
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)

1043 牡 ディスクリートキャット カクテルラウンジ 新冠 （有）ハクツ牧場 （株）小国スティーブル 落札 (株)レックス 4,950,000
1044 牡 シニスターミニスター カフジサファイア 荻伏 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム 落札 兵庫県馬主協会　(株)さくらｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ12,650,000
1045 牡 リアルスティール カメリアローズⅡ 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 (株)H.Iコーポレーション 4,950,000
1046 牡 ディスクリートキャット ガーランドワルツ 神奈川アークフロンティア（株） （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 日本中央競馬会 11,000,000
1047 牝 ジョーカプチーノ カリズマ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 主取
1048 牝 バトルプラン カワカミハナコ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 間宮　秀直 5,500,000
1049 牝 アニマルキングダム カグラヤルージュ 門別 （有）浜本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)加藤ステーブル 3,300,000
1050 牡 ホッコータルマエ カゼノサファイア 新冠 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 落札 埼玉県馬主会　藤平　浩幸 8,250,000
1051 牡 ダノンレジェンド カタストロフィ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
1052 牡 アジアエクスプレス キアーロ 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド 落札 今中　俊平 3,850,000
1053 牝 アメリカンペイトリオット キアーロベルタ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 主取
1054 牡 ホークビル グレイトアプローズ 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 石井　智 2,200,000
1055 牝 ニシケンモノノフ キスオブザビーナス 静内 （有）橋本牧場 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 阪田　英裕 1,650,000
1056 牡 ダンカーク キモンオレンジ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 琴浦　諒 5,500,000
1057 牡 ニシケンモノノフ キャラメリゼ 静内 （有）畠山牧場 （有）カタオカステーブル 落札 間宮　さとこ 2,200,000
1058 牡 ワールドエース キューバンリズムⅡ 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 埼玉県馬主会　柏木　務 5,500,000
1059 牝 ベストウォーリア クインズプリンセス 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 檜森　高史 770,000
1060 牡 マジェスティックウォリアーグローブ 三石 （有）広田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 市川　智 11,000,000
1061 牝 アニマルキングダム グローリアスイリス 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 欠場
1062 牡 ベストウォーリア クリノクロフネ 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）荻伏共同育成場 落札 和田　博美 8,140,000
1063 牡 バトルプラン ギンザクイーンビー 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド 落札 神奈川県馬主協会　山本　将司4,400,000
1064 牡 イスラボニータ ゲイエティ 門別 春木ファーム 春木ファーム 落札 荒木　誠 9,900,000
1065 牡 カレンブラックヒル ゲストアスリート 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 石川県馬主協会 2,750,000
1066 牝 ラブリーデイ ケージーヒトメボレ 三石 松本牧場 mill farm Ocean View Park 落札 檜森　高史 1,100,000
1067 牡 アジアエクスプレス ケーズノーツ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 (株)ﾋﾎﾟﾌｧｲﾙ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 11,550,000
1068 牝 スワーヴリチャード クインズラッシュ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 小林　由明 3,300,000
1069 牡 レイデオロ サトノネネ 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 サステナジャパン 22,000,000
1070 牝 レーヴミストラル コウジンシュリー 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 中西　浩一 3,300,000
1071 牡 インカンテーション コウヨウアイリーン 東北 マルシチ牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 定蛇　邦宏 8,800,000
1072 牡 コパノリッキー コパノプレゼント 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 小林  祥晃 4,620,000
1073 牡 シルバーステート コンフォータブル 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 小笹　公也 8,800,000
1074 牡 バトルプラン コーリングオブラブ 三石 （株）前田ファーム （有）グランデファーム 落札 湯浅　健司 2,970,000
1075 牡 ホッコータルマエ グローリアスセラン 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 兵庫県馬主協会　前原　敏行13,750,000
1076 牝 ルーラーシップ サトノエレーナ 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 落札 本間　茂 9,900,000
1077 牡 ロゴタイプ サトノマイヒメ 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 (株)アウレア 13,200,000
1078 牝 デクラレーションオブウォーシニスタークイーン 浦河 （有）宮内牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 松本　好雄 6,600,000
1079 牝 ワールドエース サニーヘイロー 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 和田　正巳 4,180,000



1080 牝 ダンカーク サトノコンドル 鹿児島福田　米造 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 柏木  務 5,720,000
1081 牡 アメリカンペイトリオット サンライトムーン 三石 （有）原口牧場 （有）原口牧場 落札 大東  正由 5,500,000
1082 牝 ジャスタウェイ ジェルミナーレ 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 (株)ＦＴＵ 3,850,000
1083 牡 ファインニードル シュネッラー 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 石川県馬主協会 4,400,000
1084 牡 カレンブラックヒル ジュローズ 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド 落札 石坂　茂 5,500,000
1085 牝 ラブリーデイ ジュエリスト 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 主取
1086 牡 アニマルキングダム ジュエルメッセージ 三石 （有）三石橋本牧場 セールスプレップサービス 落札 日本中央競馬会 8,140,000
1087 牝 カレンブラックヒル シュガーハートコン 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 橋本　忠男 1,650,000
1088 牡 エスポワールシチー シュネーバル 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 東京都馬主会　服部　新平15,400,000
1089 牝 アルアイン クレバースランチェ 浦河 （株）ミリオンファーム （株）愛知ステーブル 主取
1090 牡 ディスクリートキャット グラヴィオーラ 新冠 （有）ハクツ牧場 （株）小国スティーブル 落札 中西　浩一 9,020,000
1091 牡 ファインニードル ジョリーリュバン 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 埼玉県馬主会　吉岡　泰治 8,140,000
1092 牡 エスポワールシチー シルショコラティエ 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 吉冨　学 17,050,000
1093 牡 ホッコータルマエ シンメイゲイルス 浦河 （有）北光牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 神奈川県馬主協会　吉岡　泰恵8,800,000
1094 牝 ディスクリートキャット ジューンメイプル 三石 （有）原口牧場 （有）原口牧場 主取
1095 牡 エピファネイア ジュデッカ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 古賀  和夫 24,200,000
1096 牡 アドマイヤムーン シーダーローズ 静内 （有）増本牧場 （株）森本スティーブル 欠場
1097 牡 シュヴァルグラン ジンダバイン 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 神奈川県馬主協会　紙透　一雄8,580,000
1098 牝 フリオーソ シルヴィルージュ 門別 長谷部牧場 カルペディエム メイド 主取
1099 牝 アジアエクスプレス サマーコード 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1100 牝 マインドユアビスケッツ スタコラサッサ 三石 （有）平野牧場 （有）チェスナットファーム 落札 岡田スタッド 9,350,000
1101 牡 ベストウォーリア セイユウスマイル 静内 （有）畠山牧場 （有）カタオカステーブル 落札 (株)門別牧場 3,850,000
1102 牝 ヘニーヒューズ カワカミマゴコロ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 星加　浩一 6,600,000
1103 牡 カリフォルニアクローム クライフターン 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 (有)グランデファーム 5,060,000
1104 牝 シルバーステート クリールソレイユ 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 山岡　正人 13,750,000
1105 牡 ベストウォーリア スカイウォリアー 三石 （有）三石ファーム （有）福山育成牧場 落札 (株)京都ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 5,940,000
1106 牡 ワールドエース スカラムーシュ 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 大嶋　晃一 4,950,000
1107 牡 レッドファルクス スクリーンデビュー 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 幅田  昌伸 10,120,000
1108 牡 デクラレーションオブウォースティルウォーター 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 主取
1109 牝 アジアエクスプレス ストーミーウェザー 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 主取
1110 牡 ストロングリターン スプリングスワン 鹿児島福田　米造 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (有)コスモヴューファーム 3,410,000
1111 牡 ベストウォーリア スーパールミナル 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド 落札 佐山  公男 3,960,000
1112 牡 キズナ スマッシュ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 主取
1113 牝 ベストウォーリア クレヨンルージュ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 岡井　元憲 7,700,000
1114 牡 サトノアラジン セルプランタン 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 栗坂  崇 6,600,000
1115 牝 ベストウォーリア セーヌパリジャンヌ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 落札 田中  晴夫 2,200,000
1116 牡 シュヴァルグラン ソットヴォーチェ 東京 （株）ＭＫアセット （株）白井牧場 落札 (株)吉澤ステーブル 5,720,000
1117 牝 ストロングリターン トウカイセレッソ 平取 （有）びらとり牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 佐山  公男 5,500,000



1118 牡 トゥザグローリー ダイシサンサン 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 欠場
1119 牝 アジアエクスプレス ダイワフェズブルー 新冠 （有）浜口牧場 （有）浜口牧場 主取
1120 牡 デクラレーションオブウォーデンコウブルー 熊本 本田　土寿 （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 7,700,000
1121 牝 ラブリーデイ チリペッパー 門別 前川　義則 （有）カタオカステーブル 主取
1122 牝 ディスクリートキャット ツインダイヤ 門別 （有）ファーミングヤナキタ ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 佐賀県馬主会　原　久美子 1,650,000
1123 牡 シニスターミニスター テンザンオトヒメ 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 松本　好雄 22,550,000
1124 牡 フリオーソ テールバインダー 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1125 牝 アジアエクスプレス トリルビー 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 兵庫県馬主協会　狩野　有子7,150,000
1126 牝 ベストウォーリア スウィートピカンテ 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 主取
1127 牡 モーニン スギノフォルモーザ 三石 （有）三石ファーム （有）福山育成牧場 落札 兵庫県馬主協会　森本　研太7,150,000
1128 牡 スクリーンヒーロー セシャト 新冠 （有）ハクツ牧場 （株）小国スティーブル 主取
1129 牡 アメリカンペイトリオット シンメトリック 三石 （有）原口牧場 （有）原口牧場 主取
1130 牡 カリフォルニアクローム タキオンレディー 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 星加　浩一 6,600,000
1131 牡 ビーチパトロール ダムガルヌンナ 静内 （有）増本牧場 （株）森本スティーブル 落札 社台ファーム 14,850,000
1132 牡 スワーヴリチャード トーコーニーケ 門別 （株）奥山ファーム カルペディエム メイド 欠場
1133 牡 ベストウォーリア トップレイスター 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 落札 細川　勝也 5,500,000
1134 牡 グレーターロンドン トパーズトウショウ 静内 （有）畠山牧場 （有）カタオカステーブル 主取
1135 牝 アジアエクスプレス ダイワサンルージュ 三石 久井牧場 （有）チェスナットファーム 落札 ＡＩレーシング 6,820,000
1136 牝 モーニン ダイヤインザラフ 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 丹後　清勝 2,750,000
1137 牡 アジアエクスプレス ハイフィールド 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 欠場
1138 牝 オルフェーヴル ハービンジャーラス 浦河 林　孝輝 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 5,500,000
1139 牝 メイショウボーラー ドレスコード 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 池田　洋宣 4,180,000
1140 牝 カレンブラックヒル トロピカルスイーツ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 (株)アフリートファーム 2,750,000
1141 牝 エスポワールシチー トーセンファースト 三石 幌村牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 藤本　彰 2,750,000
1142 牝 シュヴァルグラン ドリーボンズレガシー 熊本 本田　土寿 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 田中　成奉 6,160,000
1143 牝 キタサンミカヅキ ナイスゴールド 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 田頭　勇貴 2,750,000
1144 牡 パイロ ナイトオブドバイ 三石 松本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 東京都馬主会　石瀬　浩三22,000,000
1145 牡 ミッキーロケット ストームイメージ 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 鈴木　照雄 8,800,000
1146 牡 シニスターミニスター スフィンクス 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 落札 千葉県馬主会　(有)エッジ 10,450,000
1147 牡 ワンダーアキュート ニュープロローグ 静内 （有）畠山牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
1148 牡 シニスターミニスター ティアドーロ 浦河 （有）宮内牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 幅田　京子 17,600,000
1149 牝 ハービンジャー パッショナルダンス 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 丸山　竜一 6,600,000
1150 牡 ミッキーグローリー ハナオウギ 荻伏 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム 主取
1151 牝 イスラボニータ バニラマカロン 三石 （株）前田ファーム （有）グランデファーム 落札 竹園  正継 8,800,000
1152 牡 ファインニードル ハマギク 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 鈴木　基容 8,470,000
1153 牡 モンテロッソ パリスブルー 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 内田　裕美 1,100,000
1154 牡 ヤマカツエース ヒアデス 門別 前川　義則 （有）カタオカステーブル 落札 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ組合 1,650,000
1155 牡 レッドファルクス ハルノアシオト 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 主取



1156 牝 シニスターミニスター ハルノヒダマリ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 (株)ｵﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 8,800,000
1157 牡 アジアエクスプレス ハギノウィッシュ 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド 落札 (株)Ｂ．Ｂ レーシング 7,700,000
1158 牝 コパノリッキー ボムガール 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 神奈川県馬主協会　(同)雅苑興業5,940,000
1159 牡 エスポワールシチー ハロウィンパレード 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 欠場
1160 牝 ホッコータルマエ ハンドスター 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 田頭　勇貴 5,830,000
1161 牡 トランセンド パーカッショニスト 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 市川義美ＨＤ(株) 6,050,000
1162 牝 スノードラゴン ピカバ 門別 （有）ファーミングヤナキタ (有)日高軽種馬共同育成公社落札 佐藤　友哉 2,750,000
1163 牝 リオンディーズ ブライトエピローグ 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 (有)フロンティア 880,000
1164 牡 ベストウォーリア ホウヨウジーナス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 千葉県馬主会　鈴木　伸哉 3,410,000
1165 牝 アメリカンペイトリオット ピンクブリザード 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 小田　吉男 6,270,000
1166 牝 スノードラゴン ビクトワールイゾレ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
1167 牡 ビッグアーサー ビッグザム 三石 堀川　洋之 （株）門別牧場 落札 楠元　貴司 9,460,000
1168 牡 パイロ パーソナルビリーフ 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 落札 兵庫県馬主協会　小笹　公也7,700,000
1169 牝 シャンハイボビー ハリウッドセレブ 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 欠場
1170 牡 バゴ ビーキュート 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 兵庫県馬主協会　中西　功 9,020,000
1171 牡 モーニン ピースフルデイズ 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 (株)吉澤ステーブル 9,350,000
1172 牝 ファインニードル セレナータ 三石 （有）原口牧場 （有）原口牧場 主取
1173 牡 ビーチパトロール ヒワラニ 静内 （有）畠山牧場 （有）カタオカステーブル 落札 由井　健太郎 2,200,000
1174 牡 レッドファルクス ファブラノヴァ 静内 藤川ファーム （有）ヤマダステーブル 主取
1175 牡 カリフォルニアクローム ファーマペニー 門別 （有）細川牧場 （株）エイトステーブル 主取
1176 牡 ベストウォーリア フィールザライト 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 谷口　悦一 7,700,000
1177 牡 アジアエクスプレス フェスティヴレディ 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 松本　好雄 4,620,000
1178 牝 サンダースノー ボストンサクラ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 (同)雅苑興業 13,750,000
1179 牡 モーニン フライア 門別 （有）ファーミングヤナキタ (有)日高軽種馬共同育成公社落札 菅野　守雄 6,820,000
1180 牝 ファインニードル フラワータッチ 平取 原田　新治 （株）門別牧場 主取
1181 牡 サンダースノー プラージュ 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 24,200,000
1182 牡 マクフィ プリンセス 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 落札 加藤　千豊 2,860,000
1183 牡 スワーヴリチャード フレンチトウショウ 三石 （有）広田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 日本中央競馬会 5,500,000
1184 牡 シニスターミニスター フィアマロッサ 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 本田　恒雄 4,840,000
1185 牡 スズカコーズウェイ プロフュージョン 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 日本中央競馬会 5,940,000
1186 牝 レイデオロ フラワーハート 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 主取
1187 牡 ヴィクトワールピサ ハルワカ 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 主取
1188 牡 ダンカーク ベリーベリータイム 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 澤田　孝之 6,160,000
1189 牝 ワールドエース ペルサントクリール 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 日本中央競馬会 7,150,000
1190 牝 ミッキーロケット ベルメール 新冠 細川農場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1191 牡 ホッコータルマエ マリスステラ 静内 前田牧場 （有）高橋ファーム 落札 組）Ｓ　Ｒ　Ｔ 15,950,000
1192 牡 アニマルキングダム マイネマリアンヌ 静内 （有）真歌田中牧場 （株）ＮＹＳ 落札 (有)鶴岡鉄工所 4,400,000
1193 牡 オルフェーヴル マミーフィンガー 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 8,360,000



1194 牡 Ｃｉｔｙ　ｏｆ　Ｌｉｇｈｔ ミシシッピコースト 門別 （有）浜本牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
1195 牝 エピカリス ミルキークォーツ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 中村  徳也 4,840,000
1196 牝 サンダースノー ミエノプリンプリン 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 ウエスト.フォレスト.ステイブル(株)4,400,000
1197 牡 トビーズコーナー ベティボルテクス 門別 前川　義則 （有）カタオカステーブル 落札 北海道馬主会　岡田　孝之 1,540,000
1198 牡 ホッコータルマエ ホウヨウバルキリー 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 吉冨　学 15,950,000
1199 牡 モーニン ホクセーメジャー 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 13,200,000
1200 牝 キズナ ホワイトフローラ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 欠場
1201 牝 ストロングリターン マイオール 門別 （有）碧雲牧場 （有）碧雲牧場 落札 (有)キタジョファーム 2,420,000
1202 牡 ロージズインメイ マイネクイーン 静内 原　弘之 原　弘之 落札 (株)Heroレーシング 14,850,000
1203 牡 デクラレーションオブウォーマウンテンウーマン 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
1204 牝 ホークビル マジェスティックブライト 浦河 （株）ミリオンファーム （株）愛知ステーブル 主取
1205 牡 アレスバローズ マーケットレイズン 静内 藤吉牧場 クラックステーブル 主取
1206 牝 シニスターミニスター アクティフ 三石 （有）平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 千葉県馬主会　檜森　高史 4,400,000
1207 牝 カレンブラックヒル ミサトサウス 浦河 （有）北光牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 石川県馬主協会 5,500,000
1208 牝 トランセンド ミコノキセキ 新冠 松木　加代 （株）ＮＹＳ 落札 パッショーネ 2,200,000
1209 牝 マインドユアビスケッツ モリトシラギク 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 東京都馬主会　楊　明山 9,900,000
1210 牡 アニマルキングダム マドリガルスコア 静内 北海道静内農業高等学校 北海道静内農業高等学校 落札 (有)ミルファーム 7,700,000
1211 牡 マジェスティックウォリアーマミモナ 浦河 （有）日の出牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 14,850,000
1212 牡 ベストウォーリア ミフユ 門別 （有）ファーミングヤナキタ (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1213 牝 オルフェーヴル ミラクルベリー 門別 （有）浜本牧場 （有）高橋ファーム 主取
1214 牝 リアルスティール プリムラジュリアン 門別 福山牧場 （株）門別牧場 主取
1215 牝 モンテロッソ ポンテペルレ 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 (株)Ｍａｖｅｒｉｃｋ 550,000
1216 牝 ダノンレジェンド ホマレエイカン 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 小林　健一 3,630,000
1217 牡 ディープブリランテ ムーンライトペスカ 東北 マルシチ牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
1218 牝 ビッグアーサー ミワノロマンス 門別 三輪　幸子 （株）ＮＹＳ 主取
1219 牡 パイロ ミラクルロンド 門別 （有）船越牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 ㈱BZ HOLDINGS 8,800,000
1220 牝 アジアエクスプレス メイクユアデイ 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 主取
1221 牝 ビーチパトロール メイショウガザニア 新冠 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 落札 松本　好雄 3,300,000
1222 牝 サトノアラジン メイショウボナール 浦河 林　孝輝 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 4,400,000
1223 牡 ロジャーバローズ メディナ 三石 松本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 石瀬　浩三 3,300,000
1224 牡 メイショウボーラー モアマイガール 門別 長谷川　一男 （株）Ｔホースランチ 落札 (有)キタジョファーム 2,200,000
1225 牝 アルアイン モダンハート 荻伏 藤春　修二 藤春　修二 落札 (有)ディアレストクラブ 10,560,000
1226 牡 レッドファルクス ユリカチャン 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)主取
1227 牡 Ｇｌｅｎｅａｇｌｅｓ ユーブゴットイット 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 今井　優 2,750,000
1228 牡 シュヴァルグラン ライアンシャーク 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
1229 牝 ディーマジェスティ ライラックラブ 三石 （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム 主取
1230 牡 フリオーソ ラインステッチ 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 (株)フロンティア 17,050,000
1231 牝 サンダースノー ラヴトワイス 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 主取



1232 牝 スワーヴリチャード ラクリモーサ 三石 ヒサイファーム （有）パイオニアファーム 主取
1233 牡 アジアエクスプレス ラブインザミスト 荻伏 （有）三好牧場 三好　悠太 欠場
1234 牝 パドトロワ ラベルベート 静内 藤吉牧場 クラックステーブル 主取
1235 牡 ゴールドアクター エリーティアラ 神奈川谷川　正純 （株）ＮＹＳ 主取
1236 牝 アジアエクスプレス ランデブー 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 サステナジャパン 2,750,000
1237 牝 ファインニードル アポロフィオリーナ 三石 （有）平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (株)２・２８ 10,450,000
1238 牝 ヴィクトワールピサ アペラシオン 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 ミンミンレーシング 3,520,000
1239 牡 マジェスティックウォリアーリクエストアワー 門別 （有）浜本牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
1240 牝 モーニン リッジローズ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 主取
1241 牡 ビーチパトロール リベラルタイプ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 日本中央競馬会 6,050,000
1242 牝 ダイワメジャー リラックススマイル 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 池袋レーシング 23,100,000
1243 牡 ビッグアーサー リルティングソング 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 主取
1244 牡 ベストウォーリア リージェンツパーク 静内 （有）橋本牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｰ 落札 三河　辰巳 4,180,000
1245 牝 フリオーソ ルヴェソンヴェール 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 11,550,000
1246 牡 モンテロッソ ルッセカッテル 三石 （有）原口牧場 （有）原口牧場 落札 阿部　哲也 2,750,000
1247 牡 アジアエクスプレス ルーマードダイヤ 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 アークフロンティア(株) 3,410,000
1248 牡 サトノダイヤモンド ウィローパドック 静内 三木田牧場 三木田牧場 主取
1249 牡 ベストウォーリア ウインサクヤヒメ 三石 （有）三石ファーム （有）福山育成牧場 落札 神奈川県馬主協会　蕭  敬意6,160,000
1250 牝 インカンテーション ワンズガーホッド 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 (同)ﾊｯﾋﾟｰﾚｰｼﾝｸﾞ 5,720,000
1251 牡 マジェスティックウォリアーレディーメグネイト 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ組合 3,300,000
1252 牡 サトノアレス レヴリ 静内 坂本　智広 坂本　智広 落札 (有)ビッグレッドファーム 3,410,000
1253 牡 コパノリッキー レスタンノール 熊本 本田　土寿 （有）チェスナットファーム 落札 小林  祥晃 4,950,000
1254 牝 アポロケンタッキー レッドアンジェリカ 新冠 （有）浜口牧場 （有）浜口牧場 主取
1255 牝 マジェスティックウォリアーレッドミュール 浦河 （有）まるとみ冨岡牧場 （有）浦河育成センター 落札 松本　好雄 3,960,000
1256 牝 トランセンド レースドール 門別 春木ファーム 春木ファーム 落札 東京都馬主会　醍醐　伸之11,000,000
1257 牡 コパノリッキー リトルリスキー 浦河 林　孝輝 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
1258 牡 マインドユアビスケッツ アーリー 門別 （有）長谷川牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ウエスト.フォレスト.ステイブル(株)3,300,000
1259 牝 エスケンデレヤ ロンギングシャネル 新冠 細川農場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1260 牡 ホークビル ロマンスリップ 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (株)ＮＫＫレーシング 3,300,000
1261 牡 レッドファルクス レディーファースト 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 主取
1262 牝 アポロケンタッキー ワイルドダンス 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 欠場
1263 牝 ダンカーク ワキノドライバー 三石 （有）広田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (有)コスモヴューファーム 4,070,000
1264 牡 スマートファルコン ヴァンジェーロ 静内 原　弘之 原　弘之 落札 新井　浩明 7,700,000
1265 牝 アポロケンタッキー アドヴァンテージ 門別 三輪　幸子 （株）ＮＹＳ 落札 内田　玄祥 1,100,000
1266 牡 シュヴァルグラン アイアムラヴィング 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 欠場
1267 牝 ジャングルポケット アイノフシギ 門別 （有）ファーミングヤナキタ ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 佐藤　友哉 4,950,000
1268 牝 シルバーステート アサヒライジング 三石 （株）前田ファーム Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 小松崎　孝 16,500,000
1269 牝 リアルインパクト アドマイヤジョイ 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5,500,000



1270 牡 ベルシャザール アドマイヤプルート 東北 マルシチ牧場 ㈱MAXﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 佐賀県馬主会　近藤　英二 3,300,000
1271 牝 ホッコータルマエ アイムヒアー 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 欠場
1272 牡 シルバーステート アビシーナ 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド 主取
1273 牝 アポロケンタッキー アポロレレ 胆振 ホースガーデンしらおい （株）門別牧場 落札 兼松　康太 4,400,000
1274 牝 ヴィクトワールピサ アルマニンファ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 主取
1275 牝 シュヴァルグラン アンケセナーメン 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 村田　哲朗 4,290,000
1276 牡 サトノアレス アンドモアアゲイン 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,300,000
1277 牡 モーニン アンナヴァン 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 兵庫県馬主協会　渡邊　善男10,450,000
1278 牡 カレンブラックヒル アールヌーヴォー 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 11,550,000
1279 牡 オルフェーヴル アルフィルク 三石 （有）平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 日本中央競馬会 5,500,000
1280 牝 バゴ エメラルドチャーム 静内 （有）真歌田中牧場 （株）ＮＹＳ 落札 横尾　晴人 3,300,000
1281 牝 ストロングリターン イチリンソウ 三石 松本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1282 牡 スマートファルコン ヴィオラ 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 三河　辰巳 3,300,000
1283 牡 ドゥラメンテ ウインドストリーム 門別 （有）長谷川牧場 （有）パイオニアファーム 落札 大友　靖岐 16,500,000
1284 牡 ザサンデーフサイチ ウィンナワルツ 東京 （株）ＭＫアセット （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
1285 牡 マインドユアビスケッツ エイコオレクレール 三石 萩澤　泰博 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 木村　直樹 5,170,000
1286 牡 エイシンヒカリ エイシンコアー 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 主取
1287 牡 アメリカンペイトリオット エカポールパンダ 静内 三木田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1288 牡 トーセンラー エニシノイト 静内 増本　良孝 （有）福山育成牧場 落札 大久保　俊 4,620,000
1289 牡 カレンブラックヒル エリーフェアリー 神奈川谷川　正純 （株）ＮＹＳ 主取
1290 牡 ベルシャザール エーシンベタラネリ 三石 水丸牧場 セールスプレップサービス 落札 岡田スタッド 9,900,000
1291 牝 ディーマジェスティ オアシスムーン 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 成田　典靖 2,200,000
1292 牡 タリスマニック オフェーリアシチー 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 田中　成奉 5,390,000
1293 牡 エスポワールシチー オルフィーク 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 野田　善己 11,550,000


