
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)

529 牝 ダンカーク カイテキセレブ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 中川　三郎 4,620,000
530 牡 モーニン カネトシフェアリー 荻伏 北俣　牧夫 藤春　修二 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 5,940,000
531 牡 メイショウボーラー ガリカローズ 鹿児島神野　生男 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (有)笹地牧場 3,300,000
532 牝 サトノダイヤモンド ガーデニア 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 竹内　三年 13,750,000
533 牡 アジアエクスプレス カラマンシー 静内 大滝　康晴 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 XIAO ｼﾞｬﾊﾟﾝ 11,000,000
534 牝 ゴールドアクター キタサンスズラン 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 主取
535 牡 ヘニーヒューズ キョウワエステル 新冠 協和牧場 協和牧場 落札 東京都馬主会　(株)ｴｸﾜｲﾝﾚｰｼﾝｸﾞ22,000,000
536 牝 サムライハート クラウンデュナミス 門別 （株）クラウン （株）クラウン 落札 桑原　俊幸 4,400,000
537 牡 ゴールドシップ クラウンハンター 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 ＦＡレーシング 8,800,000
538 牡 フリオーソ グランオマージュ 三石 折手牧場 カルペディエム メイド 落札 橋本　政信 3,300,000
539 牡 イスラボニータ グランシャルム 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 落札 田中　成奉 20,900,000
540 牝 ダノンレジェンド 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 (株)Ｗプロパティー 7,040,000
541 牡 ルーラーシップ キュイキュイ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 主取
542 牝 ヴァンセンヌ グレースローラ 様似 （有）小田牧場 （株）木村育成牧場 主取
543 牝 バゴ クールビューティー 三石 （同）ニンバスファーム （株）門別牧場 落札 服部　博樹 4,400,000
544 牡 アドミラブル クリノメダリスト 新冠 （有）上井農場 （有）福山育成牧場 主取
545 牝 ディープブリランテ グレイスファミリー 門別 大江牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 ㈱VICTORY 2,200,000
546 牡 シュヴァルグラン クロカミノマイ 三石 沖田　哲夫 本桐共同育成センター 主取
547 牡 ロジャーバローズ ゲラウトマイウエイ 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 田中　成奉 4,840,000
548 牡 カレンブラックヒル ゲルズ 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
549 牝 コパノリッキー ゴージャスガール 平取 （有）北島牧場 （株）エイトステーブル 落札 ロイヤルパーク 3,300,000
550 牡 インカンテーション ゴールデンワトル 荻伏 櫛桁牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (株)愛馬ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 5,060,000
551 牡 モンテロッソ コリャコリャ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 山上　和良 3,410,000
552 牝 アポロケンタッキー ガルネリ 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 主取
553 牡 コパノリッキー キララチュール 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 兼松　康太 3,300,000
554 牝 カリフォルニアクローム サザンジュエリー 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 主取
555 牝 ダイワメジャー サムロマンス 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 永井商事(株) 19,800,000
556 牡 アニマルキングダム サンコロネット 荻伏 （有）笠松牧場 （有）笠松牧場 落札 恵比寿興業（株）那須野牧場8,800,000
557 牝 レガーロ サクラマシェリ 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
558 牡 アジアエクスプレス ジェシカピンク 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 岡  浩二 4,730,000
559 牡 カリフォルニアクローム シガレット 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 千葉県馬主会　山田　弘 14,850,000
560 牝 アジアエクスプレス シャイニーレディ 平取 （有）川向高橋育成牧場 （株）ケイズ 落札 兵庫県馬主協会　高橋　正雄3,300,000
561 牡 ダイワメジャー シャペロンルージュ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 東京都馬主会　(株)バスター24,200,000
562 牡 ネロ シンワシュシュ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 神奈川県馬主協会　磯部　敏夫5,940,000
563 牡 アニマルキングダム ジーントウショウ 静内 片岡　博 （有）チェスナットファーム 主取
564 牡 グレーターロンドン シーキングトパーズ 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 大谷　正嗣 6,820,000
565 牝 エスポワールシチー ジュリエッタ 浦河 （株）川越ファーム （株）川越ファーム 落札 ミユキ企画 3,850,000



566 牡 ワールドエース シルバーコンパス 三石 (株)グローリーファーム （株）愛知ステーブル 落札 田畑　利彦 5,500,000
567 牡 リアルインパクト スイートレッドキャット 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 宮崎　俊也 14,300,000
568 牡 ドゥラメンテ スプリングサンダー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 欠場
569 牝 ワールドエース ステラグレイス 三石 小河　豊水 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 西田　俊二 5,280,000
570 牡 サトノアラジン ショウナンカガリビ 門別 川島　正広 川島　正広 落札 (有)ケイアイファーム 9,350,000
571 牡 ホッコータルマエ シャインエフォート 門別 大江牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 ノーザンファーム 17,600,000
572 牡 ダンカーク ゴールドウィング 浦河 （有）木戸口牧場 （株）木村育成牧場 主取
573 牝 ワールドエース シルクアウローラ 静内 久保　秀雄 （有）福山育成牧場 落札 横尾　晴人 2,200,000
574 牝 ディーマジェスティ ジュルビアン 浦河 （有）大柳ファーム ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 サステナジャパン 8,800,000
575 牡 ゴールドシップ キャントセイワーズ 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 欠場
576 牝 ジャスタウェイ キョウワセロトーレ 新冠 協和牧場 協和牧場 主取
577 牡 アルアイン クラウンフォルテ 門別 （株）クラウン （株）クラウン 落札 望月　雅博 15,400,000
578 牡 ストロングリターン ステイハッピー 門別 (有)グッドラック･ファーム クラックステーブル 落札 長谷川　守正 6,600,000
579 牡 リアルスティール スプレンダー 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 日本中央競馬会 7,700,000
580 牡 ロジャーバローズ スペランツァーレ 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 岩崎　充利 6,820,000
581 牡 サトノダイヤモンド スイートウィスパー 荻伏 （有）小島牧場 （有）チェスナットファーム 落札 森中  蕃 19,800,000
582 牡 ネロ スリーシスターズ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 康本　利幸 9,020,000
583 牝 モーニン スレドボ 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 和田　博美 6,160,000
584 牝 ダノンレジェンド スーンシャイン 東京 パングロス（有） （株）小国スティーブル 落札 岐阜県馬主会　稲葉　光昭 2,200,000
585 牝 シニスターミニスター ディーズファクター 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 岡本　真二 12,100,000
586 牡 ネロ セイウンキャンティ えりも熊沢牧場 （有）大作ステーブル 主取
587 牡 コパノリッキー ジャズプリンセス 平取 （有）北島牧場 （有）北島牧場 落札 中辻　明 16,500,000
588 牡 グァンチャーレ ジュピターズビコー 三石 オギオギ牧場 （株）森本スティーブル 欠場
589 牡 ホークビル キイレ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)キタジョファーム 2,750,000
590 牡 ヴィクトワールピサ ハタノアデール 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 千葉県馬主会　酒井　孝敏 6,600,000
591 牡 スズカコーズウェイ セドゥラマジー 愛知 （株）ＳＧプランニング （株）門別牧場 主取
592 牡 タリスマニック セントローレンス 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 3,300,000
593 牝 マジェスティックウォリアーソリッドリーズン 三石 沖田　博志 本桐共同育成センター 主取
594 牡 サトノクラウン 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 西田　俊二 9,570,000
595 牡 アジアエクスプレス タケノミリオン 新冠 （有）五丸農場 岩見ステーブル 主取
596 牝 サンダースノー ダンスザクラシックス 荻伏 （有）王蔵牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 2,200,000
597 牡 ミッキーロケット チアズスワロー 静内 今牧場 （有）高橋ファーム 落札 勝野産業(有) 5,500,000
598 牡 ベストウォーリア セミプレナ 静内 神垣　道弘 （有）チェスナットファーム 落札 北海道馬主会　西村　専次 6,600,000
599 牡 ディスクリートキャット 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 (有)キタジョファーム 4,400,000
600 牝 ヘニーヒューズ ナンヨーユナ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
601 牝 シニスターミニスター ティアップアリア 荻伏 小林　正仁 （有）荻伏共同育成場 落札 菊地　博 3,630,000
602 牝 ドレフォン ディーズフェイク 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 鈴木　昭和 20,900,000
603 牡 ディーマジェスティ ティンクルチャーミ 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 日本中央競馬会 4,400,000



604 牝 ノヴェリスト ディミータ 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 会田　浩史 7,480,000
605 牡 ワールドエース ティンタジェル 荻伏 （有）荻伏三好ファーム （株）木村育成牧場 主取
606 牡 アニマルキングダム テツムーン 荻伏 櫛桁牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 日本中央競馬会 13,750,000
607 牝 サンダースノー テンシンランマン 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 岡井　元憲 4,400,000
608 牡 ヘニーヒューズ パワフルラリマー 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 水谷　昌晃 6,380,000
609 牝 レッドファルクス トゥービーハッピー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 中西　浩一 5,940,000
610 牡 レーヴミストラル トウバレリーナ 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 篠山　賢一 2,750,000
611 牝 ディスクリートキャット 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 欠場
612 牡 ダンカーク トロピカルガーデン 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 主取
613 牝 サトノアラジン デネブ 門別 （株）木部ファーム セールスプレップサービス 落札 石川県馬主協会 3,740,000
614 牡 コパノリッキー トーワフォーチュン 浦河 （有）木村牧場 エレガンスファーム 落札 橋詰　弘一 9,020,000
615 牝 バトルプラン ガルノーヴァ 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 主取
616 牝 シャンハイボビー コウエイテンプウ 新冠 （有）小泉牧場 （株）吉永ファーム 欠場
617 牝 ワールドエース ハタノエンジェル 門別 (有)グッドラック･ファーム クラックステーブル 落札 日本中央競馬会 2,200,000
618 牡 ヴィクトワールピサ ハヤブサユウサン 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 兵庫県馬主協会　牧埜　幸一5,280,000
619 牝 アルアイン トップオブザヘヴン 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 兼松  昌男 5,500,000
620 牝 カリフォルニアクローム ナガラフラワー 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 田畑　利彦 9,900,000
621 牡 ニューイヤーズデイ ナナヨーティアラ 荻伏 （有）小島牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 東京都馬主会　高樽　さゆり22,000,000
622 牝 シュヴァルグラン ネバーエンディング 三石 小河　豊水 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 西田　俊二 4,180,000
623 牡 ヴァンセンヌ クラウンモンロー 門別 （株）クラウン （株）クラウン 落札 志士十二組合 6,160,000
624 牡 サンダースノー ティアップアーリー 荻伏 小林　正仁 （有）荻伏共同育成場 落札 兵庫県馬主協会　松本　光弘12,650,000
625 牝 ホッコータルマエ デルマオサキ 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 欠場
626 牡 サトノダイヤモンド ビーウインド 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 欠場
627 牝 アメリカンペイトリオット パストゥレイユ 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 主取
628 牡 マジェスティックウォリアーハヤブサプリプリ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 竹内　三年 5,500,000
629 牡 シュヴァルグラン ハタノフォルトゥナ 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 須山　悟至 3,300,000
630 牝 サンダースノー バトルキクヒメ 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 増田　兼良 4,400,000
631 牡 エピカリス パッションエレナ 三石 沖田　哲夫 本桐共同育成センター 落札 (株)ＭＭＣ 6,600,000
632 牝 バトルプラン バトルエニシ 静内 （株）小国スティーブル （株）小国スティーブル 主取
633 牝 マジェスティックウォリアーハレイワクィーン 静内 （有）カタオカファーム （有）カタオカファーム 落札 永井　利明 6,160,000
634 牡 アドマイヤムーン ハワイアンスマイル 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 (有)キタジョファーム 3,300,000
635 牡 シャンハイボビー バンパークロップ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 永井商事(株) 39,600,000
636 牝 シルバーステート ハタノファベルジェ 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 6,820,000
637 牝 ニューイヤーズデイ ピアノボレロ 三石 （有）片山牧場 （有）チェスナットファーム 落札 (株)加藤ステーブル 5,500,000
638 牡 トビーズコーナー ピエールナオチャン 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 北海道馬主会　松下　祐也 7,920,000
639 牡 ダノンレジェンド ビオレント 茨城 （株）モルツ 木村牧場（有） 主取
640 牝 パイロ ピッチシフター 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 埼玉県馬主会　HimRockRacingﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)9,020,000
641 牝 アニマルキングダム ピンクベリーニ 新冠 （有）五丸農場 岩見ステーブル 落札 Ｈ．Ｃ．Ｓ 4,400,000



642 牡 ベルシャザール パワーアン 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
643 牝 トゥザグローリー ボンネット 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 欠場
644 牡 カレンブラックヒル ミヤビキャッスル 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 落札 (株)レ オ 2,750,000
645 牡 ケープブランコ ブルーミングブーケ 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 主取
646 牝 ニューイヤーズデイ フラワーファースト 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 谷崎　森吾 6,820,000
647 牝 ビッグアーサー プレイフォーマザー 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 日本中央競馬会 7,700,000
648 牝 ヘニーヒューズ フクシア 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 11,000,000
649 牝 バンブーエール フラッパーウィング えりも熊沢牧場 （有）大作ステーブル 落札 小橋　亮太 1,870,000
650 牝 パイロ ファゴット 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 叶　徳文 9,020,000
651 牡 マインドユアビスケッツ ファーゴ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 松本　好雄 41,800,000
652 牡 カリフォルニアクローム ヨウヨウ 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
653 牡 ベストウォーリア レッドテオドーラ 三石 (株)グローリーファーム （株）門別牧場 落札 エスペランサ(株) 5,720,000
654 牝 サンダースノー プリンセスドルチェ 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 石井　輝昭 7,370,000
655 牡 ビッグアーサー フェアリーロンド 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 長谷川　進一 18,150,000
656 牡 ラブリーデイ フジノトップガン 門別 川島　正広 川島　正広 主取
657 牡 アルアイン プシュケ 静内 木村　秀則 （株）愛知ステーブル 落札 千葉県馬主会　伊藤　輔則 9,350,000
658 牝 スズカコーズウェイ フィーリンググー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
659 牡 エスポワールシチー ブリッジポート 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 和田　博美 9,900,000
660 牡 エイシンフラッシュ ファーマシスト 門別 (有)グッドラック･ファーム クラックステーブル 落札 中辻　明 9,350,000
661 牝 パイロ ブルーバレット 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(同) 7,920,000
662 牝 ビーチパトロール ブルーベルベット 三石 （有）加野牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 欠場
663 牝 ジャスタウェイ ブルーボンボヤージ 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 山岡　正人 11,000,000
664 牡 マジェスティックウォリアーブラックピクシー 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 鈴木　道隆 7,040,000
665 牡 アジアエクスプレス ファイトユアソング 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 星野　隆男 15,950,000
666 牝 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 主取
667 牡 スワーヴリチャード フレンチナデシコ 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 4,180,000
668 牝 サトノクラウン フロンサック 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター 落札 金子　千恵 4,400,000
669 牝 ゴールドアクター プリンシパルハニー 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 (株)門別牧場 2,750,000
670 牡 シニスターミニスター ベルモントピノコ 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 社台ファーム 28,600,000
671 牝 イスラボニータ ピサノグレース 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 福地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 9,350,000
672 牡 コパノリッキー ハルノサキガケ 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 寒川　太一 2,200,000
673 牝 カレンブラックヒル ハタノサンドリヨン 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 田頭　勇貴 2,640,000
674 牝 ラブリーデイ ペプチドリリー 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 主取
675 牝 スマートファルコン ペイデュソレイユ 新冠 （有）上井農場 （有）福山育成牧場 主取
676 牡 カリフォルニアクローム ヘヴンリーウインド 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 ＫＯＪＩ　ＲＡＣＥ 17,050,000
677 牝 レッドファルクス ベルモンタージュ 平取 オークツリーファーム オークツリーファーム 落札 兵庫県馬主協会　森本　敏正5,280,000
678 牝 ヘンリーバローズ ブリーズヴェール 三石 小野　秀治 （有）荻伏共同育成場 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 11,000,000
679 牝 サトノアラジン プリモスペード 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取



680 牡 スピルバーグ ホリデイトウショウ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
681 牡 ホークビル ムーンスピーク 三石 小河　豊水 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
682 牝 マジェスティックウォリアーラパージュ 三石 小野　秀治 mill farm Ocean View Park 落札 栗本  博晴 7,700,000
683 牝 ミッキーアイル ヨユウノヨッチャン 様似 （有）小田牧場 （有）谷川牧場 落札 千葉県馬主会　安川　幸彦 7,700,000
684 牡 ヤマカツエース マリアローザ 静内 大滝　康晴 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 主取
685 牡 バゴ マールデルプラタ 三石 (株)グローリーファーム （株）門別牧場 主取
686 牝 ドゥラメンテ マイウィン 門別 （有）加藤牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 谷川　正純 5,500,000
687 牝 ミッキーグローリー マイスクエアワン 浦河 （同）ヒルヴァレーファーム （同）ヒルヴァレーファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 8,470,000
688 牝 マジェスティックウォリアーマウロア 新冠 （有）カミイスタット (有)日高軽種馬共同育成公社落札 井髙　義光 7,260,000
689 牡 モーニン マキノクィーン 静内 神垣　道弘 （有）パイオニアファーム 落札 猪熊　広次 10,120,000
690 牝 リーチザクラウン マダムメガミ 静内 及川　ミツ子 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 福田　光博 3,960,000
691 牡 マクフィ ママズディッシュ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 (有)サンライズ 9,350,000
692 牝 イスラボニータ マルモセーラ 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 落札 (有)コスモヴューファーム 26,400,000
693 牝 ロジャーバローズ マレンカヤ 新冠 （有）大狩部牧場 ディーエスファーム 落札 猪熊　広次 2,200,000
694 牡 マインドユアビスケッツ プレシャスヴィガー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 欠場
695 牡 カレンブラックヒル メイショウクサブエ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 山田　泰司 10,120,000
696 牝 ダノンレジェンド ラストエンジェル 荻伏 （有）荻伏三好ファーム （株）木村育成牧場 落札 STレーシング 4,400,000
697 牡 ワールドエース ミスフーバフーバ 三石 折手牧場 カルペディエム メイド 落札 石瀬　浩三 3,300,000
698 牝 エピカリス ミスライト 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 池袋レーシング 5,940,000
699 牝 キンシャサノキセキ ミリアム 浦河 （有）杵臼牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 野嶋　祥二 4,400,000
700 牝 ダンカーク ミヤコスマイル 三石 （同）ニンバスファーム （株）門別牧場 落札 大泉　勉 5,830,000
701 牝 ディープブリランテ ミチル 門別 カロッテファーム カロッテファーム 落札 迎  徹 2,200,000
702 牡 ワイルドワンダー ミヤサンキューティ 三石 オギオギ牧場 （株）森本スティーブル 落札 野田　善己 13,200,000
703 牡 ベストウォーリア ミヤビソーダライト 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 落札 木村　昌三 6,600,000
704 牝 デクラレーションオブウォーミラクルクロス 新冠 （有）川島牧場 （株）吉永ファーム 欠場
705 牝 モーリス ミラクルステイ 新冠 協和牧場 協和牧場 落札 渡邊　善男 1,650,000
706 牝 コパノリッキー ミラクルモーメント 新冠 （同）小泉　学 （株）ＮＹＳ 主取
707 牡 デクラレーションオブウォーラタンバスケット 様似 （有）小田牧場 （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 17,050,000
708 牝 コパノリッキー メイルストローム 門別 大江牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 千葉県馬主会　(有)新生ファーム8,140,000
709 牡 ベーカバド メダリオンスター 三石 中橋　清 中橋　清 落札 戸部　昌洋 2,200,000
710 牝 クリエイターⅡ マツリバヤシ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 欠場
711 牡 ロジャーバローズ ヘーザ 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 千葉県馬主会　(株)M'sｶﾝﾊﾟﾆ4ー,400,000
712 牝 ダノンレジェンド レディキルシェ 三石 小野　秀治 （有）荻伏共同育成場 落札 光安　了 3,410,000
713 牡 メイショウボーラー モアスマイル 静内 久保　秀雄 （有）福山育成牧場 落札 神奈川県馬主協会　飯田　貴大7,260,000
714 牡 シニスターミニスター モンロー 宮崎 （有）アクセス・ワン （有）チェスナットファーム 落札 池田  草龍 18,700,000
715 牝 マジェスティックウォリアーラヤーリドバイ 門別 （株）奥山ファーム Gates Stable 主取
716 牝 フリオーソ ユーリカ 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 2,860,000
717 牝 リアルスティール アンタークティカ 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 福田　光博 4,290,000



718 牡 エイシンヒカリ エルヴィエント 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 主取
719 牝 マジェスティックウォリアーラジョコンダ 浦河 （有）杵臼牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 志士十二組合 3,300,000
720 牝 トビーズコーナー ラブレインボー 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
721 牝 ヘンリーバローズ ルージェリティ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 小菅　誠 10,450,000
722 牝 モーニン レッドカルディア 新冠 （有）カミイスタット (有)日高軽種馬共同育成公社落札 田頭　勇貴 2,420,000
723 牡 サトノクラウン リヴァプール 三石 折手牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 横田　秀明 6,600,000
724 牝 スノードラゴン リブレドバンク 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
725 牡 ダノンシャーク リリークラウン 平取 （有）北島牧場 （有）北島牧場 落札 森中  蕃 23,100,000
726 牝 ベストウォーリア リレミト 静内 今牧場 カルペディエム メイド 主取
727 牡 リアルスティール ルックオブラヴ 東京 パングロス（有） （株）愛知ステーブル 落札 中村  徳也 5,720,000
728 牡 タリスマニック ワタシダイナマイト 様似 （有）小田牧場 （株）木村育成牧場 主取
729 牝 ラブリーデイ アイルゴーバック 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 落札 ミンミンレーシング 1,320,000
730 牡 ビッグアーサー ロミウ 静内 大滝　康晴 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 竹園  正継 9,900,000
731 牝 サンダースノー ロゼットブルー 平取 （有）川向高橋育成牧場 （株）ケイズ 落札 前田　剛 4,180,000
732 牡 ダンカーク ロイヤルソード 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 欠場
733 牝 ブリックスアンドモルタルレコードチェイサー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 椎名　節 9,350,000
734 牝 アジアエクスプレス レストレスハート 三石 小河　豊水 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 エスペランサ(株) 9,020,000
735 牡 マジェスティックウォリアーレゾリューション 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 大浦　保勅 13,200,000
736 牝 サトノクラウン レッドマーキュリー 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 (株)ヴェル 14,300,000
737 牡 ダノンバラード レネット 三石 小野　秀治 mill farm Ocean View Park 落札 光安　了 8,800,000
738 牡 サトノクラウン アースエマーブル 三石 (株)グローリーファーム （株）門別牧場 落札 千葉県馬主会　安田　智彦 4,400,000
739 牝 マクフィ アートオブダンサー 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 荒木  徹 4,400,000
740 牝 ベストウォーリア ロージーサンセット 新冠 （有）カミイスタット 岩見ステーブル 落札 増田　江利子 6,160,000
741 牝 メイショウボーラー ワラッチャオ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)スピードファーム 2,200,000
742 牡 サンダースノー アローシルバー 新冠 柏木　一則 カルペディエム メイド 落札 佐野  信幸 4,400,000
743 牝 スワーヴリチャード エクディス 三石 沖田　博志 本桐共同育成センター 落札 日本中央競馬会 5,280,000
744 牝 マクフィ イエスアイキャン 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 欠場
745 牝 ホークビル イアハート 荻伏 小林　正仁 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ビッグレッドファーム 2,750,000
746 牝 ビッグアーサー アシドベリー 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 主取
747 牡 ラブリーデイ アイコチャン 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 (有)コスモヴューファーム 2,200,000
748 牡 シュヴァルグラン アイルビーファイン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 吉岡  泰治 7,150,000
749 牝 イスラボニータ アクトナチュラリー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 波多野　了平 6,600,000
750 牝 ベストウォーリア アグネスバラード 静内 （有）カタオカファーム 藤春　修二 落札 竹園  正継 10,450,000
751 牡 レッドファルクス アモールミーオ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 兼松　康太 5,280,000
752 牡 ストロングリターン アラビアンパール 浦河 江谷牧場 江谷牧場 落札 谷口　悦一 4,400,000
753 牝 ホッコータルマエ アルマシャウラ 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 ㈱ビープロジェクト 7,260,000
754 牡 マジェスティックウォリアーアルマーズビコー 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 落札 千葉県馬主会　(株)マフィン10,450,000
755 牡 ベストウォーリア アナコンダ 平取 （有）川向高橋育成牧場 （株）ケイズ 落札 稲場　澄 2,750,000



756 牝 シニスターミニスター アートアロング 静内 大滝　康晴 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 石川県馬主協会 3,300,000
757 牝 アメリカンペイトリオット アートラヴァー 三石 小河　豊水 福地トレーニングファーム 主取
758 牝 サトノクラウン アリュマージュ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 河野　孝明 5,500,000
759 牡 シャンハイボビー アイリッシュビート 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 佐賀県馬主会　酒井　孝敏13,200,000
760 牝 ミッキーアイル ウィンディガーデン 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 4,400,000
761 牝 ホッコータルマエ エアブライス 愛知 （株）ＳＧプランニング （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 13,200,000
762 牡 シュヴァルグラン イエロースター 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 落札 埼玉県馬主会　立山　伸二 5,940,000
763 牝 モーニン イグアスフォールズ 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 落札 八嶋　長久 5,720,000
764 牡 バゴ イセノメガミ 荻伏 桑田　正己 三好　悠太 主取
765 牝 ホークビル イルミナーレ 十勝 小林　和幸 （株）森本スティーブル 主取
766 牡 ロジャーバローズ アートオブビーン 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 (株)レックス 14,850,000
767 牡 ファインニードル アースエンジェル 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 (株)Ｗプロパティー 22,000,000
768 牝 サンダースノー ヴィオレッタ 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 5,720,000
769 牡 アメリカンペイトリオット ヴィクトワール 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (株)ライフフィールズ 3,300,000
770 牝 ニューイヤーズデイ エクレールアンジュ 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 落札 埼玉県馬主会　楠　昌史 5,500,000
771 牝 ベストウォーリア エンパイアソウル 荻伏 小林　正仁 （有）荻伏共同育成場 主取
772 牝 ダノンレジェンド ウディバードソング 静内 木村　秀則 （株）小国スティーブル 主取
773 牡 コパノリッキー ウイニフレッド 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 北海道馬主会　仲尾　正人 5,830,000
774 牡 サトノクラウン ウインヴァネッサ 新冠 （有）川島牧場 発田　文広 落札 兵庫県馬主協会　池田　守11,000,000
775 牡 ビーチパトロール ウインディーヒル 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 小林　量 8,250,000
776 牡 シニスターミニスター ウインドブラーハ 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 7,040,000
777 牡 ベストウォーリア ウインレーヌ 岩手 大野　春男 本桐共同育成センター 落札 仲辻　正貴 5,500,000
778 牡 スマートファルコン オカノプレイヤー 荻伏 （同）カケハムポニークラブ （同）カケハムポニークラブ 主取
779 牡 ベストウォーリア エメラルドアロー 静内 坂本　智広 坂本　智広 欠場
780 牡 フリオーソ エレガントフラッグ 三石 沖田　忠幸 （株）門別牧場 落札 神奈川県馬主協会　(株)ｹﾝﾀｳﾛｽ6,050,000
781 牡 サンダースノー エヴォリューション 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 ミレレーシング 13,750,000
782 牝 ダノンレジェンド エロイナ 新冠 （有）上井農場 （有）福山育成牧場 落札 清宮　義男 2,750,000
783 牝 ダンカーク エーシンシルビア 三石 川端　英幸 川端　英幸 落札 佐賀県馬主会　原　久美子 1,650,000
784 牝 インカンテーション オジャッタモンセ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 神奈川県馬主協会　安澤　義三3,300,000
785 牡 ラブリーデイ オリヅル 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 武中　進 3,300,000
786 牝 ドレフォン オータムカラー 新冠 （有）カミイスタット (有)日高軽種馬共同育成公社落札 橋本　浩 13,200,000
787 牡 ゴールドシップ オールエリザベス 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 竹園  正継 11,000,000
788 牡 マインドユアビスケッツ オールモストゼア 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 欠場


