
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 ニシケンモノノフ ガイヤクイン 門別 中前牧場 クラックステーブル 落札 神奈川県馬主協会　小橋　亮太2,420,000
2 牝 マクフィ カザリムスビ 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 7,700,000
3 牡 ネロ カナエチャン 新冠 中本　隆志 ＹＴＴパートナーシップ 落札 西村  新一郎 2,750,000
4 牝 バゴ カムアラウンド 新冠 中地　義次 オーシャンズランチ 落札 白戸　光広 2,200,000
5 牡 ビーチパトロール カリビアンセレブ 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
6 牝 カレンブラックヒル カネショウバナナ 新冠 長浜　忠 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 石川県馬主協会 3,300,000
7 牡 スマートファルコン ギタートウショウ 三石 富沢萩沢俊雄牧場 本桐共同育成センター 落札 エスペランサ(株) 5,500,000
8 牡 コパノリッキー キーツヨイ 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 北前　孔一郎 3,300,000
9 牡 エスポワールシチー グランロジエ 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 北海道馬主会　(株)オリオンファーム5,940,000

10 牝 ジャスタウェイ クアンナム 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 鈴木　雅俊 3,300,000
11 牝 ヴィクトワールピサ ギオンゴールド 門別 （有）道見牧場 クラックステーブル 落札 リブフリーズ(株) 6,820,000
12 牡 アメリカンペイトリオット キモンクイーン 静内 （有）田原橋本牧場 （株）森本スティーブル 落札 田頭　勇貴 5,500,000
13 牝 パイロ カルブンクルス 荻伏 （有）ディアレストクラブ （有）チェスナットファーム 落札 神奈川県馬主協会　山口　裕介8,360,000
14 牡 トランセンド クッキーチャン 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 落札 津田　浩一 2,310,000
15 牡 アジアエクスプレス グラッドクライ 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 落札 橋本　富夫 2,750,000
16 牡 アルデバランⅡ グランカナリア 東北 谷川ファーム 谷川ファーム 主取
17 牡 ホークビル キマグレ 静内 田中　裕之 （株）木村育成牧場 落札 XIAO ｼﾞｬﾊﾟﾝ 5,280,000
18 牡 シニスターミニスター クリスタルストーン 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 石部　高史 17,050,000
19 牡 バゴ クリノバンダイサン 門別 （有）日西牧場 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 欠場
20 牝 アジアエクスプレス クルタナ 新冠 津田牧場 クラックステーブル 落札 冨田　藤男 4,840,000
21 牝 ビッグアーサー クイックモーション 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 大谷　正嗣 3,850,000
22 牡 コパノリッキー クールマジョリック 浦河 （有）中島牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 片岡　信賢 2,200,000
23 牡 アルアイン グランドゲルニカ 三石 中田　英樹 （有）チェスナットファーム 落札 重野　心平 8,250,000
24 牡 グァンチャーレ カンシャノキモチ 様似 中村　勝則 （株）木村育成牧場 落札 田中　勝麻 2,200,000
25 牡 ビーチパトロール キタサンメジャー 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7,700,000
26 牝 ロジャーバローズ キュルミナン 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
27 牡 カレンブラックヒル クロンドローリエ 浦河 富菜牧場 （株）門別牧場 落札 北海道馬主会　(株)ＭＭＣ 5,500,000
28 牡 シルバーステート グローリサンディ 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 森中  蕃 6,600,000
29 牝 ラニ クロツルバミ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 主取
30 牡 ケープブランコ クサナギノツルギ 浦河 (有)トラストスリーファーム ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 日本中央競馬会 3,850,000
31 牡 サトノアラジン コスモミザール 荻伏 中村　雅明 （有）グランデファーム 落札 神奈川県馬主協会　(同)JPN技研5,500,000
32 牡 ベストウォーリア コパノジャーノー 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 千葉県馬主会　田中　準市 9,020,000
33 牡 ラブリーデイ コンゴウプリンセス 三石 土田ファーム （株）森本スティーブル 落札 土井  薫 4,840,000
34 牝 トーセンラー ゴールドリボン 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 主取
35 牡 ホッコータルマエ サティーヌアロム 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 東京都馬主会　藤原　正一17,050,000
36 牡 メイショウボーラー サクラオードシエル 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 神奈川県馬主協会　岡田　初江4,510,000
37 牝 ダノンレジェンド サトノフリージア 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 6,820,000



38 牝 トーホウジャッカル サニツ 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 主取
39 牡 リアルインパクト サビアーレ 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 小島　將之 11,000,000
40 牝 アルアイン サンマルジョイ 新冠 （株）田端牧場 （株）田端牧場 落札 神奈川県馬主協会　(有)槇本牧場3,300,000
41 牡 キタサンブラック キャラメライズ 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 (有)大野商事 7,920,000
42 牝 アニマルキングダム キョウエイアロマ 門別 中前牧場 クラックステーブル 落札 子守　貴久 2,750,000
43 牡 サンダースノー ショーハイウェイ 浦河 中脇　栄 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 欠場
44 牝 ヴァンセンヌ 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 主取
45 牡 マジェスティックウォリアーゴーンクレージー 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 奥　裕嗣 13,200,000
46 牡 マインドユアビスケッツ サマーアクトレス 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 欠場
47 牡 ホッコータルマエ シエルクレール 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 埼玉県馬主会　山口　裕介 8,800,000
48 牝 ストロングリターン シギル 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 和田　博美 3,850,000
49 牡 ベストウォーリア シップスログ えりも能登　浩 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 三宅  勝俊 10,010,000
50 牡 イスラボニータ シップフォクイーン 三石 土田ファーム （株）愛知ステーブル 主取
51 牝 ドレフォン ジャンニーナ 平取 （有）二風谷ファーム （株）ヤスナカファーム 落札 猪又　晶介 9,900,000
52 牡 サトノアレス シャンパンカクテル 平取 中川　隆 （株）門別牧場 主取
53 牡 アジアエクスプレス サトノガガ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 石川県馬主協会 5,500,000
54 牡 コパノリッキー グレースグランド 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 兼松　康太 7,480,000
55 牡 エスポワールシチー ジュエリーストーム 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 9,350,000
56 牡 ヤマカツエース ジューンソフィア 三石 （株）タツヤファーム ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 廣松  金義 3,300,000
57 牝 ロジユニヴァース ジョディーズライン 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 岐阜県馬主会　鈴木　和彦 3,190,000
58 牡 マジェスティックウォリアーシリウストウショウ 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)エスティ 11,000,000
59 牝 バゴ シルクヴェルサイユ 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 田畑　利彦 10,450,000
60 牝 アメリカンペイトリオット 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 (有)ミルファーム 2,200,000
61 牝 バンブーエール シーエーユウカ 門別 野島牧場 （株）Ｔホースランチ 落札 北海道馬主会　小林　祥晃 5,500,000
62 牝 オルフェーヴル シャンテクレール 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 美﨑　光二郎 4,400,000
63 牝 マクフィ デューフォール 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 的場　徹 8,470,000
64 牡 ラブリーデイ スピネッタ 静内 泊　仁史 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 主取
65 牡 リオンディーズ スパークルキャット 荻伏 （同）中神牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 サステナジャパン 17,050,000
66 牡 パドトロワ 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
67 牝 シュヴァルグラン スタートウショウ 三石 土田　和男 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 クールエッジ(株) 3,300,000
68 牝 アメリカンペイトリオット スティルシーキング 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落札 重野　心平 3,190,000
69 牡 コパノリッキー スマイリーパワポケ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 佐野  信幸 6,380,000
70 牡 ミッキーロケット スマートマーチ 門別 戸川牧場 岩見ステーブル 落札 香川　憲次 3,850,000
71 牡 デクラレーションオブウォースリーベラミ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 寺田　寿男 18,150,000
72 牡 スワーヴリチャード トウカイアンジュ 新冠 （有）長浜牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 山元  哲二 17,050,000
73 牡 ニシケンモノノフ セレスフェアリー 門別 中前牧場 クラックステーブル 落札 木下　昌秀 4,620,000
74 牝 ビッグアーサー タッキーナ 三石 土田農場 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 (株)アイテツ 8,140,000
75 牡 サンダースノー タイクローサ 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 落札 千葉県馬主会　(有)内田ステーブル4,840,000



76 牡 ビーチパトロール サクラベッシー 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 日本中央競馬会 4,950,000
77 牡 ルーラーシップ ソフトライム 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 千葉県馬主会　(株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ8,800,000
78 牡 ダノンレジェンド ソルシエトウショウ 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 落札 北海道馬主会　真中　伴典 7,920,000
79 牝 ホッコータルマエ ジャストジョーイ 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 米田　竜治 11,000,000
80 牡 フェノーメノ ステラアクトレス 浦河 南部　功 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 田頭　勇貴 4,510,000
81 牡 コパノリッキー タイヨウガデテキタ 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
82 牡 ニシケンモノノフ ダークグレイン 新冠 中地　義次 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 (株)吉澤ステーブル 3,850,000
83 牡 インカンテーション ノースプリンセス 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 小菅　誠 5,500,000
84 牡 ダノンレジェンド ツァーリーナ 静内 田湯牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 北海道馬主会　柳　裕一郎 5,720,000
85 牡 アジアエクスプレス ティノ 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 日本中央競馬会 9,350,000
86 牝 エスケンデレヤ ディアジーローズ 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 コウトミックレーシング 11,000,000
87 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 落札 (有)ビッグレッドファーム 2,750,000
88 牝 ダノンレジェンド テイエムブリランテ 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 (有)大栄牧場 5,170,000
89 牡 ホッコータルマエ ティアラン 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 主取
90 牝 ビーチパトロール ディクシーゴールド 門別 （有）中館牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 南新宿商事(株) 3,520,000
91 牡 トゥザワールド ディスグラース 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 落札 兵庫県馬主協会　庄司　修二5,280,000
92 牡 パイロ ツカサリボン 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 主取
93 牡 ディスクリートキャット スラリーアイス 浦河 （有）信岡牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 堀川　三郎 12,650,000
94 牝 バゴ テンテマリ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 日本中央競馬会 8,800,000
95 牝 アニマルキングダム ディヴァインクレア 三石 土田農場 ㈲三石軽種馬共同育成センター主取
96 牡 ベストウォーリア チャンスウィルカム 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 ＩＨＲ組合 6,160,000
97 牝 サトノアレス スレバルナ 静内 泊　仁史 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 (有)太盛 2,200,000
98 牝 スワーヴリチャード ソルトオブジアース 門別 戸川牧場 （株）白井牧場 落札 (株)前川企画 7,370,000
99 牝 アドマイヤムーン ソルスティス 新冠 中地　義次 オーシャンズランチ 落札 (有)内田ステーブル 2,970,000

100 牡 ロゴタイプ トウカイミーロ 新冠 （有）長浜牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 大屋　高広 5,500,000
101 牡 シャンハイボビー ドナジュディス 静内 （有）飛野牧場 カルペディエム メイド 落札 スズノレーシングクラブ 17,050,000
102 牝 ストロングリターン トラストネモフィラ 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
103 牡 サトノクラウン ドンナモンダ 胆振 （有）登別上水牧場 三橋ステーブル 落札 北側　雅司 3,630,000
104 牡 アニマルキングダム トチノスカーレット 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 落札 石川県馬主協会 5,060,000
105 牡 アドミラブル トーコージュエリー 十勝 千島　勇一 （株）愛知ステーブル 主取
106 牡 アルアイン トールディクイント 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 (株)加藤ステーブル 3,300,000
107 牝 ダノンバラード トップジョーンズ 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 落札 大田　慎治 12,100,000
108 牡 シニスターミニスター ニシノマザーアース 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 堀  紘一 13,200,000
109 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 徳増　栄治 4,950,000
110 牡 ホッコータルマエ ピアンピアーノ 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
111 牡 シュヴァルグラン トーセントルマリン 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 落札 村上　憲政 15,400,000
112 牡 モーニン ナトゥーラ 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 鈴木　雅俊 13,200,000
113 牡 ディーマジェスティ ナムラエンジェル 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 (株)ティケム 4,950,000



114 牡 モーニン ナイキアクトレス 新冠 津田牧場 クラックステーブル 落札 菅野　守雄 8,250,000
115 牡 ダノンバラード ニシノアラモード 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)11,000,000
116 牝 リアルインパクト ヒシタイトル 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 鈴木　邦英 4,620,000
117 牡 モーニン ヒシラスティ 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 落札 鈴木　康弘 7,260,000
118 牝 イスラボニータ ヌレエフクイン 門別 中前牧場 クラックステーブル 落札 岡  浩二 5,500,000
119 牝 ロジャーバローズ ネーベルホルン 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 兵庫県馬主協会　長橋　賢吾3,410,000
120 牡 シビルウォー ネーレーイス 門別 野島牧場 （株）Ｔホースランチ 落札 光安　了 3,080,000
121 牝 ベストウォーリア ノーブルヴィサージ 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 落札 尾崎　隆行 3,960,000
122 牡 マジェスティックウォリアードンプリムローズ 三石 （株）タツヤファーム ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 柏瀬　金之介 9,350,000
123 牡 コパノリッキー パフュームボム 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 主取
124 牝 ワールドエース パーカーズミル 三石 土田ファーム （株）愛知ステーブル 落札 (有)ミルファーム 2,750,000
125 牡 バゴ バオバブ 浦河 中脇　栄 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 清川　信弘 9,350,000
126 牝 ミッキーグローリー パトリオット 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
127 牝 ディープブリランテ パラダイスコースト 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 主取
128 牝 ビーチパトロール バラブシュカ 新冠 ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会　(株)さくらｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ5,060,000
129 牝 リアルインパクト パドックシアトル 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 神奈川県馬主協会　ゆうゆう競馬組合4,620,000
130 牡 リアルスティール ブルーエクセル 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 日本中央競馬会 12,650,000
131 牡 モーニン プレシャスクルー 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 落札 宮原　廣伸 11,550,000
132 牡 イスラボニータ フウコウメイビ 荻伏 中村　雅明 （有）グランデファーム 主取
133 牡 ロジャーバローズ バルスピュール 荻伏 （有）ディアレストクラブ （有）チェスナットファーム 落札 石井　輝昭 5,500,000
134 牡 モーニン トウカイベルタ 新冠 （有）長浜牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 兵庫県馬主協会　(株)石川産業15,400,000
135 牝 マジェスティックウォリアーナムラジュエル 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 森口　聡 6,600,000
136 牝 ラブリーデイ ハトマークワルツ 浦河 富菜牧場 （株）木村育成牧場 主取
137 牝 ダノンバラード ハワイアンアイ 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)キタジョファーム 2,750,000
138 牡 パドトロワ ハロックライン 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 欠場
139 牝 ベルシャザール ハーツデザイヤー 三石 土田ファーム （株）愛知ステーブル 落札 千葉県馬主会　内藤　好江 1,100,000
140 牡 ビッグアーサー バーミスキャット 三石 土田農場 土田農場 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 24,750,000
141 牝 エピカリス トレトレボーラー 新冠 中山　高鹿康 三橋ステーブル 落札 池袋レーシング 6,820,000
142 牡 ビーチパトロール ビキニクィーン 三石 田中　春美 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 道永　幸治 6,600,000
143 牝 メイショウサムソン ピッコレット 様似 中尾　由香 ㈲三石軽種馬共同育成センター主取
144 牝 モーニン ヒミノオトヒメ 新冠 中本　隆志 （株）白馬牧場 落札 大塚　謹吾 2,310,000
145 牡 レッドファルクス ペイドリン 浦河 （有）信岡牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 佐野  信幸 5,720,000
146 牡 デクラレーションオブウォーピュアダイヤモンド 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 森中  蕃 23,100,000
147 牡 シャンハイボビー ピュアライン 静内 （有）谷岡牧場 （有）谷岡牧場 落札 小田　吉男 11,000,000
148 牡 ビーチパトロール ヒシパール 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 原村　正紀 3,850,000
149 牡 ダノンバラード ラチカベッラ 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 吉川　朋宏 6,710,000
150 牡 キンシャサノキセキ プレインズウーマン 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 5,500,000
151 牡 モーニン ブチャコ 新冠 （有）新冠伊藤牧場 （株）小国スティーブル 落札 三岡　有香 1,870,000



152 牡 シュヴァルグラン フィールドメジャー 三石 中田　英樹 （有）チェスナットファーム 落札 前田  幸治 16,500,000
153 牡 レインボーライン フェアリーナカヤマ 荻伏 （有）中山牧場 （有）中山牧場 落札 神奈川県馬主協会　紙谷　洋一2,750,000
154 牡 アメリカンペイトリオット フォレスタレガーロ 三石 中橋　清 （株）森本スティーブル 落札 佐山  公男 8,800,000
155 牡 ニシケンモノノフ プッシュ 門別 （有）道見牧場 クラックステーブル 落札 (有)太盛 3,850,000
156 牝 モーニン ヒロ 新冠 中地　義次 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 ＭＧＴレーシング 3,520,000
157 牡 バゴ ブライダルドレス 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 佐々木　將吉 3,850,000
158 牝 アルアイン ブライダルベール 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 馬目　時宗 4,400,000
159 牡 マジェスティックウォリアー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 (株)Y.Y.Blood Stock 7,700,000
160 牡 アドマイヤムーン ブライトホープ 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落札 井髙　義光 3,520,000
161 牡 ホークビル プライムシスター 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 鈴木　淳人 15,400,000
162 牝 ヤマカツエース ポレイア 浦河 （有）中島牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 北海道馬主会　廣田　優生 2,640,000
163 牝 インカンテーション ボウピープ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 定蛇　邦宏 9,350,000
164 牝 サトノダイヤモンド ブリーズドゥメール 平取 （有）二風谷ファーム （株）ケイズ 落札 大田　慎治 3,300,000
165 牡 ベルシャザール フルーツタルト 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 6,160,000
166 牡 レッドファルクス ベルクシュタイゲン 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 主取
167 牝 アニマルキングダム マリーゴールド 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
168 牡 パイロ ヤマノサッシュ 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
169 牡 アジアエクスプレス ブルーセレブ 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 欠場
170 牡 キンシャサノキセキ フレイミングクリフス 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 主取
171 牝 タイセイレジェンド フレスカ 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 主取
172 牝 ホッコータルマエ プロテクトジアース 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 高岡　義雄 10,450,000
173 牡 シルバーステート マイビビアーヌ 門別 タバタファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)7,700,000
174 牡 トビーズコーナー マリナーズコンパス 東京 シグラップ･マネジメント㈱ 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
175 牝 モーニン ミントシャイン 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 水上  行雄 3,850,000
176 牝 アジアエクスプレス ベルゲン 門別 中前牧場 クラックステーブル 落札 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ組合 4,290,000
177 牡 エイシンフラッシュ ベルベットカフェ 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 落札 (有)キタジョファーム 3,300,000
178 牡 マジェスティックウォリアーポルタマリーナ 様似 富田　恭司 （株）木村育成牧場 落札 グローバルサービス(株) 4,400,000
179 牡 ゴールドアクター 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)コスモヴューファーム 8,800,000
180 牡 マジェスティックウォリアーボーントゥブーギー 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 恵比寿興業（株）那須野牧場8,800,000
181 牡 ブリックスアンドモルタルペイパーチェイン 平取 （有）二風谷ファーム （株）ケイズ 落札 小松　欣也 12,100,000
182 牡 ダノンレジェンド ベリーキュート 浦河 （有）日東牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 梶　正典 6,820,000
183 牡 キンシャサノキセキ プレシャスライン 静内 田中　裕之 （有）浦河育成センター 落札 薪浦  亨 13,200,000
184 牡 ヘニーヒューズ アヴァール 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 石部　高史 18,700,000
185 牝 マツリダゴッホ マッキーマドンナ 新冠 中地　義次 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 (有)ミルファーム 2,970,000
186 牡 グロリアスノア マンノアクトレス 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 サステナジャパン 4,840,000
187 牝 パイロ マイラティーシャ 浦河 中脇　栄 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 パッショーネ 5,500,000
188 牡 ベストウォーリア ミコクイーン 三石 富沢萩沢俊雄牧場 本桐共同育成センター 落札 石川  博 3,300,000
189 牝 カリフォルニアクローム ミステールヴェール 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 恵比寿興業（株）那須野牧場8,800,000



190 牡 エピカリス ムーンスガタ 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 落札 松本　好雄 5,500,000
191 牡 ディスクリートキャット ウェアレイ 新冠 対馬　正 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
192 牝 コパノリッキー エイシンマカロン 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 松野　真一 3,850,000
193 牡 ディープブリランテ ミサノグリーン 浦河 (有)トラストスリーファーム ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
194 牝 トゥザグローリー メイショウアシタバ 東北 谷川ファーム 谷川ファーム 落札 (株)アフリートファーム 2,200,000
195 牡 アニマルキングダム メガミノキセキ 様似 中村　俊紀 様似町軽種馬共同育成センター利用組合落札 石川県馬主協会 3,300,000
196 牝 ホッコータルマエ メモリーオブハース 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)キタジョファーム 2,200,000
197 牡 ジョーカプチーノ メモリーキャップ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 大久保　俊 4,620,000
198 牝 リオンディーズ メルジェリーナ 三石 土田ファーム （有）パイオニアファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,400,000
199 牝 サンダースノー メロディライン 新冠 トド岩高原銀河農場物語㈱ (有)賀張共同育成センター 落札 兼松　康太 5,500,000
200 牡 アジアエクスプレス 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 神奈川県馬主協会　勝山　陽介3,850,000
201 牡 モーニン モエレピンクダイヤ 静内 中田　浩美 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 佐賀県馬主会　藤木　隆之 5,940,000
202 牝 ロジャーバローズ レインオンザデューン 静内 （有）飛野牧場 カルペディエム メイド 落札 (株)Ｂ．Ｂ レーシング 14,300,000
203 牡 ヘニーヒューズ アオイエンジェル 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 東京都馬主会　(株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ13,200,000
204 牡 モーニン 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
205 牡 コパノリッキー モズエエヤン 門別 中川　欽一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 兵庫県馬主協会　藤田　岳彦4,620,000
206 牝 ルーラーシップ モルトフェリーチェ 三石 中田　英樹 （有）チェスナットファーム 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 26,400,000
207 牡 ロジャーバローズ ミカルベウス 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 酒井　孝敏 5,940,000
208 牡 マインドユアビスケッツ アースビーガ 江別 松山　増男 田口トレーニングファーム 主取
209 牝 グァンチャーレ 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 主取
210 牡 ユアーズトゥルーリ 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　羽地　律雄5,940,000
211 牝 パイロ ユメノトキメキ 胆振 （有）登別上水牧場 三橋ステーブル 落札 山元  哲二 13,750,000
212 牡 ダンカーク ヨシカワクン 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 4,620,000
213 牝 ヤマカツエース ヤマカツサユリ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 主取
214 牡 ロゴタイプ ララベスラーナ 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
215 牝 エピカリス ライムライトⅡ 東京 シグラップ･マネジメント㈱ 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 小沼　一成 3,850,000
216 牡 アジアエクスプレス ラヴソースウィート 新冠 田渕牧場 (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 10,120,000
217 牝 ダノンレジェンド ラフェデビジュー 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 主取
218 牡 ベストウォーリア ラブリッサ えりも寺井　文秀 ディーエスファーム 落札 山中　佳代 7,370,000
219 牝 カリフォルニアクローム リリアンタイム 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 ザ・チャンピオンズ 6,600,000
220 牝 アニマルキングダム リップグロス 門別 （有）道見牧場 クラックステーブル 落札 楠本　勝美 3,300,000
221 牡 アルアイン リュイールスター 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 主取
222 牝 ワールドエース ルミナスソード 新冠 （株）ハクレイファーム （株）森本スティーブル 落札 田頭　勇貴 1,650,000
223 牝 タリスマニック 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 主取
224 牝 ラブリーデイ アリーペデ 三石 沼田　照秋 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 田頭　勇貴 1,100,000
225 牝 バトルプラン レイズアセイル 新冠 長浜　忠 ㈲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 4,180,000
226 牡 マジェスティックウォリアーレイナグラシア 静内 木村　秀則 （株）小国スティーブル 主取
227 牡 アスカクリチャン レスティヴコマンダ 新冠 つつみ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 栗本  博晴 3,300,000



228 牝 マクフィ リュウツバメ 東京 木本　聡子 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 欠場
229 牡 リアルインパクト リヴィングビーイング 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 栗本　守 9,570,000
230 牡 トーセンラー ルシアンネイル 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
231 牝 マインドユアビスケッツ レッドクラリス 新冠 中山　高鹿康 三橋ステーブル 主取
232 牝 アジアエクスプレス レッドジュラーレ 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 欠場
233 牝 モーリス レッドマシェリ 門別 戸川牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
234 牡 シャンハイボビー ロードナカヤマ 荻伏 （有）中山牧場 （有）中山牧場 落札 吉川ホールディングス㈱ 18,150,000
235 牡 ニューイヤーズデイ イロハ 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 神奈川県馬主協会　呉本　昌時6,600,000
236 牡 フリオーソ エグジビッツ 三石 飛渡　敬二 （株）愛知ステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,400,000
237 牝 トゥザワールド アイズオブナタリー 新冠 （有）新冠伊藤牧場 （株）小国スティーブル 主取
238 牝 キズナ アサケゴマ 静内 （有）野坂牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 欠場
239 牝 サトノアレス アットリーチェノバ 三石 (有)三石ビクトリーファーム パッショーネ 落札 日本中央競馬会 3,520,000
240 牝 パイロ アディシオン 福島 ㈲ﾁｺｳ ﾃﾝｺｰ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 主取
241 牡 ニューイヤーズデイ アドマイヤアロング 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 杉浦　敏夫 11,000,000
242 牡 アジアエクスプレス アムールプロフォン 門別 （株）ヤスナカファーム （株）ヤスナカファーム 落札 神奈川県馬主協会　栗山　正5,500,000
243 牝 ロジャーバローズ アルジェント 静内 （有）飛野牧場 カルペディエム メイド 落札 鈴木　美江子 4,950,000
244 牝 ロゴタイプ アンナトルテ 浦河 富菜牧場 （株）門別牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 3,300,000
245 牡 ラニ アミザクラ 新冠 中地　義次 クラックステーブル 落札 重野　心平 7,700,000
246 牝 ドゥラメンテ インターリム 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
247 牝 マジェスティックウォリアーエイドローン 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 日本中央競馬会 8,800,000
248 牡 アメリカンペイトリオット エールミニョン 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 主取
249 牝 アポロケンタッキー 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
250 牝 アドミラブル イッツマイタイム 浦河 田中スタッド 田中スタッド 主取
251 牝 デクラレーションオブウォーウインパレード 平取 （有）北島牧場 （株）エイトステーブル 主取
252 牝 メイショウボーラー ヴェンティミリア 三石 沼田　照秋 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
253 牝 ヘンリーバローズ ヴィエナトウショウ 三石 中橋　清 中橋　清 落札 トウショウ産業(株) 2,310,000
254 牡 サトノクラウン ウィッシュ 三石 土田ファーム （株）森本スティーブル 落札 ときめきレーシング 3,410,000
255 牡 トゥザワールド ヴィフォルテ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 千葉県馬主会　馬目　卓 7,260,000
256 牡 アジアエクスプレス ウーマンインレッド 新冠 対馬　正 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 大浦　保勅 7,700,000
257 牡 ヴィクトワールピサ 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 永山　勝敏 8,800,000
258 牡 フリオーソ エースヴィクトリア 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 主取
259 牡 ドゥラメンテ エリザベスムーン 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 日本中央競馬会 11,000,000
260 牡 カリフォルニアクローム エルベレス 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 主取
261 牝 キンシャサノキセキ エイシンスイーツ 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 永山　勝敏 12,100,000
262 牝 トゥザワールド エフティベス 江別 松山　増男 田口トレーニングファーム 主取
263 牡 シャンハイボビー エルクイーン 三石 土田農場 土田農場 落札 竹園  正継 12,100,000
264 牡 タリスマニック エーシンラクーリエ 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 田中　成奉 19,800,000
265 牡 ダノンシャーク オンワードラトゥル 浦河 南部　功 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取


