
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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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
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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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
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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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
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
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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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 (株)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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 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


