
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)

1153 牡 ベルシャザール タイキエリーゼ 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 主取
1154 牝 タイセイレジェンド タイセイティグレス えりも寺井　文秀 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
1155 牡 ディーマジェスティ タカラジェニファ 新冠 （有）大栄牧場 （株）小国スティーブル 落札 嶋田  賢 12,100,000
1156 牝 エイシンヒカリ ダラニ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 西森　功 4,400,000
1157 牡 ネロ チェインブラッド 新冠 津田牧場 クラックステーブル 落札 (株)レックス 5,610,000
1158 牝 トビーズコーナー チャリシー 静内 （有）高橋ファーム （株）ケイズ 落札 尾崎　智大 3,300,000
1159 牡 バゴ ツクバエンジェル 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 主取
1160 牡 ヤマカツエース ディアナムラ 新冠 （有）武田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
1161 牝 メイショウサムソン ディアパヴォーネ 荻伏 （有）ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 落札 兵庫県馬主協会 3,410,000
1162 牝 フェノーメノ ディアベビードール 浦河 南部　功 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
1163 牡 ビッグアーサー ディヴァインクレア 三石 土田農場 土田農場 落札 千葉県馬主会　㈲内田ステーブル3,850,000
1164 牡 サトノアラジン ティノ 浦河 （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム 落札 99.9 5,500,000
1165 牡 トーセンラー ティファイファイ 門別 戸川牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 岡田　壮史 3,300,000
1166 牡 インカンテーション ティーズノーブル 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 落札 風早　信昭 5,500,000
1167 牡 シャンハイボビー デコルテ 京都 （有）タニノエムアール （有）パイオニアファーム 落札 今中　俊平 4,070,000
1168 牝 ロゴタイプ チュウオーサーヤ 新冠 （有）中央牧場 クラックステーブル 落札 鈴木　史郎 3,300,000
1169 牝 ハクサンムーン トマトーマ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 欠場
1170 牝 エイシンフラッシュ トウカイアンジュ 新冠 （有）長浜牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド主取
1171 牡 エスケンデレヤ ドナジュディス 静内 （有）飛野牧場 カルペディエム メイド 主取
1172 牝 リアルスティール ドリームバラード 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 主取
1173 牡 カレンブラックヒル トロピカルタイム 新冠 中本　隆志 （株）白馬牧場 落札 (有)アップライト 3,960,000
1174 牝 バトルプラン ドンプリムローズ 三石 （株）タツヤファーム ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 エースレーシング 5,830,000
1175 牡 ラニ トーセンメッツ 三石 土田　和男 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
1176 牡 レーヴミストラル ディアレイラ 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 落札 (株)加藤ステーブル 2,970,000
1177 牝 シンボリクリスエス ナトゥーラ 門別 （有）道見牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 オーシャンレーシング(株) 2,750,000
1178 牝 バゴ ナイキトライアンフ 平取 中川　隆 （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 7,700,000
1179 牡 シビルウォー ニホンピロルピナス 静内 （有）友田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 6,820,000
1180 牝 モンテロッソ ネオザスティング 静内 （有）高橋ファーム （株）ケイズ 落札 (株)ＦＥＡＴ 1,650,000
1181 牝 ベストウォーリア ノーブルヴィサージ 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 落札 西森　功 2,200,000
1182 牡 ジャスタウェイ トランプクイーン 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 本間　茂 8,800,000
1183 牝 デクラレーションオブウォーハッピージュエル 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 主取
1184 牝 リアルスティール パフュームボム 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 主取
1185 牡 グレーターロンドン パラダイスコースト 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 落札 (株)ＦＥＡＴ 2,640,000
1186 牝 キズナ ビバエルフ 新冠 （有）高瀬牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1187 牡 ヤマカツエース バルスピュール 荻伏 （有）ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 落札 神奈川県馬主協会　岡田　隆寛4,400,000
1188 牡 ダノンシャーク パレストウショウ 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 主取
1189 牡 ホッコータルマエ ハートランドスノー 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 大久保　幸夫 11,550,000



1190 牡 ダノンレジェンド パープルベンテン 三石 竹内　良一 ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 G･S 2,750,000
1191 牡 サトノクラウン ハッピーティア 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 主取
1192 牝 タニノギムレット ハレイワ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 大原　一弥 2,750,000
1193 牡 シニスターミニスター ハニーバニー 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 東京都馬主会　保坂　和孝16,500,000
1194 牡 ビーチパトロール ハープスプレンダー 新冠 長浜　忠 （株）白馬牧場 落札 佐山  公男 3,300,000
1195 牝 エスポワールシチー ナイキアクトレス 新冠 津田牧場 クラックステーブル 落札 厚沢  保明 5,940,000
1196 牡 アジアエクスプレス ホウホウ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 堀内　義孝 4,180,000
1197 牝 ビッグアーサー ピアノコンクール 浦河 津島　優治 津島　優治 欠場
1198 牡 マジェスティックウォリアービキニクィーン 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 落札 井上　久光 3,850,000
1199 牡 レーヴミストラル ヒシルーマー 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド主取
1200 牡 ホッコータルマエ ピーチファービー 様似 富田　恭司 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 冨田　藤男 6,820,000
1201 牡 ダノンバラード ニシノマドカ 門別 （有）道見牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 7,700,000
1202 牝 ベルシャザール ビューティーリヨ 三石 ナカハシファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1203 牡 リアルインパクト ピジョンオネスト 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 主取
1204 牡 ホッコータルマエ ヒラボクミラクル 三石 （有）仲野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 田頭　勇貴 6,600,000
1205 牝 ストロングリターン ビービーリアン 門別 高山　博 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1206 牝 エスポワールシチー ブイアスカ 門別 戸川牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 神奈川県馬主協会　吉岡　大樹3,520,000
1207 牝 メイショウボーラー テイエムブリランテ 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 (有)飛野牧場 2,640,000
1208 牡 パドトロワ ピアンピアーノ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 坂田　行夫 2,200,000
1209 牡 ホッコータルマエ プラッキーエリーナ 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 7,920,000
1210 牡 ヴァンセンヌ ファンクザゴールド 平取 高橋　啓 パッショーネ 落札 ㈱ポーション 2,750,000
1211 牝 ダンカーク ファンフェア 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 主取
1212 牡 ホッコータルマエ ファイアクリスタル 新冠 対馬　正 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)レックス 9,680,000
1213 牝 ストロングリターン ヌンジュリエット 荻伏 （有）ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 主取
1214 牡 ラブリーデイ フウコウメイビ 荻伏 中村　雅明 （有）グランデファーム 主取
1215 牡 ダノンバラード フセノブルース 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 落札 国田　正忠 8,360,000
1216 牝 ダノンレジェンド フミノアマゾン 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 泉　一郎 7,920,000
1217 牡 ファインニードル ブライトホープ 新冠 トド岩高原銀河農場物語㈱ (株)PYRAMID TRAINING 落札 兵庫県馬主協会 7,480,000
1218 牝 ストロングリターン プリンセスプライド 門別 （有）中館牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 欠場
1219 牡 モーリス プリンセスフローラ 三石 （株）タガミファーム ㈱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 8,250,000
1220 牝 マジェスティックウォリアープリンプリンカフェ 浦河 （有）太陽牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 4,400,000
1221 牡 リアルスティール ブルーエクセル 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 (株)加藤ステーブル 3,300,000
1222 牝 フリオーソ ファーマレッド 門別 （有）高山牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
1223 牝 モーリス フレイミングクリフス 静内 田中　裕之 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 主取
1224 牝 サトノクラウン フェアチャイルド 門別 戸川牧場 岩見ステーブル 落札 (株)Ｂ．Ｂ レーシング 2,750,000
1225 牡 キズナ テーブルスピーチ 京都 谷水　雄三 （有）パイオニアファーム 落札 (有)コスモヴューファーム 9,680,000
1226 牡 サトノクラウン ハワイアンアイ 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 三河　辰巳 5,500,000
1227 牡 ミッキーロケット ブーティー 平取 中川　隆 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取



1228 牝 インカンテーション ベイルリ 浦河 （有）地興牧場 天馬ステーブル 落札 (有)大狩部牧場 1,650,000
1229 牝 ミッキーロケット トウカイミーロ 新冠 （有）長浜牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 増山　武志 3,520,000
1230 牡 カレンブラックヒル ナムラクロワッサン 新冠 武田　寛治 クラックステーブル 落札 千葉県馬主会　尾崎　智大 9,350,000
1231 牡 アジアエクスプレス ヒシトパーズ 新冠 中本　隆志 （株）白馬牧場 主取
1232 牡 ヤマカツエース プリティタヤス 新冠 対馬　正 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 山田  博康 4,400,000
1233 牡 マクフィ ボーントゥブーギー 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 伊東　純一 9,900,000
1234 牝 ダンカーク ボストンサクラ 浦河 （有）ディスティニーファーム （有）ディスティニーファーム 落札 田中　成奉 14,300,000
1235 牡 ストロングリターン ポロメリア 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 主取
1236 牝 ワールドエース ホーリーシー 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
1237 牡 サトノダイヤモンド ボウルズ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 日本中央競馬会 8,580,000
1238 牝 メイショウボーラー デビルインマインド 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 (有)キタジョファーム 2,200,000
1239 牡 トゥザワールド マイカイ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 欠場
1240 牡 モンテロッソ マコトスズラン 大阪 （株）ディアマント （株）森本スティーブル 落札 (有)アップライト 3,960,000
1241 牝 ストロングリターン マサノヒロイン 門別 （有）道見牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 長谷川　成利 11,550,000
1242 牝 ダノンバラード マダムアグライア 荻伏 （有）ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 落札 田頭　勇貴 3,300,000
1243 牝 リアルインパクト マチャプチャレ 浦河 （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 26,400,000
1244 牝 エスポワールシチー マミーフェスト 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 兵庫県馬主協会 3,300,000
1245 牡 エイシンフラッシュ マヤフィオーレ 門別 高山　博 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1246 牡 シニスターミニスター マリアージュ 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 星加　浩一 5,500,000
1247 牡 ヴィクトワールピサ マルトクビクトリー 新冠 竹中牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1248 牝 キンシャサノキセキ マンダラキッス 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 鈴木　道雄 7,700,000
1249 牡 ブラックタイド マーティンオート 静内 高橋　陵 （有）福山育成牧場 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)11,000,000
1250 牝 ダノンレジェンド マイカ 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 橋本　富夫 2,310,000
1251 牡 アジアエクスプレス フロリアリア 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 主取
1252 牡 ダノンレジェンド レッドサーガ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 欠場
1253 牝 コパノリッキー レッドビアンカ 三石 （株）タガミファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 小林  祥晃 3,300,000
1254 牡 ホッコータルマエ メモリーサクセス 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 恵比寿興業（株）那須野牧場9,900,000
1255 牡 イスラボニータ ミスケリー 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 主取
1256 牝 マクフィ ミニョンレーヌ 様似 高村　伸一 高村　伸一 落札 (有)キタジョファーム 3,850,000
1257 牡 バゴ ムーンレイク 三石 土田農場 土田農場 落札 日本中央競馬会 4,400,000
1258 牝 ディーマジェスティ メイクデュース 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 13,750,000
1259 牡 カレンブラックヒル メイショウシオギリ 門別 高柳　隆男 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
1260 牝 ミッキーアイル メイマドンナ 門別 タバタファーム （有）チェスナットファーム 欠場
1261 牝 サトノクラウン メモリーオブハース 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
1262 牡 ドゥラメンテ メルジェリーナ 三石 土田ファーム （有）パイオニアファーム 落札 岡田　壮史 5,500,000
1263 牡 ヤマカツエース ヤマカツサユリ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 主取
1264 牡 キタサンブラック ヤマノアイリー 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 (同)雅苑興業 5,280,000
1265 牡 アメリカンペイトリオット ヤヤラーラ 新冠 （株）田端牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 高橋　正雄 15,070,000



1266 牝 ベストウォーリア ニシノコハク 新冠 津田牧場 クラックステーブル 落札 佐賀県馬主会　倉重　博文 5,500,000
1267 牝 ドレフォン ヤマノボンディール 新冠 （有）高瀬牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 STレーシング 2,750,000
1268 牝 ベストウォーリア ユアライフスタイル 新冠 土井牧場 （有）福山育成牧場 落札 上田　江吏子 4,620,000
1269 牡 ストロングリターン マリア 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 主取
1270 牝 ロゴタイプ アルマフローラ 静内 田中　裕之 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 小松　欣也 5,720,000
1271 牡 バゴ メモリーマニフィカ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 主取
1272 牝 コパノリッキー ラッシュストーム 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 日本中央競馬会 4,620,000
1273 牡 ビッグアーサー ラヴァーズタイム 新冠 （有）大栄牧場 （株）小国スティーブル 主取
1274 牡 カレンブラックヒル ラヴコマンダー 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 天野　克彦 10,450,000
1275 牡 シルバーステート ラクテウスオルビス 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 落札 STレーシング 11,660,000
1276 牝 モーリス ラストワルツ 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 三木　正浩 19,800,000
1277 牝 ヴァンセンヌ ラパヌイ 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 欠場
1278 牝 デクラレーションオブウォーラビアンローズ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 日本中央競馬会 11,000,000
1279 牡 ロージズインメイ ラブハミング 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 落札 星加　浩一 4,400,000
1280 牡 ルーラーシップ ヤマノサッシュ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 4,400,000
1281 牡 アドマイヤムーン リュンヌ 三石 （株）タガミファーム ハントバレートレーニングファーム落札 木村　昌三 12,100,000
1282 牝 イスラボニータ リーベグランツ 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 主取
1283 牡 サトノクラウン アレキサンドリア 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 (有)キタジョファーム 3,300,000
1284 牡 アメリカンペイトリオット アイズユーニン 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取
1285 牝 シニスターミニスター レイアンドキス 浦河 （有）ディスティニーファーム （有）ディスティニーファーム 落札 湯浅　徹 5,170,000
1286 牡 エスケンデレヤ レイクメリット 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 (有)ｼﾞｪﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 3,300,000
1287 牡 マスクゾロ レイズアセイル 新冠 長浜　忠 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (株)本城 3,520,000
1288 牡 ゴールドアクター レッドペルル 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 田頭　勇貴 6,600,000
1289 牝 リアルインパクト レッドマシェリ 門別 戸川牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (株)ライフフィールズ 2,310,000
1290 牝 トーセンジョーダン ロビングショット 静内 武牧場　武 栄子 Gates Stable 落札 阿部　武士 1,100,000
1291 牡 ベストウォーリア オドゥールゲラン 浦河 富菜牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)鶴岡鉄工所 7,040,000
1292 牝 インカンテーション ランブルジャンヌ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 主取
1293 牡 サトノアラジン ラヴァーズロック 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5,500,000
1294 牝 アジアエクスプレス ワタリプリンセス 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 落札 (同)ｸｲｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 3,410,000
1295 牡 サクラオリオン ワンスアポンタイム 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 落札 (有)カナイシスタッド 3,850,000
1296 牡 ストロングリターン アグネスアーニャ 荻伏 高松牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 日本中央競馬会 8,360,000
1297 牡 ゼンノロブロイ アマレット 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
1298 牝 ダノンレジェンド アップファーレン 静内 （有）高橋ファーム （株）ケイズ 落札 西森　功 2,420,000
1299 牡 ディスクリートキャット アドマイヤトパーズ 静内 （有）田原橋本牧場 （株）森本スティーブル 主取
1300 牝 ゼンノロブロイ アフィニティ 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 萩原　和矢 2,200,000
1301 牝 ラニ アリスマイン 三石 富沢萩沢俊雄牧場 本桐共同育成センター 落札 (有)スピードファーム 2,200,000
1302 牝 シャンハイボビー アルテシア 新冠 （有）武田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
1303 牝 アジアエクスプレス アラモアナワヒネ 新冠 対馬　正 対馬　正 主取



1304 牝 ワールドエース アドマイヤスペース 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 主取
1305 牝 ビッグアーサー ヴィヴァマリアンヌ 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 落札 福田　達也 5,170,000
1306 牡 タリスマニック メモリーフェイス 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 野嶋　祥二 8,800,000
1307 牝 ドレフォン ラインキャメロン 静内 高橋　陵 （有）福山育成牧場 落札 小松崎　孝 11,550,000
1308 牡 フリオーソ レッドアモーレ 新冠 竹中牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 狩野　好宗 7,700,000
1309 牝 モーリス アンチャン 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 日本中央競馬会 6,600,000
1310 牝 ホッコータルマエ アルボランシー 新冠 （有）高瀬牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1311 牝 カレンブラックヒル アプリコットチャン 十勝 髙橋　直人 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 主取
1312 牝 ワールドエース ヴィーヴァテキーラ 静内 武牧場　武 栄子 Gates Stable 主取
1313 牡 アジアエクスプレス ルナーコロナ 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 依田　泰雄 4,950,000
1314 牝 アメリカンペイトリオット アースソング 三石 土田　和男 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 鈴木　美江子 4,950,000
1315 牡 レーヴミストラル アグネスカルミア 荻伏 高松牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 橋詰　弘一 10,120,000
1316 牝 リオンディーズ アデュラリア 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 落札 (株)マークス 3,300,000
1317 牡 ビーチパトロール サクラベッシー 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 落札 楊　明山 6,600,000
1318 牡 エスポワールシチー イケトップクイーン 静内 （有）高橋ファーム Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 岩城　拓実 4,950,000
1319 牝 フリオーソ イッツマイタイム 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 鈴木　伸哉 4,290,000
1320 牡 スマートファルコン ヴェルサイユパーク 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 17,600,000
1321 牡 ゴールドシップ ウッドシップ 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 STレーシング 8,360,000
1322 牡 バゴ ウートゥルメール 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 永山　勝敏 11,000,000
1323 牡 ダノンバラード イスルギ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 吉川　朋宏 3,410,000
1324 牡 キタサンブラック インヴィンシブルタッチ 静内 田中　裕之 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 欠場
1325 牡 エイシンヒカリ エイシンスイーツ 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 渡　義光 6,050,000
1326 牡 デクラレーションオブウォーメモリーロワジール 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 日本中央競馬会 9,350,000
1327 牡 サトノアラジン コスモミザール 荻伏 中村　雅明 （有）グランデファーム 落札 合同会社　JPN技研 8,580,000
1328 牝 レッドファルクス エパティック 平取 高橋　啓 高橋　啓 落札 (有)キタジョファーム 2,200,000
1329 牡 エイシンヒカリ エイシンミント 三石 築紫　洋 築紫　洋 落札 (株)ﾋﾎﾟﾌｧｲﾙ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 7,920,000
1330 牡 ワンアンドオンリー エムエヌメロディー 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 落札 G･S 2,200,000
1331 牡 ダンカーク エンダレ 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 佐賀県馬主会　瀬戸　富美 4,400,000
1332 牡 グレーターロンドン エールドランジュ 門別 （有）中館牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 福澤　真也 3,300,000
1333 牡 トビーズコーナー オサマジョール 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 澤田　孝之 2,750,000
1334 牝 アメリカンペイトリオット キモンクイーン 静内 （有）田原橋本牧場 （株）森本スティーブル 落札 日本中央競馬会 6,600,000
1335 牝 エイシンフラッシュ ギオンゴールド 門別 （有）道見牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
1336 牡 スピルバーグ コーリンブリリアン 新冠 （株）田端牧場 カルペディエム メイド 主取
1337 牡 Ｕ　Ｓ　Ｎａｖｙ　Ｆｌａｇ アップルトンドローヴ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 主取
1338 牡 フリオーソ オアハカ 浦河 中脇　満 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 欠場
1339 牝 ディスクリートキャット オボロヅキ 三石 飛渡　敬二 （株）愛知ステーブル 落札 竹之内  康一 3,850,000
1340 牡 ニシケンモノノフ オブラディオブラダ 三石 中橋　清 中橋　清 落札 湯浅　徹 3,630,000
1341 牝 ホッコータルマエ オルビア 様似 富田　恭司 （株）木村育成牧場 落札 (株)門別牧場 3,850,000



1342 牡 トーセンジョーダン オチャノコサイサイ 荻伏 （有）東栄牧場 エレガンスファーム 落札 (株)レ オ 2,750,000
1343 牝 ハービンジャー オモテナシⅡ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 主取
1344 牡 ポアゾンブラック ガイーヌ 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 菊池  五郎 4,400,000
1345 牡 ミッキーアイル カカリア 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 永井  啓弍 5,500,000
1346 牝 アドマイヤムーン ウインファンタジア 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 主取
1347 牝 ホッコータルマエ ギンマク 新冠 竹中牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 荒井　城志 3,630,000
1348 牡 ラニ キクノレヨン 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 主取
1349 牝 アジアエクスプレス キセキノデアイ 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 主取
1350 牝 ホッコータルマエ ギタートウショウ 三石 富沢萩沢俊雄牧場 本桐共同育成センター 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 12,100,000
1351 牝 アメリカンペイトリオット キョウエイアロマ 門別 中前牧場 クラックステーブル 落札 阿部　武士 2,200,000
1352 牡 マジェスティックウォリアークレールドリュヌ 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 主取
1353 牝 サクラオリオン サクラエボル 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 落札 神田　宏治 4,730,000
1354 牡 ディープブリランテ サンマルフェアー 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド主取
1355 牡 キンシャサノキセキ サーリセルカ 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 廣瀬　普 5,060,000
1356 牝 ダンカーク サーストンララア 浦河 （有）ディスティニーファーム （有）ディスティニーファーム 主取
1357 牡 コパノリチャード シアヌークビル 新冠 （有）大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1358 牡 アンライバルド キスミーソフトリー 平取 （有）中田牧場 Gates Stable 主取
1359 牡 ミッキーアイル グラシエトウショウ 三石 土田　和男 （株）森本スティーブル 落札 犬塚　悠治郎 7,920,000
1360 牝 ドゥラメンテ クラシカルバリュー 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 水上  行雄 7,700,000
1361 牝 ミッキーロケット グランドゲルニカ 三石 中田　英樹 （有）チェスナットファーム 落札 浦野　和由 2,200,000
1362 牡 アジアエクスプレス グリシーヌシチー 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 4,400,000
1363 牝 マクフィ グレースグランド 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 (有)ビッグレッドファーム 7,480,000
1364 牝 アドマイヤムーン クイーンベジタブル 門別 （有）高山牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 ＡＩレーシング 2,750,000
1365 牡 ダンカーク グロリアフライト 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 井髙　義光 8,030,000
1366 牝 ヴィクトワールピサ グローリサンディ 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
1367 牝 サトノクラウン ワイオリ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 主取
1368 牝 ベーカバド ケアリイカイ 新冠 （有）高瀬牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 谷川　弘一郎 1,100,000
1369 牡 ドレフォン コウヨウマリア 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱｸｾｽ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 3,300,000
1370 牡 ラブリーデイ コンゴウプリンセス 三石 土田ファーム （株）愛知ステーブル 落札 小林　竜太郎 4,620,000
1371 牡 トーセンラー ゴールドリボン 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 落札 (株)アフリートファーム 1,650,000
1372 牡 ホッコータルマエ スパークルキャット 浦河 （有）中島牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 17,050,000
1373 牝 クリエイターⅡ スマイルジュノ 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 主取
1374 牝 エスポワールシチー ジュネスガール 三石 （株）タツヤファーム ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 東京都馬主会　東桂木　真吾11,000,000
1375 牝 ラブリーデイ サウスエンピリカル 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 小泉　修 13,200,000
1376 牝 マインドユアビスケッツ サトノバーキン 荻伏 （有）ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 欠場
1377 牡 インカンテーション サイレンスアモール 様似 中村　勝則 （株）木村育成牧場 落札 池田  草龍 9,900,000
1378 牡 ベストウォーリア サンジョ 新冠 津田牧場 エイトステーブル 落札 (組)ﾎｰｽﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ組合 6,820,000
1379 牡 ディスクリートキャット サンマルセイコー 新冠 （株）田端牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取



1380 牡 バゴ サットー 荻伏 中村　雅明 （有）グランデファーム 落札 東京都馬主会　(同)ＪＰＮ技研11,000,000
1381 牡 スクリーンヒーロー シンメイミヤビ 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 落札 (有)ディアレストクラブ 3,850,000
1382 牡 マジェスティックウォリアーシェーンフレール 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 西森　功 7,150,000
1383 牡 スズカコーズウェイ ジュウゴヤムーン 三石 中橋　清 （株）森本スティーブル 落札 吉岡  泰治 7,480,000
1384 牝 カレンブラックヒル ジャムトウショウ 新冠 つつみ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 三宅  勝俊 5,500,000
1385 牝 イスラボニータ ジオパークルビー 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 欠場
1386 牡 ディープスカイ シギル 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 2,200,000
1387 牝 ビーチパトロール シゲルハチマンタイ 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 主取
1388 牝 ブラックタイド ステラムーン 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 ザ・ヒルズ 3,300,000
1389 牝 トーセンラー サクラデイジー 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 主取
1390 牝 ベルシャザール シャンパンカクテル 平取 中川　隆 （株）門別牧場 主取
1391 牡 ビーチパトロール シャークサッカー 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 落札 石川県馬主協会 2,200,000
1392 牝 メイショウサムソン シャルマンウーマン 浦河 （有）ディスティニーファーム （有）ディスティニーファーム 主取
1393 牡 キタサンブラック シャンテクレール 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 8,030,000
1394 牡 ディープブリランテ ショウナンガッド 三石 築紫　洋 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
1395 牡 ストロングリターン ショウリダバンザイ 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 4,840,000
1396 牡 バゴ シルクヴェルサイユ 新冠 （有）中本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 吉岡  泰治 6,600,000
1397 牝 トビーズコーナー シルクジュリエット 新冠 堤牧場 三橋ステーブル 主取
1398 牝 ビッグアーサー ジルニーナ 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 小沼  博 6,380,000
1399 牝 アドマイヤムーン スリーパール 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
1400 牡 ヴィットリオドーロ スガノグラスワン 静内 （有）田原橋本牧場 （株）森本スティーブル 主取
1401 牡 キンシャサノキセキ スカーレットダンス 荻伏 高松牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 橋本　慎太郎 7,370,000
1402 牡 レーヴミストラル スターキャスト えりも寺井　文秀 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
1403 牡 コパノリッキー スタートウショウ 三石 土田　和男 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 根田　喜久雄 4,950,000
1404 牡 シニスターミニスター スピナッチ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 落合　幸弘 27,500,000
1405 牡 コパノリチャード スピネッタ 静内 泊　仁史 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 欠場
1406 牝 リオンディーズ スマイルフラワー 門別 （有）中原牧場 （有）中原牧場 落札 小野  博郷 2,200,000
1407 牝 ミッキーアイル スマートダズル 三石 飛渡　敬二 （有）パイオニアファーム 主取
1408 牡 イスラボニータ スモーキークォーツ 浦河 （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム 落札 落合　幸弘 13,200,000
1409 牡 ベルシャザール セイウンクレナイ 三石 ナカハシファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1410 牡 ダンスディレクター セイントリースカウト 三石 （有）鳥井牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,410,000
1411 牡 エスケンデレヤ セトノフラッパー 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 落札 五十嵐　健二 5,500,000
1412 牡 ダンカーク センコウノマイヒメ 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 6,600,000
1413 牡 ヘニーヒューズ ソフトライム 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 落札 長谷川　祐司 11,000,000


