
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 ドゥラメンテ セシリア 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 国本  哲秀 48,400,000
2 牡 ニューイヤーズデイ 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 吉岡　寛行 28,600,000
3 牡 デクラレーションオブウォ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 主取
4 牡 マジェスティックウォリアーテメノス 滋賀 （同）Ｊｕｎｎｙ イワミ牧場 落札 染谷　幸雄 6,600,000
5 牡 キズナ 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 R Unicorn ステーブル 30,800,000
6 牡 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 ノーザンファーム 14,850,000
7 牝 キタサンブラック バリアーモ 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 水谷　昌晃 16,500,000
8 牡 カリフォルニアクローム ダイワドレッサー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 山元  哲二 46,200,000
9 牡 ハービンジャー アリデッド 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 土井  孝夫 12,100,000

10 牡 リオンディーズ モンプティクール 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 草間  庸文 46,200,000
11 牡 アジアエクスプレス キャルスカイ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 主取
12 牡 サトノアラジン マイルストーン 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 主取
13 牡 ドレフォン エポキシ 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 本間　茂 42,900,000
14 牝 シルバーステート マイティーボタン 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
15 牡 タリスマニック ヒロコファンタジー 新冠 （有）大林ファーム （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
16 牡 サンダースノー プライマルスノー 胆振 青藍牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 堀川　三郎 8,800,000
17 牡 アルアイン テイケイラピッド 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 兵庫県馬主協会　前原　敏行20,900,000
18 牡 Ｙｏｓｈｉｄａ チューリップスガロア 新冠 （有）大栄牧場 カルペディエム メイド 主取
19 牝 リオンディーズ リリウオカラニ 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
20 牡 カリフォルニアクローム マンボビーン 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 日本中央競馬会 11,000,000
21 牝 ニューイヤーズデイ ウエストコースト 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 落札 兵庫県馬主協会　楊　明翰11,000,000
22 牝 デクラレーションオブウォーライトフェアリー 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 主取
23 牡 モーニン マリンブラスト 新冠 松木　加代 （株）ＮＹＳ 落札 清水　真由美 6,600,000
24 牡 ロジャーバローズ ルヴァンクレール 荻伏 （有）市川ファーム （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)18,150,000
25 牡 キタサンブラック ディアマンティナ 三石 下屋敷牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 森中  蕃 20,350,000
26 牝 ドレフォン 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 杉浦　敏夫 10,450,000
27 牡 キズナ ラビルキン 新冠 （株）ハクレイファーム （株）ハクレイファーム 落札 田畑　利彦 22,000,000
28 牡 キンシャサノキセキ ギブユースマイル 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 田中　成奉 28,600,000
29 牡 カリフォルニアクローム 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 栗本　守 13,200,000
30 牡 ドゥラメンテ パラフレーズ 荻伏 （有）笠松牧場 （有）笠松牧場 落札 高橋　文男 23,100,000
31 牝 バゴ 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 東京都馬主会　熊谷　貴之13,200,000
32 牡 ドレフォン レッドエレノア 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 久米田　正明 50,600,000
33 牡 ダイワメジャー ラスエモーショネス 静内 坂本　智広 坂本　智広 落札 澤田　孝之 9,350,000
34 牝 リオンディーズ ソルダテッサ 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 市瀬　章 8,800,000
35 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 日本中央競馬会 6,600,000
36 牝 デクラレーションオブウォーカシマフラワー 平取 （有）北島牧場 （有）北島牧場 落札 日本中央競馬会 8,800,000
37 牡 パイロ グーテデロワ 静内 田中　裕之 （有）浦河育成センター 落札 日本中央競馬会 14,300,000



38 牡 マジェスティックウォリアーラミアカーサ 大阪 藤田　孟司 （有）チェスナットファーム 主取
39 牡 カリフォルニアクローム エテルナミノル 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 59,400,000
40 牝 Ｐａｌａｃｅ　Ｍａｌｉｃｅ スティーミーウィンドウズ 新冠 森永　聡 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 石瀬　浩三 9,350,000
41 牡 シャンハイボビー ルフランエトワール 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 千葉県馬主会　山口　裕介 9,350,000
42 牡 レイデオロ ベストティアラ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 加藤　誠 33,000,000
43 牡 マクフィ メープル 三石 土田農場 土田農場 落札 西森　功 12,100,000
44 牡 Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ　Ａｒｍｙ ロックンハードプレイス 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 中西  宏彰 9,350,000
45 牡 アニマルキングダム チャームレディ 静内 前田牧場 （有）高橋ファーム 落札 日本中央競馬会 6,600,000
46 牡 アジアエクスプレス ダンツキャンサー 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 ㈱富士開発 11,550,000
47 牡 ブリックスアンドモルタルダノングラシアス 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 岡田　勇 14,300,000
48 牝 リオンディーズ エバーシャイニング 三石 中田　英樹 （有）チェスナットファーム 落札 小野　建 14,850,000
49 牡 カリフォルニアクローム 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 落札 田畑　利彦 11,550,000
50 牝 ロードカナロア アルスノヴァ 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 村島　昭男 33,000,000
51 牝 ドレフォン ウインフロレゾン 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 小野　建 34,100,000
52 牡 モーリス パールズシャイン 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 タイガーレーシング 14,300,000
53 牡 ミッキーアイル ハッピーサンディー 三石 （株）前田ファーム ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取
54 牡 デクラレーションオブウォーセンターグランタス 門別 庄野牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 濱本　雅俊 11,000,000
55 牝 Ｓａｘｏｎ　Ｗａｒｒｉｏｒ ポエティックレガシー 荻伏 (有)吉田ファーム (有)吉田ファーム 落札 中水　英紀 16,500,000
56 牡 リオンディーズ 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 (株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ 13,200,000
57 牝 アジアエクスプレス ローズアダージョ 静内 上野　正恵 上野　正恵 落札 福盛　訓之 6,600,000
58 牝 ドレフォン アースプレイ 浦河 ㈲ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟ-ｸｽﾀﾂﾄﾞ （株）木村育成牧場 落札 清水　義徳 16,500,000
59 牝 ビッグアーサー 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)ライフハウス 34,100,000
60 牡 ルーラーシップ フェアリーダンス 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 ＦＡレーシング 23,100,000
61 牡 シルバーステート ギンザフェアレディ 東京 協銀興産(株) （有）パイオニアファーム 落札 佐野  信幸 14,850,000
62 牝 エピファネイア エトワールステージ 三石 レースホース牧場（株） （有）チェスナットファーム 落札 熊木　浩 11,000,000
63 牡 キズナ ピュアアイズ 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 落札 鈴木　昭和 51,700,000
64 牡 バゴ シルクヴィーナス 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 原村　正紀 14,300,000
65 牡 ホッコータルマエ 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 近藤　旬子 19,800,000
66 牡 デクラレーションオブウォージーニマジック 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 吉冨　学 12,100,000
67 牡 シルバーステート サウンドシップ 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 落札 (株)正和 24,200,000
68 牡 ニューイヤーズデイ アップトゥユー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 前田  幸治 41,800,000
69 牡 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 清水　義徳 6,600,000
70 牡 キタサンブラック エイシンキルデア 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 平沼　龍漢 41,800,000
71 牝 リオンディーズ ツクバエトワール 三石 （有）片山牧場 （有）チェスナットファーム 主取
72 牡 レイデオロ ココロノアイ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 小紫　嘉之 25,300,000
73 牡 サトノクラウン グレイスミノル 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 田中　成奉 13,200,000
74 牡 ドゥラメンテ アメイジングライト 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 草間  庸文 46,200,000
75 牝 ヘニーヒューズ 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 15,400,000



76 牝 ドレフォン ナンシーフロムナイロビ 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 (株)ワラウカド 18,700,000
77 牡 サトノダイヤモンド シーサイドホーム 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 松本　好雄 24,200,000
78 牡 エピファネイア レゼトワール 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 ノーザンファーム 40,700,000
79 牝 ハービンジャー コーディリア 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 柴田　実千代 11,000,000
80 牡 コパノリッキー エーシンメンフィス 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 東京都馬主会　(有)ｼﾞｪﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ11,550,000
81 牡 モーリス シーイズチャンプ 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
82 牡 キズナ トウシンハンター 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 高原　将浩 27,500,000
83 牡 デクラレーションオブウォースリーアロー 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 46,200,000
84 牡 シルバーステート グッドスカイ 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
85 牝 サンダースノー ドナパフューム 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 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 10,450,000
86 牡 エピファネイア ジェネロシティー 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 タカレーシング 46,200,000
87 牡 リオンディーズ ノーティスボード 門別 （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 落札 山元  哲二 14,850,000
88 牡 ニューイヤーズデイ エイブルインレース 門別 荒井ファーム （有）チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 8,800,000
89 牡 ヘニーヒューズ ヤマノローラ 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ＴＮレーシング 31,900,000
90 牝 リアルスティール レックスレイノス 三石 下屋敷牧場 （有）浦河育成センター 落札 熊木　浩 12,100,000
91 牝 キズナ スコアズビー 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 主取
92 牝 リオンディーズ エアヴェイユ 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 坂本　肇 7,700,000
93 牡 ファインニードル レイロー 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 栗山　学 17,050,000
94 牡 パイロ 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 東京都馬主会　栗山　正 8,800,000
95 牡 イスラボニータ 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 落札 原　司郎 8,800,000
96 牡 ヘニーヒューズ スターリーウインド 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 欠場
97 牡 カリフォルニアクローム リビングマイライフ 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 熊木　浩 9,350,000
98 牡 ドレフォン マリスレーン 浦河 （株）川越ファーム （株）吉永ファーム 落札 (株)ゴールドホースクラブ 11,000,000
99 牝 リアルスティール ココナッツパルム 三石 （有）木下牧場 セールスプレップサービス 主取

100 牝 デクラレーションオブウォーベアフットレディ 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 ＴＮレーシング 23,100,000
101 牝 エピファネイア エピックマジック 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 主取
102 牡 レイデオロ ポムフィリア 荻伏 （有）小島牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (株)アウレア 24,200,000
103 牡 サトノクラウン エイシンダーラ 静内 増本　良孝 （有）福山育成牧場 主取
104 牡 アルアイン ソラコマチ 三石 （有）村上牧場 エレガンスファーム 落札 前田  幸治 28,600,000
105 牝 カリフォルニアクローム レディハピネス 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 重野　心平 22,000,000
106 牡 オルフェーヴル トレサンセール 門別 （株）門別山際牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
107 牡 サンダースノー ホッコーユニバース 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 30,800,000
108 牝 ルーラーシップ クイーンギムレット 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）パイオニアファーム 主取
109 牡 シルバーステート ミスエンピリカル 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 主取
110 牝 エピファネイア アドマイヤエバート 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 欠場
111 牡 モーリス ゴールドチェイス 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 竹下　浩一 66,000,000
112 牡 ホッコータルマエ パルティール 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 東京都馬主会　(株)ローレン14,850,000
113 牝 デクラレーションオブウォーアドマイヤラブ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 嶋田  賢 26,400,000



114 牡 シュヴァルグラン インドリヤ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 藤田　晋 15,950,000
115 牡 カリフォルニアクローム バロネスサッチャー 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 染谷　幸雄 16,500,000
116 牡 ブリックスアンドモルタル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 奥　裕嗣 20,900,000
117 牝 シルバーステート 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落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 9,350,000
118 牡 スワーヴリチャード アナザーワールド 門別 タバタファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
119 牝 サンダースノー リミックスアルバム 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 泉　一郎 7,150,000
120 牡 リアルスティール ホームタイム 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 田畑　利彦 13,200,000
121 牡 ドレフォン オースミミズホ 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 日本中央競馬会 19,800,000
122 牡 デクラレーションオブウォーアンシェンヌヴィル 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 山元  哲二 23,100,000
123 牡 ヘニーヒューズ センセーション 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 谷崎　森吾 15,400,000
124 牝 キズナ トゥルヴァ 浦河 （有）富田牧場 富田ステーブル 落札 中辻　明 13,200,000
125 牡 シニスターミニスター ディアレストトリックスキ 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 山元  哲二 68,200,000
126 牝 パイロ アイアムノココロ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 佐賀県馬主会　森中　啓子14,850,000
127 牝 スワーヴリチャード オートロンシャン 静内 高橋　陵 （有）福山育成牧場 落札 日本中央競馬会 9,900,000
128 牝 ドゥラメンテ アトラクティヴレディ 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 中本　行則 11,000,000
129 牡 マジェスティックウォリアーホーマンピクシー 静内 （株）前谷牧場 （株）前谷牧場 落札 吉岡　實 45,100,000
130 牡 ヘニーヒューズ アドマイヤマリリン 静内 高橋　義浩 カルペディエム メイド 落札 澤田　孝之 8,800,000
131 牡 ゴールドシップ ダイヤモンドギフト 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 吉岡　實 31,900,000
132 牡 カリフォルニアクローム ヒラボクウィン 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 松本　好雄 22,000,000
133 牡 エピカリス クィーンアマポーラ 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 落札 北海道馬主会　松本　光弘 8,800,000
134 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 髙橋　美雄 17,600,000
135 牝 ドレフォン ヒアーズトウショウ えりも（有）エクセルマネジメント 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)24,200,000
136 牡 マクフィ グレンダロッホ 荻伏 （有）梅田牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 尾田　信夫 27,500,000
137 牡 ヘニーヒューズ ヒストリアドリーム 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 大澤  繁昌 11,000,000
138 牡 リアルスティール シンコームーン 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 杉本　豊 17,050,000
139 牝 ルーラーシップ ミーシャレヴュー 静内 （有）飛野牧場 カルペディエム メイド 主取
140 牡 イスラボニータ ポリネイター 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 田畑　利彦 31,900,000
141 牡 アメリカンペイトリオット アイランドクイーン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 欠場
142 牡 キズナ 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 主取
143 牡 レイデオロ アンシェルブルー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 森中  蕃 55,000,000
144 牝 アジアエクスプレス メジェルダ 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 (株)スリーエイチレーシング29,700,000
145 牡 キタサンブラック シェルシーカー 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 田畑　利彦 13,200,000
146 牡 マインドユアビスケッツ アスカクイン 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 東京都馬主会　石川　達絵28,600,000
147 牝 ネオリアリズム フェアリーズ 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 主取
148 牡 サトノダイヤモンド アップワードスパイラル 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 山口　雄司 41,800,000
149 牡 マジェスティックウォリアームツミマーベラス 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 鈴木　雅俊 10,450,000
150 牡 カリフォルニアクローム イチリュウ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 岡本　真二 25,300,000
151 牝 レイデオロ 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 落札 天白　泰司 8,250,000



152 牡 エピファネイア メリートーン 荻伏 （有）笠松牧場 （有）笠松牧場 落札 北澤　俊和 46,200,000
153 牝 リオンディーズ プレシャスメイト 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 畑佐　博 8,250,000
154 牡 パイロ カヒリ 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 平本　敏夫 16,500,000
155 牡 ホッコータルマエ シータトウショウ 静内 坂本　春雄 （有）ヤマダステーブル 落札 佐賀県馬主会　中野　香代子16,500,000
156 牡 マクフィ エレンボーゲン 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 河内  孝夫 7,150,000
157 牡 ニューイヤーズデイ ラフェクレール 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 (株)レイ 20,350,000
158 牡 ヘニーヒューズ ヘイローフジ 新冠 協和牧場 協和牧場 主取
159 牡 デクラレーションオブウォーヒシラガーディア 新冠 （有）カミイスタット カルペディエム メイド 落札 フィールドレーシング 8,800,000
160 牡 シニスターミニスター スカイトラベラー 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 東京都馬主会　増田　雄一12,100,000


