
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)

583 牡 アメリカンペイトリオット タイキジャスパー 浦河 山田　昇史 Gates Stable 主取
584 牝 アメリカンペイトリオット タイコ 新冠 芳住　鉄兵 岩見ステーブル 落札 片山　博志 5,170,000
585 牝 ゼンノロブロイ ダイストウショウ 静内 秋田育成牧場 （有）高橋ファーム 落札 フジイ興産(株) 4,620,000
586 牡 アジアエクスプレス ダイナルシャトー 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 馬場　剛 6,820,000
587 牡 イスラボニータ タカミツスズラン 門別 新井　弘幸 ディーエスファーム 落札 (有)ﾑﾗﾔﾏ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 4,400,000
588 牡 シャンハイボビー タキオンレディー 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 前田  晋二 13,310,000
589 牝 サトノクラウン ダブルハッピー 十勝 ㈱リトルブルーファーム ㈱リトルブルーファーム 落札 小菅　誠 2,750,000
590 牡 ビッグアーサー タオルチャン 門別 門別　敏朗 （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 4,620,000
591 牝 サトノクラウン ダマスクローズ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 主取
592 牡 フリオーソ ダンシングクイーン 門別 若林　順一 パッショーネ 落札 橋本　慎太郎 8,800,000
593 牡 アジアエクスプレス ダンシングハート 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 主取
594 牝 ミッキーロケット ダンシングママ 荻伏 横山　浩司 横山　浩司 落札 井上　久光 2,310,000
595 牡 ヴィクトワールピサ ダンスフェイム 門別 新井昭二牧場 （有）チェスナットファーム 落札 (有)グランデファーム 6,600,000
596 牡 ゴールドアクター チアズフィアレス 三石 （有）米田牧場 （有）福山育成牧場 落札 田中　成奉 6,050,000
597 牝 シニスターミニスター チャイナドール 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 兵庫県馬主協会 4,400,000
598 牡 ハービンジャー チャームアップ 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 主取
599 牝 レーヴミストラル ディープスタイル 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 田中  晴夫 2,420,000
600 牡 トランセンド テラザパピヨン 三石 レースホース牧場（株） （株）白馬牧場 落札 池袋レーシング 2,750,000
601 牝 ヤマカツエース テレキネシス 静内 山際　智 （有）ヤマダステーブル 主取
602 牡 パドトロワ テーオーティアラ 三石 森　政巳 （株）愛知ステーブル 落札 佐々木　均 4,180,000
603 牝 モーリス チーズマヨ 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 主取
604 牝 カレンブラックヒル トスカーナ 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 日本中央競馬会 3,300,000
605 牡 フェノーメノ トレノブレーヴィ 東京 （株）メジロ （有）大作ステーブル 主取
606 牝 コパノリッキー トロピカルブラッサム 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 田島　大史 4,400,000
607 牡 イスラボニータ トップチョイス 東北 ワールドファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 野田　政義 5,170,000
608 牝 バゴ ニエロ 胆振 Arrowfield Group Pty Ltd. （有）パイオニアファーム 落札 猪熊　広次 6,050,000
609 牡 フリオーソ ニシノキュアノス 新冠 村上　進治 （有）高橋ファーム 落札 冨田　藤男 3,850,000
610 牡 ワールドエース ニシノキュベレー 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 落札 内田　玄祥 3,410,000
611 牝 エスケンデレヤ ニシノヘレンド 荻伏 秋場牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 日本中央競馬会 3,300,000
612 牝 ラニ ネバーグレイス 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 三宅　真由美 1,980,000
613 牡 ネロ ネローリ 新冠 村上牧場 山岸ステーブル 落札 ＩＨＲ組合 4,730,000
614 牝 ゴールドアクター ドラゴンラッシュ 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
615 牝 トゥザワールド トップギャル 新冠 ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ クラックステーブル 欠場
616 牡 スクリーンヒーロー ニシノシュクラン 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 7,040,000
617 牝 アメリカンペイトリオット ノーモアクライ 新冠 （有）山岡牧場 （株）森本スティーブル 落札 和田　博美 14,300,000
618 牡 キズナ タムロウイング 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 主取
619 牝 ホッコータルマエ ネオザフラッシュ 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 3,300,000



620 牡 サトノクラウン バイタルスタイル 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 組）Ｓ　Ｒ　Ｔ 6,820,000
621 牝 トビーズコーナー ハヤブサピクシー 荻伏 市正牧場 （株）愛知ステーブル 主取
622 牡 ポアゾンブラック バカニシナイデヨ 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
623 牡 リアルインパクト ハルノアシオト 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 落札 石川  博 4,400,000
624 牝 サトノクラウン パレスメダーリア 新冠 （株）安達牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 東京ﾍﾞｲﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 1,870,000
625 牝 リオンディーズ バアゼルザウバー 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 邑田　昌平 3,300,000
626 牝 ビーチパトロール ハルトリーゲル 新冠 （有）石田牧場 岩見ステーブル 主取
627 牝 マジェスティックウォリアーハルノヒダマリ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 谷川　弘一郎 7,370,000
628 牝 シニスターミニスター パイライトパワー 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 鈴木　道雄 9,020,000
629 牝 キタサンブラック パクスアジアーナ 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 曽我  司 17,050,000
630 牡 スマートファルコン テーオーディオネ 三石 森　政巳 （株）愛知ステーブル 落札 (同)ﾊｯﾋﾟｰﾚｰｼﾝｸﾞ 7,150,000
631 牡 ダノンレジェンド テルミークィーン 三石 レースホース牧場（株） （株）白馬牧場 落札 稲場　澄 2,750,000
632 牡 ジャングルポケット トチノマドンナ 浦河 山田　昇史 Gates Stable 欠場
633 牝 リアルインパクト トゥルーゴールド 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 田代　洋己 9,460,000
634 牡 カレンブラックヒル トーセンジュエル 新冠 村上　雅規 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 5,500,000
635 牡 サトノクラウン パナマックス 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 組）Ｓ　Ｒ　Ｔ 5,940,000
636 牡 ラブリーデイ ハートオブスワロー 荻伏 （有）村下農場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 8,140,000
637 牡 ファインニードル ハートノイヤリング 門別 （株）門別山際牧場 （株）門別山際牧場 落札 吉冨　学 15,400,000
638 牡 クリエイターⅡ ハーベストシーズン 荻伏 （有）三好牧場 三好　悠太 落札 兵庫県馬主協会 3,960,000
639 牡 トゥザワールド ニシノバニーガール 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
640 牝 アジアエクスプレス ニシノブーケトス 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 落札 橘井　広幸 6,600,000
641 牡 エピファネイア ノーブルビューティ 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 主取
642 牡 モーリス ビウイッチアス 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (有)コスモヴューファーム 7,150,000
643 牡 ケープブランコ プレイフォーマザー 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 日本中央競馬会 3,850,000
644 牡 マジェスティックウォリアーピエモンテ 荻伏 村下　清志 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (有)ケイアイファーム 12,100,000
645 牡 リオンディーズ ピサノバーキン 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 落札 (株)一世 3,850,000
646 牡 レーヴミストラル ヒシバラード 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
647 牡 ドレフォン ビップチャチャチャ 門別 モリナガファーム 三橋ステーブル 落札 (株)Ｂ．Ｂ レーシング 7,150,000
648 牝 キンシャサノキセキ ファイナルリリー 胆振 阿部　栄乃進 （有）チェスナットファーム 落札 坂本　守孝 7,700,000
649 牝 リオンディーズ ビューティーモズ 門別 （株）目黒牧場 （株）目黒牧場 落札 北側　雅勝 8,800,000
650 牡 エスポワールシチー ヒカルヨザクラ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 エヌエス仙台(有) 4,400,000
651 牝 トーセンラー ピンクリップス 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 寺田　秀樹 9,020,000
652 牡 ルーラーシップ ピュアゴシップ 門別 森永牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
653 牝 シャンハイボビー ブランシェール 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 岡村　善行 9,900,000
654 牝 ベストウォーリア フェアリースマイル 三石 (有)三石ビクトリーファーム パッショーネ 落札 (有)イーデン産業 2,200,000
655 牡 シニスターミニスター フォルクスオーパー 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 (株)吉澤ステーブル 30,800,000
656 牡 ビーチパトロール フォーモサアピール 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 稲葉　光昭 3,300,000
657 牡 ロゴタイプ フジドリーム 新冠 イワミ牧場 イワミ牧場 落札 谷川　正純 1,650,000



658 牡 ラブリーデイ プリミティブラブ 門別 新井昭二牧場 （有）チェスナットファーム 主取
659 牝 クリエイターⅡ ピュアシンフォニー 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 8,800,000
660 牡 カレンブラックヒル ヒラリータイザン 新冠 ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会 7,040,000
661 牝 サトノアラジン フレイムミーティア 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 Ｈ．Ｃ．Ｓ 4,840,000
662 牡 リーチザクラウン フレンチフレイバー 平取 （有）赤石牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 千葉県馬主会　中辻　明 5,940,000
663 牝 フリオーソ プーカ 三石 飯岡牧場 （株）森本スティーブル 主取
664 牡 ベルシャザール マサカーネ 新冠 （有）石田牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 佐賀県馬主会　(同)ＪＰＮ技研2,750,000
665 牡 ダノンレジェンド マリンブルー 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 兵庫県馬主協会 2,860,000
666 牡 ストロングリターン ベアフルート 静内 （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル 落札 千葉県馬主会　市村　義和 7,700,000
667 牝 ミッキーロケット ペキンドール 静内 荒木　貴宏 福地トレーニングファーム 主取
668 牡 パイロ ベルライン 門別 厚賀古川牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 廣松  金次 6,930,000
669 牝 プリサイスエンド ベイリービーズ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 (株)アイテツ 7,040,000
670 牡 アジアエクスプレス ハヤブサショコラ 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 市川　智 11,550,000
671 牡 グレーターロンドン ホオポノポノ 門別 アイズスタッド（株） 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 11,550,000
672 牡 バゴ ボロンベルラルーン 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
673 牝 イスラボニータ ホワイトポピー 門別 新井　弘幸 ディーエスファーム 落札 日本中央競馬会 4,180,000
674 牡 ファインニードル ポワンセティ 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 須山　悟至 7,920,000
675 牡 リアルインパクト ホーリーフルーツ 新冠 村上　雅規 クラックステーブル 落札 星野  壽市 7,260,000
676 牡 トゥザワールド フロールシータ 門別 門別　敏朗 （株）門別牧場 欠場
677 牝 ミッキーアイル ブイルージュ 三石 （有）村上牧場 エレガンスファーム 落札 (有)グランデファーム 3,300,000
678 牝 マクフィ マイディアソング 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 12,650,000
679 牝 ダノンレジェンド マイネウインク 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 前田　剛 3,630,000
680 牝 ミッキーアイル マジックポーションⅡ 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 中丸　裕嗣 6,820,000
681 牡 マジェスティックウォリアーマダムウルル 荻伏 （有）市川ファーム （有）チェスナットファーム 落札 ＫＲジャパン 7,700,000
682 牡 ヴァンセンヌ マチカネホホエミ 新冠 村上牧場 山岸ステーブル 落札 和田　正巳 2,200,000
683 牝 アドマイヤムーン ミサノグリーン 浦河 （有）向別牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 99.9 2,860,000
684 牝 ネオユニヴァース ミストラスト 東京 （株）メジロ （有）大作ステーブル 主取
685 牝 シャンハイボビー ミュゼミランダ 三石 （有）元道牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 欠場
686 牡 ビーチパトロール ミレナ 十勝 ㈱リトルブルーファーム ㈱リトルブルーファーム 主取
687 牡 スノードラゴン ユーセイクインサー 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)主取
688 牝 ウインバリアシオン マリーシア 東北 （有）荒谷牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
689 牡 パイロ マジェスティックブライト 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
690 牝 ラブリーデイ ブルーロータス 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
691 牝 カレンブラックヒル メガフェリーチェ 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 落札 塚本　裕己 5,280,000
692 牝 ダノンレジェンド メイショウジビュス 浦河 本巣　敦 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 4,070,000
693 牝 カレンブラックヒル メイショウウケヅキ 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 石川県馬主協会 2,750,000
694 牡 ミッキーロケット メイレディ 荻伏 村下　清志 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 田頭　勇貴 5,500,000
695 牝 サトノダイヤモンド モアナブリーズ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 清宮　義男 7,700,000



696 牝 ヴィクトワールピサ モエレメルシー 東北 一山育成牧場 （有）チェスナットファーム 欠場
697 牝 バンドワゴン モリデンマンボ 新冠 ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 町田　武 2,420,000
698 牡 パイロ マルクプレンヌ 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 吉木　伸彦 11,550,000
699 牝 ホッコータルマエ ユキノセリーヌ 荻伏 市正牧場 （株）愛知ステーブル 落札 千葉県馬主会　鶴谷　義雄 6,160,000
700 牡 ベストウォーリア ユキノレッシャ 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 三木　康史 7,040,000
701 牡 ビーチパトロール ユノマニッシュ 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
702 牡 ダノンレジェンド ユメヒマワリ 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)アップライト 3,300,000
703 牝 ベルシャザール ユーアーマイン 三石 飯岡牧場 （株）森本スティーブル 落札 石川県馬主協会 3,080,000
704 牡 マジェスティックウォリアーラインダール 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 北海道馬主会　西森　鶴 14,300,000
705 牡 ワールドエース ラスリーズ 東京 新井原　博 田口トレーニングファーム 主取
706 牡 フリオーソ ラッキーハナチャン 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 廣松  金次 12,100,000
707 牝 サトノクラウン リモンチェッロ 門別 石原牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)主取
708 牝 コパノリッキー ララサンタフェーズ 胆振 （有）市川牧場 （有）市川牧場 主取
709 牡 ドゥラメンテ ランスタン 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
710 牝 ドレフォン ライブリースプライト 胆振 （株）アスラン （株）門別牧場 落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 6,600,000
711 牡 シニスターミニスター ラッキーマンボ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 黒須　不二男 27,500,000
712 牡 アメリカンペイトリオット ポーズ 浦河 山田　昇史 Gates Stable 主取
713 牝 リオンディーズ マダムチェロキー 荻伏 （有）市川ファーム （有）チェスナットファーム 落札 (株)Gﾘﾋﾞｴｰﾙ･ﾚｰｼﾝｸﾞ 22,000,000
714 牡 エスケンデレヤ メロークーミス 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 塩澤  正樹 15,950,000
715 牝 ダノンレジェンド メルセンヌナンバー 新冠 （有）ムラカミファーム 山岸ステーブル 落札 道永　幸治 8,800,000
716 牝 サトノダイヤモンド ユアザイオン 門別 アイズスタッド（株） ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 吉川ホールディングス㈱ 6,380,000
717 牡 バーディバーディ リサイトアチャーム 東京 （株）メジロ （有）大作ステーブル 主取
718 牝 バゴ リージェンツパーク 門別 若林　順一 （株）白井牧場 主取
719 牡 ハービンジャー リアライズクレア 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 岡  浩二 9,350,000
720 牝 コパノリッキー リファインド 三石 乾　皆雄 （有）荻伏共同育成場 落札 神奈川県馬主協会　小川　智史2,750,000
721 牝 ニシケンモノノフ ラプチュア 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 横田　秀明 2,090,000
722 牝 サトノアラジン ルトルヴェール 東京 新井原　博 田口トレーニングファーム 落札 (有)ｼﾞｪﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 4,400,000
723 牝 モーリス ルナリア 浦河 （有）アイオイファーム （有）ディスティニーファーム 主取
724 牡 ベストウォーリア ルールザユニバース 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 久松　朋史 4,400,000
725 牡 ビッグアーサー ミラクルミジュ 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 山田　信明 2,200,000
726 牝 メイショウボーラー ヴェリタスマリコ 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
727 牡 ラニ リキサンキャロル 浦河 山田　昇史 （株）門別牧場 主取
728 牡 サトノクラウン レイナカスターニャ 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 平沼　宣秀 17,050,000
729 牝 リオンディーズ レジェ 三石 レースホース牧場（株） カルペディエム メイド 主取
730 牝 ハービンジャー レジュールダムール 愛知 アシュビル（株） 社台ブルーグラスファーム 落札 99.9 2,200,000
731 牝 ゴールドシップ レッツグルーヴ 門別 荒井ファーム （有）チェスナットファーム 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 2,970,000
732 牡 エスポワールシチー レッドフィオーレ 新冠 （有）アラキファーム 岩見ステーブル 落札 東京都馬主会　市村　義和 9,460,000
733 牡 ビッグアーサー レディカリーナ 静内 （有）見上牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 欠場



734 牝 ジャスタウェイ レーヌドオリエント 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 6,600,000
735 牝 ネロ ルナジェーナ 三石 山口　忠彦 （有）荻伏共同育成場 落札 佐賀県馬主会　河合　純二 4,180,000
736 牡 フリオーソ ルナクィーン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 石川県馬主協会 3,850,000
737 牡 アポロキングダム エヴァソーマッチ 三石 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 千葉県馬主会　安田　智彦 2,200,000
738 牡 シャンハイボビー ロイヤルムーン 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 組）Ｓ　Ｒ　Ｔ 9,900,000
739 牝 アジアエクスプレス ロマンスリップ 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
740 牝 ベストウォーリア ローズヘイロー 新冠 （有）石田牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 原村　正紀 8,250,000
741 牝 ヘニーヒューズ ロードナイト 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 落札 日本中央競馬会 9,570,000
742 牝 アジアエクスプレス マウンテンウーマン 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 山上　和良 3,300,000
743 牡 コパノリッキー サティーヌアロム 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 落札 東京都馬主会　福原　聡 13,090,000
744 牝 レッドファルクス ヴァルキリー 三石 (有)三石ビクトリーファーム パッショーネ 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,400,000
745 牡 バゴ ガーリッシュハート 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 杉浦　敏夫 11,550,000
746 牡 キンシャサノキセキ イイデステップ 新冠 山岡ファーム （株）小国スティーブル 落札 熊木　浩 3,960,000
747 牝 ブラックタイド エンゼルジョーカー 静内 山際　智 （有）ヤマダステーブル 落札 野崎　宗信 8,800,000
748 牡 タリスマニック アグネスターフ 三石 （有）元道牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (株)レックス 3,300,000
749 牡 エーシントップ アンプレシオネ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 (株)ライフフィールズ 2,970,000
750 牝 トゥザワールド アミザクラ 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 稲葉　光昭 2,750,000
751 牝 カフェラピード アサクサヴェール 三石 （有）三石橋本牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 (有)グランデファーム 2,750,000
752 牡 エスケンデレヤ アルマアネラ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 神奈川県馬主協会　臼井　義太郎5,500,000
753 牡 ミッキーアイル アートラヴァー 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 主取
754 牡 ワールドエース イシノウォーニング 新冠 （有）石田牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 千葉県馬主会　佐藤　勝士 5,940,000
755 牝 ミッキーロケット インタールナ 荻伏 横山　浩司 横山　浩司 主取
756 牡 モンテロッソ イントリーグ 三石 （有）米田牧場 本桐共同育成センター 落札 (有)キタジョファーム 3,300,000
757 牡 ホッコータルマエ レディーメグネイト 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 スエヒロレーシング 9,900,000
758 牝 コパノリッキー ワイルドフェイス 平取 （有）赤石牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 13,200,000
759 牡 ミッキーロケット アラブランカ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 主取
760 牝 ヘニーヒューズ アラマサスナイパー 新冠 （有）アラキファーム （有）チェスナットファーム 落札 竹内　三年 8,360,000
761 牡 グランデッツァ ヴァリュー 新冠 村上　雅規 Ｐｏｎｑ－ｉｚｍ 主取
762 牝 ビーチパトロール ウィズリーガーデン 三石 米田　和子 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 田頭　勇貴 4,400,000
763 牝 タリスマニック ヴィトンクイーン 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 落札 (株)加藤ステーブル 5,940,000
764 牡 ラブリーデイ ウインアイスバーグ 神奈川アークフロンティア（株） （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 田頭　勇貴 3,960,000
765 牡 アグニシャイン エイシントット 三石 元茂　修一 元茂　修一 落札 (株)レッドマジック 3,960,000
766 牡 ホッコータルマエ エルシェロアスール 荻伏 山下　恭茂 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 千葉県馬主会　梶本　尚嗣14,300,000
767 牡 ゴールドアクター オグリピンキー 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 山下　良子 1,650,000
768 牡 アドマイヤマックス エヴァンジェリン 新冠 （株）安達牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド主取
769 牡 ハービンジャー エスコルピオン 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)マークス 14,850,000
770 牡 デクラレーションオブウォーエナジーワイルド 胆振 阿部　栄乃進 （有）チェスナットファーム 主取
771 牝 パドトロワ エムオーパール 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取



772 牡 ビッグアーサー エーピーモモ 新冠 山岡ファーム （株）小国スティーブル 落札 谷川　正純 4,400,000
773 牝 スピルバーグ エメラルドクイーン 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)主取
774 牡 ビッグアーサー エメラルコヨーテ 門別 （株）アースファーム Ikuchise Stud 落札 石川県馬主協会 3,300,000
775 牝 コパノリッキー エルメスショコラ 門別 新井昭二牧場 新井昭二牧場 落札 深見  富朗 3,300,000
776 牝 ノヴェリスト エレガントテソーロ 三石 レースホース牧場（株） カルペディエム メイド 主取
777 牝 ヴィクトワールピサ エンジェルステップ 三石 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 佐藤　良男 2,970,000
778 牝 グレーターロンドン アンジェリカス 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 竹下　佳利 3,300,000
779 牝 コパノリッキー イシノエストック 新冠 （有）石田牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
780 牝 トゥザワールド サクライリューム 静内 （有）山田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
781 牡 ブラックタイド ジューンブライド 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7,700,000
782 牡 トゥザグローリー エーシンブイムード 三石 （有）元道牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 福盛　訓之 8,800,000
783 牝 ニシケンモノノフ オウケンハート 東京 （株）メジロ （有）大作ステーブル 落札 神奈川県馬主協会　村田　大作4,400,000
784 牡 シルバーステート オメガカリビアン 新冠 森永　聡 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 STレーシング 7,260,000
785 牝 ビッグアーサー オレゴントレイル 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
786 牝 レーヴミストラル オーミバンビーナ 三石 (有)三石ビクトリーファーム 藤春　修二 落札 シンボリ牧場㈲ 5,060,000
787 牝 バゴ キスオブザビーナス 門別 若林　順一 （株）白井牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 2,200,000
788 牡 リアルインパクト サクラカンパネラ 静内 伊藤　敏明 （株）小国スティーブル 主取
789 牝 カレンブラックヒル カイドウ 静内 山際　智 （有）ヤマダステーブル 落札 鈴木　邦英 3,520,000
790 牡 ドレフォン カウントオンミー 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 寺田　秀樹 22,000,000
791 牡 エイシンヒカリ カクテルフォンテン 門別 新井　弘幸 ディーエスファーム 落札 栗本  博晴 4,400,000
792 牝 トゥザワールド カレンナサクラ 静内 （有）見上牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 手嶋　美季 2,750,000
793 牡 トビーズコーナー カワカミタキオン 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 兵庫県馬主協会 3,850,000
794 牡 アジアエクスプレス クラシックス 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 山田  貢一 14,300,000
795 牝 レーヴミストラル キテキ 三石 元茂　修一 （株）Ｔホースランチ 主取
796 牡 ネロ キャッスルブラウン 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 主取
797 牝 バゴ キャットガール 三石 （有）三石橋本牧場 （株）森本スティーブル 落札 水谷　昌晃 4,510,000
798 牝 モンテロッソ グッドモーメント 東京 （株）メジロ （有）大作ステーブル 主取
799 牝 ホッコータルマエ クリアーパッション 浦河 本巣　敦 （有）荻伏共同育成場 落札 前田　良平 9,350,000
800 牡 マクフィ クリスチャンパール 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 尾田　信夫 27,500,000
801 牡 ネロ グレイスサンセット 門別 アイズスタッド（株） （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 小松　欣也 5,500,000
802 牝 エピファネイア グレイトフルレガロ 東京 新井原　博 田口トレーニングファーム 主取
803 牡 レッドファルクス クレタパラドックス 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 落札 日本中央競馬会 4,400,000
804 牝 オルフェーヴル クレバークリス 浦河 （株）ミリオンファーム （株）愛知ステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 11,000,000
805 牝 ドレフォン クロエチャン 十勝 ㈱リトルブルーファーム ㈱リトルブルーファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 6,820,000
806 牡 レーヴミストラル グロリアスフラワー 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)コスモヴューファーム 5,060,000
807 牡 ヘニーヒューズ グロリエッテ 門別 森永牧場 (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 9,900,000
808 牡 レッドファルクス クロンドローリエ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 長井　純一 4,400,000
809 牝 ホッコータルマエ グリマープリンセス 三石 乾　皆雄 （有）荻伏共同育成場 落札 会田　浩史 3,300,000



810 牡 ヘニーヒューズ キタサンメジャー 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 15,950,000
811 牡 フリオーソ ゴールドマッシモ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 7,700,000
812 牝 エイシンヒカリ エーシンヘラ 三石 （有）元道牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (有)ミルファーム 2,310,000
813 牝 ミッキーロケット オーミポルカ 三石 (有)三石ビクトリーファーム パッショーネ 落札 大越　徹朗 2,750,000
814 牝 シャンハイボビー カワカミマゴコロ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
815 牝 ハービンジャー ケイティバローズ 門別 （有）天羽禮治牧場 （有）天羽禮治牧場 落札 手嶋　康雄 8,800,000
816 牡 モンテロッソ ケージーホマレ 東京 （株）メジロ （有）大作ステーブル 主取
817 牡 ダノンレジェンド キタサンユキ 三石 （有）米田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 本山　博之 2,200,000
818 牝 パイロ コウヨウタレイア 門別 若林　順一 （株）白井牧場 落札 小菅　誠 5,500,000
819 牝 アジアエクスプレス ゴッドダンシング 新冠 森永　聡 岩見ステーブル 落札 小松　欣也 4,400,000
820 牝 バトルプラン サクラワイズ 静内 （有）山田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
821 牝 タリスマニック サワヤカムスメ 胆振 （有）新井牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 欠場
822 牝 ネオユニヴァース サセッティ 浦河 今井　秀樹 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
823 牝 パイロ サクラトップピサ 門別 （株）アースファーム Ikuchise Stud 落札 千葉県馬主会　伊藤　輔則 6,050,000
824 牝 ホッコータルマエ シルクメガヒット 三石 （有）水上牧場 （株）森本スティーブル 落札 田中  晴夫 2,750,000
825 牡 キズナ シェリレーヌ 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 欠場
826 牝 ダンカーク ジェンハオサイマ 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 大倉　佑介 2,200,000
827 牡 リオンディーズ ジュメイラジョアン 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 兼松  昌男 4,950,000
828 牡 コパノリチャード セプドール 静内 秋田育成牧場 （有）高橋ファーム 落札 湯浅　健司 2,200,000
829 牝 アドマイヤムーン コウユーユメダンス 三石 飯岡牧場 （有）福山育成牧場 落札 (株)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 2,200,000
830 牝 クリエイターⅡ ゴールドマリキヤ 東北 ワールドファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 千葉県馬主会　西村　亮二 3,520,000
831 牝 コパノリッキー コパノバウンシ 静内 伊藤　敏明 （株）小国スティーブル 主取
832 牡 イスラボニータ ココロノスポーツ 三石 山野牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 千葉県馬主会　㈲内田ステーブル5,500,000
833 牡 トゥザグローリー コスモメソッド 浦河 山口　義彦 （株）愛知ステーブル 落札 和田　博美 7,700,000
834 牡 ヘニーヒューズ ゴブレット 新冠 （有）石田牧場 岩見ステーブル 落札 東京都馬主会　栗本　守 9,900,000
835 牡 イスラボニータ ゴールデンプライズ 新冠 （株）安達牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 石瀬　浩三 4,400,000
836 牝 シルバーステート コスモハート 門別 石原牧場 石原牧場 落札 二宮　幸三 7,920,000
837 牝 ワンダーアキュート ゴールドターフ 三石 （有）元道牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 ニットー商事（株） 7,920,000
838 牡 マクフィ コパノリンデン 門別 （有）ヤナガワ牧場 （株）白井牧場 落札 日本中央競馬会 16,500,000
839 牝 ビーチパトロール クリムゾンフレア 三石 山口　忠彦 （有）荻伏共同育成場 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)6,600,000
840 牡 アポロキングダム ケーズノーツ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 日本中央競馬会 7,920,000
841 牝 ミッキーロケット サンキンレター 三石 （有）米田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
842 牡 サトノクラウン サクセスビスケット 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 落札 石川  博 3,300,000
843 牝 ベストウォーリア サクラメガマックス 静内 （有）山田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
844 牡 リアルインパクト シャドウライフ 門別 荒井ファーム （有）チェスナットファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 9,240,000
845 牡 デクラレーションオブウォージュエルメッセージ 三石 （有）三石橋本牧場 セールスプレップサービス 落札 吉岡  泰治 13,750,000
846 牡 コパノリッキー ジュエルド 三石 （有）米田牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)ｸﾚｼﾐｴﾝﾄHorse 11,550,000
847 牡 グレーターロンドン シルクアピール 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取



848 牝 ショウナンカンプ シンワシュシュ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 長島商事(株) 3,080,000
849 牝 ネロ ショウナンカグラ 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 欠場
850 牡 デクラレーションオブウォーストロングレダ 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 落札 前原　敏行 6,600,000
851 牡 エスポワールシチー スイートライラック 静内 伊藤　敏明 （株）小国スティーブル 落札 千葉県馬主会　佐藤　良二 7,480,000
852 牡 ホッコータルマエ スナークスマイル 静内 （有）見上牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 主取
853 牡 アメリカンペイトリオット スイートリリック 三石 飯岡牧場 エレガンスファーム 欠場
854 牝 パドトロワ スウィートマフィン 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 主取
855 牡 ディープブリランテ スズカグリーン 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 永井商事(株) 11,550,000
856 牡 タリスマニック スズカリーガル 三石 （有）水上牧場 （株）森本スティーブル 主取
857 牡 トゥザワールド スターリットスカイ 門別 森永牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 永田　和彦 7,700,000
858 牡 ハービンジャー スターリーウインド 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 欠場
859 牡 ベーカバド スティールクィーン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 欠場
860 牝 ネオユニヴァース ステラビスティー 浦河 今井　秀樹 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
861 牡 ビーチパトロール ステージスクール 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 落札 日本中央競馬会 8,580,000
862 牡 ベストウォーリア ステージワンスモア 新冠 （有）浅川牧場 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ 落札 中西　純穂 5,390,000
863 牡 ディープブリランテ ストーリーライン 三石 レースホース牧場（株） （株）白馬牧場 主取
864 牡 ミッキーロケット スリーアフロディテ 胆振 （有）新井牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (株)京都ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 10,450,000
865 牡 シルバーステート スプリングシティ 新冠 （有）アラキファーム 岩見ステーブル 落札 落合　幸弘 18,700,000
866 牝 デクラレーションオブウォースマイルユー 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
867 牝 フリオーソ スマートウェーブ 浦河 山口　義彦 （株）愛知ステーブル 落札 大島　豊彦 2,200,000
868 牝 メイショウサムソン スリーサンハーツ 荻伏 村中牧場 村中牧場 欠場
869 牡 フリオーソ セトカ 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 主取
870 牡 アジアエクスプレス セレスティアル 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
871 牝 グランデッツァ セクシーモーション 門別 （株）アースファーム Ikuchise Stud 落札 エヌエス仙台(有) 2,200,000
872 牡 ビッグアーサー セブンスハーモニー 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 欠場
873 牡 ジャスタウェイ セラフィックロンプ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 主取
874 牝 ノヴェリスト セラミックガール 三石 山野牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 欠場
875 牝 エスポワールシチー ソンヨン 門別 横井　哲 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 松本　雅彦 3,300,000


