
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)

234 牝 ウインバリアシオン アヴェネンテ 東北 青森ホースファーム 青森ホースファーム 主取
235 牡 シニスターミニスター アスクザリーズン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 鈴木　照雄 14,850,000
236 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 落札 (有)ビッグレッドファーム 5,720,000
237 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 落札 岡本　真二 5,500,000
238 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 落札 山田　大輔 1,650,000
239 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
240 牡 ナムラタイタン アルテッツァ 東北 マルシチ牧場 （有）荒谷牧場 落札 飯田　学 1,100,000
241 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 落札 蜂須賀　重夫 2,640,000
242 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
243 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 落札 (有)二風谷ファーム 2,750,000
244 牡 グランデッツァ ヴァリュー 新冠 村上　雅規 村上　雅規 落札 山田　祐三 1,100,000
245 牝 サトノダイヤモンド ウィローパドック 静内 三木田牧場 三木田牧場 落札 鈴木  和彦 1,760,000
246 牡 ロゴタイプ ウェディングソング 東京 パングロス（有） 木村　秀則 欠場
247 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） 落札 石川県馬主協会 2,640,000
248 牝 エピファネイア ウタヒメ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 森中  蕃 3,300,000
249 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 落札 冨田　藤男 3,300,000
250 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 落札 オカモトファーム 3,300,000
251 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 落札 柳橋　俊昭 4,730,000
252 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
253 牡 ミッキーアイル エリモインプレス 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 天堀　忠博 4,730,000
254 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 主取
255 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 落札 小林　和義 3,630,000
256 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 落札 (株)Ｂ．Ｂ レーシング 1,100,000
257 牝 エイシンヒカリ エーシングリフォン 大阪 平井　克彦 (株)PYRAMID TRAINING 落札 神奈川県馬主協会　ｼｸﾞﾗｯﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株)1,540,000
258 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 落札 山﨑　勇次 1,650,000
259 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
260 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 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 佐々木　將吉 880,000
261 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
262 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 欠場
263 牝 ルーラーシップ オースミミズホ 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 欠場
264 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 落札 菅原　仁人 2,200,000
265 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 落札 森　哲 2,750,000
266 牡 アンライバルド キスミーソフトリー 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 欠場
267 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 落札 小泉　修 3,300,000
268 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 落札 (有)ケイアイファーム 2,860,000
269 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 （有）カミイスタット 落札 (株)ＦＥＡＴ 2,200,000
270 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



271 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 落札 (株)吉澤ステーブル 3,300,000
272 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 落札 川俣　亮介 2,200,000
273 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グセンター落札 (有)キタジョファーム 2,310,000
274 牡 サトノダイヤモンド クリムゾンブーケ 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
275 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 主取
276 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 落札 小林  祥晃 2,530,000
277 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 落札 大越　徹朗 3,520,000
278 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
279 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 落札 依田　泰雄 4,400,000
280 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 ヴェルサイユファーム（株） 主取
281 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 落札 節　英司 1,100,000
282 牡 スピルバーグ コハルタイム 静内 木田　茂雄 林　博道 欠場
283 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 落札 小野  博郷 2,200,000
284 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 落札 宮﨑  忠比古 4,840,000
285 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 （株）新和牧場 落札 山内　邦一 3,300,000
286 牝 ネオユニヴァース サセッティ 浦河 今井　秀樹 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 欠場
287 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 主取
288 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 欠場
289 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 落札 天堀　忠博 5,500,000
290 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 欠場
291 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 落札 松本　桂昌 2,310,000
292 牝 ラニ サンジャンドリュズ 荻伏 野表　俊一 野表　俊一 欠場
293 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 落札 (株)加藤ステーブル 3,630,000
294 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欠場
295 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 落札 (有)辻  牧場 4,180,000
296 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 落札 佐藤　良二 1,650,000
297 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 落札 (株)丸若商事 2,200,000
298 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落札 吉岡  泰治 4,400,000
299 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 落札 井上　久光 2,420,000
300 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グセンター落札 橋本　義次 2,200,000
301 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 落札 小林　和義 2,090,000
302 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
303 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 落札 (株)ＦＥＡＴ 1,650,000
304 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 （株）門別牧場 落札 菅波　雅巳 4,510,000
305 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 落札 高橋　一郎 2,750,000
306 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 落札 福地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 550,000
307 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 落札 松本　好雄 6,160,000
308 牡 ルーラーシップ スターアクトレス 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 大久保　俊 4,950,000



309 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 落札 上野　耕一　 1,100,000
310 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 落札 (株)アフリートファーム 1,100,000
311 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 落札 谷口　裕司 5,610,000
312 牡 モーリス ストロベリーズ 三石 （有）平野牧場 （有）平野牧場 落札 森中  蕃 7,920,000
313 牝 バゴ トウカイセレッソ 平取 （有）びらとり牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
314 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 落札 小池　啓補 5,500,000
315 牡 エピファネイア スパイチャクラ 荻伏 鮫川　啓一 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 村上　稔 5,500,000
316 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 落札 小野  博郷 4,180,000
317 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
318 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 （有）様似共栄牧場 落札 (有)ディアレストクラブ 5,830,000
319 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 落札 須田　靖之 3,850,000
320 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 落札 泉  俊二 2,200,000
321 牝 ロージズインメイ スマートブライト 静内 坂本　春信 坂本　智広 落札 中野　辰三 2,310,000
322 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 落札 松本　好雄 3,300,000
323 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 落札 小松　欣也 3,850,000
324 牝 ハーツクライ セラミスト 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
325 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 落札 神奈川県馬主協会　鈴木　康弘5,940,000
326 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 落札 古賀　禎彦 2,200,000
327 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 欠場
328 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 落札 伊藤　準一郎 2,200,000
329 牝 ネオユニヴァース ステラビスティー 浦河 今井　秀樹 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
330 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 欠場
331 牝 モーリス チーズマヨ 新冠 村上　欽哉 村上　欽哉 落札 伊藤　永二郎 6,600,000
332 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 落札 北海道馬主会　中村　吉隆 4,070,000
333 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
334 牡 ベルシャザール タイキエリーゼ 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 冨田　藤男 2,200,000
335 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 落札 鶴谷  義雄 1,100,000
336 牡 サトノダイヤモンド ツインテール 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 橋本　征道 7,150,000
337 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 落札 田畑　利彦 4,400,000
338 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 落札 (株)ティケム 5,940,000
339 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 落札 千葉県馬主会　廣川　正之 1,650,000
340 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 落札 (株)MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 4,180,000
341 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
342 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 落札 上野　耕一　 2,200,000
343 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
344 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
345 牡 ダノンシャーク ドナマコン 静内 酒井　亨 （株）ＮＹＳ 欠場
346 牡 アジアエクスプレス ドナメジャー 門別 （有）日西牧場 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 欠場



347 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 落札 (有)キタジョファーム 1,980,000
348 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 落札 程田　真司 5,390,000
349 牡 コパノリッキー ナムラジュエル 静内 （有）野坂牧場 （株）愛知ステーブル 落札 小林  祥晃 4,620,000
350 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 落札 神奈川県馬主協会　杉浦　和也2,970,000
351 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落札 高橋  文枝 4,730,000
352 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 落札 フェニックスレーシング 1,650,000
353 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 落札 上岡  和男 1,980,000
354 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 （株）門別牧場 落札 石川県馬主協会 2,750,000
355 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
356 牡 リアルスティール ネオフェリーク 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 中西  宏彰 11,550,000
357 牝 ビッグアーサー ナリタカサブランカ 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 田畑　利彦 4,950,000
358 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 落札 (有)ﾑﾗﾔﾏ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 2,420,000
359 牝 キタサンブラック ノーブルストーン 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 千葉県馬主会　川上　和彦 9,020,000
360 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 落札 (株)山﨑STABLE 3,740,000
361 牡 ダノンシャーク パレストウショウ 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 加藤　春次 2,860,000
362 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グセンター落札 伊藤　正樹 2,750,000
363 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 落札 西森　功 3,300,000
364 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
365 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落札 栗本  博晴 3,850,000
366 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 落札 千葉県馬主会　檜森　高史 3,080,000
367 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 落札 大友　靖岐 5,500,000
368 牡 マクフィ ハートフル 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 杉本　豊 6,600,000
369 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
370 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 落札 北海道馬主会　佐藤　弘樹 4,840,000
371 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 主取
372 牡 Ｇｏｏｄ　Ｓａｍａｒｉｔａｎ ビヴァレッジクイーン 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 藤原　正一 25,300,000
373 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
374 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 落札 近藤　勝安 1,650,000
375 牝 ラニ ピッチニーニ 十勝 小林　和幸 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
376 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 落札 佐賀県馬主会　原　大栄 2,200,000
377 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 落札 定蛇　邦宏 13,750,000
378 牝 フリオーソ ファーマレッド 門別 （有）高山牧場 （有）高山牧場 落札 髙山　義朋 2,970,000
379 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 欠場
380 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 落札 山本  武司 3,520,000
381 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 落札 鈴木　雅俊 5,500,000
382 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グセンター欠場
383 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 落札 合同会社　ＭＩＲＡＩ 3,300,000
384 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 落札 犬塚　悠治郎 13,200,000



385 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 落札 谷脇　智恵子 1,100,000
386 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 落札 山田　祐三 3,850,000
387 牝 ダイワメジャー プリンセスオブザスターズ静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 鈴木　康弘 13,750,000
388 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. 落札 三河　辰巳 3,520,000
389 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 落札 石川県馬主協会 4,510,000
390 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 落札 千葉県馬主会　(株)門別牧場2,310,000
391 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 欠場
392 牝 フリオーソ プーカ 三石 飯岡牧場 （有）福山育成牧場 主取
393 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 欠場
394 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
395 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 落札 坂本　肇 3,410,000
396 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 落札 岡田　孝之 1,100,000
397 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 落札 阿部　憲三 2,200,000
398 牡 ドゥラメンテ ベラルーナ 三石 上村　清志 セールスプレップサービス 落札 森中  蕃 23,100,000
399 牡 サトノクラウン ペルサントクリール 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 松本　好雄 8,250,000
400 牝 リアルインパクト ポッドフィズ 三石 下屋敷牧場 （株）門別牧場 落札 熊谷　清則 3,300,000
401 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 落札 (株)エクワインレーシング 6,380,000
402 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
403 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
404 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 落札 石川県馬主協会 2,750,000
405 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 落札 柏木  務 3,960,000
406 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 落札 佐野  信幸 2,640,000
407 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 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 6,600,000
408 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落札 サン 2,200,000
409 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 欠場
410 牡 ラニ マルーチ 門別 前川　義則 クラックステーブル 落札 石川県馬主協会 2,200,000
411 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 落札 渡辺　昌之 2,970,000
412 牝 ブラックタイド ミニレイスター 新冠 （有）浜口牧場 （有）浜口牧場 落札 黒澤　尚 4,730,000
413 牝 バゴ ミヤビエメライン 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 落札 (有)ディアレストクラブ 1,100,000
414 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 落札 千葉県馬主会　内田　玄祥 2,200,000
415 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 落札 (有)イーデン産業 880,000
416 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 落札 (有)東海住宅 3,300,000
417 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落札 千葉県馬主会　内田　玄祥 4,730,000
418 牡 バゴ メモリーマニフィカ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 欠場
419 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 主取
420 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 落札 岡  浩二 3,190,000
421 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 落札 堀内　一夫 2,090,000
422 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 落札 杉元　四男 3,740,000



423 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）落札 石川　裕基 2,200,000
424 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
425 牝 レインボーライン ラベンダーミント 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 日野　勝美 2,970,000
426 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 落札 和田　博美 3,410,000
427 牡 ビッグアーサー ラヴァーズタイム 新冠 （有）大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 小松　欣也 2,750,000
428 牡 ラニ ラゴディラゴライ 静内 大滝　康晴 カルペディエム メイド 落札 (株)ライフフィールズ 2,200,000
429 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 欠場
430 牝 コパノリッキー ララサンタフェーズ 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 大﨑　淳子 3,410,000
431 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 欠場
432 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 欠場
433 牡 ラニ リキサンキャロル 浦河 山田　昇史 （株）門別牧場 落札 福島　崇志 3,080,000
434 牡 ディスクリートキャット リベラメンテ 三石 松本牧場　松本　和則 （株）Ｔホースランチ 欠場
435 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 欠場
436 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 主取
437 牡 ジャスタウェイ リスキーディール 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
438 牝 バゴ リージェンツパーク 門別 若林　順一 （有）中田牧場 落札 小橋　亮太 550,000
439 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 欠場
440 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 落札 (有)キタジョファーム 1,100,000
441 牡 ダンカーク レッドイオ 胆振 （有）登別上水牧場 ディーエスファーム 主取
442 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
443 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
444 牡 ドレフォン ロゼットネビュラ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 石川　達絵 10,450,000
445 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 落札 石川県馬主協会 2,640,000
446 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 落札 石川県馬主協会 2,860,000
447 牝 ヴィクトワールピサ ローマンクィーン 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 ㈲高橋ファーム 880,000
448 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 落札 小橋　亮太 770,000
449 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 落札 佐野  信幸 4,180,000
450 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落札 原  久美子 1,100,000
451 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グセンター落札 朝比奈　順二 1,100,000
452 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 落札 (有)ミルファーム 770,000
453 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 落札 服部  新平 1,540,000
454 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
455 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 落札 KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 7,480,000
456 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
457 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 落札 池袋レーシング 3,410,000
458 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 落札 千葉県馬主会　内田　裕美 1,650,000
459 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 落札 大栗　芳一 770,000
460 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 欠場



461 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 落札 遠藤　喜和 2,200,000
462 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
463 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 落札 手嶋　康雄 7,260,000
464 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 落札 棚網  基己 1,650,000
465 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落札 (株)ＦＥＡＴ 1,320,000
466 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. 落札 三宅　靖夫 1,100,000
467 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 欠場
468 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 主取
469 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
470 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 落札 飛田　友広 1,210,000
471 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
472 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
473 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 落札 石川県馬主協会 2,200,000
474 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
475 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 落札 神奈川県馬主協会　川上　和彦1,320,000
476 牡 タリスマニック ソフィーズローズ 新冠 （有）浜口牧場 （有）浜口牧場 落札 (有)キタジョファーム 2,200,000
477 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 落札 (有)Ｂ．Ｃ．Ｓ. 1,650,000
478 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 落札 田頭　勇貴 1,650,000
479 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主取
480 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 落札 (有)ビッグレッドファーム 4,400,000
481 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 落札 (株)ＦＥＡＴ 1,430,000
482 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 落札 木村　廣太 3,300,000
483 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 主取
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 落札 (有)コスモヴューファーム 1,650,000
485 牝 ダンカーク ビーキュート 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 檜森　高史 770,000
486 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
487 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 落札 猪野　まりん 2,750,000
488 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
489 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
490 牝 ワールドエース プリティーサンサン 静内 中田　浩美 中田　浩美 落札 中村　時子 1,650,000
491 牝 ラニ プリンセス 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 主取
492 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
493 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）欠場
494 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
495 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
496 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 落札 杉浦　和也 3,300,000
497 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
498 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 落札 オーシャンレーシング(株) 1,100,000



499 牡 ラニ マンチャ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 鈴木　照雄 2,200,000
500 牡 ラニ ミヤビセラヴィ 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 主取
501 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 落札 真島　恵子 550,000
502 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落札 鶴田　稔 2,750,000
503 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
504 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 落札 (有)キタジョファーム 1,650,000
505 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
506 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 落札 (株)ＩＴＦ 440,000
507 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 落札 大友　靖岐 6,600,000
508 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 落札 千葉県馬主会　(株)レックス 5,830,000


