
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 牝 フリオーソ マイガール 静内 藤吉牧場 クラックステーブル 落札 峰  哲馬 3,520,000
2 牝 デクラレーションオブウォーママアルパ 三石 （株）タガミファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 小笹　公也 5,280,000
3 牡 トゥザワールド マヤノブリッツ 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 落札 石川県馬主協会 3,520,000
4 牝 インカンテーション マルカジュリエット 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 落札 佐賀県馬主会　北原　大史 770,000
5 牝 メイショウボーラー ミスコマチ 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 (有)ミルファーム 880,000
6 牝 サトノクラウン ミスシューケット 荻伏 ヒダカシーサイドファーム ヒダカシーサイドファーム 落札 竹園  正継 4,400,000
7 牝 ホッコータルマエ ミッシェルズナイト 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 石川県馬主協会 5,720,000
8 牝 メイショウボーラー ミューズマジック 静内 大典牧場（有） （有）大北牧場 主取
9 牝 ディーマジェスティ ミリオンスターズ 浦河 （有）大道牧場 カルペディエム メイド 落札 福澤　真也 1,100,000

10 牡 シルバーステート メイショウデンコー 門別 高柳　隆男 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 松本　好雄 7,700,000
11 牡 メイショウボーラー メイショウフロリナ 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 主取
12 牡 ファインニードル メイショウアンデス 荻伏 （同）中神牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 安原　浩司 4,620,000
13 牝 バゴ メテオロン 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 主取
14 牝 フリオーソ メモリーソフィア 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 主取
15 牡 イスラボニータ メンフィスガール 三石 土田ファーム （株）森本スティーブル 落札 千葉県馬主会　光安　了 6,820,000
16 牝 ダンカーク モンレーヴリアン 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 主取
17 牡 アメリカンペイトリオット ユニティ 熊本 本田　土寿 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 佐賀県馬主会　真中　伴典 4,400,000
18 牡 マクフィ マサノマリリン 静内 中田　浩美 （株）森本スティーブル 落札 ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(同) 5,500,000
19 牝 ベストウォーリア ライブリハート 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 松下　祐也 2,750,000
20 牡 ビッグアーサー ライブリーダンス 三石 （有）平野牧場 （有）平野牧場 落札 松田　整二 2,750,000
21 牝 スピルバーグ ラインラピット 新冠 土井牧場 （有）福山育成牧場 主取
22 牡 ベストウォーリア ラブリッサ えりも寺井　文秀 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 小島　將之 3,300,000
23 牝 ワールドエース ラッシュウインド 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 主取
24 牝 リアルスティール ラピッドチェンジ 三石 （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム 落札 柳原　達也 3,410,000
25 牡 アジアエクスプレス ラパンノワール 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 欠場
26 牝 リアルスティール ラピーダシャリナ 荻伏 藤春　修二 藤春　修二 落札 日本中央競馬会 7,920,000
27 牝 ゴールドアクター ラブステイシー 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 欠場
28 牝 エピファネイア ラララルジェス 兵庫 フジイ興産（株） セールスプレップサービス 欠場
29 牝 ルーラーシップ モントボーゲン 浦河 （有）大道牧場 カルペディエム メイド 落札 ＧＨＴ 2,970,000
30 牝 メイショウボーラー モエレカバーガール 三石 中村　時子 （株）森本スティーブル 欠場
31 牡 ダンカーク リアリーラヴユー 静内 高橋　陵 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 (有)ウェルメット 7,700,000
32 牝 リアルインパクト リュシオル 三石 土田農場 土田農場 欠場
33 牡 ネロ リラコルレオーネ 平取 （有）二風谷ファーム （株）Ｔホースランチ 落札 神田　宏治 5,940,000
34 牡 ビッグアーサー リシャールサーバー 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 水谷　美穂 5,500,000
35 牡 トゥザワールド リアクションレート 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
36 牡 シャンハイボビー ルーナデラセーラー 三石 （株）前田ファーム ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 千葉県馬主会　古賀　禎彦 4,840,000
37 牡 ラニ レアシルウィア 荻伏 （有）東栄牧場 エレガンスファーム 主取



38 牝 シャンハイボビー レイナグラシア 静内 （有）北洋牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 アールユニコーンステーブル4,840,000
39 牡 カレンブラックヒル レッツドローン 浦河 （有）大道牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 欠場
40 牝 サトノクラウン レッドクラリス 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 (有)ﾑﾗﾔﾏ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 2,200,000
41 牝 レインボーライン レッドアンジェリカ 新冠 （有）浜口牧場 （有）浜口牧場 落札 斉藤　忍 1,650,000
42 牝 インカンテーション レッドシャトル 浦河 （同）ヒルヴァレーファーム （同）ヒルヴァレーファーム 落札 菅野　守雄 2,200,000
43 牝 サトノクラウン レッドシェダル 静内 高橋　義浩 （有）ヤマダステーブル 主取
44 牝 リアルインパクト レンヌルシャトー 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 欠場
45 牝 ロードアルティマ レディー 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
46 牝 ベストウォーリア レディストレイツ 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 北海道馬主会　(有)ユートピア牧場5,500,000
47 牝 ダノンレジェンド メモリーフェスタ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 欠場
48 牝 イスラボニータ ミーヤチャスカ 東京 臺　佳彦 （有）大北牧場 落札 日本中央競馬会 3,300,000
49 牡 レインボーライン ミッドナイトダンス 新冠 （有）飛渡牧場 クラックステーブル 落札 西村  新一郎 2,200,000
50 牡 エスケンデレヤ モエレゴールド 三石 中村　時子 （株）森本スティーブル 主取
51 牝 フリオーソ ロトクレドール 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 ライアン　祐子 2,750,000
52 牝 ビーチパトロール ロマンチックドラマ 新冠 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 小林　弘明 5,500,000
53 牝 ベストウォーリア ワイングラス 静内 田湯牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 三宅  勝俊 6,380,000
54 牡 コパノリチャード ワールドパンダ 旭川 土橋　昭 (有)賀張共同育成センター 落札 大島　光二 2,200,000
55 牡 リアルインパクト モンルージュ 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 落札 深見  富朗 9,900,000
56 牡 ディーマジェスティ レッドジュディス 浦河 （有）大道牧場 カルペディエム メイド 落札 嶋田  賢 1,650,000
57 牝 クリエイターⅡ アクロスザライト 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 (有)ミルファーム 2,860,000
58 牝 トビーズコーナー アンヌ 浦河 （有）中島牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (株)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 3,080,000
59 牝 コパノリッキー アイズオブナタリー 新冠 （有）新冠伊藤牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 欠場
60 牡 バゴ アエテウレシイ 三石 前山　友厚 セールスプレップサービス 落札 本田　恒雄 3,740,000
61 牝 ビーチパトロール アエノアビリティー 新冠 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 主取
62 牝 ベストウォーリア アズライト 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 落札 (有)ミルファーム 550,000
63 牡 ヘニーヒューズ アドマイヤインディ 荻伏 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム 落札 鈴木　雅俊 9,020,000
64 牝 ノヴェリスト アドマイヤセレブ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
65 牝 サトノダイヤモンド アドマイヤレッド 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 木村  良明 1,650,000
66 牡 フェノーメノ アナタゴノミ 静内 田中　裕之 （株）木村育成牧場 落札 (有)スピードファーム 3,410,000
67 牝 ダンカーク アサヒライジング 三石 （株）前田ファーム Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
68 牡 リアルインパクト アメリデラックス 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 八嶋　長久 4,840,000
69 牡 トゥザワールド アルカンジュエール 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 落札 高橋　文男 3,300,000
70 牝 ワールドエース アロゴ 静内 （有）野坂牧場 （有）野坂牧場 主取
71 牝 シルバーステート アンケセナーメン 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 欠場
72 牡 ホッコータルマエ アンルーリー 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
73 牝 メイショウボーラー イーグルアモン 十勝 千島　勇一 （株）愛知ステーブル 落札 兵庫県馬主協会 1,870,000
74 牡 ワンアンドオンリー イチオクノユメ 静内 大典牧場（有） （株）森本スティーブル 落札 飯田　孝明 1,650,000
75 牝 フリオーソ イチノティアラ 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 主取



76 牝 ワールドエース イナズマチーター 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 落札 千葉県馬主会　角谷　守正 1,650,000
77 牡 トゥザワールド インフィジャール 浦河 （有）福田牧場 ㈱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 6,820,000
78 牝 ゴールドアクター ウォーターウェイ 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取
79 牡 ホッコータルマエ ヨシカワクン 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 落札 武蔵屋ハウス(株) 8,250,000
80 牝 バトルプラン ラベルベート 静内 藤吉牧場 クラックステーブル 落札 組)ヤシロ組合 1,650,000
81 牝 シャンハイボビー レースオブスターズ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 (有)コスモヴューファーム 3,960,000
82 牝 ジャスタウェイ エゴイスト 門別 タバタファーム （有）チェスナットファーム 落札 岡田　甲子男 3,850,000
83 牝 ファインニードル エコーズインザウインド 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
84 牝 スマートファルコン エターナルラブ 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 主取
85 牝 パイロ エンドレスドリームⅡ 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 主取
86 牡 ヴィクトワールピサ ガストネード 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 西森　功 6,160,000
87 牝 パドトロワ カボスチャン 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 小林　祐一 3,740,000
88 牝 フェノーメノ オウケンサクラブ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 欠場
89 牝 ベルシャザール オシャベリコパ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
90 牝 ビーチパトロール オスカークイーン 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド欠場
91 牝 ワールドエース オーシャンルミナス 浦河 （有）太陽牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 1,320,000
92 牡 ヴァンセンヌ オープニングベル 静内 鳥谷　勝彦 （有）カタオカステーブル 落札 山上　和良 3,410,000
93 牡 バゴ ヴェルナッツァ 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 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)6,160,000
94 牝 ディスクリートキャット エールミニョン 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 (株)ｸﾚｼﾐｴﾝﾄHorse 1,650,000
95 牝 シルバーステート ルドラ 三石 土田農場 土田農場 落札 二宮　幸三 26,400,000
96 牡 オルフェーヴル アンティックドール 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (株)レックス 4,290,000
97 牡 ヴァンセンヌ カリスマブラック 平取 高橋　啓 （株）門別牧場 落札 厚沢  保明 2,860,000
98 牝 フリオーソ カツナデシコ 浦河 中脇　満 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 千葉県馬主会　角谷　守正 3,410,000
99 牝 トゥザワールド カネトシエターナル 門別 髙澤　正幸 （株）Ｔホースランチ 落札 猪野　まりん 3,190,000

100 牝 ホッコータルマエ ガラム 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 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 7,370,000
101 牡 ラニ ガレリアトウショウ 静内 原田　久司 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 石川県馬主協会 2,750,000
102 牝 ノヴェリスト ガーランドワルツ 神奈川成瀬　篤司 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
103 牝 エピファネイア カナリ 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 欠場
104 牝 ハービンジャー オンリートゥモロー 神奈川（有）ブルードメヤ （有）パイオニアファーム 落札 (有)ユートピア牧場 5,500,000
105 牝 フリオーソ クイーンダワジャー 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 山口  正行 2,860,000
106 牡 トゥザワールド エピソードレディー 門別 坂東ファーム ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 堤　保政 1,100,000
107 牡 グレーターロンドン キャラメリゼ 静内 （有）畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター主取
108 牝 コパノリッキー キャンディームーン 三石 藤巻　則弘 ＹＴＴパートナーシップ 落札 (有)ディアレストクラブ 2,860,000
109 牝 バンブーエール キューバンリズムⅡ 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 主取
110 牡 ヴァンセンヌ キョウエイアン 静内 谷藤　弘美 クラックステーブル 落札 鈴木　邦英 4,290,000
111 牝 ホッコータルマエ キンショーオトヒメ 浦河 多田　善弘 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 松本　好雄 5,940,000
112 牡 ファインニードル カンティレーナ 浦河 中脇　満 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 柳　裕一郎 3,300,000
113 牝 ロゴタイプ カレンマーガレット 平取 高橋　啓 高橋　啓 落札 湯浅　健司 3,960,000



114 牡 スマートファルコン サクラフォルトゥナ 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 落札 宮崎　俊也 14,300,000
115 牡 タニノギムレット サクラエミネント 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 主取
116 牝 ディスクリートキャット サマーソルスティス 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 熊谷　貴之 3,300,000
117 牝 モンテロッソ キマグレ 静内 田中　裕之 （株）木村育成牧場 落札 (有)ミルファーム 1,870,000
118 牡 サトノクラウン クィーンズトレイル 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 星野　祐介 2,200,000
119 牝 ダノンレジェンド クォーク 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 社台ファーム 4,840,000
120 牝 エスポワールシチー グランドアメリフローラ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 落札 柏木  務 2,860,000
121 牡 ディープブリランテ クラールハイト 静内 原　弘之 原　弘之 落札 (株)加藤ステーブル 3,190,000
122 牡 ジャングルポケット クリアソウル 門別 （有）高山牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 岡田　甲子男 9,350,000
123 牝 ストロングリターン グレーストスカーナ 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 落札 金山　敏也 3,630,000
124 牡 ビッグアーサー クローデル 平取 （有）びらとり牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
125 牝 ヘニーヒューズ グローリアスセラン 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 主取
126 牡 カレンブラックヒル ギブミーアチャンス 浦河 （有）福田牧場 ㈱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 7,810,000
127 牝 サトノアラジン ゲイエティ 門別 春木ファーム 春木ファーム 落札 (有)住宅データ 3,960,000
128 牡 ヴィクトワールピサ オープンマインド 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 WINNOVATION(株) 1,760,000
129 牡 アジアエクスプレス ゴールデンフェザー 新冠 （有）大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 千葉県馬主会　小池　啓補 2,750,000
130 牡 ディスクリートキャット コウヨウアイリーン 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 尾上　寿夫 4,510,000
131 牝 ラニ コスモカゼツカイ 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
132 牡 ブラックタイド コパノマルコリーニ 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)9,900,000
133 牡 タリスマニック サパス 新冠 （有）ベルモントファーム クラックステーブル 落札 (株)門別牧場 5,500,000
134 牝 サウンドスカイ サウンドビクトリー 新冠 （有）新冠伊藤牧場 山岸ステーブル 落札 松本　光弘 3,300,000
135 牝 スクリーンヒーロー サンメンフィス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 (有)ディアレストクラブ 4,510,000
136 牡 メイショウサムソン サクラカスケード 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 落札 松本　好雄 2,200,000
137 牝 ダノンレジェンド サマーアクトレス 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 中辻　明 4,950,000
138 牝 コパノリッキー クリヤマキアート 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 会田　浩史 4,400,000
139 牡 ホッコータルマエ クーヴェルチュール 浦河 富菜牧場 （株）門別牧場 落札 松本　好雄 9,350,000
140 牝 ネロ ゴールデンレッグ 浦河 （有）大道牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (有)ミルファーム 3,190,000
141 牝 ベストウォーリア コンバットアマゾン 門別 中川　欽一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 千葉県馬主会　石瀬　浩三 1,980,000
142 牡 フェノーメノ ジオパークミューズ 様似 高村　伸一 高村　伸一 欠場
143 牡 ストロングリターン ジギースンナー 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 落札 柏木  務 3,960,000
144 牝 ホッコータルマエ システーナブルー 三石 （株）タツヤファーム （有）福山育成牧場 落札 嶋田  賢 16,500,000
145 牝 ゴールドシップ ジャストアキッス 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 八木  良司 5,500,000
146 牝 トーセンジョーダン シャトレーヌ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 欠場
147 牡 フリオーソ シャルロットノアル 門別 （株）Ｔホースランチ （株）Ｔホースランチ 落札 千葉県馬主会　石瀬　丈太郎8,580,000
148 牡 アジアエクスプレス シャンハイギャル 新冠 武田　修一 クラックステーブル 落札 三河　辰巳 4,950,000
149 牡 ディーマジェスティ シュヴァルツィーナ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 (有)コスモヴューファーム 9,240,000
150 牝 ベストウォーリア シュエット 門別 坪田　晃宜 坪田　晃宜 落札 松本　光弘 4,180,000
151 牝 ヤマカツエース ジュエリークイーン 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 主取



152 牡 レオアクティブ ジュトゥヴ 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 欠場
153 牡 ロゴタイプ ジョンコ 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 兼松　忠男 2,200,000
154 牝 ワンアンドオンリー シグラップマリア 静内 原ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
155 牝 ディスクリートキャット シルクスパイシー 静内 （有）田原橋本牧場 （株）森本スティーブル 落札 千葉県馬主会　阿部　憲三 3,960,000
156 牝 インカンテーション シンセツ 浦河 多田　善弘 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 小菅　誠 3,850,000
157 牡 パイロ ジンダバイン 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
158 牡 マジェスティックウォリアーシードオブハピネス 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 (株)門別牧場 7,150,000
159 牝 ミッキーロケット シーフェアリー 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 小橋　亮太 2,200,000
160 牡 ヴァンセンヌ シゲルアワオドリ 新冠 （有）中央牧場 クラックステーブル 落札 吉田　喜昭 2,860,000
161 牝 ミッキーロケット シップスログ えりも能登　浩 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 柏木  務 5,060,000
162 牝 レーヴミストラル スカイトウショウ 静内 鳥谷　勝彦 （有）カタオカステーブル 主取
163 牡 ダイワメジャー スカイブルーダイヤ 三石 （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム 落札 小塩　利文 2,310,000
164 牝 モンテロッソ スクリーンデビュー 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 石川県馬主協会 1,650,000
165 牡 フェノーメノ スタイルオブメロン 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 主取
166 牡 ベストウォーリア スターリーベイ 浦河 津島　優治 Gates Stable 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000
167 牝 アスカクリチャン ストールンブライド 新冠 つつみ牧場 （株）白馬牧場 落札 栗本  博晴 1,650,000
168 牝 メイショウボーラー スマイルアン 浦河 （有）大道牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
169 牡 サトノクラウン スマートルピナス 門別 （有）碧雲牧場 （有）碧雲牧場 落札 (有)グランデファーム 7,150,000
170 牡 アドマイヤムーン スリースノーグラス 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 (有)キタジョファーム 2,750,000
171 牡 バゴ スーパールミナル 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
172 牡 ヤマカツエース ツジガハナ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 欠場
173 牝 ゴールドシップ ディアアレトゥーサ 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 (株)古賀クリーナー 3,300,000
174 牡 ディスクリートキャット ディクシーゴールド 門別 （有）中館牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 由井　健太郎 2,860,000
175 牝 ミッキーアイル トップモーション 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 竹園  正継 12,650,000
176 牡 ビッグアーサー ドリームピーチ 新冠 （有）大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 藤澤　廣士 4,400,000
177 牝 リアルインパクト セイクリッドフレイム 三石 （有）平野牧場 （有）平野牧場 落札 日本中央競馬会 5,720,000
178 牡 ディスクリートキャット セブンバイセブン 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 千葉県馬主会　角谷　守正 5,390,000
179 牡 リアルインパクト セクシーシューズ 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 依田　泰雄 8,800,000
180 牡 マジェスティックウォリアーセリーナトロフィー 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 主取
181 牡 レッドファルクス セレッソフロリード 静内 田湯牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 伊藤　彰敏 1,100,000
182 牝 ダノンレジェンド センソリートレイル 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 紺野　健太郎 3,080,000
183 牡 トウケイヘイロー センターアンジェロ 三石 中村　時子 （株）森本スティーブル 主取
184 牡 ゴールドシップ セカンドノホシ 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 日本中央競馬会 8,250,000
185 牡 タリスマニック ソフィーズローズ 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 主取
186 牝 アポロキングダム サクラコフレドール 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 落札 (株)加藤ステーブル 2,860,000
187 牝 レーヴミストラル ダイヤモンドローズ 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 落札 澤村　敏雄 3,850,000
188 牡 ミッキーアイル ダンスインザマミー 荻伏 高松牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 齊藤　雅志 8,800,000
189 牡 ワールドエース ナムラマドンナ 新冠 武田　寛治 クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000



190 牡 ディープブリランテ チアズヒカリ 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 岡  浩二 3,740,000
191 牝 ビーチパトロール チャードリー 静内 高橋　義浩 （有）静内白井牧場 落札 (有)ミルファーム 1,100,000
192 牡 トーセンラー チョコダイスキ 静内 谷藤　弘美 クラックステーブル 落札 熊田　義孝 3,410,000
193 牡 ダンカーク チョコレートリリー 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 松本　好雄 9,900,000
194 牡 ダブルスター タイムトゥラン 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 佐賀県馬主会　満岡　昭洋 4,290,000
195 牡 トゥザワールド ディアダンサー 門別 （有）法理牧場 本桐共同育成センター 落札 稲場　澄 2,750,000
196 牡 ヴィクトワールピサ ティアレ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 欠場
197 牡 ワールドエース ティティテア 浦河 津島　優治 Gates Stable 主取
198 牝 キズナ デイドリーム 平取 高橋　啓 （有）谷川牧場 主取
199 牝 ロードカナロア テメリアイランド 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
200 牡 タリスマニック デュエット 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 小林　誠 7,370,000
201 牝 ミッキーアイル ディアエスペランサ 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 石井　輝昭 4,400,000
202 牡 バトルプラン テレフォトグラフ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 須田　靖之 2,750,000
203 牡 クリエイターⅡ テンシノキセキ 静内 （有）北洋牧場 （有）北島牧場 落札 (株)吉澤ステーブル 6,380,000
204 牝 マジェスティックウォリアーテンテマリ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 欠場
205 牡 ベストウォーリア バードオブワンダー 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (同)ｸｲｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 6,270,000
206 牡 アポロキングダム ハツネ 門別 前川　義則 クラックステーブル 主取
207 牡 ビッグアーサー ドゥエベリーニ 荻伏 高岸　順一 （有）荻伏共同育成場 落札 澤田　孝之 3,300,000
208 牝 ロゴタイプ トウカイベルタ 新冠 （有）長浜牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 千葉県馬主会　大谷　昌裕 3,300,000
209 牝 シャンハイボビー トウカイメリー 平取 （有）二風谷ファーム 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 竹園  正継 11,550,000
210 牡 リアルスティール トウカイライフ 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 ノーザンファーム 20,900,000
211 牝 フェノーメノ トキノメイゲツ 静内 大典牧場（有） （有）大北牧場 主取
212 牡 レーヴミストラル ドナアンブロージア 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 鈴木　高幸 9,020,000
213 牝 アメリカンペイトリオット トリプルアクト 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 岡村　善行 2,970,000
214 牝 ディーマジェスティ ドリームパール 新冠 （有）大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
215 牝 メイショウボーラー ドレスコード 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 主取
216 牡 シャンハイボビー ハタノルミエール 浦河 （有）大道牧場 カルペディエム メイド 落札 八木  良司 2,200,000
217 牝 ラブリーデイ ハロウィンパレード 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 欠場
218 牡 ニシケンモノノフ ヒシイサベル 新冠 （有）飛渡牧場 クラックステーブル 落札 丹後　清勝 2,750,000
219 牝 フェノーメノ ビフォーダーク 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 主取
220 牡 スクリーンヒーロー フォルテドンナ 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 欠場
221 牡 ニシケンモノノフ フェバリットソング 様似 中尾　由香 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 篠山　賢一 2,200,000
222 牝 スマートファルコン ナイスゴールド 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 定蛇　邦宏 5,500,000
223 牝 コパノリッキー ニシノカーリー 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 泉山　眞行 1,650,000
224 牝 ゴドリー ニュープロローグ 静内 （有）畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター欠場
225 牡 キズナ ノバラ 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 康本　利幸 8,800,000
226 牡 バゴ ハルサエクレバ 静内 （有）真歌田中牧場 （株）白馬牧場 主取
227 牝 コパノリッキー ハイフリート 新冠 （有）武田牧場 （株）白井牧場 落札 神奈川県馬主協会　山邉　浩4,510,000



228 牡 サトノダイヤモンド バイブレイションズ 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 欠場
229 牡 イスラボニータ ノースプリンセス 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 佐賀県馬主会　森本　研太 3,850,000
230 牡 サトノクラウン バニラマカロン 三石 （株）前田ファーム （有）グランデファーム 主取
231 牡 シルバーステート フローレセンス 新冠 武田　修一 クラックステーブル 落札 大柴　周司 3,300,000
232 牡 フリオーソ パミーナコラッジョ 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
233 牡 ダンカーク パルパルムツミ 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 境　亮二 2,750,000
234 牝 シニスターミニスター パーカッショニスト 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
235 牝 マインドユアビスケッツ バードオンアスク 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 大澤  繁昌 6,380,000
236 牝 アメリカンペイトリオット ハッピーユーゲント 三石 （株）タガミファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 鈴木　照雄 2,200,000
237 牝 レッドファルクス ピアグラス 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 落札 前田　良平 1,980,000
238 牝 エスポワールシチー ヒカリアイ 新冠 中本　隆志 （株）白馬牧場 落札 長谷川　守正 4,510,000
239 牝 レーヴミストラル ヒシカルメン 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 鈴木　邦英 4,070,000
240 牝 トーセンラー ヒシサブリナ 新冠 （有）飛渡牧場 山岸ステーブル 主取
241 牝 タリスマニック ヒシシンエイ 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
242 牝 ヤマカツエース ピジョンレッド 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
243 牡 ディスクリートキャット ハンドオブフェイト 浦河 （有）大道牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 江川  伸夫 2,200,000
244 牡 パドトロワ ビヨンドマイリーチ 平取 船越　伸也 船越　伸也 主取
245 牝 ダンカーク ビーキュート 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 主取
246 牝 ラブリーデイ ピサノパスティーユ 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
247 牝 サトノクラウン ポートドラルーン 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 (有)内田ステーブル 1,100,000
248 牝 メイショウボーラー ホワイトデイズ 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 (有)富士ファーム 2,970,000
249 牡 ネオアトラクション ポンドガール 三石 （有）鳥井牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 佐賀県馬主会　(同)ＪＰＮ技研2,200,000
250 牡 メイショウサムソン ブルーボックスボウ 浦河 林　孝輝 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 5,170,000
251 牝 キズナ ファストムーン 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 落札 菅藤  宗一 5,500,000
252 牡 シルバーステート ファミリーソング 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ﾄﾗｲｽﾀｰﾚｰｼﾝｸﾞ 8,800,000
253 牝 ゴールドアクター ファーマペニー 門別 （有）細川牧場 エイトステーブル 落札 井上　久光 2,200,000
254 牡 バトルプラン フィールザファン 門別 髙澤　正幸 （株）Ｔホースランチ 落札 前田　良平 2,860,000
255 牝 マスクゾロ ベティボルテクス 門別 前川　義則 クラックステーブル 主取
256 牝 リアルスティール フォトジェニック 三石 築紫　洋 築紫　洋 落札 (株)クラシック 3,300,000
257 牝 ノボジャック フォールメドウ 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 佐賀県馬主会　北原　大史 880,000
258 牝 アドマイヤムーン ブライトエルフ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 主取
259 牝 イスラボニータ フライトオブスワン 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 2,860,000
260 牝 ベストウォーリア ブラストスイフト 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド 落札 フェニックスレーシング 3,080,000
261 牡 キンシャサノキセキ ブリズデロートンヌ 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 金山　政信 13,200,000
262 牝 ワールドエース プリティーサンサン 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 主取
263 牝 ラニ プリンセス 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 主取
264 牝 アメリカンペイトリオット ブルーデライト 静内 （有）田原橋本牧場 （株）森本スティーブル 主取
265 牝 パドトロワ ブルーブルチャンネ 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



266 牝 カレンブラックヒル プレイリースター 門別 春木ファーム 春木ファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 2,530,000
267 牝 フリオーソ プレシャスペスカ 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 佐賀県馬主会　北原　大史 770,000
268 牝 カレンブラックヒル フローラルジュノー 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 日本中央競馬会 3,300,000
269 牡 ワールドエース ペイシャプレゼント 静内 （有）友田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
270 牝 マインドユアビスケッツ ベルゲン 門別 中前牧場 クラックステーブル 主取
271 牝 ミッキーロケット ホウヨウジーナス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 原　大栄 2,200,000
272 牡 トーセンジョーダン ボンセジュール 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 主取
273 牝 ヴィクトワールピサ マウントフジ 門別 新井昭二牧場 新井昭二牧場 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
274 牡 パドトロワ マグナカルタ 新冠 渋谷牧場 （株）Ｔホースランチ 主取
275 牝 イスラボニータ マツリダワルツ 様似 （有）様似堀牧場 （株）木村育成牧場 主取
276 牝 ロゴタイプ マロンコート 門別 荒井ファーム （有）チェスナットファーム 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
277 牡 ラニ マンチャ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
278 牝 リヤンドファミユ ミティーク 新冠 村上　進治 （有）高橋ファーム 主取
279 牝 シニスターミニスター ミヤジレイナ 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 日本中央競馬会 6,600,000
280 牡 ラニ ミヤビセラヴィ 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 主取
281 牝 オルフェーヴル ミスパッション 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 3,300,000
282 牡 サトノクラウン ミラクルステイ 新冠 (株)鹿児島国際ゴルフ倶楽部 （有）協和牧場 落札 楠田　雅文 3,520,000
283 牡 ビッグアーサー ミラクルモーメント 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 (有)コスモヴューファーム 2,200,000
284 牝 ミッキーロケット ミルキークォーツ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 欠場
285 牡 イスラボニータ ミルトス 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 ニューマレコード 4,400,000
286 牡 ビーチパトロール ミルファンティ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 小林　伸幸 1,650,000
287 牝 ダノンレジェンド ムーンライトソング 浦河 （有）松栄牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 猪野　まりん 2,420,000
288 牡 マツリダゴッホ メイショウイザナミ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 6,380,000
289 牡 ラブリーデイ モスコーオペラ 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 主取
290 牝 ラニ モリヤッコ 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 欠場
291 牝 トゥザワールド モルフェワイン 岩手 大野　春男 本桐共同育成センター 落札 藤井  陸治 2,200,000
292 牝 リアルスティール モーディッシュ 東北 ワールドファーム （有）グランデファーム 主取
293 牝 ミッキーアイル モーニングムーン 荻伏 （有）小島牧場 （株）愛知ステーブル 主取
294 牡 レインボーライン モシモシ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 柳　裕一郎 2,200,000
295 牡 ジャングルポケット ヤマノカントリー 三石 （有）三石ファーム （有）福山育成牧場 落札 熊谷　清則 1,650,000
296 牡 トゥザワールド ユウキエナージー 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 兵庫県馬主協会 2,200,000
297 牡 サトノクラウン ユキハナ 胆振 （有）笹川大晃牧場 ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 小林　和義 1,100,000
298 牝 ロージズインメイ ラインクローバー 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 佐賀県馬主会　青木　也寸志3,960,000
299 牝 ジャスタウェイ ラヴザットマスタング 新冠 （有）アラキファーム （有）チェスナットファーム 主取
300 牡 ノヴェリスト ラフォルトゥナ 東京 （株）神話 （有）大作ステーブル 主取
301 牡 グレーターロンドン ラブリーアイ 様似 沢井　義一 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
302 牝 レッドファルクス ランダムトーク 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 石川県馬主協会 1,650,000
303 牝 イスラボニータ ランフォーイット 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 依田　泰雄 2,530,000



304 牝 ヤマカツエース リキアイノキセキ 静内 漆原牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)キタジョファーム 1,430,000
305 牡 ヴァンセンヌ ルナルナ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 佐賀県馬主会　(株)本城 2,200,000
306 牝 レッドファルクス ルージェリティ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 楠　昌史 8,800,000
307 牝 スピルバーグ レインボーマリーン 門別 鹿戸　和幸 （株）門別牧場 主取
308 牡 バンブーエール レオキラメキ 門別 若林　順一 若林　順一 欠場
309 牝 ビッグアーサー レチャーダ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 中辻　明 3,300,000
310 牝 ベストウォーリア レッドクリフ 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 主取
311 牡 アジアエクスプレス レッドメイヴ 新冠 （有）ムラカミファーム 山岸ステーブル 落札 北海道馬主会　岡田　孝之 5,060,000
312 牝 ディーマジェスティ レディクローリス 静内 山際　智 （有）ヤマダステーブル 主取
313 牡 デクラレーションオブウォーレディーロックフォード 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
314 牡 フリオーソ ロイヤルクリッパー 新冠 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 11,440,000
315 牝 ストロングリターン レモンイエロー 荻伏 （同）カケハムポニークラブ （同）カケハムポニークラブ 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)4,510,000
316 牡 フリオーソ レモンリーフ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 主取
317 牝 ディスクリートキャット レディマスグレイヴ 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (株)ｸﾚｼﾐｴﾝﾄHorse 1,210,000
318 牡 パイロ ロアジス 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 犬塚　悠治郎 7,920,000
319 牡 ホッコータルマエ ロッタ 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 欠場
320 牡 ロードアルティマ ロンドインディ 様似 沢井　義一 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 欠場
321 牡 ヴィクトワールピサ ロールラフィネ 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 成塚　清志 7,920,000
322 牝 ワールドエース ラブルビー 荻伏 （有）荻伏三好ファーム （株）木村育成牧場 落札 細谷　武史 4,840,000
323 牡 ベストウォーリア モエルア 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 浅沼  廣幸 9,020,000
324 牝 アジアエクスプレス アドマイヤジュノー 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 落札 鈴木　照雄 2,750,000
325 牝 スズカコーズウェイ ワイルドイマージュ 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
326 牡 ビーチパトロール ワタリラッシュ 三石 （有）加野牧場 福地トレーニングファーム 主取
327 牡 レッドファルクス ワンダフルバディ 胆振 青藍牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
328 牡 メイショウボーラー アグネスマクシム 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 4,070,000
329 牝 ヴァンセンヌ アイチャンルック 新冠 山岡ファーム （株）ＮＹＳ 落札 神奈川県馬主協会　山本　将司2,200,000
330 牝 パイロ アイルビーファイン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 松本　好雄 6,160,000
331 牝 ゴールドアクター アウロラプラネット 新冠 村上　雅規 村上　雅規 主取
332 牡 ファインニードル アバンダント 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 浅沼  廣幸 1,100,000
333 牡 デクラレーションオブウォーアプレレクール 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 欠場
334 牝 スマートファルコン アイランドリリー 門別 神島　芳仁 （株）Ｔホースランチ 落札 立山　伸二 6,380,000
335 牡 ダンカーク ワイルドテイル 浦河 鵜木　唯義 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
336 牝 ベストウォーリア ワールドムーン 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 佐山  公男 4,400,000
337 牝 バゴ アラビアンパール 浦河 江谷牧場 江谷牧場 主取
338 牝 ファインニードル アリュマージュ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 星野　隆男 4,070,000
339 牡 シルバーステート アマルフィターナ 宮崎 （有）アクセス・ワン （有）チェスナットファーム 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)34,100,000
340 牡 ファインニードル アルシッペ 浦河 （株）ミリオンファーム （株）愛知ステーブル 主取
341 牝 ビーチパトロール アルテミシア 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取



342 牡 バゴ アレグレメンテ 新冠 村上　進治 （有）高橋ファーム 欠場
343 牝 ベルシャザール アンジェラスベル 平取 オークツリーファーム オークツリーファーム 落札 福嶋　直樹 1,650,000
344 牡 グレーターロンドン アンプレショニスト 門別 増尾牧場 （有）福山育成牧場 落札 佐山  公男 4,730,000
345 牡 シルバーステート アースウィンド 新冠 （株）レジェンドファーム （有）大作ステーブル 落札 (株)吉澤ステーブル 20,900,000
346 牡 ヘニーヒューズ キタサンアカツキ 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 長井　純一 4,620,000
347 牡 ハービンジャー ヴィリア 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 欠場
348 牝 マジェスティックウォリアーウエスタンイヴ 静内 （株）ウエスタンファーム エレガンスファーム 主取
349 牝 シルバーステート エイシンヴァルハラ 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 (株)レ オ 8,250,000
350 牝 コパノリッキー エイシンウィチタ 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
351 牡 エーシントップ エイシンルーデンス 三石 川端　英幸 川端　英幸 主取
352 牝 グレーターロンドン エニーデイ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
353 牝 パドトロワ エビスシハーブ 浦河 山口　義彦 （株）愛知ステーブル 主取
354 牡 ディープブリランテ エメラルハヤブサ 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 落札 柴田　洋一 3,630,000
355 牡 モンテロッソ イエスマイダーリン 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 (有)Ｂ．Ｃ．Ｓ. 2,200,000
356 牝 ベストウォーリア イナーシャ 浦河 川越ファーム 川越ファーム 落札 清水　龍 2,640,000
357 牝 エスポワールシチー ヴェアリアスローズ 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 石川県馬主協会 4,950,000
358 牝 ベストウォーリア ウィステリアカフナ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 早川　正行 2,200,000
359 牝 コパノリッキー ヴェルテュ 新冠 山岡ファーム （株）ＮＹＳ 落札 富田　公一 1,650,000
360 牡 シルバーステート リュミエールゲラン 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 16,500,000
361 牡 セイントアレックス レッドベリル 新冠 渋谷牧場 （株）Ｔホースランチ 落札 清水　ゆみ子 1,210,000
362 牝 パドトロワ アイリーデイ 静内 漆原牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
363 牝 ディスクリートキャット アルマシェダル 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 岡村　善行 5,390,000
364 牝 ダブルスター イエローサブマリン 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 河野　孝明 4,400,000
365 牡 リオンディーズ アンジュデュバン 門別 荒井ファーム （有）チェスナットファーム 落札 (有)ヤマダステーブル 2,970,000
366 牡 マインドユアビスケッツ エスケイミネルバ 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 佐野  信幸 4,400,000
367 牡 ダンカーク エミリア 荻伏 村下　清志 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (有)北島牧場 3,300,000
368 牝 ベストウォーリア エリカオンヒル 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 主取
369 牡 バンブーエール エーシンウェンディ 静内 (株)アフリートファーム 福地トレーニングファーム 落札 北海道馬主会　秋谷　寿之 6,050,000
370 牝 グレーターロンドン エーシンミモザ 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 井上　久光 3,300,000
371 牡 ルーラーシップ エンドレストライ 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 主取
372 牝 ヴァンセンヌ ガランティサーダ 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 櫨山　慶次 2,200,000
373 牝 ダノンバラード クラリン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
374 牝 ニシケンモノノフ オウカランブ 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 オーシャンレーシング(株) 1,100,000
375 牝 エスポワールシチー オタカラハッケン 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 斉藤  秀文 2,860,000
376 牝 ダンカーク オヒナサマ 十勝 ㈱リトルブルーファーム ㈱リトルブルーファーム 主取
377 牝 ベルシャザール オフショア 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
378 牝 ダノンレジェンド オムスビ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 主取
379 牡 ディープブリランテ オリヅル 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 欠場



380 牡 ロゴタイプ オンザウインド 三石 山野牧場 （有）グランデファーム 欠場
381 牡 エスポワールシチー ウインプラチナム 茨城 佐久間　拓士 （有）チェスナットファーム 落札 (有)ディアレストクラブ 4,400,000
382 牝 ホッコータルマエ エンパイアガール 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 11,550,000
383 牡 マジェスティックウォリアーエルビーローズ 浦河 鵜木　唯義 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 千葉県馬主会　工藤　圭司 4,400,000
384 牝 トゥザワールド カールブライトリー 浦河 （有）一珍棒牧場 （株）愛知ステーブル 欠場
385 牝 ベルシャザール カイミラ 門別 庄野牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
386 牡 ディスクリートキャット カカアデンカ 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 兵庫県馬主協会 1,100,000
387 牝 ノヴェリスト カネトシルメルシェ 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
388 牝 カレンブラックヒル ケイズビーナス 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 千葉県馬主会　河越　武治 3,190,000
389 牝 ニシケンモノノフ キャンドルアイス 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 増田　兼良 3,410,000
390 牝 ノヴェリスト キュリオスティー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 日本中央競馬会 3,300,000
391 牡 ベストウォーリア キョウワアマテラス 新冠 (株)鹿児島国際ゴルフ倶楽部 （有）協和牧場 落札 是枝　浩平 3,850,000
392 牡 ビッグアーサー クインズラッシュ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 日本中央競馬会 6,160,000
393 牡 アメリカンペイトリオット グローバルハート 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 (有)コスモヴューファーム 6,820,000
394 牡 コパノリチャード クロフネマンボ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
395 牡 モンテロッソ クインズカリナン 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 稲場　澄 6,160,000
396 牡 ゴールドアクター グッドプリン 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 仲谷　善彰 3,300,000
397 牝 エスポワールシチー クリンゲルベルガー 新冠 村上　雅規 村上　雅規 落札 神奈川県馬主協会　(有)武田興業5,170,000
398 牝 フリオーソ グレートハーベスト 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 (株)加藤ステーブル 2,200,000
399 牝 ジョーカプチーノ スイートポーラ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 尾上　松壽 5,500,000
400 牝 レインボーライン ケージーフジムスメ 新冠 （有）岩見牧場 岩見ステーブル 主取
401 牝 フリオーソ ゴールデンリーフ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 主取
402 牝 メイショウボーラー ゴールドルージュ 荻伏 （有）村下農場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
403 牝 ウインバリアシオン カリアティード 東北 （有）荒谷牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
404 牝 ストロングリターン キアーロ 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド 欠場
405 牝 ラニ キタノタイセツ 門別 佐々木　康治 （株）Ｔホースランチ 主取
406 牡 ヤマカツエース ケリーメイ 静内 （有）増本牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 沖田　忠幸 4,840,000
407 牝 ジョーカプチーノ ケイアイカミーリア 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 欠場
408 牡 ベストウォーリア アストロラーベ 静内 (株)アフリートファーム 福地トレーニングファーム 主取
409 牡 シニスターミニスター オールオールオール 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 トーケンサービス㈱ 9,020,000
410 牝 レーヴミストラル コンゴウマドンナ 静内 坂本　春信 クラックステーブル 落札 田中　俊彰 2,860,000
411 牝 リアルスティール コウエイラブリー 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
412 牝 ベルシャザール コウギョウデジタル 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 欠場
413 牡 カレンブラックヒル コウセイオリーヴ 新冠 イワミ牧場 イワミ牧場 落札 (有)飛野牧場 5,170,000
414 牝 ベーカバド ゴシップクイーン 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,080,000
415 牡 ロゴタイプ スイートカルタゴ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 欠場
416 牝 エスポワールシチー サイレントセンティネル 静内 （有）カタオカファーム （有）カタオカファーム 落札 千葉県馬主会　大西　美生子6,600,000
417 牡 ダノンレジェンド サトノハニー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 澤田　孝之 2,090,000



418 牝 コパノリチャード サクラピュアハート 静内 桑嶋　峰雄 （有）カタオカステーブル 落札 柴田　茂樹 1,650,000
419 牝 エスポワールシチー サウスサプライズ 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 長谷川　守正 10,670,000
420 牡 ビッグアーサー サンクチュアリ 平取 （有）川向高橋育成牧場 （株）ケイズ 落札 東京都馬主会　(株)アスール8,800,000
421 牝 ジャスタウェイ キョウワマリア 新冠 (株)鹿児島国際ゴルフ倶楽部 （有）協和牧場 主取
422 牡 アジアエクスプレス グッドレインボー 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 蓑島　竜一 2,200,000
423 牝 ラニ ゴーバンズ 新冠 （有）五丸農場 クラックステーブル 主取
424 牡 フェノーメノ サワヤカスズカ 三石 森　政巳 （株）愛知ステーブル 落札 蓑島　竜一 2,750,000
425 牡 コパノリッキー スポークンファー 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 千葉県馬主会　ﾗｲﾌｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(株)9,240,000
426 牡 アメリカンペイトリオット スズカクエーサー 平取 （有）赤石牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 欠場
427 牡 バゴ シェリトリンド 新冠 村上　進治 （有）高橋ファーム 落札 西本　資史 3,300,000
428 牝 ベルシャザール シスターマリオン 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 主取
429 牝 ベストウォーリア シベリアンリリー 新冠 （有）山岡牧場 （有）山岡牧場 落札 蓑島　竜一 4,400,000
430 牝 マジェスティックウォリアージュヴァンクル 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 神奈川県馬主協会　米津　佳昭5,390,000
431 牡 オウケンブルースリ シャイニングムーン 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 主取
432 牡 ルーラーシップ ジュデッカ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 猪熊　広次 11,550,000
433 牝 マジェスティックウォリアージュリエッタ 浦河 川越ファーム 川越ファーム 落札 村上　憲政 11,000,000
434 牝 スピルバーグ シュンプウサイライ 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 落札 小林　伸幸 2,200,000
435 牝 レッドファルクス ショウナンパシスタ 新冠 （有）ムラカミファーム 山岸ステーブル 主取
436 牝 ファインニードル ジョウノマドンナ 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
437 牝 トゥザワールド シーキングトパーズ 岩手 大野　春男 本桐共同育成センター 落札 (有)キタジョファーム 1,430,000
438 牡 ベストウォーリア トゥバン 門別 門別　敏朗 （株）門別牧場 落札 高橋　文男 4,730,000
439 牝 ノーザンリバー スイートフィズ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 佐賀県馬主会　(株)本城 5,060,000
440 牡 バンドワゴン スカイワード 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 落札 福田　光博 3,300,000
441 牡 レガーロ スパートル 荻伏 （有）市川ファーム （有）チェスナットファーム 落札 (株)門別牧場 1,100,000
442 牝 ベストウォーリア スカイホークアイ 三石 （有）三石ファーム （有）福山育成牧場 落札 栗東総合産業㈱ 3,410,000
443 牝 コパノリッキー スマートローズ 三石 （有）山際ｾﾝﾄﾗﾙｽﾀｯﾄﾞ (有)日高軽種馬共同育成公社主取
444 牝 ラニ スマイルビジン 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 (有)カネショウ 2,200,000
445 牝 ナムラタイタン スターオブアフリカ 静内 秋田育成牧場 （有）高橋ファーム 落札 尾崎　智大 3,410,000
446 牡 キンシャサノキセキ スマートアルテミス 荻伏 村下　清志 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 岡田　甲子男 15,950,000
447 牝 インカンテーション スマートディルハム 浦河 山口　義彦 （株）愛知ステーブル 主取
448 牝 パドトロワ スペランツァーレ 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 増田　兼良 5,500,000
449 牝 デクラレーションオブウォースズカグレイス 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) 17,050,000
450 牡 マクフィ シュガーレディアン 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 工藤　圭司 7,040,000
451 牡 マジェスティックウォリアーセイウンメイリー 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 神奈川県馬主協会　日下部　勝徳4,400,000
452 牝 フリオーソ センティーレ 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 井上　謙一 3,520,000
453 牝 バンブーエール スイートアリエッタ 浦河 （有）一珍棒牧場 （株）愛知ステーブル 落札 相馬　勇 550,000
454 牡 ヴァンセンヌ センターアリーナ 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 落札 佐賀県馬主会　真中　伴典11,550,000
455 牝 バゴ タイキロザリオ 門別 若林　順一 （有）中田牧場 落札 楠本　勝美 1,650,000



456 牝 ダノンシャーク ダイナマイトハニー 十勝 小野瀨　竜馬 ㈱リトルブルーファーム 落札 (有)イーデン産業 1,650,000
457 牡 トゥザワールド ダイワフェリス 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 千葉県馬主会　酒井　孝敏 6,380,000
458 牝 リアルインパクト タマユラ 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 欠場
459 牡 キズナ ダンツカナリー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 水上  行雄 7,480,000
460 牝 ミッキーロケット ダノンスウィート 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 渡辺　昌之 2,860,000
461 牡 マジェスティックウォリアードキュン 茨城 佐久間　拓士 （有）チェスナットファーム 落札 森中  蕃 22,000,000
462 牝 イスラボニータ ノウゼンハレン 新冠 石郷岡　松太郎 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
463 牝 キタサンブラック ハルサンサン 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 落札 佐賀県馬主会　原　大栄 5,500,000
464 牡 スズカコーズウェイ ビジータイム 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 星野　隆男 5,720,000
465 牝 メイショウボーラー チェイルリー 荻伏 （有）村下農場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 蓑島　竜一 3,300,000
466 牡 ベーカバド チェリーワールド 荻伏 北俣　牧夫 藤春　修二 落札 KICレーシング 1,100,000
467 牡 ホッコータルマエ テアトロレアル 静内 （有）増本牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 木村　直樹 17,050,000
468 牡 シニスターミニスター ティンバーランド 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 大栗　芳一 7,920,000
469 牝 ビッグアーサー ディープスノー 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
470 牡 スピルバーグ ティープリーズ 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 トーケンサービス㈱ 3,520,000
471 牝 トゥザワールド デューントウショウ 静内 秋田育成牧場 （有）高橋ファーム 落札 千葉県馬主会　小池　啓補 1,650,000
472 牝 サトノアラジン テーマソング 門別 川島　正広 川島　正広 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 5,940,000
473 牝 スピルバーグ ボルジアクイーン 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
474 牝 ディーマジェスティ ドゥザボサノバ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 廣村　憲郎 1,650,000
475 牝 キンシャサノキセキ ドゥルセデレーチェ 胆振 （有）市川牧場 （有）市川牧場 欠場
476 牡 ストロングリターン トコロロ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 (株)Rebirth Find 1,650,000
477 牡 トゥザグローリー トシザマキ 浦河 浦河小林牧場 （株）ケイズ 主取
478 牝 ベストウォーリア トーホウリリー 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 日本中央競馬会 8,800,000
479 牝 ドレフォン テンダーエモーション 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 12,100,000
480 牝 ネロ ニシノアウリイ 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 幅田  昌伸 1,650,000
481 牝 ホッコータルマエ ネオヴァイン 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 (株)レ オ 5,610,000
482 牝 シルバーステート ニシノプロミネンス 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 落札 (有)カナイシスタッド 8,360,000
483 牡 ホッコータルマエ ネイビートウショウ 静内 片岡　博 （有）チェスナットファーム 落札 ミユキ企画 3,300,000
484 牝 レインボーライン ピンナップガール 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 主取
485 牡 ノヴェリスト ハルランマン 三石 （有）稲葉牧場 （有）福山育成牧場 落札 兵庫県馬主協会 2,090,000
486 牡 ダノンバラード バイタルクィーン 三石 （有）加野牧場 （株）森本スティーブル 欠場
487 牝 リオンディーズ パステルモーブ 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 兵庫県馬主協会 3,300,000
488 牝 ラニ バリュアットリスク 静内 桑嶋　峰雄 （有）カタオカステーブル 主取
489 牝 ストロングリターン ネオファンシー 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 主取
490 牝 ワンアンドオンリー ノワゼット 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
491 牝 サトノクラウン ハルダル 静内 （有）増本牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 佐賀県馬主会　真中　伴典10,340,000
492 牝 デクラレーションオブウォーハルワカ 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 落札 (有)ケイアイファーム 7,040,000
493 牝 ドレフォン パンズラビリンス 門別 若林　順一 （同）ヒルヴァレーファーム 落札 (株)NICKS 24,200,000



494 牝 ストロングリターン バンダ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 主取
495 牝 エスポワールシチー バトルアンコール 門別 門別　敏朗 （株）門別牧場 落札 橋本　富夫 2,750,000
496 牝 ディスクリートキャット ホーチャム 門別 シグラップファーム （株）木村育成牧場 主取
497 牡 ワールドエース フォーモサマンボ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 岡村　善行 10,340,000
498 牡 ヘニーヒューズ ブライスガウ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 永井商事(株) 17,600,000
499 牝 ビッグアーサー ピンクパレット 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 落札 柴田　茂樹 1,100,000
500 牡 マインドユアビスケッツ ピクシーチャーム 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 鈴木　照雄 6,160,000
501 牝 レーヴミストラル ヒシアリアケ 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
502 牡 アポロソニック ピョル 胆振 宮井　孝典 （株）門別牧場 主取
503 牝 サトノクラウン ピンクチャリス 静内 三木田牧場 三木田牧場 落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
504 牡 トビーズコーナー ビビッドフレイム 門別 門別　敏朗 （株）門別牧場 欠場
505 牝 バトルプラン ホープフルドリーム 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 今中　俊平 2,200,000
506 牝 シニスターミニスター プロジェクション 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 定蛇　邦宏 4,400,000
507 牝 エイシンフラッシュ ファイヤーオパール 様似 （有）様似堀牧場 （株）白馬牧場 主取
508 牝 アメリカンペイトリオット ファウンテンジョイ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 主取
509 牝 マジェスティックウォリアーファンディータ 様似 （有）スイートファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 瀧本  和義 4,620,000
510 牡 トーセンジョーダン フィリグリー 三石 （有）三石ファーム （有）福山育成牧場 主取
511 牝 ホッコータルマエ フェブノヘア 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 神奈川県馬主協会　(有)二風谷ファーム3,630,000
512 牝 サトノダイヤモンド フクシア 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 前田　良平 4,070,000
513 牡 ジャスタウェイ プラチナテーラー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 近藤　克麿 3,410,000
514 牝 エスポワールシチー フジヤマサクラ 新冠 村上牧場 村上牧場 欠場
515 牝 ジャスタウェイ フラムドール 様似 （有）渡辺牧場 （株）木村育成牧場 欠場
516 牝 イスラボニータ フレンチアウル 宮崎 （有）アクセス・ワン （有）チェスナットファーム 落札 １８Ｒａｃｉｎｇ 1,650,000
517 牡 ミッキーロケット フリップフロップ 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 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)11,550,000
518 牡 トゥザワールド プリマゴールド 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 主取
519 牡 ジャスタウェイ ブリリアントライフ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 八木  良司 6,600,000
520 牡 コパノリッキー ペロチャン 門別 （株）門別山際牧場 （株）門別山際牧場 主取
521 牝 ダブルスター ヘヴンリーカラーズ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
522 牝 デクラレーションオブウォーベストコレクション 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
523 牡 ロゴタイプ ペッパーベリー 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 主取
524 牝 フリオーソ ペニーウエイト 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 欠場
525 牝 エキストラエンド ベリンダジーク 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 (有)ビッグレッドファーム 4,510,000
526 牡 ヴァンセンヌ ベルモントエルメス 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 佐賀県馬主会　北原　大史 2,750,000
527 牝 シャンハイボビー ポッドクヒオ 三石 下屋敷牧場 （株）森本スティーブル 主取
528 牡 ニシケンモノノフ ホリデイインミラノ 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 3,300,000
529 牝 ダンカーク ホワイトアウト 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 主取
530 牝 シャンハイボビー ホールドミータイト 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 小松　芳子 9,900,000


