
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)

161 牡 ドレフォン マルヨパトリオット 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 (株)ＬＥＶＥＬ－Ｋ 12,100,000
162 牡 カリフォルニアクローム シティウェルズ 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 荒木  徹 20,900,000
163 牝 アルアイン スワンレーク 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 落札 佐伯　由加理 6,600,000
164 牝 リアルスティール ジュエルインザサン 愛知 アシュビル（株） （有）パイオニアファーム 落札 熊田　義孝 6,600,000
165 牡 デクラレーションオブウォーローザミスティカ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 日本中央競馬会 14,300,000
166 牝 ダイワメジャー モクレン 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 フィールドレーシング 8,800,000
167 牡 Ｓａｘｏｎ　Ｗａｒｒｉｏｒ ダリナー 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 天白　泰司 27,500,000
168 牝 ヘニーヒューズ アグネスダリム 浦河 （有）富田牧場 富田ステーブル 主取
169 牡 ブリックスアンドモルタルスマッシュハート 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 藤田　晋 66,000,000
170 牡 サトノクラウン ルージュクール 三石 富沢萩沢俊雄牧場 本桐共同育成センター 落札 須藤　英之 48,400,000
171 牝 キズナ インザスポットライト 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 タイガーレーシング 24,200,000
172 牝 リオンディーズ サトノラミア 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 二口　雅一 8,250,000
173 牡 アジアエクスプレス スーパーマダム 新冠 土井牧場 （有）福山育成牧場 落札 フジイ興産(株) 14,850,000
174 牡 カリフォルニアクローム カウニスクッカ 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 主取
175 牡 ドゥラメンテ エヴィータアルゼンティーナ三石 下屋敷牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 猪熊　広次 25,300,000
176 牡 ミッキーアイル レインボーラヴラヴ 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）パイオニアファーム 主取
177 牡 Ｎｙｑｕｉｓｔ チャチャタイム 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 寺田  千代乃 33,000,000
178 牡 モーニン ニシノコハク 新冠 津田牧場 （株）エイトステーブル 落札 小沼　一成 11,000,000
179 牡 サンダースノー サファーガ 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 竹園  正継 27,500,000
180 牡 ルーラーシップ チェルビム 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 佐賀県馬主会　原　久美子 7,150,000
181 牝 ブリックスアンドモルタルハーモニックソウル 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 日本中央競馬会 8,800,000
182 牡 シャンハイボビー エリモエクレール 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 東京都馬主会　田中　準市11,000,000
183 牡 エピファネイア フォーシーム 浦河 林　孝輝 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 28,600,000
184 牝 カリフォルニアクローム プレシャスジェムズ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 米田　稔 18,700,000
185 牡 キズナ コーテサン 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 小紫　嘉之 35,200,000
186 牡 サトノクラウン ウェントワース 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 里見　治 38,500,000
187 牝 アルアイン ハタノボニート 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　兼行　聡 6,600,000
188 牡 ヘニーヒューズ キープオンゴーイン 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 岡  浩二 13,750,000
189 牝 エピファネイア ピエノフィオレ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 広尾レース(株) 39,600,000
190 牡 リオンディーズ イントゥザストーム 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 小川　眞査雄 27,500,000
191 牝 ニューイヤーズデイ ハービンマオ 胆振 （有）登別上水牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 ㈲フォーレスト 12,650,000
192 牡 マジェスティックウォリアーフロリアード 静内 静内フジカワ牧場 （株）森本スティーブル 落札 ノーザンファーム 34,100,000
193 牝 キズナ ヤマノラヴ 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 森中  蕃 16,500,000
194 牝 ブリックスアンドモルタルフィールフリーリー 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 吉岡　輝美 27,500,000
195 牝 イスラボニータ プロミネント 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 タカレーシング 34,100,000
196 牝 デクラレーションオブウォートウカイフィーバー 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 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 14,850,000
197 牝 ロードカナロア スイートサルサ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 張　月勝 52,800,000



198 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 日本中央競馬会 13,750,000
199 牝 キズナ 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 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 14,850,000
200 牝 カリフォルニアクローム ジャジャマーチャン 三石 （有）嶋田牧場 セールスプレップサービス 落札 (株)Ｗプロパティー 15,950,000
201 牡 サトノアラジン オールアイキャンセイイズワウ新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)落札 前田　良平 11,550,000
202 牡 ホッコータルマエ パーティブロッサム 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 埼玉県馬主会　(株)オリオンファーム8,800,000
203 牡 ヘニーヒューズ レッドアンコール 新冠 森永　聡 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 小松　欣也 8,250,000
204 牡 ブリックスアンドモルタルレーヌミノル 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 吉岡　實 72,600,000
205 牡 ロジャーバローズ プレザントケイプ 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 R Unicorn ステーブル 34,100,000
206 牡 シルバーステート フィナリザール 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 原村　正紀 23,100,000
207 牡 リアルスティール ピエールドリュヌ 浦河 （有）高村牧場 （有）チェスナットファーム 落札 池袋レーシング 19,250,000
208 牡 ビッグアーサー ブレイクダンサー 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 小松崎　孝 8,800,000
209 牡 オルフェーヴル タムロブライト 東北 （株）諏訪牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 日本中央競馬会 16,500,000
210 牡 ドレフォン ダウンタウンブギ 門別 （株）クラウン （株）クラウン 落札 (同)雅苑興業 25,300,000
211 牡 レイデオロ プレザントブリーズ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 松田　整二 11,000,000
212 牡 ルーラーシップ チャオプラヤ 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 久米田　正明 11,550,000
213 牝 ヘニーヒューズ ランスタン 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ビッグレッドファーム 8,800,000
214 牡 デクラレーションオブウォーアドマイヤヒナタ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 山元  哲二 37,400,000
215 牝 エピファネイア 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
216 牡 シルバーステート ドリームピーチ 新冠 （有）大栄牧場 （株）小国スティーブル 落札 鈴木　剛史 7,700,000
217 牡 キズナ キンショーユキヒメ 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 松本　好雄 23,100,000
218 牡 リオンディーズ マルニ 門別 戸川牧場 （株）白井牧場 落札 松本　好雄 14,300,000
219 牡 スワーヴリチャード コウエイラブリー 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 日本中央競馬会 8,800,000
220 牡 ニューイヤーズデイ エポカブラヴァ 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 落札 尾田　信夫 26,400,000
221 牡 ジャスタウェイ キトゥンブルー 門別 （有）本間牧場 （株）ＮＹＳ 落札 堀川　三郎 18,700,000
222 牡 バゴ カインドオブブルー 新冠 （有）アサヒ牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (株)吉澤ステーブル 20,350,000
223 牡 ビッグアーサー エメライン 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 23,100,000
224 牝 カリフォルニアクローム サイレントソニック 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 小野　建 12,650,000
225 牡 シルバーステート バージニアキャット 門別 新井昭二牧場 （有）チェスナットファーム 落札 岡井　元憲 11,000,000
226 牝 エピファネイア ハロウィンデイズ 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 荒木  徹 17,050,000
227 牡 ドレフォン レガリニ 静内 （有）畠山牧場 （有）福山育成牧場 落札 風早　信昭 11,550,000
228 牝 レイデオロ ショウサンミーベル 門別 モリナガファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
229 牡 サンダースノー ビジャリカ 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 千葉県馬主会　猪熊　広次 8,800,000
230 牝 ドゥラメンテ ジプシー 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 中西　浩一 25,300,000
231 牡 リアルスティール アンソニカ 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 主取
232 牝 リオンディーズ ハミングデイズ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 欠場
233 牡 サトノダイヤモンド インヴィンシブルタッチ 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 日本中央競馬会 8,800,000
234 牡 レイデオロ メイグレイス 門別 厚賀古川牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)H.Iコーポレーション 24,200,000
235 牡 モーリス 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 竹園  正継 39,600,000



236 牡 カリフォルニアクローム バードオンアスク 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 (株)吉澤ステーブル 8,800,000
237 牡 ドレフォン シンボリバーグ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 (有)コスモヴューファーム 25,300,000
238 牡 マジェスティックウォリアーエフティアテナ 浦河 （有）日の出牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 23,100,000
239 牝 ヘニーヒューズ アルマレイモミ 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 (有)吉田ファーム 14,850,000
240 牡 レイデオロ モントボーゲン 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 田畑　利彦 9,350,000
241 牡 マインドユアビスケッツ スルージエアー 三石 （有）木下牧場 （有）チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 12,100,000
242 牝 キズナ ヤエノグラフ 平取 （有）二風谷ファーム （株）Ｔホースランチ 落札 (株)マークス 6,600,000
243 牡 アメリカンペイトリオット ペブルガーデン 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 原村　正紀 33,000,000
244 牝 スクリーンヒーロー ヒシラストレディ 新冠 （有）カミイスタット (有)日高軽種馬共同育成公社落札 渡辺　昌之 6,600,000
245 牝 タリスマニック ディープラヴ 静内 （有）畠山牧場 （有）福山育成牧場 落札 日本中央競馬会 11,000,000
246 牡 シルバーステート マルモリバニー 浦河 （有）大柳ファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 三木　正浩 68,200,000
247 牡 コパノリッキー セレスシャイン 新冠 中山　高鹿康 中山　高鹿康 主取
248 牡 リオンディーズ エバープリンセス 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 田畑　利彦 9,900,000
249 牡 ドゥラメンテ フィールグリュック 三石 中田　英樹 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　前原　敏行28,600,000
250 牝 キタサンブラック マンドゥラ 門別 （有）碧雲牧場 （有）碧雲牧場 落札 松本　好雄 25,300,000
251 牡 シルバーステート グランクリューピサ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 森中  蕃 15,950,000
252 牡 デクラレーションオブウォー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 山垣　政晴 17,600,000
253 牡 ルーラーシップ スマートルビー 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 村木　隆 40,700,000
254 牡 キズナ アントワープ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 森中  蕃 26,400,000
255 牡 モーリス ナリタブルースター 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 永井商事(株) 25,300,000
256 牡 カリフォルニアクローム ベルシルエット 静内 今牧場 カルペディエム メイド 主取
257 牡 アルアイン モアナブリーズ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 25,300,000
258 牝 ドレフォン ラバーズケープ 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 栗本  博晴 11,000,000
259 牡 マジェスティックウォリアーウエバフラッシュ 様似 （有）様似共栄牧場 （有）辻牧場 落札 加藤　誠 8,800,000
260 牡 デクラレーションオブウォーラタンペットロゼ 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 原　司郎 11,550,000
261 牡 ヘニーヒューズ ヤヤラーラ 新冠 （株）田端牧場 （有）パイオニアファーム 落札 岡  浩二 9,350,000
262 牡 ホッコータルマエ ローザレーヌ 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 千葉　正人 15,400,000
263 牡 リアルスティール トーセンバスケット 三石 沖田　博志 本桐共同育成センター 落札 熊木　浩 8,800,000
264 牝 ドレフォン 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 鈴木　照雄 8,800,000
265 牝 ハービンジャー ミッドタウンレディ 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 田畑　利彦 13,750,000
266 牡 エピファネイア シャイニンオーラ 三石 下屋敷牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (有)ディアレストクラブ 22,000,000
267 牝 パイロ ターコイズ 新冠 トド岩高原銀河農場物語㈱ (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
268 牡 キズナ マイユクール 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 (株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ 59,400,000
269 牡 ルーラーシップ アズレージョ 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 落札 森中  蕃 19,800,000
270 牝 キンシャサノキセキ プレノタート 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 (有)ビッグレッドファーム 8,800,000
271 牡 ドレフォン ホウホウ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 二口　雅一 12,650,000
272 牡 シニスターミニスター フロイラインシチー 静内 （有）飛野牧場 カルペディエム メイド 落札 田中　成奉 19,800,000
273 牝 ヘニーヒューズ ディリジェンテ 新冠 （有）ムラカミファーム 山岸ステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 9,350,000



274 牡 ニューイヤーズデイ ブロッサムレーン 門別 （株）クラウン （株）クラウン 落札 猪熊　広次 8,250,000
275 牝 スワーヴリチャード アブソルートリー 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 田畑　利彦 12,650,000
276 牡 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 田中　成奉 28,600,000
277 牝 ルーラーシップ イオス 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 渡邉　直樹 20,900,000
278 牝 リオンディーズ カーヴィシャス 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 7,700,000
279 牡 シルバーステート 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 (株)ルイナール 11,550,000
280 牝 ヘニーヒューズ ジュモートリステ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 欠場
281 牡 カリフォルニアクローム 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主取
282 牡 サンダースノー ムーンエクスプレス 門別 坂牧場 三橋ステーブル 落札 兵庫県馬主協会　大島　豊彦8,800,000
283 牡 ドレフォン ウィンクルム 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 社台ファーム 28,600,000
284 牝 リアルスティール ギャラクシーハニー 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 落札 長井　純一 8,800,000
285 牡 シュヴァルグラン カニョット 荻伏 （同）カケハムポニークラブ （有）チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 7,700,000
286 牝 デクラレーションオブウォークナウ 平取 （有）北島牧場 （有）北島牧場 欠場
287 牡 アニマルキングダム スカイノーヴァ 静内 （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム 主取
288 牡 アジアエクスプレス ゴッドビラブドミー 門別 （株）加藤ステーブル （株）ケイズ 落札 犬塚　悠治郎 17,600,000
289 牡 パイロ 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 尾田　信夫 36,300,000
290 牝 リオンディーズ 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 落札 鈴木　美江子 15,950,000
291 牡 カリフォルニアクローム パープル 浦河 （有）カナイシスタッド （有）カナイシスタッド 主取
292 牝 ニューイヤーズデイ メモリーレーン 大阪 （株）Ｖｉｃｔｏｒｙ （有）天羽禮治牧場 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 22,000,000
293 牡 エスポワールシチー キンゲショウ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 松本　好雄 37,400,000
294 牝 オルフェーヴル ザデイ 新冠 （株）ハクレイファーム （株）ハクレイファーム 欠場
295 牝 リアルスティール ハートビートワルツ 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 主取
296 牡 アジアエクスプレス フロリール 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 XIAO ｼﾞｬﾊﾟﾝ 9,350,000
297 牡 スワーヴリチャード イリデ 大阪 藤田　孟司 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 昴スタイル(有) 8,250,000
298 牡 ファインニードル スヴァラッシー 三石 折手牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (有)ケイアイファーム 17,600,000
299 牡 ヘニーヒューズ クロワラモー 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 東京都馬主会　(株)アウレア10,450,000
300 牡 Ｇｈｏｓｔｚａｐｐｅｒ ストリートキャッシュ 門別 （有）浜本牧場 カルペディエム メイド 落札 河合　純二 16,500,000
301 牡 サトノダイヤモンド チュウオーサーヤ 新冠 （有）中央牧場 クラックステーブル 主取
302 牝 リオンディーズ ママアルパ 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 フィールドレーシング 13,750,000
303 牝 キンシャサノキセキ 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 栗本　守 12,100,000
304 牡 キズナ 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 落札 タイガーレーシング 11,550,000
305 牝 キタサンブラック マチュアード 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 欠場
306 牝 サンダースノー スイートハート 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 主取
307 牡 マジェスティックウォリアーハマナス 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 木村　直樹 17,050,000
308 牡 カリフォルニアクローム リマンドインパクト 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 タイガーレーシング 13,750,000
309 牡 エピファネイア マーゼリン 大阪 平井　克彦 （株）門別牧場 落札 田畑　利彦 23,100,000
310 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 浦野　和由 15,400,000
311 牝 デクラレーションオブウォーピンクシャンパン 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 日本中央競馬会 11,000,000


