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876 牡 ヴィクトワールピサ ダイヤフォンテン 胆振 （有）登別上水牧場 ディーエスファーム 落札 藤本　彰 4,620,000
877 牝 アジアエクスプレス ダイヤモンドパール 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 主取
878 牡 エスケンデレヤ ダイワサンルージュ 三石 久井牧場 （有）チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 14,850,000
879 牝 エスポワールシチー ダノンスズラン 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 落札 儀賀　好子 5,280,000
880 牝 エスケンデレヤ タケノチャンス 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 森　哲 4,400,000
881 牝 ベストウォーリア チェストケハーツ 三石 沼田　照秋 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
882 牡 エスケンデレヤ チュウワビーナス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 小松　欣也 3,850,000
883 牡 ジャングルポケット ツーソックス 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)主取
884 牝 リオンディーズ ディスコルディア 門別 （有）浜本牧場 （株）小国スティーブル 主取
885 牡 ヴァンセンヌ テレフォニカ 東北 マルシチ牧場 （株）Ｔホースランチ 主取
886 牡 フリオーソ テールバインダー 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 神奈川県馬主協会　依田　泰雄8,800,000
887 牡 デクラレーションオブウォーダイワデッセー 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 欠場
888 牝 ビーチパトロール ダイワネーブル 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 落札 社台ファーム 7,150,000
889 牡 アジアエクスプレス ダイヤインザラフ 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
890 牡 ラブリーデイ チリペッパー 門別 前川　義則 前川　義則 落札 千葉県馬主会　大西　充秋 6,600,000
891 牝 バゴ トウカイセレッソ 平取 （有）びらとり牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 欠場
892 牡 エスポワールシチー トヨサンハッピー 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド 落札 齋藤　秀昭 9,900,000
893 牝 ルーラーシップ ドリーミートーツ 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 欠場
894 牝 バゴ トウカイユニバース 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 横尾　晴人 2,750,000
895 牡 ダノンレジェンド トーアハナノマイ 東京 （有）フローラル パッショーネ 落札 瀬戸　竜男 1,100,000
896 牡 アジアエクスプレス ドナメジャー 門別 （有）日西牧場 （有）日西牧場 欠場
897 牡 シャンハイボビー ナイトオブドバイ 三石 松本牧場 mill farm Ocean View Park 落札 千葉県馬主会　程田　真司10,340,000
898 牡 リアルスティール タケノビワ 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 村田　博司 5,500,000
899 牡 コパノリッキー ナムラジュエル 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
900 牝 モーリス ナリタシルエット 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 小島　將之 6,160,000
901 牡 マクフィ ナリタトップスター 静内 北海道静内農業高等学校 北海道静内農業高等学校 落札 (有)ミルファーム 5,720,000
902 牡 エスケンデレヤ ナロウゲート 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 主取
903 牝 ニシケンモノノフ ニケ 新冠 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 落札 酒井　孝敏 2,860,000
904 牡 ベストウォーリア ニシノフェイム 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 小林　茂行 6,380,000
905 牡 マクフィ ノイエクローネ 平取 船越　伸也 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 恵比寿興業（株）那須野牧場8,250,000
906 牝 レッドファルクス ノヴェンバースカイ 門別 前川　義則 （有）カタオカステーブル 落札 長井　純一 1,650,000
907 牡 リオンディーズ ノースキャット 門別 原田ファーム カルペディエム メイド 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 10,450,000
908 牡 トゥザワールド バトルサクヤビメ 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）落札 (株)Y.Y.Blood Stock 3,300,000
909 牡 レインボーライン バラッドレディ 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
910 牝 ファインニードル ハンドスター 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 水谷　美穂 8,800,000
911 牝 ヴィクトワールピサ ハートフォーカス 三石 松本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
912 牝 バトルプラン ダイワノブレス 静内 原　弘之 原　弘之 落札 横尾　晴人 1,650,000



913 牝 ゴールドアクター ピエナサクラ 浦河 （有）まるとみ冨岡牧場 （有）まるとみ冨岡牧場 落札 山岡　正人 8,800,000
914 牡 ワールドエース ビクトワールイゾレ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
915 牝 ファインニードル ヒシヴェリタス 浦河 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 落札 谷　正之 2,200,000
916 牡 ドレフォン ビッグクィーン 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 原村　正紀 19,250,000
917 牝 エイシンヒカリ ビッグザム 三石 堀川　洋之 （株）門別牧場 主取
918 牝 パイロ ピュアリーソリッド 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 落札 酒井　孝敏 2,750,000
919 牡 メイショウボーラー ピンクブリザード 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 千葉県馬主会　安田　智彦 4,400,000
920 牡 ヘニーヒューズ タケノローマン 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 9,900,000
921 牡 コパノリッキー タマモスズラン 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 松野　真一 4,730,000
922 牡 ラブリーデイ ティンクルチャーミ 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 岡  浩二 7,920,000
923 牡 サトノクラウン トウカイネオ 平取 （有）びらとり牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
924 牡 シャンハイボビー ナムラナデシコ 三石 （有）平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 東京都馬主会　新井　浩明11,000,000
925 牡 パイロ ノルウェーノモリ 静内 （有）藤沢牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 仲辻　正貴 6,270,000
926 牡 ノヴェリスト ノットユアビジネス 胆振 （有）登別上水牧場 ディーエスファーム 落札 大栗　芳一 7,370,000
927 牡 アメリカンペイトリオット ハマギク 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)落札 梶　正典 8,800,000
928 牝 ヴィクトワールピサ ハリウッドセレブ 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 落札 稲垣　誠 2,200,000
929 牝 メイショウボーラー ハナズクリーム 静内 原　弘之 谷藤　弘美 主取
930 牡 リーチザクラウン ニッセイグリーン 門別 （有）日西牧場 （有）日西牧場 落札 松浦　一久 2,200,000
931 牝 リオンディーズ ブリュンヒルト 静内 西村牧場 （株）小国スティーブル 主取
932 牡 ケープブランコ フェレット 三石 藤巻　則弘 ＹＴＴパートナーシップ 主取
933 牝 ディスクリートキャット ファニーゴールド 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 落札 内田　玄祥 2,860,000
934 牡 ダノンレジェンド ファーマクリーム 門別 増尾牧場 エイトステーブル 欠場
935 牡 アグニシャイン フィネス 新冠 （株）ハクレイファーム カルペディエム メイド 落札 (株)レッドマジック 2,200,000
936 牝 ヴィットリオドーロ フェスティバル 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 兵庫県馬主協会 5,500,000
937 牡 キズナ フェートデュヴァン 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 栗坂  崇 9,350,000
938 牡 マジェスティックウォリアーフェールクークー 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 尾田　信夫 19,250,000
939 牡 サトノダイヤモンド ブラックショコラ 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 山田  裕仁 3,850,000
940 牡 シニスターミニスター プリマビスティー 荻伏 （有）伏木田牧場 （同）ヒルヴァレーファーム 欠場
941 牝 ディスクリートキャット プレシャスクルー 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 落札 水上  行雄 5,170,000
942 牝 マクフィ ブライダルベール 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）落札 杉浦　敏夫 7,920,000
943 牡 ヘニーヒューズ ホクセツダンス 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 5,500,000
944 牡 エピファネイア ボナマティーナ 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 原　司郎 16,500,000
945 牡 ミッキーロケット ヒカリヴィグラス 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 定蛇　邦宏 13,200,000
946 牡 キンシャサノキセキ ヒマラヤタカコ 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 木村　廣太 5,500,000
947 牝 ゼンノロブロイ プランシングレディ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
948 牝 タリスマニック ベリーベリータイム 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 上田　秀二 3,300,000
949 牡 エスポワールシチー マイネマリアンヌ 静内 （有）真歌田中牧場 （株）ＮＹＳ 落札 石道　勝次 2,200,000
950 牡 マインドユアビスケッツ ホローポ 門別 （有）長谷川牧場 （有）パイオニアファーム 落札 川村　徹彦 11,000,000



951 牡 ダンカーク ホウショウバレン 東京 芳賀　美知子 （株）森本スティーブル 落札 (株)京都ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 5,720,000
952 牝 ベストウォーリア ホウヨウバルキリー 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 兵庫県馬主協会 6,930,000
953 牡 ヴァンセンヌ ボヌールバトー 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 (有)ケイアイファーム 8,250,000
954 牝 シャンハイボビー ボロブドゥール 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 落札 仲辻　正貴 3,300,000
955 牝 ダンカーク ホワイトウォーター 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000
956 牡 タリスマニック ピエナアマゾン 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 欠場
957 牝 ディスクリートキャット プレイアップ 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 主取
958 牝 ジャングルポケット フラワータッチ 平取 原田　新治 （株）門別牧場 主取
959 牡 ダブルスター プロフュージョン 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 町田　圭太 5,500,000
960 牡 ホッコータルマエ ポレモス 大阪 藤田　孟司 （有）チェスナットファーム 落札 宮﨑  忠比古 4,400,000
961 牝 エスポワールシチー マイオール 門別 （有）碧雲牧場 カルペディエム メイド 落札 柏瀬　金之介 5,720,000
962 牝 リオンディーズ ブランダムール 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 三宅  勝俊 17,600,000
963 牡 パドトロワ フレスカ 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 主取
964 牡 エスポワールシチー プリモウェイ 新冠 （株）ハクレイファーム （有）パイオニアファーム 落札 竹下　浩一 23,100,000
965 牝 マジェスティックウォリアーベストオブチャンス 浦河 （有）まるとみ冨岡牧場 （有）まるとみ冨岡牧場 落札 石川県馬主協会 3,300,000
966 牡 マインドユアビスケッツ マイネクイーン 新冠 （有）ビッグレッドファーム （有）ビッグレッドファーム 欠場
967 牝 アポロキングダム マスターウィンド 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 小林  祥晃 3,410,000
968 牝 コパノリッキー マスターエクレール 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 大久保　幸夫 11,550,000
969 牡 サトノクラウン マリブビーチ 門別 廣中　稔 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 佐山  公男 3,300,000
970 牡 ジャスタウェイ マルヨパトリオット 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 山中　和子 8,800,000
971 牡 ラニ マルーチ 門別 前川　義則 Gates Stable 主取
972 牝 ブラックタイド ミニレイスター 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 主取
973 牝 デクラレーションオブウォーモリトシラギク 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 欠場
974 牝 エイシンヒカリ ホウショウマツエ 東京 芳賀　美知子 （株）森本スティーブル 主取
975 牡 マインドユアビスケッツ ピースフルデイズ 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 欠場
976 牡 ミッキーロケット ミスチバスペニー 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 主取
977 牡 ラニ ミコノキセキ 新冠 松木　加代 （株）ＮＹＳ 落札 松野　真一 3,410,000
978 牝 スピルバーグ ミサトサウス 浦河 （有）北光牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 原  久美子 1,980,000
979 牝 トーセンラー ミセススノー 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 山上　和良 2,310,000
980 牝 ヴァンセンヌ ミヤビハンター 静内 原　弘之 （有）静内白井牧場 落札 棚網  基己 2,310,000
981 牝 エイシンフラッシュ マリナーズコンパス 静内 西村牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
982 牡 パイロ マンボカーニバル 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 菅野　守雄 8,360,000
983 牡 エイシンヒカリ エイシンサンバレー 大阪 平井　克彦 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ欠場
984 牡 バンブーエール リベリーターン 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 小菅　誠 8,800,000
985 牡 マジェスティックウォリアーメイショウアツヒメ 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 11,000,000
986 牡 ダノンレジェンド メイユーブルーム 東京 （有）フローラル パッショーネ 落札 田頭　勇貴 1,980,000
987 牡 シニスターミニスター メモラブルワーズ 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 木村　友典 4,400,000
988 牡 タリスマニック ミエノプリンプリン 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取



989 牡 ウインバリアシオン ヤマシロギク 東北 マルシチ牧場 （株）Ｔホースランチ 主取
990 牝 リオンディーズ ヤサカオディール 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 (有)ディアレストクラブ 10,340,000
991 牝 レッドファルクス ユキノヴィーナス 静内 前田牧場 （株）ＮＹＳ 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 3,300,000
992 牝 フリオーソ ユリカチャン 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)落札 神奈川県馬主協会　鈴木　基容4,400,000
993 牝 ダンカーク ミラクルベリー 門別 （有）浜本牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 日本中央競馬会 8,360,000
994 牝 ファインニードル ラファエラ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 竹内　三年 7,700,000
995 牝 ジャングルポケット ラクリモーサ 三石 ヒサイファーム ヒサイファーム 落札 古谷　剛彦 1,320,000
996 牡 ストロングリターン ライサ 静内 （有）増本牧場 （株）森本スティーブル 落札 神奈川県馬主協会　山口　正行3,960,000
997 牝 ダイワメジャー ライブリーチューン 三石 （有）平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 日本中央競馬会 9,900,000
998 牝 カレンブラックヒル ミストラルグリーン 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 神奈川県馬主協会　松谷　翔太4,510,000
999 牡 フリオーソ ユーステイアウェイ 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 落札 鈴木　昭和 7,260,000

1000 牝 ロゴタイプ ユキノクイーン 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 小関　昭次 13,750,000
1001 牝 シニスターミニスター ブラックティー 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 日本中央競馬会 8,800,000
1002 牝 ストロングリターン ラインステッチ 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 欠場
1003 牡 エイシンヒカリ ルヴェソンヴェール 新冠 （株）ハシモトファーム （株）愛知ステーブル 落札 犬塚　悠治郎 8,250,000
1004 牡 コパノリッキー リトルリスキー 浦河 林　孝輝 （株）小国スティーブル 落札 99.9 3,300,000
1005 牡 イスラボニータ リリーオブザバリー 門別 廣中　稔 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 庄司　修二 3,740,000
1006 牝 ルーラーシップ リンガフランカ 三石 ヒサイファーム （有）パイオニアファーム 欠場
1007 牝 フェノーメノ ルージュマジック 新冠 松木　加代 （株）ＮＹＳ 落札 吉岡　泰恵 2,200,000
1008 牡 スクリーンヒーロー ライラックラブ 三石 （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム 落札 (有)コスモヴューファーム 7,920,000
1009 牡 ヴィクトワールピサ レディオスソープ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)8,800,000
1010 牡 リアルスティール レッドエレンシア 浦河 （有）信岡牧場 （有）信岡牧場 落札 北側　雅勝 9,350,000
1011 牡 バトルプラン レミニセンス 新冠 （有）ビッグレッドファーム （有）ビッグレッドファーム 落札 千葉県馬主会　内藤　正生 3,520,000
1012 牝 シニスターミニスター レーヴドベティ 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 落札 トーケンサービス㈱ 2,860,000
1013 牡 ディスクリートキャット リベラメンテ 三石 松本牧場 （株）Ｔホースランチ 欠場
1014 牝 ダノンレジェンド ワルツ 浦河 （有）北光牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 林　正夫 2,750,000
1015 牡 サトノクラウン エイシンマカロン 大阪 平井　克彦 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 (有)グランデファーム 7,480,000
1016 牡 マジェスティックウォリアーエレクティオン 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 欠場
1017 牝 ベストウォーリア ロイヤルジュエリー 新冠 （有）新冠伊藤牧場 （株）小国スティーブル 落札 大室　圭一郎 2,200,000
1018 牝 ワンアンドオンリー ロスカティオス 十勝 ハーモニーストックファーム ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1019 牡 アメリカンペイトリオット ラルティスタ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 田畑　利彦 29,700,000
1020 牝 リアルスティール ワキノドライバー 三石 （有）広田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 幅田　京子 8,140,000
1021 牡 ストロングリターン ワンオブクインズ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
1022 牝 アメリカンペイトリオット ワイルドシンガー 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 幅田  昌伸 5,500,000
1023 牝 ジャスタウェイ ルイーズ 三石 （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム 落札 志村　幸彦 3,520,000
1024 牡 ビッグアーサー ルージュバンブー 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 欠場
1025 牡 シャンハイボビー レディーファースト 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 吉岡  泰治 7,700,000
1026 牝 ストロングリターン アンジェロ 門別 （有）碧雲牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取



1027 牡 ゴールドアクター アイアムネオ 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 落札 西村　亮二 2,750,000
1028 牡 ブラックタイド アイビー 門別 （有）本間牧場 （株）ＮＹＳ 落札 日本中央競馬会 5,060,000
1029 牡 ヴィクトワールピサ アグネスエンジェル 浦河 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 欠場
1030 牡 ナムラタイタン アサケゴマ 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 矢野　亨憲 5,720,000
1031 牝 スマートファルコン アリーペデ 三石 沼田　照秋 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 ﾗｲﾌｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱ 7,150,000
1032 牝 メイショウボーラー アンジェレッタ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 IRﾚｰｼﾝｸﾞ 2,200,000
1033 牝 シャンハイボビー アンスタンフィール 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 田頭　勇貴 4,510,000
1034 牡 シルバーステート アマノチェリーラン 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）荻伏共同育成場 欠場
1035 牝 ルーラーシップ アペラシオン 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 永山　勝敏 10,450,000
1036 牡 スノードラゴン アポロレレ 胆振 ホースガーデンしらおい （株）門別牧場 落札 (株)加藤ステーブル 3,300,000
1037 牡 ワールドエース アクアブルーマーチ 三石 松本牧場 （株）Ｔホースランチ 落札 前田　良平 3,740,000
1038 牝 リアルスティール アズマガール 門別 増尾牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 杉安  浩一郎 5,500,000
1039 牡 ベストウォーリア アムネリス 荻伏 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム 落札 (株)フロンティア 10,450,000
1040 牝 ファインニードル アモーレエテルノ 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 山口　功一郎 5,720,000
1041 牡 カレンブラックヒル エクセルギー 門別 野島牧場 （株）愛知ステーブル 主取
1042 牡 アジアエクスプレス アラピンタ 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 嶋田  賢 33,000,000
1043 牡 リアルスティール アルテーロ 新冠 （株）ハクレイファーム カルペディエム メイド 落札 (株)エクワインレーシング 5,720,000
1044 牡 ラブリーデイ アルマニンファ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 森　哲 6,820,000
1045 牝 アドマイヤムーン アジェンダ 浦河 （有）北光牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 ときめきレーシング 3,850,000
1046 牡 ミッキーロケット アンナヴァン 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 Ｔレーシング 10,450,000
1047 牡 エピファネイア アースビーガ 江別 松山　増男 田口トレーニングファーム 落札 中辻　明 14,300,000
1048 牡 ケープブランコ アイギーナ 三石 （株）前田ファーム Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (株)ｵﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7,260,000
1049 牡 ベーカバド ロングアンドリーン 門別 （有）ファーミングヤナキタ ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1050 牡 ラニ ローズベビークリス 静内 （有）橋本牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 千葉県馬主会　酒井　孝敏 2,860,000
1051 牡 レッドファルクス ワキノバクシン 三石 （有）広田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 社台ファーム 12,100,000
1052 牡 ラニ イチゴアミーラ 門別 （有）碧雲牧場 （有）碧雲牧場 欠場
1053 牡 バトルプラン イフリータ 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 手嶋　美季 5,500,000
1054 牡 シルバーステート インフィニート 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 二宮　幸三 23,100,000
1055 牡 ラニ エスプリドゥルミエ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
1056 牝 パドトロワ ウェーブピアサー 静内 原　弘之 ＹＴＴパートナーシップ 落札 内田　玄祥 2,310,000
1057 牡 ビーチパトロール オウシュウフリート 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)Y.Y.Blood Stock 5,500,000
1058 牝 エイシンヒカリ エーシングリフォン 大阪 平井　克彦 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ欠場
1059 牡 リオンディーズ エアガガ 浦河 林　孝輝 （株）小国スティーブル 落札 澤村　敏雄 4,400,000
1060 牝 イスラボニータ エクセレントビュー 門別 春木ファーム 春木ファーム 落札 星加　浩一 4,620,000
1061 牝 トーセンラー エニシノイト 静内 増本　良孝 （有）福山育成牧場 落札 日本中央競馬会 7,700,000
1062 牡 ジャスタウェイ エポカローザ 静内 八田ファーム （株）愛知ステーブル 主取
1063 牡 ゴールドアクター エフティアクトレス 三石 幌村牧場 幌村牧場 落札 神奈川県馬主協会　三浦　勝仁2,750,000
1064 牝 アジアエクスプレス エムヴォワール 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 松田　幸生 5,500,000



1065 牡 トゥザワールド エイシンアポロニア 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1066 牡 トビーズコーナー エメラルドコースト 荻伏 藤春　修二 藤春　修二 落札 (株)ケンタウロス 7,920,000
1067 牝 ダノンレジェンド エイシンリオ 大阪 平井　克彦 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド主取
1068 牡 マジェスティックウォリアーエメライン 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 東京都馬主会　高橋　照比古9,680,000
1069 牝 ビーチパトロール ケージーハッピー 三石 松本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 琴浦　諒 7,920,000
1070 牝 サトノアラジン キャンディウォー 東京 パングロス（有） 木村　秀則 落札 (株)ＦＥＡＴ 2,090,000
1071 牝 レインボーライン キタサンテンニョ 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)ＦＥＡＴ 1,100,000
1072 牝 バゴ キモンオレンジ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
1073 牡 ディープブリランテ オアシスムーン 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 三浦　勝仁 11,550,000
1074 牝 インカンテーション クリノクロフネ 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 兵庫県馬主協会 8,360,000
1075 牝 パイロ クラッシュオンユー 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 落札 神奈川県馬主協会　吉岡　廣樹4,400,000
1076 牡 ビッグアーサー アグネスキフジン 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 欠場
1077 牡 デクラレーションオブウォーカディーシャ 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 (有)ケイアイファーム 18,700,000
1078 牡 ホッコータルマエ カゼノサファイア 新冠 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 落札 平本　敏夫 11,000,000
1079 牝 ドレフォン カタストロフィ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 谷口　裕司 6,600,000
1080 牝 ラニ カネスベネフィット 門別 前川　義則 （有）カタオカステーブル 落札 (株)ｹｰｴｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7,810,000
1081 牡 ヘニーヒューズ カヒリ 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 9,020,000
1082 牝 コパノリッキー カリストーガ 静内 （有）北洋牧場 （株）小国スティーブル 主取
1083 牝 シルバーステート ザデイ 新冠 （株）ハクレイファーム （株）森本スティーブル 落札 三木　正浩 16,500,000
1084 牝 レッドファルクス エーシンハーバー 大阪 平井　克彦 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 日本中央競馬会 4,400,000
1085 牝 キンシャサノキセキ キャントミス 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 落札 田頭　勇貴 3,300,000
1086 牝 エイシンフラッシュ キアーロベルタ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 主取
1087 牡 キンシャサノキセキ キングアンドクイン 三石 （株）前田ファーム Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 ＡＩレーシング 8,800,000
1088 牡 ロードカナロア クイーンズシアター 平取 （有）二風谷ファーム （株）Ｔホースランチ 欠場
1089 牡 エスポワールシチー ゴーフォーイット 門別 野島牧場 （株）愛知ステーブル 落札 池袋レーシング 4,400,000
1090 牡 ダンカーク カーヴィシャス 神奈川（有）ブルードメヤ （有）パイオニアファーム 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 7,480,000
1091 牝 ホッコータルマエ グランドバリュー 三石 松本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 佐賀県馬主会　宮副　敏明 7,700,000
1092 牝 ブラックタイド クリスタルキャノン 門別 （有）浜本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 栗本　守 8,800,000
1093 牝 ディスクリートキャット クリーペル 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 欠場
1094 牡 キンシャサノキセキ クリールソレイユ 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）荻伏共同育成場 落札 福盛　訓之 9,350,000
1095 牝 ビッグアーサー クレヨンルージュ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
1096 牡 サトノクラウン グローブ 三石 （有）広田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 臼井　一眞 5,720,000
1097 牝 ビーチパトロール クロネコ 静内 増本　良孝 （有）福山育成牧場 欠場
1098 牡 コパノリッキー グロリアスバラッド 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 日下部  勝徳 3,300,000
1099 牝 サトノクラウン グローリアスイリス 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 落札 吉橋　英隆 2,200,000
1100 牝 エイシンヒカリ エイシンラトゥナ 大阪 平井　克彦 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
1101 牡 ワールドエース ゲストアスリート 門別 （有）細川牧場 （株）Ｔホースランチ 落札 棚網  基己 3,410,000
1102 牡 リオンディーズ ケージーヒトメボレ 三石 松本牧場 mill farm Ocean View Park 落札 (株)ローレン 5,280,000



1103 牝 カレンブラックヒル キャットストリート 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 米津　佳昭 3,300,000
1104 牝 アジアエクスプレス コパノジャーノー 静内 西村牧場 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
1105 牡 クリエイターⅡ コスモライセンス 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 兵庫県馬主協会 6,380,000
1106 牡 アジアエクスプレス コルカロリ 新冠 （有）新冠伊藤牧場 （株）小国スティーブル 主取
1107 牡 カレンブラックヒル コンフォータブル 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 澤田　孝之 5,170,000
1108 牡 ケープブランコ コーリングオブラブ 三石 （株）前田ファーム （有）グランデファーム 主取
1109 牝 アジアエクスプレス コートリーラッシュ 東京 パングロス（有） 木村　秀則 落札 橘井　広幸 2,200,000
1110 牡 エスポワールシチー シルヴィルージュ 門別 長谷部牧場 カルペディエム メイド 落札 鈴木　雅俊 9,350,000
1111 牡 ラブリーデイ サミーカラー 静内 （有）増本牧場 （株）森本スティーブル 落札 日下部  勝徳 4,400,000
1112 牡 シルバーステート サトノベリーニ 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 二宮　幸三 36,300,000
1113 牡 トゥザグローリー サクラミラージュ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 佐賀県馬主会　福岡　隆史 3,410,000
1114 牡 ディスクリートキャット サンライトムーン 三石 （有）原口牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (有)ビッグレッドファーム 7,920,000
1115 牡 ヴィクトワールピサ サクラサクラサクラ 門別 野島牧場 （株）愛知ステーブル 落札 (同)雅苑興業 8,800,000
1116 牝 ホッコータルマエ サトノコンドル 鹿児島福田　米造 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 柏木  務 4,180,000
1117 牡 ベストウォーリア サニーヘイロー 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 松井　光夫 11,000,000
1118 牡 シルバーステート サマーコード 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 28,600,000
1119 牡 ヴァンセンヌ サマーフェアリー 静内 （有）西川富岡牧場 クラックステーブル 主取
1120 牝 シニスターミニスター サトノレジーナ 新冠 （株）ハクレイファーム （株）森本スティーブル 落札 須貝　廣次 4,400,000
1121 牡 ホッコータルマエ サムタイムレーター 静内 西村牧場 （株）小国スティーブル 落札 東京都馬主会　高橋　一郎 8,800,000
1122 牡 ビーチパトロール サンアイブライト 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 主取
1123 牡 エスケンデレヤ サンピング 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 豊田　智郎 6,050,000
1124 牡 ノヴェリスト ケイティーズジェム 大阪 平井　克彦 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 (同)雅苑興業 4,400,000
1125 牝 ベストウォーリア セーヌパリジャンヌ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 落札 北海道馬主会　西森　鶴 6,380,000
1126 牡 アジアエクスプレス シーアクトレス 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド 落札 田中　成奉 9,460,000
1127 牝 ロージズインメイ シンビジウム 静内 原　弘之 原　弘之 落札 (有)グランデファーム 5,060,000
1128 牡 アメリカンペイトリオット シンメトリック 三石 （有）原口牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
1129 牝 ファインニードル ジュラーレ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 欠場
1130 牡 パドトロワ ジェイケイカルミア 静内 藤吉牧場 クラックステーブル 落札 福田　達也 3,300,000
1131 牡 キンシャサノキセキ シャイナムスメ 門別 廣中　稔 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 岡  浩二 3,300,000
1132 牡 エスケンデレヤ ショウサンユリシス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 小松　欣也 3,300,000
1133 牝 キズナ ジョディーズライン 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 (有)コスモヴューファーム 11,000,000
1134 牝 エスポワールシチー シリカ 新冠 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 落札 日本中央競馬会 6,820,000
1135 牡 パイロ シルクシンフォニー 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 (株)レ オ 13,750,000
1136 牝 ワールドエース シンメイゲイルス 浦河 （有）北光牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
1137 牝 ベーカバド シーエーユウカ 門別 野島牧場 （株）愛知ステーブル 落札 阪田　英裕 1,650,000
1138 牝 エイシンヒカリ エーシンメンフィス 大阪 平井　克彦 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 中西　浩一 9,350,000
1139 牝 ラニ サンジャンドリュズ 荻伏 野表　俊一 （株）森本スティーブル 主取
1140 牡 ドレフォン ゼクト 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 森中  蕃 14,300,000



1141 牡 ディスクリートキャット スラリーアイス 浦河 （有）信岡牧場 （有）信岡牧場 落札 尾田　信夫 10,450,000
1142 牡 レーヴミストラル スマートシャワー 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 5,060,000
1143 牡 ミッキーロケット スターフォーユー 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド 落札 熊田　義孝 7,150,000
1144 牡 カレンブラックヒル スカイウェー 三石 堀川　洋之 （株）門別牧場 落札 谷口　悦一 5,060,000
1145 牝 リオンディーズ スキャンパー 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 (株)ティケム 10,450,000
1146 牡 ロゴタイプ スズカシャルム 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 蓑島　竜一 3,300,000
1147 牝 イスラボニータ スズカシャーマン 静内 （有）藤沢牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 村田　博司 11,000,000
1148 牡 シャンハイボビー ステラーホープ 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 吉冨　朝美 16,500,000
1149 牡 モーリス ストロベリーズ 三石 （有）平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
1150 牝 ヘニーヒューズ スフィンクス 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 落札 佐々木　雄二 5,500,000
1151 牝 モーリス スワンソング 平取 （有）二風谷ファーム （株）Ｔホースランチ 落札 (有)ビッグレッドファーム 3,520,000
1152 牡 バゴ セブンシークィーン 静内 （有）フジワラファーム ㈱ゴールドアップカンパニー 落札 吉岡　實 22,000,000


