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266 牡 ドゥラメンテ カネショウメロン 三石 下屋敷牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 25,850,000
267 牝 ベストウォーリア カネスブリエ 門別 坂牧場 三橋ステーブル 主取
268 牝 デクラレーションオブウォーカレンステイシー 門別 高柳　隆男 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 (株)レ オ 9,900,000
269 牡 ゴールドアクター カレンマーガレット 平取 高橋　啓 パッショーネ 落札 田頭　勇貴 2,530,000
270 牡 エスポワールシチー キャトルキャール 新冠 武田　修一 クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会　山上　和良9,460,000
271 牡 ベストウォーリア キュアエンジェル 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 石川県馬主協会 3,300,000
272 牝 コパノリッキー キルシュバウム 荻伏 鮫川　啓一 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 フェニックスレーシング 3,850,000
273 牝 ロゴタイプ キクノアルバ 浦河 惣田　英幸 （有）チェスナットファーム 落札 99.9 1,210,000
274 牡 ホッコータルマエ カンポデフィオーリ 静内 坂本　智広 藤平ステーブル（新冠育成公社内）落札 近藤　洋司 9,900,000
275 牡 マジェスティックウォリアークインズコノセ 浦河 佐々木　恵一 （株）森本スティーブル 落札 平瀬　智樹 18,150,000
276 牝 デクラレーションオブウォークィーンオブシバ 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 千葉県馬主会　森　和久 7,260,000
277 牡 ゴールドアクター クォーク 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 3,960,000
278 牡 ジョーカプチーノ キセキノデアイ 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 落札 蓑島　竜一 4,400,000
279 牡 レッドファルクス グッドチョイス 様似 高村　伸一 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
280 牝 アジアエクスプレス クラシックチュチュ 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 吉木　伸彦 7,040,000
281 牡 ファインニードル グリシーヌシチー 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 3,300,000
282 牡 コパノリッキー クロススピード 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 主取
283 牝 ビッグアーサー クロストウショウ 三石 （有）嶋田牧場 （有）嶋田牧場 落札 長島商事(株) 6,050,000
284 牝 アメリカンペイトリオット グローリファイ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
285 牝 サトノクラウン クエルクス 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ クラックステーブル 落札 小菅　誠 4,400,000
286 牡 エイシンフラッシュ コンパーニ 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 主取
287 牝 エスポワールシチー ゴールデンフェザー 新冠 （有）大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)レイ 5,940,000
288 牝 アメリカンペイトリオット コズミックレイズ 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成センター主取
289 牡 バゴ キョウエイセプター 東北 坂下　栄蔵 （有）チェスナットファーム 主取
290 牝 ストロングリターン キッズアベリア 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 小林　篤 5,720,000
291 牡 メイショウサムソン ゴットパシオン 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 千葉県馬主会　内藤　正生 3,300,000
292 牡 ビッグアーサー コリエドペルル 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 丸山　輝城 10,450,000
293 牡 ラブリーデイ コンゴウビジン 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 主取
294 牡 バンブーエール コンフェッシオン 静内 静内ファーム （株）ケイズ 落札 山崎　祐嗣 7,700,000
295 牡 ミッキーアイル コーラルグリッタ 荻伏 猿橋　義昭 猿橋　義昭 落札 岡　展宏 6,820,000
296 牝 デクラレーションオブウォ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 主取
297 牝 ダンカーク サウスエンピリカル 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 主取
298 牡 バゴ サクラキューティ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 グローバルサービス(株) 4,510,000
299 牝 ロゴタイプ サワヤカブラン 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 熊田　義孝 1,980,000
300 牝 バゴ キーミー 静内 坂本　智広 藤平ステーブル（新冠育成公社内）主取
301 牡 ラブリーデイ シーズオールザット 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 千葉県馬主会　節　ひかる 4,730,000
302 牡 アニマルキングダム シスターマリオン 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 主取



303 牡 スノードラゴン ジュシラ 浦河 99.9 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
304 牡 ヴィクトワールピサ シャイニンオスカー 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 小田　吉男 3,300,000
305 牡 サンダースノー ジャストゥラヴ 静内 ＣＲステーブル ＣＲステーブル 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7,480,000
306 牡 ドレフォン シャワーブーケ 新冠 （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場 落札 兵庫県馬主協会　福田　達也5,500,000
307 牡 ラニ シャープナー 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 欠場
308 牡 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 宮副　敏明 6,600,000
309 牝 ホークビル 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 西田　順彦 2,420,000
310 牝 ミッキーロケット スマイルジュノ 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 欠場
311 牝 モーニン 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主取
312 牝 ゴールドシップ ショウナンアオバ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 (有)ケイアイファーム 29,150,000
313 牡 コパノリッキー ジョウノボレロ 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ クラックステーブル 落札 三岡　有香 3,300,000
314 牝 ミッキーロケット ジョーパルカ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 主取
315 牡 マインドユアビスケッツ スイートガーデン 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 東京都馬主会　山室　正之10,450,000
316 牡 ディスクリートキャット キナウ 静内 坂本　智広 藤平ステーブル（新冠育成公社内）落札 徳増　栄治 5,500,000
317 牡 マジェスティックウォリアーシルクナデシコ 浦河 （有）笹地牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 伊藤　恵介 5,500,000
318 牡 サトノアラジン シレーナ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 主取
319 牝 フリオーソ シンワウォッカ 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 小野寺　悠太 4,620,000
320 牝 パイロ シーナリー 静内 高橋　義浩 （同）谷岡スタット 落札 阿部　耕三 5,720,000
321 牝 カレンブラックヒル シンセツ 浦河 多田　善弘 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
322 牡 コパノリッキー スイートマルセル 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 東京都馬主会　(株)丸若商事13,200,000
323 牡 オルフェーヴル クロスバラード 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 主取
324 牝 マジェスティックウォリアーゴールドジェーン 浦河 笹島　政信 （有）チェスナットファーム 落札 菅野　守雄 5,940,000
325 牝 サンダースノー サイレンスドリーム 門別 坂牧場 三橋ステーブル 落札 瀬戸　竜男 1,650,000
326 牡 ホッコータルマエ スカーレットダンス 荻伏 高松牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 欠場
327 牝 カレンブラックヒル スパイクラベンダー 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 神奈川県馬主協会　酒井　孝敏4,400,000
328 牡 ロゴタイプ スプリングアウェク 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 伊藤　彰敏 2,200,000
329 牝 コパノリッキー スマートアレンジ 平取 （有）清水牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 石山　嘉七 4,400,000
330 牝 ホッコータルマエ セイウンメイリー 浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 兵庫県馬主協会　(株)加藤ステーブル11,000,000
331 牝 モーニン セカイノカナ 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 田頭　勇貴 3,300,000
332 牝 シュヴァルグラン タカミツグリーン 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 (株)ＩＮＡハウス 3,410,000
333 牡 アニマルキングダム セトノミッシー 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 落札 森中  蕃 20,350,000
334 牝 シュヴァルグラン 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 主取
335 牡 ホークビル スールマカロン 静内 坂本　智広 藤平ステーブル（新冠育成公社内）主取
336 牝 ダノンレジェンド タカネナデシコ 茨城 畠山　朝子 ＹＴＴパートナーシップ 落札 猪野毛  雅人 2,750,000
337 牡 サトノアラジン タケショウメーカー 三石 （株）さとう ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 菅藤　孝雄 9,020,000
338 牝 アジアエクスプレス ダブルアクセル 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 佐山  公男 9,900,000
339 牝 スマートファルコン タンスチョキン 新冠 坂元　芳春 （有）ヤマダステーブル 落札 吉井　威博 3,520,000
340 牡 デクラレーションオブウォーチューベローズ 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)キタジョファーム 3,960,000



341 牡 ファインニードル チェネレントラ 三石 （株）千里ファーム （有）浦河育成センター 落札 神田　宏治 18,150,000
342 牝 タリスマニック チャンドラプラバー 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 落札 (株)クラシック 7,700,000
343 牝 ケープブランコ チャードリー 静内 高橋　義浩 （有）静内白井牧場 主取
344 牝 ダンカーク ドゥエベリーニ 荻伏 高岸　順一 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (有)キタジョファーム 2,750,000
345 牝 ドレフォン スズカシャンティー 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 森中  蕃 15,400,000
346 牡 シュヴァルグラン ディアナムラ 新冠 （有）武田牧場 （株）白井牧場 落札 永山　勝敏 6,600,000
347 牡 ミッキーロケット テイクザヘルム 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 落札 千葉県馬主会　内藤　好江 3,190,000
348 牝 サンダースノー デュークストリート 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 (有)ディアレストクラブ 6,820,000
349 牝 ミッキーグローリー ナリタアマリリス 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 主取
350 牡 シルバーステート トゥルーゴールド 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 佐山　元章 6,050,000
351 牡 ベストウォーリア トーコーメロディ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 (株)門別牧場 4,400,000
352 牡 サトノクラウン セトノフラッパー 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 落札 西村  憲人 16,500,000
353 牝 エイシンフラッシュ ドリームアドリーム 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ クラックステーブル 落札 岡  浩二 3,850,000
354 牝 マツリダゴッホ トーアハナノマイ 関東 （有）フローラル パッショーネ 落札 (有)イーデン産業 1,100,000
355 牝 スワーヴリチャード トーセンスタッフ 静内 高橋　陵 （有）福山育成牧場 主取
356 牡 エピカリス トーセンペンネ 静内 坂本　智広 藤平ステーブル（新冠育成公社内）落札 (有)太盛 5,940,000
357 牡 ストロングリターン トウカイユニバース 門別 シグラップファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 佐野　幸一郎 5,280,000
358 牡 ビーチパトロール セインツプレイ 浦河 佐々木　恵一 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (株)レックス 3,740,000
359 牡 トゥザワールド シーキングオアシス 静内 大典牧場（有） （有）大北牧場 落札 多田　賢司 9,680,000
360 牡 ストロングリターン スイートマトルーフ 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 9,900,000
361 牝 コパノリッキー スリーパール 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 寒川　太一 2,200,000
362 牡 バゴ ナイツエンド 浦河 惣田　英幸 （有）チェスナットファーム 落札 和田　博美 5,940,000
363 牡 ビッグアーサー ナムラエラン 三石 竹内　良一 ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 佐々木　將吉 3,300,000
364 牡 ラニ ネオザスティング 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 主取
365 牡 コパノリッキー ノーズトウショウ 静内 坂本　春雄 （有）ヤマダステーブル 落札 兵庫県馬主協会　中西　寿一3,300,000
366 牡 リーチザクラウン ニシノエクレール 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 重野　心平 5,500,000
367 牝 モンテロッソ ハートマイハート 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 主取
368 牡 アジアエクスプレス パリーナチャン 浦河 （有）松栄牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 欠場
369 牝 ワールドエース ハイカックウ 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 3,410,000
370 牡 ロージズインメイ ハイキートーン 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） 落札 南新宿商事(株) 4,180,000
371 牡 ミッキーアイル ハイノリッジ 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 40,700,000
372 牝 ブラックタイド ハイフリート 新冠 （有）武田牧場 （株）白井牧場 落札 (有)ディアレストクラブ 6,380,000
373 牡 バゴ バチェロレッテ 新冠 武田　修一 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 兵庫県馬主協会　日下　幸徳4,400,000
374 牝 スワーヴリチャード ビジュートウショウ 静内 聖心台牧場（有） （株）森本スティーブル 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 3,850,000
375 牡 ネオユニヴァース トーコーディオーネ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 日本中央競馬会 7,150,000
376 牝 イスラボニータ ドリームマジック 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 ライフ・カラー(株) 3,960,000
377 牡 キンシャサノキセキ ハッピーティア 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 11,000,000
378 牡 ベルシャザール ハッピートーク 新冠 坂元　芳春 （有）ヤマダステーブル 落札 大栗　芳一 2,200,000



379 牝 アメリカンペイトリオット ナーサリーライム 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 落札 ＭＮＳ 3,850,000
380 牡 ストロングリターン ハッピーユーゲント 三石 （株）タガミファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 田中  晴夫 2,750,000
381 牡 アメリカンペイトリオット ハナウマ 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成センター主取
382 牡 カリフォルニアクローム ハニーバニー 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 主取
383 牝 リアルスティール パラダイスコーブ 三石 （有）嶋田牧場 （有）嶋田牧場 主取
384 牡 ダイワメジャー パワフルノンコ 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 小松　欣也 5,940,000
385 牡 シュヴァルグラン ビブラビブレ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 主取
386 牡 ミッキーアイル ピュアーフレーム 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 久保　博文 12,650,000
387 牝 サンダースノー ハートエンジェル 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 庄司　紫紀 3,300,000
388 牡 トゥザワールド バーラプレッタ 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 厚沢  保明 5,500,000
389 牝 リアルインパクト ハーランズロマン 三石 下屋敷牧場 （有）浦河育成センター 落札 細谷　武史 9,460,000
390 牡 ホークビル ハナズルナピエナ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 重野　心平 4,400,000
391 牡 サトノクラウン ヒルノリスボン 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 主取
392 牡 シニスターミニスター ビアンカリボン 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (同)ﾊｯﾋﾟｰﾚｰｼﾝｸﾞ 4,950,000
393 牡 ダノンレジェンド ビューティーロマン 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 落札 久松　朋史 4,400,000
394 牡 エピカリス ピーエムルッカ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 澤田　昭紀 9,570,000
395 牝 ビッグアーサー プリンプリンカフェ 浦河 （有）太陽牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 13,750,000
396 牡 サドンストーム 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 クラックステーブル 落札 ニューマレコード 3,300,000
397 牡 エイシンヒカリ ピンクノミーナ 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 主取
398 牡 マジェスティックウォリアーピアーノ 千葉 尾又　良隆 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
399 牡 アニマルキングダム ハギノクィーン 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） 落札 田頭　勇貴 3,630,000
400 牡 ディーマジェスティ タマノエスペランサ 新冠 （有）武田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 佐賀県馬主会　河合　純二 7,040,000
401 牝 アニマルキングダム フェアブルーム 千葉 (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ ＹＴＴパートナーシップ 落札 日本中央競馬会 3,300,000
402 牡 モーニン フューチャーセイル 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 欠場
403 牝 オルフェーヴル フォルラーヌ 静内 高橋　義浩 （有）高橋ファーム 落札 福岡　隆史 2,750,000
404 牡 リアルインパクト フミノオリヒメ 浦河 多田　善弘 （有）浦河育成センター 落札 平川　進 9,020,000
405 牝 モーニン フューチャータイム 静内 大典牧場（有） （株）森本スティーブル 落札 浦野　和由 2,200,000
406 牡 フリオーソ ホリデイスクリーン 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
407 牝 ミッキーアイル ホットランナー 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 主取
408 牝 パイロ ブラックシンデレラ 荻伏 鮫川　啓一 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 東京都馬主会　原村　正紀13,750,000
409 牡 ミッキーロケット ブラーゼン 東京 シグラップ･マネジメント㈱ 福地トレーニングファーム 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
410 牝 ヴァンセンヌ プリンシプルレディ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 会田　浩史 6,820,000
411 牝 ホッコータルマエ フリートカレン 東京 ニケーエス（株） （有）谷川牧場 落札 田頭　勇貴 3,300,000
412 牡 レッドファルクス ファイヤーアラーム 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 WINNOVATION(株) 2,200,000
413 牡 キンシャサノキセキ ブロームフォンテン 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 (有)サンライズ 6,600,000
414 牡 シニスターミニスター プンターレ 静内 高橋　義浩 カルペディエム メイド 落札 渡邉　一央 8,800,000
415 牡 アポロケンタッキー ブラックウィッチ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 欠場
416 牡 アドミラブル ベリーニピンク 門別 （株）スマイルファーム カルペディエム メイド 欠場



417 牡 ホッコータルマエ ミスサイベリア 浦河 笹島　政信 （有）チェスナットファーム 落札 奥　裕嗣 18,150,000
418 牝 デクラレーションオブウォーミニョンレーヌ 様似 高村　伸一 ㈲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 4,400,000
419 牝 アドマイヤムーン ホーリーシー 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 主取
420 牝 サトノダイヤモンド ポラリス 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 田頭　勇貴 4,070,000
421 牡 ワールドエース ボンニデー 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ クラックステーブル 落札 (株)レックス 5,720,000
422 牝 トゥザグローリー ブーケパルフェ 静内 静内酒井牧場 （有）高橋ファーム 落札 神奈川県馬主協会　横田　一男2,750,000
423 牡 マジェスティックウォリアープロディジャス 荻伏 高松牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 大田　慎治 21,450,000
424 牡 シャンハイボビー ポリアフ 静内 静内フジカワ牧場 （株）森本スティーブル 落札 鈴木　康弘 34,100,000
425 牝 タリスマニック ボーディシア 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
426 牝 シルバーステート マルハチメイフェア 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 5,500,000
427 牝 ダノンレジェンド ラヴィーゲラン 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 佐賀県馬主会　西村　健作 3,520,000
428 牝 デクラレーションオブウォーリュウメイ 胆振 （有）笹川大晃牧場 ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
429 牡 ホッコータルマエ マイカ 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 東京都馬主会　伊藤　正樹 8,800,000
430 牡 アルアイン マイネウェリナ 静内 （有）静内白井牧場 （株）愛知ステーブル 落札 佐藤　範夫 18,700,000
431 牝 カレンブラックヒル マッシヴエレガンス 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 兼松　忠男 5,060,000
432 牝 アジアエクスプレス マトゥリアルカ 静内 静内山田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (株)加藤ステーブル 7,260,000
433 牡 コパノリッキー マナエヴァ 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (有)和田牧場 13,750,000
434 牡 シュヴァルグラン マリア 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 工藤　圭司 3,300,000
435 牝 キズナ マリブウィン 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 本田　恒雄 18,920,000
436 牝 ヴィクトワールピサ マルトクビクトリー 新冠 竹中牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 楠本　勝美 2,750,000
437 牡 アジアエクスプレス マーティンオート 静内 高橋　陵 （有）福山育成牧場 落札 兵庫県馬主協会　大田　慎治9,240,000
438 牝 サトノクラウン メイショウアリス 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
439 牝 ルーラーシップ ミステリアスガール 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 主取
440 牝 ダンカーク ミスビートリックス 浦河 笹島　政信 （有）チェスナットファーム 落札 (有)フロンティア 1,100,000
441 牡 シニスターミニスター ボンセグレート 静内 高橋　義浩 （有）高橋ファーム 落札 工藤　圭司 6,160,000
442 牝 ブラックタイド ムーンフライト 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 主取
443 牝 パイロ ミステリアスオーラ 浦河 （有）笹地牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 永山　勝敏 11,000,000
444 牝 ニシケンモノノフ ミンドゥルレ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
445 牝 ビーチパトロール メイショウアレーナ 浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
446 牝 ミッキーロケット メイユーブルーム 関東 （有）フローラル パッショーネ 落札 岡村　善行 4,620,000
447 牡 アンライバルド メモリーフェミナ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 南新宿商事(株) 2,200,000
448 牝 ダノンレジェンド メリーウェザー 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 (株)レッドマジック 17,600,000
449 牡 アドミラブル ミストラスト 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 1,980,000
450 牝 シニスターミニスター モーガンズマンボ 静内 聖心台牧場（有） （株）森本スティーブル 落札 兵庫県馬主協会　岡本　隆児5,060,000
451 牡 ビーチパトロール レディピアレス 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 楠本　勝美 4,070,000
452 牡 ウインバリアシオン アドマイヤヒラリー 東北 スプリングファーム （有）パイオニアファーム 落札 田中　俊彰 3,410,000
453 牡 ダノンレジェンド マスターマイン 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 梶原　大輔 5,940,000
454 牝 シャンハイボビー 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 仲辻　正貴 3,300,000



455 牝 メイショウボーラー メイショウトパーズ 浦河 榊原　敏明 （有）チェスナットファーム 落札 １８Ｒａｃｉｎｇ 2,200,000
456 牝 レインボーライン ラティエラ 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 松本　桂昌 3,300,000
457 牡 フェノーメノ ラッシュストーム 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 主取
458 牡 モーニン ライブリハート 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 根田　喜久雄 6,160,000
459 牡 シルバーステート ラヴァーズタイム 新冠 （有）大栄牧場 （株）小国スティーブル 主取
460 牝 レッドファルクス ラックアサイン 静内 静内ファーム （株）ケイズ 落札 岡村　善行 6,270,000
461 牝 アニマルキングダム 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 主取
462 牡 ビーチパトロール ラブユー 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 落札 神奈川県馬主協会　岡田　初江4,950,000
463 牡 モーニン ララミニョンヌ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 落札 三河　辰巳 4,840,000
464 牝 コパノリッキー ミルククラウン 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 兵庫県馬主協会　山田　裕史5,280,000
465 牡 メイショウボーラー ミルク 様似 沢井　義一 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
466 牝 コパノリッキー アグネスアーニャ 荻伏 高松牧場 （株）ＮＹＳ 主取
467 牡 エスポワールシチー レッドガナドーラ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 99.9 6,600,000
468 牡 ラニ リボルトレイダー 胆振 （有）笹川大晃牧場 （株）森本スティーブル 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 6,820,000
469 牝 ルーラーシップ リリカルホイッスル 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 幅田  昌伸 6,600,000
470 牝 フリオーソ リーズントウショウ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 栗山　正 3,630,000
471 牝 ドレフォン ラブジュリエット 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 山田  貢一 8,800,000
472 牡 タリスマニック ルナーアピール 胆振 Arrowfield Group Pty Ltd. （有）パイオニアファーム 落札 片山　博志 6,160,000
473 牝 デクラレーションオブウォールビーティアラ 千葉 (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ ＹＴＴパートナーシップ 主取
474 牡 ミッキーロケット ルミナスグルーヴ 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 落札 岡　展宏 4,400,000
475 牡 シャンハイボビー ルレシャンテ 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)サンライズ 12,650,000
476 牝 ネロ ウインク 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 (有)吉田ファーム 5,060,000
477 牡 エイシンフラッシュ ヴィヴァルディ 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 欠場
478 牝 パイロ ウェイヴランナー 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 (株)オリオンファーム 4,400,000
479 牝 シュヴァルグラン レッドオランジュ 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 石川県馬主協会 2,750,000
480 牝 パイロ レッドシェダル 静内 高橋　義浩 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 西田　順彦 4,400,000
481 牡 アジアエクスプレス レッドプライム 門別 庄野牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 土井  孝夫 13,750,000
482 牝 アルアイン ロンギングエレン 三石 田上　徹 田上　徹 落札 日本中央競馬会 6,600,000
483 牝 メイショウボーラー ロビングショット 静内 武牧場　武 栄子 Gates Stable 主取
484 牝 モンテロッソ レッドプリモ 静内 ＣＲステーブル ＣＲステーブル 主取
485 牡 アメリカンペイトリオット レナプリンセス 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成センター主取
486 牝 トゥザワールド ワイルドモーション 静内 聖心台牧場（有） （株）森本スティーブル 主取
487 牡 マインドユアビスケッツ レーヌルネサンス 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 日本中央競馬会 9,900,000
488 牝 シニスターミニスター ヤクマンブルース 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 神奈川県馬主協会　松本　光弘9,900,000
489 牝 カリフォルニアクローム アンフレシェ 荻伏 （有）小島牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 (株)門別牧場 3,960,000
490 牡 エピファネイア アキノクリンチ 新冠 武田　修一 クラックステーブル 落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 23,100,000
491 牝 タリスマニック アクトオネストリー 静内 高橋　義浩 （有）高橋ファーム 主取
492 牡 ベストウォーリア レッドフォーリア 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取



493 牝 モーニン アインライツ 静内 坂本　春雄 （有）ヤマダステーブル 落札 田頭　勇貴 2,860,000
494 牝 ロジャーバローズ アグネスフィーバー 荻伏 高松牧場 （株）ＮＹＳ 落札 廣松　光成 1,650,000
495 牝 サトノダイヤモンド アスティクートレイル 新冠 （株）ハクレイファーム （株）森本スティーブル 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 2,200,000
496 牝 タリスマニック アッチッチ 浦河 （有）高野牧場 （株）木村育成牧場 落札 竹園  正継 4,840,000
497 牡 ダノンシャンティ アップファーレン 静内 （有）高橋ファーム ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 石川  博 6,600,000
498 牝 ダノンシャーク アフィニティ 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 迎  徹 2,200,000
499 牝 ディーマジェスティ アリオーン 静内 高橋　義浩 （同）谷岡スタット 落札 (株)ティケム 3,520,000
500 牡 ディスクリートキャット 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 東京都馬主会　後藤　泰彦16,500,000
501 牡 ビッグアーサー アースシンボル 江別 松山　増男 田口トレーニングファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 4,620,000
502 牝 コパノリッキー イイデエース 新冠 （有）武田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 佐賀県馬主会　萩原　拳 5,060,000
503 牝 ノヴェリスト ヴェルーテ 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 5,060,000
504 牝 トーセンラー エフテーストライク 三石 斉藤　正男 本桐共同育成センター 落札 酒井　孝敏 3,300,000
505 牡 ロジャーバローズ エーシンミモザ 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 石川県馬主協会 3,850,000
506 牝 ミッキーアイル エイシンシルダリア 三石 下屋敷牧場 （有）浦河育成センター 主取
507 牡 リオンディーズ イトハユリ 門別 庄野牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 桂土地(株) 8,800,000
508 牡 コパノリッキー イズミコマンダー 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 神奈川県馬主協会　楠　昌史4,400,000
509 牡 レイデオロ インヴィジブルワン 三石 田上　徹 （有）パイオニアファーム 落札 吉冨　学 22,000,000
510 牡 ノヴェリスト インクレセント 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 主取
511 牡 コパノリチャード イーストイン 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 落札 岩田　雅之 2,970,000
512 牡 ベストウォーリア エイシンピカデリー 新冠 （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 22,000,000
513 牡 リアルインパクト エイシンミレレ 荻伏 高松牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 千葉県馬主会　飯田　訓大 3,300,000
514 牡 レッドファルクス エムオークィーン 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 国田　正忠 6,820,000
515 牝 バンブーエール ヴィグシュテラウス 新冠 坂元　芳春 （有）ヤマダステーブル 落札 兵庫県馬主協会　須山　悟至5,940,000
516 牝 パイロ ウインプレセア 静内 武牧場　武 栄子 Gates Stable 欠場
517 牡 ワールドエース ウォーターメアヌイ 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 主取
518 牡 バンブーエール ウートゥルメール 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 鈴木　雅俊 21,450,000
519 牡 ホッコータルマエ エーシンスピカ 門別 （株）ヤスナカファーム （株）ヤスナカファーム 落札 千葉県馬主会　三宅宮ﾚﾃﾞｨｰｽ　小林　祐介7,480,000
520 牡 フェノーメノ エイシンオリヒメ 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 欠場
521 牡 モーニン エイシンデルフィー 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 三河　辰巳 5,940,000
522 牡 ホッコータルマエ エスケイミネルバ 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲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)ビープロジェクト13,750,000
523 牡 ファインニードル エステフ 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)レックス 5,500,000
524 牝 ジャスタウェイ エンジェルステップ 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 石黒　常永 550,000
525 牝 モーニン エンパイアライン 胆振 （有）笹川大晃牧場 ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 須田　靖之 2,750,000
526 牡 シルバーステート オーヴァーアンダー 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 福島  徳佑 15,400,000
527 牡 サトノアラジン オオシマパンジー 浦河 坂本　晴美 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 G･S 2,750,000
528 牡 スピルバーグ オルターネイティヴ 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 会田　浩史 4,070,000


