465 牝 トビーズコーナー アルマシャウラ 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 兵庫県馬主協会 4,400,000
466 牡 パイロ アローシルバー 新冠 柏木　一則 カルペディエム メイド 落札 平本　敏夫 16,500,000
467 牝 シルバーステート アンダルシア 浦河 （有）大柳ファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (同)雅苑興業 11,550,000
468 牡 キンシャサノキセキ アンタークティカ 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 (株)ﾋﾎﾟﾌｧｲﾙ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 11,550,000
469 牝 スピルバーグ アンローランサン 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
470 牡 コパノリッキー アリオーン 荻伏 （有）王蔵牧場 （有）ヤマダステーブル 主取
471 牡 ダノンバラード ワンダーサークル 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ビッグレッドファーム 4,950,000
472 牡 ホッコータルマエ ワンオリーブ 様似 （有）小田牧場 （株）木村育成牧場 主取
473 牝 サトノクラウン ワイキキブリーズ 三石 折手牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (有)ディアレストクラブ 9,020,000
474 牝 ダイワメジャー エイシンアリエル 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ主取
475 牡 ミッキーロケット イルドロール 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 落札 和田　博美 7,700,000
476 牝 ビッグアーサー イヴニングミスト 新冠 （有）上井農場 （有）福山育成牧場 落札 石川県馬主協会 3,850,000
477 牝 イスラボニータ イケジュンペガサス 浦河 （有）杵臼牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 戸山  光男 5,280,000
478 牝 ヴィクトワールピサ イセベル 三石 （有）片山牧場 （有）チェスナットファーム 主取
479 牝 エイシンフラッシュ イノセントデイズ 三石 小野　秀治 mill farm Ocean View Park 落札 光安　了 2,750,000
480 牝 パイロ ウインレーヌ 岩手 大野　春男 本桐共同育成センター 落札 (有)太盛 3,300,000
481 牝 エスポワールシチー ウインパレード 平取 （有）北島牧場 エイトステーブル 落札 兵庫県馬主協会 4,840,000
482 牝 アメリカンペイトリオット シャイニングスルー 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 落札 大泉　勉 2,200,000
483 牡 トビーズコーナー エヴリホープ 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 鈴木　剛史 5,830,000
484 牝 シルバーステート ヴルタヴァ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 久米田　正明 16,500,000
485 牡 ゴールドシップ ヴィグシュテラウス 門別 （有）エトルタファーム （株）森本スティーブル 落札 ニューマレコード 2,200,000



486 牝 フリオーソ ヴァンドゥーズ 浦河 （有）杵臼斉藤牧場 （有）チェスナットファーム 主取
487 牝 コパノリッキー ウイニフレッド 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 恵比寿興業（株）那須野牧場8,800,000
488 牝 レーヴミストラル ウイングパラダイス 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 主取
489 牡 ディスクリートキャット ウエスタンビアンコ 静内 （株）ウエスタンファーム （株）ＮＹＳ 落札 八嶋　長久 4,400,000
490 牝 マジェスティックウォリアーヴェルヴェットクイーン 静内 木村　秀則 木村　秀則 主取
491 牡 ダノンレジェンド ヴォーグジャック 浦河 鵜木　唯義 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 神奈川県馬主協会　伊藤　正樹5,720,000
492 牡 ファインニードル ヴィオレッタ 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 日本中央競馬会 8,800,000
493 牡 トゥザグローリー ウインレコード 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 99.9 1,980,000
494 牝 エスケンデレヤ エアブライス 愛知 （株）ＳＧプランニング （株）門別牧場 落札 瀧本  和義 2,200,000
495 牝 ビーチパトロール エイシンキスミー 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ落札 岡  浩二 4,400,000
496 牝 エイシンフラッシュ エイシンダイヤ 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター 落札 泉　一郎 3,080,000
497 牝 ヘニーヒューズ オータムカラー 新冠 （有）カミイスタット 岩見ステーブル 落札 猪熊　広次 8,360,000
498 牝 リオンディーズ オーゴンカガヤキ 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 主取
499 牡 レッドファルクス ジェネロジー 門別 ヴェルサイユファーム（株） （有）大作ステーブル 主取
500 牡 ロゴタイプ エボニーアイボリー 浦河 浦河小林牧場 様似町軽種馬共同育成センター利用組合落札 坂巻　勝彦 7,810,000
501 牝 マクフィ エリモエクレール 静内 （株）小国スティーブル （株）小国スティーブル 落札 木稲  安則 6,710,000
502 牡 ビーチパトロール エリモフローラ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 日本中央競馬会 3,850,000
503 牡 バゴ エリモマドンナ 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 前原　敏行 17,050,000
504 牝 ラブリーデイ エーシンシルビア 三石 川端　英幸 川端　英幸 主取
505 牝 ダノンレジェンド オノユウ 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 村上　卓史 4,510,000
506 牝 リアルスティール エイシンダーラ 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ主取
507 牡 シニスターミニスター エクディス 三石 沖田　博志 本桐共同育成センター 落札 岡井　元憲 19,800,000
508 牡 フリオーソ オウルインザダスク 東京 協銀興産(株) （株）ＮＹＳ 落札 兵庫県馬主協会 6,050,000
509 牝 マジェスティックウォリアーカラレイア 浦河 川越ファーム （有）チェスナットファーム 落札 齋藤　秀昭 14,300,000
510 牡 バゴ カラマンシー 静内 大滝　康晴 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 ＩＨＲ組合 8,250,000
511 牡 マジェスティックウォリアーカナスヌーマ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 欠場
512 牝 ケープブランコ カイテキセレブ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 主取
513 牡 ブラックタイド カチューシャ 胆振 (株)エクワインレーシング 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 3,960,000
514 牡 グランプリボス カツゲキミヤビ 静内 エクワインエンジニアリング （有）高橋ファーム 落札 松野　真一 4,840,000
515 牡 パドトロワ カヤドーミーティア 新冠 柏木　一則 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 稲場　澄 2,200,000
516 牡 アジアエクスプレス カーナヴァル 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 千葉県馬主会　㈱H.Iｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ9,900,000
517 牝 ニシケンモノノフ ガーネットウィング 門別 （有）賀張宝寄山育成牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 伊藤　正樹 2,200,000
518 牝 マインドユアビスケッツ グランゼコール 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 欠場
519 牝 レーヴミストラル キタサンロングラン 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 主取
520 牡 リオンディーズ キュートシルフ 新冠 (株)鹿児島国際ゴルフ倶楽部 （有）協和牧場 落札 冨田　藤男 4,400,000
521 牝 トゥザワールド ギルティーコンシェンス 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 峰  哲馬 1,980,000
522 牡 ダノンレジェンド キーチケット 浦河 鵜木　唯義 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 迎  徹 7,700,000
523 牡 コパノリッキー キープザサミット 新冠 （有）カミイスタット （株）小国スティーブル 主取



524 牝 パイロ キャリーウェーブ 三石 （有）片山牧場 （有）チェスナットファーム 落札 平本　敏夫 15,950,000
525 牝 ダンカーク キュイキュイ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 主取
526 牡 スピルバーグ コハルタイム 静内 木田　茂雄 林　博道 主取
527 牡 アジアエクスプレス シャインエフォート 門別 大江牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 兵庫県馬主協会 6,820,000
528 牝 ベストウォーリア スズノヒロイン 三石 小河　豊水 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 瓜生　和彦 6,820,000
529 牡 ヴィクトワールピサ スプリングシーズンⅡ 東北 （有）大西興産 （有）大作ステーブル 主取
530 牡 タリスマニック セントローレンス 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 吉川ホールディングス㈱ 3,850,000
531 牡 アメリカンペイトリオット エイシンヒマワリ 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ落札 鈴木　康弘 6,600,000
532 牝 リアルスティール クインズアダマン 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 柏木  務 3,850,000
533 牡 アメリカンペイトリオット クラウンハンター 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 和田　博美 4,950,000
534 牡 フリオーソ グランオマージュ 三石 折手牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 田頭　勇貴 8,250,000
535 牡 シルバーステート グランシャルム 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 落札 前田  幸治 16,610,000
536 牝 トゥザグローリー グレースローラ 様似 （有）小田牧場 （株）木村育成牧場 主取
537 牝 レッドファルクス クロカミノマイ 三石 沖田　哲夫 本桐共同育成センター 主取
538 牝 ビッグアーサー クールビューティー 愛知 （株）ＳＧプランニング （株）門別牧場 落札 田頭　勇貴 1,650,000
539 牡 シニスターミニスター グラニースミス 門別 浦新　徳司 （有）チェスナットファーム 落札 幅田　京子 18,150,000
540 牝 リアルスティール ジョウノアドバンス 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 落札 日本中央競馬会 4,400,000
541 牡 マジェスティックウォリアーケイアイミサイル 浦河 （有）浦河育成牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (有)サンライズ 12,100,000
542 牡 モンテロッソ コーラルバード 静内 漆原牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 遠藤　日出樹 3,850,000
543 牡 ダンカーク ココモオレンジ 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 小笹　公也 28,600,000
544 牡 サトノクラウン ゴージャスガール 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 前田  幸治 14,960,000
545 牡 エイシンヒカリ カベルネフラン 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ落札 (株)ｸﾚｼﾐｴﾝﾄHorse 6,380,000
546 牡 ストロングリターン サクラコ 門別 ウィニング・アグリー(株) （株）森本スティーブル 落札 遠藤　日出樹 11,000,000
547 牡 イスラボニータ サクラジュノー 静内 （株）小国スティーブル （株）小国スティーブル 落札 千葉県馬主会　蓑島　竜一 8,800,000
548 牝 ホッコータルマエ サラファン 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ビッグレッドファーム 7,920,000
549 牡 ビッグアーサー サンドヴィーナス 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (株)Gﾘﾋﾞｴｰﾙ･ﾚｰｼﾝｸﾞ 8,800,000
550 牡 リアルインパクト キョウワセロトーレ 新冠 (株)鹿児島国際ゴルフ倶楽部 （有）協和牧場 主取
551 牝 イスラボニータ クルザダアメリカーナ 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 新井　悟 4,400,000
552 牝 アグネスデジタル シャイニングアイズ 静内 岡田　猛 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)ビッグレッドファーム 1,650,000
553 牡 ビーチパトロール ソトーグラシオ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 主取
554 牝 ダイワメジャー スイートリトリート 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 主取
555 牡 ミッキーアイル ステファニーラン 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 和田　博美 5,500,000
556 牡 スクリーンヒーロー ケルヴィテッセ 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ主取
557 牝 ビッグアーサー シャインパーミット 静内 上野　正恵 上野　正恵 落札 (株)ｹｰｴｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 11,000,000
558 牝 コパノリッキー シャインワンハート 門別 大江牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 和田　博美 3,850,000
559 牡 トビーズコーナー シュガーハートコン 門別 （有）賀張宝寄山育成牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 皆見　幸平 2,310,000
560 牡 アジアエクスプレス ジュンユーミン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 吉川　朋宏 9,130,000
561 牝 サトノアラジン ショウナンカガリビ 門別 川島　正広 川島　正広 落札 平川　浩之 3,960,000



562 牝 フリオーソ ショウリノウタゲ 門別 川端　正博 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 岡井　元憲 4,620,000
563 牡 ヴィクトワールピサ シルククインビー 浦河 ㈲ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟ-ｸｽﾀﾂﾄﾞ （株）ＮＹＳ 主取
564 牝 ダノンレジェンド シルクドレス 浦河 （有）絵笛牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 佐賀県馬主会　真中　伴典 3,960,000
565 牡 ビッグアーサー シーヴァージア 静内 エクワインエンジニアリング （有）高橋ファーム 欠場
566 牡 メイショウボーラー シーソング 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 田頭　勇貴 3,850,000
567 牝 デクラレーションオブウォージーントウショウ 静内 片岡　博 （有）チェスナットファーム 落札 トウショウ産業㈱ 3,300,000
568 牡 ノヴェリスト スプリングアウェク 門別 ヴェルサイユファーム（株） （有）大作ステーブル 落札 遠藤　日出樹 6,050,000
569 牡 マジェスティックウォリアースイートマカロン 静内 木村　秀則 木村　秀則 落札 犬塚　悠治郎 5,500,000
570 牡 モーリス スイートレッドキャット 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 中辻　明 13,310,000
571 牝 バゴ スカイノーヴァ 静内 （株）ウエスタンファーム オーシャンズランチ 落札 福岡　隆史 8,470,000
572 牡 サトノアラジン スカーレットダイヤ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 欠場
573 牝 ホッコータルマエ スズノメガミ 三石 小河　豊水 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 西田　俊二 16,500,000
574 牡 エイシンフラッシュ スターギャル 静内 木田　茂雄 林　博道 主取
575 牡 トーセンジョーダン スティールシャーク 静内 織田　米見 クラックステーブル 欠場
576 牡 ビッグアーサー スパイスシャワー 平取 オークツリーファーム オークツリーファーム 欠場
577 牝 リアルインパクト スパークルレディー 荻伏 （同）カケハムポニークラブ （同）カケハムポニークラブ 主取
578 牝 パイロ スコッチリンクス 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 落札 上村　勝 4,400,000
579 牡 パドトロワ スマイルゲート 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)ｸﾚｼﾐｴﾝﾄHorse 6,270,000
580 牡 グレーターロンドン ソソノ 門別 永村　侑 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 栗本  博晴 5,830,000
581 牡 ゴールドアクター ソットヴォーチェ 東京 （株）ＭＫアセット ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 G･S 3,740,000
582 牝 ビッグアーサー ソリッドリーズン 三石 沖田　博志 本桐共同育成センター 落札 千葉県馬主会　中辻　明 7,810,000


