
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)

789 牡 ミッキーグローリー カイアナイト 新冠 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 田頭　勇貴 3,410,000
790 牝 バゴ カウントオンミー 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 主取
791 牡 ミッキーグローリー カネスラッゾ 浦河 今井　秀樹 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (有)スピードファーム 2,200,000
792 牡 ホークビル カラフルロマンス 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 3,300,000
793 牝 モンテロッソ カレイジャスミン 新冠 （株）レジェンドファーム （有）大作ステーブル 主取
794 牝 バンブーエール カールブライトリー 浦河 （有）一珍棒牧場 （株）愛知ステーブル 主取
795 牝 ブラックタイド ギリア 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
796 牝 ミッキーグローリー キューティロンプ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会　泉　一郎 5,500,000
797 牝 トビーズコーナー キタサンテンビー 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 伊藤　良兵 3,300,000
798 牡 レーヴミストラル キテキ 三石 元茂　修一 （株）Ｔホースランチ 主取
799 牡 デクラレーションオブウォーギンマクノヨウセイ 胆振 阿部　栄乃進 （有）チェスナットファーム 主取
800 牝 ジャングルポケット クインズキンバリー 静内 (株)アフリートファーム Ｎ＆Star(同)トレーニングセンター落札 番園　一男 2,750,000
801 牝 フリオーソ クリムゾンフレア 三石 山口　忠彦 （有）荻伏共同育成場 主取
802 牝 サトノダイヤモンド クレタパラドックス 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 落札 中平　和宏 3,410,000
803 牡 ロゴタイプ クロスアンジュ 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル（新冠育成公社内）落札 野嶋　祥二 4,400,000
804 牡 エスポワールシチー クラリン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 神奈川県馬主協会　岡本　真二11,000,000
805 牝 アジアエクスプレス キタサンポケット 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 楠本　勝美 1,100,000
806 牡 ラブリーデイ ケンコウランハート 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 峰  哲馬 4,620,000
807 牝 イスラボニータ コマノリリー 胆振 （有）新井牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 三宅  勝俊 18,150,000
808 牝 スマートファルコン コスモメソッド 浦河 山口　義彦 （株）愛知ステーブル 落札 和田　博美 5,720,000
809 牡 モーニン サクラヴィッキー 静内 （有）山田牧場 （同）谷岡スタット 落札 G･S 2,750,000
810 牝 アジアエクスプレス ゴッドカリビアン 新冠 芳住　鉄兵 岩見ステーブル 落札 埼玉県馬主会　田頭　勇貴 5,500,000
811 牝 アルアイン ゴブレット 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 吉木　伸彦 4,400,000
812 牡 ロジャーバローズ キャッスルブラウン 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 主取
813 牡 ベストウォーリア クリンゲルベルガー 新冠 村上　雅規 クラックステーブル 落札 池田　賢史 5,830,000
814 牝 サトノアラジン クイーンカアフマヌ 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 主取
815 牝 メイショウボーラー クリアーパッション 浦河 本巣　敦 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 3,300,000
816 牝 パイロ コウユーユメダンス 三石 飯岡牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ビッグレッドファーム 6,380,000
817 牡 オルフェーヴル サクレディーヴァ 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 欠場
818 牝 トゥザワールド サツマガイア 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 京栄産業（株） 3,850,000
819 牝 ダイワメジャー サラシー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 田畑　利彦 5,280,000
820 牡 ホークビル サンデーヒロイン 浦河 （有）絵笛牧場 （株）森本スティーブル 落札 渡辺　昌之 2,200,000
821 牡 ディープブリランテ サンマルリトリート 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 主取
822 牡 トゥザワールド サクラシンフォニー 静内 （有）山田牧場 （同）谷岡スタット 落札 (有)グランデファーム 3,850,000
823 牝 エピカリス サーペンヴィグラス 三石 山野牧場 （同）山野勝也ステーブル 主取
824 牝 ビッグアーサー カイドウ 静内 山際　智 （有）ヤマダステーブル 落札 中辻　明 2,750,000
825 牝 モーニン カクテルフォンテン 門別 新井　弘幸 新井　弘幸 落札 中村　二郎 5,280,000



826 牡 トランセンド ガニエ 門別 横井　哲 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 東京都馬主会　柳原　稔子11,550,000
827 牡 ニシケンモノノフ クルイザキ 静内 (株)アフリートファーム Ｎ＆Star(同)トレーニングセンター落札 宮﨑  忠比古 6,820,000
828 牡 リオンディーズ サワヤカムスメ 胆振 （有）新井牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 神奈川県馬主協会　Don.ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ(株)13,200,000
829 牡 イスラボニータ シルバーフォー 門別 新井昭二牧場 （有）チェスナットファーム 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 4,620,000
830 牝 ロゴタイプ シャインパーミット 静内 上野　正恵 上野　正恵 落札 門澤　慎 2,640,000
831 牝 エスポワールシチー ジュエルド 三石 （有）米田牧場 （有）パイオニアファーム 落札 藤井　亮輔 6,820,000
832 牝 カリフォルニアクローム ジョリファム 大阪 （株）リアン (有)日高軽種馬共同育成公社落札 小笹　公也 6,380,000
833 牝 カレンブラックヒル シルヴァースプーン 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
834 牝 マジェスティックウォリアーシルクドレス 浦河 （有）絵笛牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
835 牡 ウインバリアシオン シーズババズディライト 東北 石田　英機 石田　英機 落札 茶谷　寧 2,200,000
836 牡 モーニン ガーリッシュハート 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 (有)キタジョファーム 3,300,000
837 牝 ヘニーヒューズ ゴッドダンシング 新冠 森永　聡 岩見ステーブル 落札 フジイ興産(株) 17,050,000
838 牡 キンシャサノキセキ コフィーチャン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
839 牝 サトノダイヤモンド ココロノスポーツ 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 欠場
840 牡 アドマイヤムーン シルクプロミス 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 神奈川県馬主協会　(同)JPN技研2,750,000
841 牡 バンブーエール スイートアリエッタ 浦河 （有）一珍棒牧場 （株）愛知ステーブル 落札 星加　浩一 2,750,000
842 牡 ダノンレジェンド スイートライラック 静内 伊藤　敏明 （株）小国スティーブル 主取
843 牡 ホッコータルマエ セラフィックロンプ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 (有)ケイアイファーム 13,750,000
844 牝 スクリーンヒーロー スカイグラフィティ 新冠 山岡ファーム （株）ＮＹＳ 落札 小菅　誠 7,370,000
845 牝 サンダースノー スコッチリンクス 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 主取
846 牡 イスラボニータ スズカマンサク 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 (有)辻  牧場 4,180,000
847 牡 スマートファルコン スイートリリック 三石 飯岡牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 国田　正忠 6,600,000
848 牝 エピカリス ドナアンブロージア 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 久松　朋史 3,960,000
849 牡 エスポワールシチー スティッチ 門別 門別　尚省 （株）門別牧場 落札 松野　真一 7,260,000
850 牝 アポロケンタッキー ステージワンスモア 新冠 （有）浅川牧場 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ 落札 (有)キタジョファーム 2,200,000
851 牡 リアルインパクト ストーリーライン 三石 レースホース牧場（株） （株）白馬牧場 落札 水上  行雄 3,850,000
852 牡 シャンハイボビー スマートローズ 三石 （有）山際ｾﾝﾄﾗﾙｽﾀｯﾄﾞ 本桐共同育成センター 落札 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ組合 4,620,000
853 牡 ヘニーヒューズ スターリットスカイ 門別 森永牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)Y.Y.Blood Stock 6,820,000
854 牡 ファインニードル スリーアフロディテ 胆振 （有）新井牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 欠場
855 牝 コパノリッキー シーエーパイロット 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 主取
856 牝 ルーラーシップ セラフィーヌ 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 落札 東京都馬主会　中西　功 16,500,000
857 牝 ワールドエース ティアラトウショウ 三石 乾　皆雄 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
858 牝 アルアイン タガノシムナ 荻伏 （有）市川ファーム （有）チェスナットファーム 落札 門澤　慎 3,740,000
859 牝 グランデッツァ ニシノフジムスメ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 川添　裕起 3,190,000
860 牡 サトノアレス ノーモアクライ 新冠 （有）山岡牧場 （株）森本スティーブル 落札 和田　正巳 6,270,000
861 牡 パドトロワ サクラエボル 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 赤松　敬之 4,400,000
862 牝 アメリカンペイトリオット クィーンロマンス 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 落札 酒井　孝敏 3,850,000
863 牡 ロジユニヴァース タイセイアヴァンセ 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取



864 牡 ホークビル タイセイヴィグラス 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 6,270,000
865 牝 マクフィ トゥルーストーリー 関東 恵比寿興業(株)那須野牧場 （有）チェスナットファーム 落札 小泉　修 4,400,000
866 牡 ミッキーグローリー タスクミストレス 静内 秋田育成牧場 （有）高橋ファーム 落札 埼玉県馬主会　立山　伸二 6,600,000
867 牝 サトノクラウン ダノニー 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 辻　高史 9,020,000
868 牡 マクフィ チャームアップ 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 本間　茂 7,920,000
869 牡 ヘニーヒューズ トモトモリバー 荻伏 秋場牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 古賀　慎一 16,500,000
870 牡 レーヴミストラル トチノタイヨー 静内 漆原牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 主取
871 牝 ダイワメジャー トーセンハーディ 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 森中  蕃 27,500,000
872 牝 ダノンシャンティ ハイヨーシルバー 東京 ウィニング・アグリー(株) （株）森本スティーブル 主取
873 牝 エスポワールシチー トスカーナ 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 日本中央競馬会 8,800,000
874 牝 ダノンレジェンド テレキネシス 静内 山際　智 （有）ヤマダステーブル 落札 (有)グランデファーム 2,200,000
875 牡 バトルプラン ダイヤモンドハート 静内 上野　正恵 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 伊藤　恵介 7,810,000
876 牝 ネロ ニシノクローバー 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 夏間　洋平 3,850,000
877 牡 シュヴァルグラン ニューステップ 浦河 山田　昇史 （株）門別牧場 主取
878 牡 ホッコータルマエ ネオザフラッシュ 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 落札 (株)エスティ 9,020,000
879 牡 ミッキーロケット サクラメガマックス 静内 （有）山田牧場 （同）谷岡スタット 落札 瓜生　和彦 3,520,000
880 牡 アポロケンタッキー センティーレ 新冠 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)とも 6,050,000
881 牡 カリフォルニアクローム ハイレイヤー 門別 新井昭二牧場 （有）チェスナットファーム 落札 神奈川県馬主協会　今中　俊平6,380,000
882 牡 ホークビル ハミングライフ 荻伏 （有）梅田牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 埼玉県馬主会　ﾗｲﾌｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(株)15,950,000
883 牝 シニスターミニスター バアゼルザウバー 胆振 （有）市川牧場 （有）市川牧場 落札 日本中央競馬会 7,480,000
884 牡 ストロングリターン バイオレントハート 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 主取
885 牡 レッドファルクス パッションレッド 三石 山口　忠彦 （有）荻伏共同育成場 主取
886 牡 レインボーライン ハッピーディレンマ 静内 (株)アフリートファーム Ｎ＆Star(同)トレーニングセンター落札 (株)京都ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 2,750,000
887 牡 シュヴァルグラン パトリツィア 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 星野　祐介 2,750,000
888 牝 リアルインパクト パナマックス 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 欠場
889 牝 ロジャーバローズ ノーブルストーン 新冠 石郷岡　松太郎 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 福地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 1,100,000
890 牡 ジャスタウェイ コマノレジェンド 胆振 （有）新井牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 幅田　京子 19,800,000
891 牝 ドゥラメンテ パワーフレーズ 三石 上村　清志 セールスプレップサービス 落札 日本中央競馬会 9,240,000
892 牝 パドトロワ バーニングテイスト 静内 漆原牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 主取
893 牡 アドマイヤムーン バーニングハート 新冠 （有）山岡牧場 （株）森本スティーブル 落札 西田　順彦 5,830,000
894 牝 デクラレーションオブウォーパールデルタ 新冠 （有）アラキファーム ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 (株)クラウン 4,950,000
895 牡 シニスターミニスター バーレーヘッズ 門別 （株）目黒牧場 （株）白井牧場 落札 加藤  守 18,150,000
896 牝 アニマルキングダム ハートオブスワロー 荻伏 （有）村下農場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 鈴木　雅俊 6,600,000
897 牝 マジェスティックウォリアーハーランズワンダー 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 小林  祥晃 5,500,000
898 牡 キズナ パールレディ 東北 ワールドファーム （有）チェスナットファーム 落札 鈴木　照雄 18,150,000
899 牝 エイシンヒカリ フォーシンズ 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 落札 (株)クラウン 3,300,000
900 牝 アルアイン ゴールドスカイ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 小島　章義 19,250,000
901 牡 モーリス ビウイッチアス 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 前原　敏行 18,700,000



902 牡 サンダースノー ヒカルマイハート 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 落札 竹園  正継 20,900,000
903 牡 トゥザワールド ピサノロマン 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 嶋田　武彦 3,300,000
904 牡 エスポワールシチー ビーナストリック 新冠 （有）岩見牧場 岩見ステーブル 落札 日本中央競馬会 4,400,000
905 牡 サトノクラウン パチュリー 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 鬼塚  義臣 5,060,000
906 牝 シニスターミニスター プーカ 三石 飯岡牧場 （有）福山育成牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 18,150,000
907 牡 マジェスティックウォリアーフォルゴラーレ 大阪 藤田　孟司 （有）チェスナットファーム 落札 尾田　信夫 18,150,000
908 牡 ジョーカプチーノ ファルファラ 三石 元茂牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)キタジョファーム 5,720,000
909 牝 ホークビル プテリュクス 静内 （株）ウエスタンファーム オーシャンズランチ 落札 幅田　京子 8,140,000
910 牝 ロジャーバローズ プリンセスミユキ 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 3,300,000
911 牡 シュヴァルグラン ブルーインザスカイ 荻伏 ㈲エムエム､ヤマダファーム 福地トレーニングファーム 落札 合同会社　チェスター 5,500,000
912 牡 レッドファルクス ブーケトウショウ 荻伏 村下　清志 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 伊藤　永二郎 6,050,000
913 牡 エピカリス ニシノミーチャン 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 幅田　京子 18,150,000
914 牡 ダノンシャンティ フサイチミライ 東京 ウィニング・アグリー(株) （株）森本スティーブル 欠場
915 牝 ダイワメジャー プルクワパ 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 尾上　寿夫 17,600,000
916 牝 ニシケンモノノフ フレンチフレイバー 平取 （有）赤石牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 ウエスト.フォレスト.ステイブル(株)6,600,000
917 牝 ヤマカツエース ブラッシュウィズデスティニー静内 漆原牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 主取
918 牡 パドトロワ ベルモントパティ 新冠 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
919 牡 スマートファルコン フロールシータ 門別 門別　尚省 （株）門別牧場 落札 兵庫県馬主協会　有馬　久和9,350,000
920 牝 リアルスティール フラットウェアー 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 鈴木　照雄 10,450,000
921 牡 ミッキーグローリー プロジェクション 新冠 （株）安達牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 古賀　禎彦 2,640,000
922 牝 アメリカンペイトリオット ファウンテンジョイ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 落札 戸山  光男 6,160,000
923 牡 アドマイヤムーン フルオブドリームズ 静内 (株)アフリートファーム Ｎ＆Star(同)トレーニングセンター落札 (株)Y.Y.Blood Stock 4,400,000
924 牝 ヘンリーバローズ ブルーロゼット 十勝 小林　和幸 （株）森本スティーブル 落札 (株)ヴェル 5,500,000
925 牡 ヤマカツエース ミキノクレシェンド 浦河 （有）浦河育成牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 ﾗｲﾌｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(株) 9,350,000
926 牡 トビーズコーナー サクラワイズ 静内 （有）山田牧場 （同）谷岡スタット 落札 北海道馬主会　岡田　孝之 5,060,000
927 牡 シュヴァルグラン メイショウベルシア 十勝 ㈱リトルブルーファーム ㈱リトルブルーファーム 落札 松本　好雄 6,050,000
928 牡 ヴィクトワールピサ ピアグラス 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 鶴田　稔 4,400,000
929 牡 シュヴァルグラン ピカケレイ 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 楠本　勝美 3,520,000
930 牡 ベストウォーリア ピュアアモーレ 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 深見  富朗 10,450,000
931 牡 ホッコータルマエ プチットマドレーヌ 浦河 本巣　敦 （有）荻伏共同育成場 落札 千葉県馬主会　安田　智彦 6,820,000
932 牝 アメリカンペイトリオット ベルフロレゾン 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 落札 瀧本  和義 2,970,000
933 牝 トランセンド ヘイハニー 静内 秋田育成牧場 （有）高橋ファーム 落札 橋本　富夫 2,200,000
934 牡 パイロ ペニーホイッスル 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 猪熊　広次 17,050,000
935 牝 オルフェーヴル ペパーミントラヴ 三石 飯岡牧場 エレガンスファーム 落札 (株)ケンタウロス 8,360,000
936 牡 アジアエクスプレス ベルファム 新冠 （有）石田牧場 岩見ステーブル 主取
937 牡 アニマルキングダム プロプライエタリ 東北 ワールドファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
938 牝 ビッグアーサー ペロチャン 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
939 牡 ラニ フロントタック 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 幅田  昌伸 3,960,000



940 牡 ダノンレジェンド ポレモス 大阪 藤田　孟司 （有）チェスナットファーム 落札 竹園  正継 8,800,000
941 牡 ダンカーク ヴォーグジャック 浦河 鵜木　唯義 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 アークフロンティア(株) 3,630,000
942 牝 シルバーステート ヤマイチシキブ 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 落札 森本　敏正 1,320,000
943 牝 エイシンヒカリ ポリリズム 三石 乾　皆雄 （有）荻伏共同育成場 落札 (株)レックス 2,200,000
944 牡 タリスマニック ポーズ 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 大島　豊彦 5,500,000
945 牡 シルバーステート ホーリーフルーツ 新冠 村上　雅規 クラックステーブル 落札 大浦　保勅 13,750,000
946 牝 エスケンデレヤ ホワイトプラネット 新冠 （有）ムラカミファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
947 牝 パドトロワ ボンジュールカレン 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 田頭　勇貴 1,100,000
948 牝 パイロ マイネマニフィーク 浦河 （有）絵笛牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 99.9 3,300,000
949 牡 サトノクラウン リリースタイル 胆振 阿部　栄乃進 （有）チェスナットファーム 落札 (株)Y.Y.Blood Stock 3,520,000
950 牝 ベストウォーリア イシノウォーニング 新冠 （有）石田牧場 藤平ステーブル（新冠育成公社内）主取
951 牝 モーリス メジロコウミョウ 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 ＭＧＴレーシング 8,910,000
952 牝 スクリーンヒーロー ライムチャン 新冠 山岡ファーム （株）ＮＹＳ 落札 津田　浩一 2,310,000
953 牝 ストロングリターン マチカネセキガハラ 門別 アイズスタッド（株） ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 埼玉県馬主会　迎　徹 5,500,000
954 牝 ホッコータルマエ マイネローレライ 東北 （有）荒谷牧場 （株）愛知ステーブル 主取
955 牝 リオンディーズ マイラッキー 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,410,000
956 牡 ダンカーク マインツ 浦河 浦河小林牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 村上　稔 7,920,000
957 牡 バゴ マリーンジャングル 東北 伊藤牧場 （株）ケイズ 落札 稲場　澄 2,200,000
958 牝 エスポワールシチー マルティプライ 新冠 村上　雅規 村上　雅規 落札 竹園  正継 9,570,000
959 牡 ロゴタイプ マイネフォクシー 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 落札 宮﨑  忠比古 3,300,000
960 牝 リアルインパクト マジックポーションⅡ 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
961 牝 サトノクラウン マヤノロシュニ 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 ＩＲレーシング 2,420,000
962 牝 イスラボニータ ランデックギブリ 新冠 （株）安達牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 埼玉県馬主会　小林　裕典 5,500,000
963 牝 キタサンミカヅキ リサイトアチャーム 新冠 （株）レジェンドファーム （有）大作ステーブル 主取
964 牝 レーヴミストラル リバーラスベル 三石 山野牧場 （同）山野勝也ステーブル 落札 GLITTER(株) 2,200,000
965 牡 ホッコータルマエ ミナスジェライス 浦河 （有）絵笛牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 吉冨　学 15,950,000
966 牡 リアルスティール ミヤジマミー 荻伏 村中牧場 （有）チェスナットファーム 落札 古賀　慎一 4,840,000
967 牡 アドミラブル メイショウジビュス 浦河 本巣　敦 （有）荻伏共同育成場 主取
968 牡 ベストウォーリア メイレディ 荻伏 村下　清志 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 埼玉県馬主会　ASUKA KIKAKU(株)17,050,000
969 牝 アジアエクスプレス メロークーミス 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 小松　欣也 5,060,000
970 牡 ゴールドアクター オグリダイアン 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 浦野　和由 4,510,000
971 牝 ロゴタイプ ヤマイチマロン 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 落札 千葉県馬主会　森　和久 5,500,000
972 牝 レーヴミストラル ヤマトダイアンサス 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 落札 (有)ミルファーム 1,870,000
973 牝 ダノンレジェンド ユキノセリーヌ 荻伏 市正牧場 （株）愛知ステーブル 主取
974 牝 トビーズコーナー ユメカスミ 十勝 ㈱リトルブルーファーム ㈱リトルブルーファーム 落札 小野  博郷 1,650,000
975 牡 エスポワールシチー ユーアーマイン 三石 飯岡牧場 （有）福山育成牧場 落札 日下部  勝徳 19,250,000
976 牡 ヘニーヒューズ アイライン 新冠 （有）アラキファーム （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)31,900,000
977 牡 ジャスタウェイ アイランドファッション 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 小笹　公也 20,900,000



978 牡 メイショウサムソン アップルティー 三石 （有）元道牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
979 牝 コパノリッキー イイデサンドラ 新冠 山岡ファーム （株）小国スティーブル 主取
980 牡 ジャスタウェイ メイショウボーテ 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)フロンティア 5,500,000
981 牡 カリフォルニアクローム ライトゼア 静内 Ｐｅｒｒｙ　Ｍａｒｔｉｎ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 主取
982 牝 ファインニードル ライブリースプライト 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 落札 森本　研太 2,200,000
983 牡 アメリカンペイトリオット ラサンバ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 主取
984 牝 ミッキーグローリー ラプチュア 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル（新冠育成公社内）落札 田頭　勇貴 2,200,000
985 牡 アドマイヤムーン ラブリーサンデー 静内 荒木　貴宏 福地トレーニングファーム 主取
986 牡 シャンハイボビー ラーケン 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 岡村　善行 13,200,000
987 牝 ルーラーシップ レジェ 三石 レースホース牧場（株） （有）チェスナットファーム 主取
988 牝 ホッコータルマエ エルビーローズ 浦河 鵜木　唯義 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 神奈川県馬主協会　三浦　勝仁5,720,000
989 牝 バトルプラン ローズヘイロー 新冠 （有）石田牧場 岩見ステーブル 落札 (株)ＮＫＫレーシング 4,400,000
990 牝 ラブリーデイ レッドアランダ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 辻　高史 3,300,000
991 牡 ロゴタイプ レディルー 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)キタジョファーム 3,850,000
992 牡 シルバーステート レイバーリフォーム 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 30,800,000
993 牝 コパノリッキー レッツグルーヴ 門別 荒井ファーム （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 ウエスト.フォレスト.ステイブル(株)3,300,000
994 牡 アメリカンペイトリオット リキサンキャロル 浦河 山田　昇史 Gates Stable 主取
995 牡 カレンブラックヒル リコーマチルダ 新冠 （株）リコーファーム （株）リコーファーム 落札 瀬野尾　裕久 9,570,000
996 牝 リーチザクラウン ウマヤノニウシ 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 (株)京都ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 5,500,000
997 牡 ロゴタイプ オンザウインド 三石 山野牧場 （有）グランデファーム 主取
998 牝 グランデッツァ アリーヤ 門別 門別　正 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
999 牝 モーリス リトルダーリン 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 宮崎　俊也 9,350,000

1000 牝 ベーカバド レイニータ 新冠 （株）レジェンドファーム （有）大作ステーブル 主取
1001 牡 エピカリス レオキラメキ 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 犬塚　悠治郎 6,270,000
1002 牝 ストロングリターン レアリサール 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1003 牝 カリフォルニアクローム レイクポンチャトレイン 静内 Ｐｅｒｒｙ　Ｍａｒｔｉｎ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 主取
1004 牡 モンテロッソ リジョウクラウン 十勝 ㈱リトルブルーファーム ㈱リトルブルーファーム 落札 兵庫県馬主協会　西尾　聖 3,300,000
1005 牝 シャンハイボビー ロイヤルメジャー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 森中  蕃 22,000,000
1006 牡 ジョーカプチーノ ロッツオブラブ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 竹園  正継 5,720,000
1007 牡 マジェスティックウォリアーロードナイト 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 欠場
1008 牝 オルフェーヴル ロアジス 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)シンザンクラブ 5,940,000
1009 牡 モーニン レッドスピリッツ 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 埼玉県馬主会　曽根　正 6,160,000
1010 牡 サクラオリオン ワンスアポンタイム 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 星加　浩一 2,200,000
1011 牡 アニマルキングダム エナジーワイルド 胆振 阿部　栄乃進 （有）チェスナットファーム 落札 神奈川県馬主協会　小林　和義4,620,000
1012 牡 アドミラブル ワイルドテイル 浦河 鵜木　唯義 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 真下　辰夫 3,300,000
1013 牝 カレンブラックヒル アイアムトゥルー 門別 荒井ファーム （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
1014 牡 スズカコーズウェイ アイシースズカ 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 松井　光夫 13,200,000
1015 牡 モーニン アドバンスクラーレ 新冠 （株）那須野 ナスノファーム 落札 (株)CHEVAL　ATTACHE　 11,000,000



1016 牝 ディスクリートキャット アドマイヤジュエル 門別 （有）いとう牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1017 牡 サンダースノー アイアムエレガント 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 主取
1018 牝 ホッコータルマエ アウレオーラ 三石 山野牧場 （同）山野勝也ステーブル 落札 星加　浩一 9,020,000
1019 牝 ゼンノロブロイ アムールエテルネル 三石 (有)三石ビクトリーファーム パッショーネ 主取
1020 牝 アニマルキングダム エルメスショコラ 門別 新井昭二牧場 （有）チェスナットファーム 落札 稲葉　光昭 2,200,000
1021 牡 ベストウォーリア アルトゥーナ 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
1022 牡 アニマルキングダム アルデグロリア 三石 元茂牧場 岩見ステーブル 落札 佐賀県馬主会　原　久美子 1,650,000
1023 牡 マクフィ アクアシャンデリア 三石 （有）米田牧場 （有）パイオニアファーム 落札 水谷　昌晃 10,450,000
1024 牝 ロゴタイプ アースウィンド 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 落札 佐賀県馬主会　楊　明翰 13,200,000
1025 牡 トゥザワールド オグリピンキー 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈱紅谷 2,200,000
1026 牡 ヴィクトワールピサ イイデステップ 新冠 山岡ファーム （株）小国スティーブル 主取
1027 牡 バトルプラン イケノナイン 門別 池添　安雄 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 欠場
1028 牡 シュヴァルグラン イシノエストック 新冠 （有）石田牧場 藤平ステーブル（新冠育成公社内）主取
1029 牡 ニューイヤーズデイ エレガントテソーロ 三石 レースホース牧場（株） （有）チェスナットファーム 落札 戸山  光男 5,500,000
1030 牝 アメリカンペイトリオット エイシンポラリス 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 宮﨑  忠比古 7,150,000
1031 牝 シャンハイボビー ウィズペイシェンス 平取 （有）赤石牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 (同)雅苑興業 10,450,000
1032 牝 カキツバタロイヤル ウインホイッスル 十勝 小林　和幸 （株）森本スティーブル 主取
1033 牝 エスケンデレヤ ヴェレーナ 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 落札 日本中央競馬会 8,800,000
1034 牡 スマートファルコン エーシンヘラ 三石 （有）元道牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 田中　成奉 13,750,000
1035 牝 マインドユアビスケッツ エヴァンジェリン 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 神奈川県馬主協会　木村　良明4,400,000
1036 牝 フリオーソ エフヨンエフ 三石 （有）米田牧場 （有）福山育成牧場 落札 東京都馬主会　今村　明浩13,200,000
1037 牡 ロジャーバローズ エリモプリンセス 三石 （有）山際ｾﾝﾄﾗﾙｽﾀｯﾄﾞ 本桐共同育成センター 落札 (有)キタジョファーム 4,400,000
1038 牡 ホッコータルマエ エムオーパール 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 前田　清二 5,500,000
1039 牡 リアルスティール エレンシア 関東 恵比寿興業(株)那須野牧場 （有）チェスナットファーム 落札 STレーシング 13,750,000
1040 牝 シュヴァルグラン エンゼルジョーカー 静内 山際　智 （有）ヤマダステーブル 落札 (株)門別牧場 1,650,000
1041 牝 アレスバローズ オンザスローン 門別 森永牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1042 牡 マジェスティックウォリアーオーバルカット 浦河 鵜木　唯義 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取


