
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 エイシンヒカリ アーリントンガール 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 (有)高昭牧場 1,320,000
2 牝 ダイワメジャー アイアンヒロイン 荻伏 高松牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
3 牝 シルバーステート アイキャン 門別 （株）アースファーム Ikuchise Stud 落札 二宮　幸三 9,900,000
4 牡 パドトロワ アイファインバンド 新冠 （有）中央牧場 クラックステーブル 落札 石川県馬主協会 2,090,000
5 牝 ワールドエース アデリナ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 主取
6 牡 ジャスタウェイ アファーブル 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 落札 北海道馬主会　山下　勇 5,500,000
7 牝 アドマイヤムーン アラリーン 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 主取
8 牝 バゴ アルコシエロ 東京 伊坂　重憲 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ組合 1,540,000
9 牡 トーセンラー アンナトルテ 浦河 富菜牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)キタジョファーム 1,100,000

10 牡 マジェスティックウォリアーアーベントロート 三重 （有）ホースナイン イワミ牧場 落札 飯田　学 2,860,000
11 牝 エイシンヒカリ エイシンイジゲン 門別 栄進牧場 (株)PYRAMID TRAINING 主取
12 牝 イスラボニータ イッツマイン 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
13 牝 ベストウォーリア イナズマイーリス 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
14 牝 レーヴミストラル インブルーム 三石 （有）加野牧場 福地トレーニングファーム 落札 (有)ミルファーム 880,000
15 牝 コパノリッキー ヴァケア 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 北海道馬主会　(株)アプエンテ3,300,000
16 牝 サトノクラウン ヴァレンティーネ 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 石川県馬主協会 2,090,000
17 牝 メイショウボーラー ヴィヴィアナ 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
18 牝 リアルインパクト ウインクルグラス 門別 （有）出口牧場 （有）細川牧場 落札 オーシャンレーシング(株) 3,080,000
19 牡 タリスマニック ウィーヴァー 静内 佐竹　学 ㈲目名共同トレーニングセンター主取
20 牡 ペルーサ ウエスタンデンコー 静内 （株）ウエスタンファーム エレガンスファーム 主取
21 牝 アメリカンペイトリオット ヴェスティージ 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 (有)大樹ファーム 6,600,000
22 牝 ミッキーロケット アドリア 平取 農事組合法人 協栄組合 農事組合法人 協栄組合 主取
23 牡 マインドユアビスケッツ アンジェラクイーン 静内 坂本　智広 藤平ステーブル（新冠育成公社内）落札 星加　浩一 5,500,000
24 牝 キンシャサノキセキ エイシンピカデリー 新冠 （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場 落札 村上　稔 5,500,000
25 牝 ビーチパトロール エイシンルンディー 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 リージャン 990,000
26 牝 セレン エグランティエ 荻伏 中村　雅明 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
27 牝 アメリカンペイトリオット エルヴィエント 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 吉岡  泰治 2,200,000
28 牝 ビーチパトロール エレガンテヴィータ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
29 牝 サトノアラジン エレンシア 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 柏木  務 4,620,000
30 牝 トビーズコーナー エンドレスワルツ 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 小林  祥晃 2,750,000
31 牡 キンシャサノキセキ オールモストゼア 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 欠場
32 牡 ミッキーロケット オペラアイ 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 2,860,000
33 牝 ヘニーハウンド オンワードマルタ 新冠 高橋　忍 （株）白馬牧場 落札 蜂須賀　重夫 2,640,000
34 牝 ホッコータルマエ オーシャンケリー 浦河 （有）地興牧場 天馬ステーブル 落札 (有)ケイアイファーム 6,820,000
35 牝 ダンカーク オーファメイ 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 落札 (有)ウェルメット 3,300,000
36 牝 アポロキングダム ガンバリッコ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 吉木　伸彦 3,520,000
37 牝 フリオーソ カクテル 門別 新井昭二牧場 新井昭二牧場 落札 兵庫県馬主協会 1,650,000



38 牝 マジェスティックウォリアーキネオマドンナ 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 服部　雄一朗 5,720,000
39 牡 ノヴェリスト オースミアース 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 柳橋　俊昭 2,750,000
40 牝 アメリカンペイトリオット エーシンオーレ 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 丹呉　通孝 1,760,000
41 牝 ジャスタウェイ カトマンブルー 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 津田　浩一 3,520,000
42 牝 ディスクリートキャット カネスラッゾ 荻伏 （有）三好牧場 三好　悠太 落札 岩手県馬主会 4,400,000
43 牡 メイショウサムソン カリズマ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 主取
44 牡 マツリダゴッホ カリスマテーラー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 近藤　英二 1,760,000
45 牝 ヤマカツエース ガーネットビコー 三石 （有）山際ｾﾝﾄﾗﾙｽﾀｯﾄﾞ エイトステーブル 落札 長橋　賢吾 2,420,000
46 牡 アドマイヤムーン アーキオロジー 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 下河邉　行信 5,500,000
47 牝 リアルスティール アンプレヴー 門別 （株）アースファーム Ikuchise Stud 主取
48 牝 ケイムホーム オペレッタ 浦河 中脇　満 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 伊勢　光 550,000
49 牝 レインボーライン オンザスローン 門別 森永牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 永田　和彦 2,200,000
50 牝 トゥザワールド エイシンユートピア 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 髙橋　照比古 880,000
51 牝 ゴールドアクター キタサンラブソング 三石 （有）木田牧場 （有）木田牧場 欠場
52 牝 エスポワールシチー キッズアベリア 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 星加　浩一 4,840,000
53 牝 ローエングリン キャスケードブーケ 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 山本　茂 1,650,000
54 牡 シビルウォー キイレ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 主取
55 牝 スズカコーズウェイ クインズキンバリー 静内 (株)アフリートファーム （株）白馬牧場 落札 阪田　英裕 1,650,000
56 牡 ジャングルポケット クラキンコ 門別 倉見牧場 （株）Ｔホースランチ 主取
57 牡 ラブリーデイ グラッドクライ 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 欠場
58 牝 モンテロッソ グリッツェルン 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 主取
59 牝 ワールドエース クリノメダリスト 新冠 （有）上井農場 （有）福山育成牧場 落札 栗本  博晴 2,310,000
60 牝 ラブリーデイ グリーンサンライズ 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 福田　光博 1,650,000
61 牡 バンブーエール グレースグロリアス 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 ㈲泰興建設 3,520,000
62 牝 レインボーライン グレースドナヒュー 静内 ㈲目名共同トレーニングセンター㈲目名共同トレーニングセンター欠場
63 牝 ベストウォーリア グランデクオーレ 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 北海道馬主会　(株)アプエンテ1,760,000
64 牝 シルバーステート クロスウォーターⅡ 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 欠場
65 牝 フリオーソ グローリアスヴォレ 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 石井　智 2,750,000
66 牡 エイシンヒカリ エイシンルキア 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 (有)内田ステーブル 3,410,000
67 牝 トビーズコーナー クーファゲルニカ 東京 伊坂　重憲 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 宇都宮　智治 550,000
68 牡 ウインバリアシオン クーファレイア 東北 （有）ユーコー牧場 （有）荒谷牧場 落札 (有)キタジョファーム 1,430,000
69 牝 レインボーライン ゲルズ 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 小泉  賢悟 2,750,000
70 牝 スピルバーグ ケンコウランハート 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 主取
71 牡 シルバーステート コウザンティアラ 新冠 （有）新冠伊藤牧場 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 勝野産業(有) 6,930,000
72 牝 バゴ コウソクヒカリ 札幌 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
73 牝 バトルプラン コルニヨン 東京 スマートホーム（株） （有）大作ステーブル 落札 岡林　守三 550,000
74 牡 ホッコータルマエ ゴールドウィング 浦河 （有）木戸口牧場 （株）木村育成牧場 落札 北海道馬主会　(株)オリオンファーム6,160,000
75 牝 クリエイターⅡ ザマーチャン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 岩手県馬主会 3,300,000



76 牡 ナムラタイタン ジェットフォイル 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 宮崎　俊也 8,360,000
77 牡 モンテロッソ サウスキャロライナ 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 蓑島　竜一 1,650,000
78 牝 コパノリッキー サクラシエラ 荻伏 （有）王蔵牧場 カルペディエム メイド 落札 今　朝光 1,100,000
79 牝 ロージズインメイ サトノジュエル 門別 アイズスタッド（株） （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 佐々木　將吉 3,410,000
80 牝 ワンダーアキュート エーシンサンファン 門別 栄進牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 櫻井　多美子 2,310,000
81 牝 ダノンレジェンド カガヤクアイロ 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 主取
82 牝 カレンブラックヒル ジヴェルニーアート 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 渡辺　昌之 2,090,000
83 牡 リーチザクラウン シナノカラー 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 落札 (株)アスラン 3,520,000
84 牝 モンテロッソ セレナータ 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 神奈川県馬主協会　紙谷　洋一2,420,000
85 牝 ラブリーデイ スターズバース 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 久保田　定 13,200,000
86 牝 パドトロワ シーダーローズ 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 福田　光博 5,060,000
87 牝 ビッグアーサー シャインレジーナ 新冠 （有）大林ファーム （有）チェスナットファーム 落札 町田　武 1,760,000
88 牝 トビーズコーナー シャイントウショウ 三石 堀川　洋之 （株）門別牧場 主取
89 牝 パイロ ジャストゥラヴ 静内 ＣＲステーブル ＣＲステーブル 落札 菅野　守雄 6,270,000
90 牝 タリスマニック シャドウマスク 浦河 成隆牧場 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 今　朝光 2,750,000
91 牡 ベーカバド ジャネットハウス 静内 原　弘之 原　弘之 主取
92 牡 ミッキーロケット ジュエリスト 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 落札 (株)ｵﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5,170,000
93 牝 レッドファルクス ジュエリーストーム 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 2,750,000
94 牡 カレンブラックヒル ジュモット 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 伊藤　準一郎 3,850,000
95 牡 モンテロッソ ジュンナルトー 東京 スマートホーム（株） （有）大作ステーブル 主取
96 牝 バゴ シンキングカミユ 福島 佐藤　貞夫 カルペディエム メイド 落札 佐藤　雄司 4,730,000
97 牝 ヴァンセンヌ シングンガガ 新冠 （有）ヒカル牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 和田　正巳 3,520,000
98 牡 イスラボニータ ジャストザマリン 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 兼松　忠男 3,300,000
99 牝 エイシンヒカリ エーシンロレーン 門別 栄進牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 北川  勉 1,100,000

100 牝 エイシンフラッシュ ストロンボリ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 欠場
101 牝 グレーターロンドン スカーレットドレス 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 岩手県馬主会 3,300,000
102 牡 ミッキーロケット スタンリープール 三石 （有）村上牧場 エレガンスファーム 落札 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ組合 3,190,000
103 牝 ベストウォーリア スペシャルウィッチ 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 柏木  務 4,180,000
104 牝 ヴィクトワールピサ スペランツァデーア 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 日向　英二 5,940,000
105 牡 ダノンバラード スマートメビウス 様似 （有）様似堀牧場 （株）白馬牧場 主取
106 牝 ネロ セイウンヒマワリ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 欠場
107 牡 レーヴミストラル センスオブラヴ 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 (有)ケイアイファーム 1,760,000
108 牝 トランセンド サチノストリート 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド 落札 檜森　高史 1,100,000
109 牡 エイシンヒカリ エーシンスパイシー 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 森　保彦 3,630,000
110 牝 タリスマニック テイクウォーニング 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 中野　辰三 3,520,000
111 牝 ベストウォーリア タヒチアンメモリ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 福地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 2,970,000
112 牝 カレンブラックヒル タイセイクインス 新冠 柏木　一則 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 北海道馬主会　廣田　優生 2,750,000
113 牡 ロージズインメイ ダイワラスター 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 岩手県馬主会 3,300,000



114 牝 ストロングリターン ダノンクィーン 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
115 牝 ウインバリアシオン タカラメロス 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 岩手県馬主会 3,300,000
116 牝 メイショウボーラー タニセンヴォイス 荻伏 市正牧場 （株）愛知ステーブル 落札 畑山　秀忠 1,760,000
117 牝 トゥザワールド タイムデヴィアス 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 (株)門別牧場 1,650,000
118 牡 ジャスタウェイ ダノンベルベール 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 池上  一馬 7,040,000
119 牝 エイシンフラッシュ エイシンチャーター 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 ＡＴレーシング 2,090,000
120 牝 グレーターロンドン チーカ 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 兵庫県馬主協会 1,540,000
121 牝 スマートファルコン ダンスバンド 平取 （有）川向高橋育成牧場 （有）川向高橋育成牧場 落札 加藤  鈴幸 4,400,000
122 牝 アメリカンペイトリオット タークオイズローズ 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 落札 横山　幸弘 2,200,000
123 牡 カレンブラックヒル ダービーゾーン 門別 （有）日西牧場 （有）日西牧場 欠場
124 牡 ジャングルポケット タイセイアモーレ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 欠場
125 牡 アメリカンペイトリオット ダンスザクラシックス 荻伏 （有）王蔵牧場 カルペディエム メイド 落札 (有)坂東牧場 2,860,000
126 牡 マツリダゴッホ セトウチダイヤ 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 落札 柏木  務 3,300,000
127 牝 ウインバリアシオン ツカサリボン 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 主取
128 牡 パイロ デストリアー 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 増田　江利子 2,750,000
129 牝 パドトロワ デザイナー 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 岩手県馬主会 5,500,000
130 牝 ノボジャック デルマオコマ 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 曽根　正 3,740,000
131 牝 レッドファルクス テンザンアモーレ 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 大澤  繁昌 3,300,000
132 牝 イスラボニータ デヒアバーズ 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 原村　正紀 8,800,000
133 牡 エイシンヒカリ エイシンノア 門別 栄進牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 本 THE RED LAD 1,650,000
134 牡 レインボーライン トキメキブンブン 新冠 （有）ベルモントファーム クラックステーブル 落札 井上　久光 2,200,000
135 牝 ビーチパトロール トパーズトウショウ 静内 （有）畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター落札 近藤　克麿 3,080,000
136 牝 マインドユアビスケッツ トーコーニーケ 門別 （株）セイクリットファーム （株）セイクリットファーム 欠場
137 牡 キンシャサノキセキ ナイツエンド 浦河 惣田　英幸 （有）チェスナットファーム 欠場
138 牡 トーセンジョーダン ナショナルフラワー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
139 牡 ゴールドシップ ニシノルーファス 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
140 牝 ファインニードル トラヴィアータ 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ組合 2,750,000
141 牝 トーセンジョーダン ハタノエンジェル 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 星野  英夫 1,430,000
142 牡 ディスクリートキャット ニガオエ 新冠 村上　進治 クラックステーブル 落札 岩手県馬主会 3,630,000
143 牝 バトルプラン ニシノラフィーネ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
144 牝 スノードラゴン ネオシアリーズ 東北 太田ファーム （株）Ｔホースランチ 主取
145 牝 ロジユニヴァース エイシンレタリング 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド主取
146 牡 ワールドエース マルモリプリンセス 荻伏 ㈲ｾﾝﾁｭﾘｰｽﾀｯﾄﾞﾌｧｰﾑ Pinetree Ranch 主取
147 牝 ディスクリートキャット ノブアニバーサリー 東京 前田　亘輝 福地トレーニングファーム 主取
148 牡 ゴールスキー ヒラボクハッピー 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
149 牝 スノードラゴン ヒシストーミイ 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 大塚　謹吾 1,100,000
150 牝 バトルプラン ペイルローズ 三石 土田農場 土田農場 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 3,960,000
151 牝 トゥザワールド ハローアゲイン 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 和田　博美 3,630,000



152 牡 ビッグアーサー ハイデルベーレ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 星加　浩一 6,380,000
153 牝 トゥザグローリー ハトゥンルナ 浦河 小葉松　幸雄 小葉松　幸雄 落札 福地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 1,100,000
154 牝 マツリダゴッホ パリージョ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)2,750,000
155 牝 アジアエクスプレス ハワイアンスマイル 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 小林　量 5,500,000
156 牝 アメリカンペイトリオット ハーズシャドウ 東京 （有）コスマー （有）パイオニアファーム 落札 原村　正紀 10,560,000
157 牡 バトルプラン パーフェクトブルー 静内 原　弘之 原　弘之 落札 石川県馬主協会 2,530,000
158 牝 ファインニードル ナドー 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)6,600,000
159 牝 シルバーステート ヒシラスティ 新冠 （有）飛渡牧場 山岸ステーブル 欠場
160 牡 リアルスティール ピースフルメモリー 新冠 （有）カミイスタット （有）カミイスタット 落札 栗本  博晴 7,040,000
161 牡 トゥザワールド ビューティサフラン 平取 高橋　啓 （株）門別牧場 落札 松下　祐也 5,720,000
162 牝 エイシンヒカリ エイシンヘケト 門別 栄進牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 (株)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 2,090,000
163 牡 トーセンホマレボシ ハタノオヌール 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主取
164 牝 ベーカバド ブラストエルサ 新冠 （有）ベルモントファーム クラックステーブル 落札 中西  宏彰 2,200,000
165 牝 アジアエクスプレス フォレスタレガーロ 東京 飯島　暁人 （株）さとう 落札 (株)吉澤ステーブル 4,620,000
166 牝 サドンストーム フォンティーン 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
167 牡 ロゴタイプ ポルカマズルカ 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 主取
168 牝 シビルウォー マキハタスリリング 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
169 牝 ダンカーク ブラウンテヌート 浦河 （有）カナイシスタッド （有）カナイシスタッド 欠場
170 牝 ミッキーロケット プラセール 静内 中田　浩美 中田　浩美 落札 蓑島　竜一 3,960,000
171 牡 アルデバランⅡ プラトヤヤ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 主取
172 牝 エスポワールシチー フラワーパワー 富山 （有）ライオンズ 本桐共同育成センター 落札 (有)カナイシスタッド 3,960,000
173 牝 レッドファルクス フィアレス 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
174 牝 アドマイヤムーン ピクニックソング 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 太田　雅貴 1,760,000
175 牝 モンテロッソ リゼタイムス 東京 スマートホーム（株） （有）大作ステーブル 主取
176 牡 ゼンノロブロイ ライジングネクスト 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 石川県馬主協会 1,650,000
177 牝 トゥザワールド ブリリアントロビン 三石 （有）加野牧場 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 落札 岩手県馬主会 3,300,000
178 牝 ゴールドアクター プリンセスレジーナ 新冠 イワミ牧場 イワミ牧場 落札 大西　和子 2,970,000
179 牝 ディープブリランテ プルクワパ 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 西本　資史 3,300,000
180 牝 ワールドエース プルマージュ 新冠 渋谷牧場 （株）Ｔホースランチ 主取
181 牝 ケイムホーム プルメリアチャーム 浦河 中脇　満 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 欠場
182 牡 シャンハイボビー ブルーモントレー 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 神奈川県馬主協会　小林　和義3,300,000
183 牡 モンテロッソ プロムクイーン 新冠 村上　進治 クラックステーブル 落札 長塩　豊 2,200,000
184 牝 エイシンヒカリ エイシンシルダリア 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 桧山　博守 1,650,000
185 牝 ディープブリランテ ヘヴンアンドアース 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 (有)コスモヴューファーム 2,200,000
186 牡 モーリス ペニーブラック 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 森中  蕃 8,580,000
187 牡 アドマイヤムーン ペパーミントラヴ 三石 飯岡牧場 （株）ペガサスファーム 落札 山本　堅治 3,850,000
188 牝 バトルプラン ベレッツァ 三石 土田農場 土田農場 落札 金山　幸司 2,200,000
189 牝 ダンカーク ホウショウリヴ 門別 ウィニング・アグリー(株) （株）森本スティーブル 欠場



190 牝 モンテロッソ ポッドローザ 東京 スマートホーム（株） （有）大作ステーブル 主取
191 牝 エイシンフラッシュ ボルドグザグ 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 (株)山﨑STABLE 4,950,000
192 牝 レーヴミストラル ポートレイト 新冠 中山　高鹿康 藤平ステーブル（新冠育成公社内）落札 宮﨑  忠比古 3,300,000
193 牝 ゴールドシップ マイネヴァリエンテ 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 西本　資史 1,650,000
194 牡 メイショウサムソン メガミチャン 様似 富田　恭司 （株）木村育成牧場 落札 深瀬　歩 3,850,000
195 牝 ダノンシャーク モズエエヤン 門別 中川　欽一 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
196 牡 エイシンヒカリ エイシンオルドス 門別 栄進牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 永見　貴昭 4,400,000
197 牝 ミッキーアイル ワンダフルタイム 三石 山野牧場 （有）グランデファーム 落札 猪又　晶介 6,600,000
198 牝 フリオーソ ポンデュガール 門別 門別　敏朗 （株）門別牧場 落札 鶴田　稔 5,280,000
199 牝 シルバーステート マイネウェリナ 門別 シグラップ･マネジメント㈱ （株）愛知ステーブル 落札 松本　好雄 14,300,000
200 牡 バトルプラン マイネペンタグラム 静内 原　弘之 原　弘之 落札 福地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 4,510,000
201 牝 グレーターロンドン マキノチーフ 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 欠場
202 牝 フリオーソ マジェストゥーズ 門別 カロッテファーム カロッテファーム 落札 (有)イーデン産業 1,100,000
203 牝 フェノーメノ マルハチブルーム 浦河 （有）北光牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 宮澤　健 3,850,000
204 牝 トゥザワールド マルモリキャンディ 荻伏 ㈲ｾﾝﾁｭﾘｰｽﾀｯﾄﾞﾌｧｰﾑ Pinetree Ranch 主取
205 牡 ミッキーアイル マンディスキュア 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 多田　賢司 5,500,000
206 牡 ダイワメジャー ミントフレッシュ 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 藤原　正一 17,050,000
207 牡 グレーターロンドン ミスキララ 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 石川県馬主協会 4,400,000
208 牝 サトノクラウン ミスマリーン 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 (株)加藤ステーブル 2,200,000
209 牝 マツリダゴッホ ミッドキャップ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 ㈲ヒロヤス運輸 1,650,000
210 牝 ミッキーロケット ミライポケット 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)ミルファーム 1,100,000
211 牝 タリスマニック エイシンジルコン 門別 栄進牧場 (株)PYRAMID TRAINING 主取
212 牡 エスポワールシチー ムーンスガタ 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 高橋  文枝 6,820,000
213 牡 モンテロッソ メグリ 東京 スマートホーム（株） （有）大作ステーブル 落札 神奈川県馬主協会　安川　幸彦4,400,000
214 牡 トゥザワールド メデタイメデタイ 三石 沼田　照秋 沼田　照秋 欠場
215 牡 ラブリーデイ メモリーフェミナ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 神奈川県馬主協会　柏原　勝也880,000
216 牝 ルーラーシップ ユッカマウンテン 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 欠場
217 牡 トランセンド ユメヲカナエテ 静内 谷藤　弘美 （有）チェスナットファーム 落札 川根　幸晴 4,180,000
218 牝 ニシケンモノノフ ローズプラネット 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 冨沢  敦子 2,970,000
219 牝 ハービンジャー ロイヤルライン 門別 新井昭二牧場 新井昭二牧場 主取
220 牡 タリスマニック ラグタイム 荻伏 （有）三好牧場 三好　悠太 落札 松本　好雄 9,570,000
221 牝 ビーチパトロール ラスイエットロス 新冠 （有）ビッグレッドファーム （有）ビッグレッドファーム 主取
222 牝 スピルバーグ ラッキースプリント 様似 小田　誠一 （株）木村育成牧場 落札 KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 2,860,000
223 牡 バゴ ラブフルーツ 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 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ組合 3,630,000
224 牝 ゴールドアクター ラブリーアモン 胆振 平岡牧場 （株）門別牧場 落札 千葉県馬主会　髙橋　晥 2,750,000
225 牝 ファインニードル ラマルティーヌ 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 畑山　秀忠 1,100,000
226 牝 ロジユニヴァース リンベスト 東京 スマートホーム（株） （有）大作ステーブル 主取
227 牡 スピルバーグ レイナクーバ 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 中野　辰三 7,700,000



228 牝 デクラレーションオブウォーレッドランタン 胆振 青藍牧場 ㈲三石軽種馬共同育成センター主取
229 牝 カルストンライトオ ロッツオブラブ 静内 (株)アフリートファーム （株）白馬牧場 主取
230 牝 ニシケンモノノフ ローズオブローズ 門別 前川　義則 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
231 牡 バゴ ワディラム 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
232 牡 ノヴェリスト ワンダフルキッス 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 上岡  和男 2,200,000
233 牡 ニシケンモノノフ ワンモアアリュール 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 落札 西森  鶴 3,850,000


