
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 サトノクラウン ナカヤマジェンヌ 静内 （有）北洋牧場 ＣＲステーブル 落札 (有)内田ステーブル 2,750,000
2 牡 ファインニードル ナドー 静内 （有）藤沢牧場 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 10,450,000
3 牡 サンダースノー ナリタカサブランカ 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 石川  博 7,040,000
4 牡 ワールドエース ナリタシリカ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 大東  正由 1,650,000
5 牡 シビルウォー ニュールック 門別 （有）ファーミングヤナキタ ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 欠場
6 牝 シルバーステート ノアウイニング 門別 春木ファーム 春木ファーム 落札 大友　靖岐 5,280,000
7 牝 ヘンリーバローズ バイブレイションズ 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 石川　達絵 4,180,000
8 牡 ファインニードル ハーベストシーズン 荻伏 （有）三好牧場 三好　悠太 落札 武蔵屋ハウス(株) 6,270,000
9 牝 ベストウォーリア パールブロッサム 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 鈴木　康弘 2,750,000

10 牡 アドマイヤムーン パティシエール 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)アイテツ 4,180,000
11 牡 リヤンドファミユ ビターココア 新冠 村上　進治 クラックステーブル 欠場
12 牝 アジアエクスプレス ピエモンテ 荻伏 村下　清志 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 北海道馬主会　(株)アプエンテ2,970,000
13 牝 ダノンレジェンド ピエナサクラ 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 8,250,000
14 牝 カレンブラックヒル ヒバリエクスプレス 新冠 村上　雅規 村上　雅規 主取
15 牡 スマートファルコン ビフォーダーク 門別 原田ファーム カルペディエム メイド 落札 ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(同) 6,600,000
16 牝 ダンカーク ピュアノアール 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 6,050,000
17 牡 シニスターミニスター ナーゴナーゴハツエ 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 タマモ(株) 7,700,000
18 牝 ホークビル ナムカーン 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
19 牝 アポロケンタッキー ナムラナデシコ 三石 （有）平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 佐賀県馬主会　福岡　隆史 4,840,000
20 牝 リオンディーズ ニシノフェイム 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 主取
21 牡 ディスクリートキャット ファニーゴールド 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 主取
22 牡 ビッグアーサー ブイルージュ 三石 （有）村上牧場 エレガンスファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,400,000
23 牡 アジアエクスプレス ファミリーソング 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
24 牝 アドミラブル ファンシーアモン 胆振 平岡牧場 （株）門別牧場 落札 乙訓　史樹 1,100,000
25 牝 ベストウォーリア フォーモサアピール 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 欠場
26 牝 ビッグアーサー フォーエバーワン 静内 （有）畠山牧場 （有）福山育成牧場 落札 サン 3,300,000
27 牝 ダノンバラード フジミ 新冠 （株）松浦牧場 （株）吉永ファーム 落札 ＴＴレーシング 2,640,000
28 牝 エピカリス フジヤマサクラ 新冠 村上牧場 山岸ステーブル 主取
29 牡 トランセンド ハナノパレード 門別 廣中　稔 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 角谷　守正 6,160,000
30 牡 アジアエクスプレス ハロードリーム 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド 主取
31 牝 Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉｅｓ ブルーイリュージョン 三石 ヒサイファーム （有）パイオニアファーム 落札 菅野　守雄 5,500,000
32 牡 シャンハイボビー プラチナムーン 門別 （有）豊洋牧場 （有）豊洋牧場 大富支場 落札 森　哲 5,170,000
33 牝 バンブーエール ブラックショコラ 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 千葉県馬主会　神田　雅行 7,920,000
34 牝 カリフォルニアクローム ブランカ 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 橋本　浩 6,160,000
35 牡 ディーマジェスティ フレンチジェンヌ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 森　哲 6,820,000
36 牡 アドミラブル プロムクイーン 新冠 村上　進治 クラックステーブル 主取
37 牝 フリオーソ フーリン 三石 （有）原口牧場 （有）原口牧場 落札 ㈱BZ HOLDINGS 2,750,000



38 牡 ドレフォン ヘラルドスクエア 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 兵庫県馬主協会　節　英司 4,620,000
39 牡 ヘニーヒューズ ファービヨンド 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 尾田　信夫 18,700,000
40 牡 ビッグアーサー バゴラグーン 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 日本中央競馬会 6,050,000
41 牝 アポロケンタッキー マスターウィンド 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 千葉県馬主会　和氣　竜彦 1,100,000
42 牡 カリフォルニアクローム ペチカ 荻伏 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム 欠場
43 牡 レッドファルクス ボロンベルラルーン 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 (有)内田ステーブル 2,200,000
44 牡 アジアエクスプレス ホウヨウクイーン 門別 （株）セイクリットファーム （株）セイクリットファーム 落札 池田  草龍 10,780,000
45 牡 ダンカーク ボストンビリーヴ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 主取
46 牝 マツリダゴッホ ボヌールバトー 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 山中　和子 4,840,000
47 牡 ドレフォン ホローポ 門別 （有）長谷川牧場 （有）パイオニアファーム 欠場
48 牝 ロジャーバローズ ポワティエ 静内 （有）畠山牧場 （有）福山育成牧場 主取
49 牝 レッドファルクス ポークチョップ 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 主取
50 牡 ダンカーク ホワイトアウト 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 (有)東海住宅 3,850,000
51 牝 サトノアレス ブラストスイフト 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド 落札 吉田　喜昭 4,180,000
52 牡 ラニ フィールザラブ 胆振 平岡牧場 （株）門別牧場 落札 福原　聡 2,750,000
53 牝 カレンブラックヒル ブリリアントコール 新冠 村上　雅規 村上　雅規 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 2,200,000
54 牡 ディスクリートキャット プレイアップ 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 落札 佐野  信幸 3,300,000
55 牡 マクフィ ノルウェーノモリ 静内 （有）藤沢牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 日下部　猛 7,920,000
56 牝 ユアーズトゥルーリ マイガール 静内 藤吉牧場 クラックステーブル 落札 大島　光二 880,000
57 牝 スマートファルコン マイネチリペッパー 静内 原　弘之 原　弘之 落札 松田　昭雄 3,960,000
58 牝 ニシケンモノノフ マヤノヴァイオラ 平取 （有）北島牧場 （有）北島牧場 落札 安蒜　一修 3,300,000
59 牝 ゴールドアクター ミスエコパワー 門別 前川　義則 （有）カタオカステーブル 主取
60 牡 ラブリーデイ ミスコマチ 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 古賀　慎一 2,200,000
61 牝 ディスクリートキャット ミラクルプリンセス 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 千葉県馬主会　大谷　昌裕 2,750,000
62 牝 ビーチパトロール ミンナノプリンセス 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 北海道馬主会　佐々木　均 3,300,000
63 牝 エスポワールシチー メイショウキトリ 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 落札 神田　宏治 5,720,000
64 牝 ファインニードル マドモアゼルシッシ 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 苅部　康太郎 5,720,000
65 牝 ニシケンモノノフ ヤマショウエル 門別 （有）三浦牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
66 牡 レッドファルクス ヤマシロギク 東北 マルシチ牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 日本中央競馬会 6,050,000
67 牡 パイロ ユキノマーメイド 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 鈴木　雅俊 11,550,000
68 牡 エピカリス ユノマニッシュ 静内 原田　久司 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 是枝　浩平 3,300,000
69 牝 ドレフォン ラッキーダイス 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 落札 ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(同) 4,840,000
70 牡 オルフェーヴル ラピッドチェンジ 三石 （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム 欠場
71 牡 ディスクリートキャット ラペールノアール 門別 （有）本間牧場 （株）ＮＹＳ 落札 佐賀県馬主会　(株)アプエンテ3,300,000
72 牝 ファインニードル ラルティスタ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 小林　毅圭也 4,510,000
73 牡 タリスマニック ルナールフェノメナ 門別 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 福田　光博 4,180,000
74 牝 モーニン ロスカティオス 十勝 ハーモニーストックファーム ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)ケイアイファーム 5,280,000
75 牝 マジェスティックウォリアーリベリーターン 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 犬塚　悠治郎 6,160,000



76 牡 ベストウォーリア リヨ 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 落札 冨田　藤男 2,750,000
77 牝 ファインニードル リーズン 浦河 （有）まるとみ冨岡牧場 （有）浦河育成センター 落札 森本　敏正 1,100,000
78 牡 アメリカンペイトリオット ルパンスール 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 東京都馬主会　中西　桂子 8,800,000
79 牡 オルフェーヴル ルージュロワイヤル 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 タイガーレーシング 17,050,000
80 牝 メイショウサムソン メイビータイム 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 (有)ミルファーム 1,100,000
81 牡 レッドファルクス レッドルシアン 東京 ｴﾑｼｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(同) 藤春　修二 落札 栗本  博晴 5,720,000
82 牝 アルアイン レディオスソープ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 橋本　征道 4,730,000
83 牝 ダノンレジェンド レディブライアン 浦河 松田　憲一 （有）チェスナットファーム 落札 北海道馬主会　会田　裕一 2,750,000
84 牝 コパノリッキー ラブミーピンク 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 石川県馬主協会 1,650,000
85 牝 シャンハイボビー ラッキーマンボ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 欠場
86 牝 ダンカーク ルミアージュ 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 落札 南新宿商事(株) 2,200,000
87 牡 オルフェーヴル レイアンドキス 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 琴浦　諒 3,850,000
88 牝 キンシャサノキセキ ロマンチックキス 東京 （株）ＭＫアセット （株）ケイズ 落札 高橋　文男 3,190,000
89 牝 ラニ ローズオブローズ 門別 前川　義則 （有）カタオカステーブル 主取
90 牡 ロージズインメイ ローズベビークリス 静内 （有）橋本牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 欠場
91 牡 サトノクラウン ロトクレドール 門別 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 (有)キタジョファーム 4,400,000
92 牝 デクラレーションオブウォーエアガガ 浦河 林　孝輝 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
93 牡 シャンハイボビー ワイルドシンガー 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 欠場
94 牝 アポロケンタッキー アズライト 十勝 ハーモニーストックファーム ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
95 牝 ワールドエース アペリラ 静内 （有）畠山牧場 （有）福山育成牧場 主取
96 牝 エスポワールシチー アムールリアン 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 2,750,000
97 牡 エピカリス アメリデラックス 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 (有)ケイアイファーム 3,300,000
98 牝 ミッキーロケット アルドラ 三石 （有）原口牧場 （有）原口牧場 主取
99 牝 ローレルゲレイロ アルレガーロ 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 田頭　勇貴 4,620,000

100 牡 ビッグアーサー アワフローラ 胆振 （有）パイオニアファーム （有）パイオニアファーム 落札 兵庫県馬主協会　近澤　貴敏4,730,000
101 牝 フリオーソ アンキャニー 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 竹園  正継 6,600,000
102 牡 レインボーライン アンプリエール 胆振 ホースガーデンしらおい （株）門別牧場 主取
103 牝 コパノリッキー アドマイヤセレブ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 今井　優 1,100,000
104 牝 バンブーエール ルージュバンブー 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 角谷　守正 3,300,000
105 牡 ワールドエース レンヌルシャトー 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 10,340,000
106 牡 ダノンシャーク ガストネード 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
107 牡 カリフォルニアクローム イヴェイジョン 静内 Ｐｅｒｒｙ　Ｍａｒｔｉｎ ㈲目名共同トレーニングセンター主取
108 牝 ミッキーロケット イストワール 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 主取
109 牝 ダノンレジェンド イチゴアミーラ 門別 （有）碧雲牧場 （有）碧雲牧場 落札 福田　光博 2,860,000
110 牝 ビーチパトロール イムディーナ 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 細川　大輔 3,300,000
111 牡 レッドファルクス イーサンコヒバリ 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）荻伏共同育成場 落札 中平　和宏 3,190,000
112 牡 ダイワメジャー エアブリエ 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 吉岡  泰治 7,700,000
113 牡 ドレフォン ウインアイスバーグ 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 竹園  正継 22,000,000



114 牝 ロージズインメイ ウインセラヴィ 静内 原　弘之 原　弘之 落札 (有)コスモヴューファーム 8,250,000
115 牝 トーセンラー ヴェイルドクリス 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 6,710,000
116 牝 ファインニードル エイシンアポロニア 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 (有)ミルファーム 2,200,000
117 牡 モーリス エフティアクトレス 三石 幌村牧場 幌村牧場 落札 中西　桂子 7,040,000
118 牝 バトルプラン エンドレスワルツ 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 (株)アフリートファーム 2,530,000
119 牝 デクラレーションオブウォーオリジンファースト 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 薪浦  亨 14,300,000
120 牡 リオンディーズ オースミアース 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 (有)ディアレストクラブ 7,700,000
121 牡 マツリダゴッホ オーミポルカ 三石 (有)三石ビクトリーファーム パッショーネ 落札 田中　成奉 6,380,000
122 牝 カリフォルニアクローム オールプリュネル 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 小林　毅圭也 7,920,000
123 牝 ホッコータルマエ ラブミークリーム 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 欠場
124 牝 バトルプラン カリストーガ 静内 （有）北洋牧場 （株）小国スティーブル 主取
125 牝 ネオユニヴァース カワイミチコ 門別 前川　義則 （有）カタオカステーブル 主取
126 牡 ダノンシャーク ガーデンショット 東北 マルシチ牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 田頭　勇貴 2,750,000
127 牝 ヘニーヒューズ グリーンモネ 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 STレーシング 6,490,000
128 牡 キタサンミカヅキ グローリアスダイナ 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 小菅　誠 6,160,000
129 牝 ビッグアーサー ヴァンデグローブ 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 会田　浩史 2,200,000
130 牝 エスポワールシチー ヴェアリアスローズ 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 琴浦　諒 8,250,000
131 牝 ファインニードル エストレーラ 門別 （有）三浦牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 宮川　保 2,200,000
132 牡 オルフェーヴル キョウエイルフィー 静内 （有）藤沢牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 欠場
133 牡 フリオーソ キャスノワゼット 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
134 牡 リアルスティール キーウエスト 三石 ヒサイファーム （有）パイオニアファーム 落札 安原　浩司 16,500,000
135 牝 ビッグアーサー ヴィカバンブー 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 遠藤　正子 2,200,000
136 牝 ファインニードル エコーズインザウインド 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 主取
137 牝 マクフィ サノノティアラ 門別 （有）豊洋牧場 （有）豊洋牧場 大富支場 落札 (有)和田牧場 4,070,000
138 牝 タリスマニック サマーソルスティス 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 北海道馬主会　正木　省司 6,160,000
139 牡 アジアエクスプレス サプライズライン 三石 藤巻　則弘 ＹＴＴパートナーシップ 主取
140 牝 シニスターミニスター サンメンフィス 門別 （株）セイクリットファーム （株）セイクリットファーム 欠場
141 牡 フリオーソ キュプリーヌス 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 冨田　藤男 3,300,000
142 牝 ヘニーヒューズ クラシックス 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ユートピア牧場 12,100,000
143 牝 ストロングリターン クインズジャスミン 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 主取
144 牡 ヴァンセンヌ クラフトアンサー 門別 （株）奥山ファーム Ｎ＆Star(同)トレーニングセンター主取
145 牡 フリオーソ グランペルル 新冠 村上　進治 クラックステーブル 落札 清水　龍 4,840,000
146 牝 ビッグアーサー クラレンスハウス 荻伏 藤春　修二 藤春　修二 落札 原　さや香 2,420,000
147 牝 モーニン グランドアメリフローラ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 落札 三宅　靖夫 1,650,000
148 牡 ディスクリートキャット クリーペル 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 主取
149 牝 カリフォルニアクローム クレーンズラヴァー 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 日本中央競馬会 4,400,000
150 牝 ニューイヤーズデイ クロタカ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 日本中央競馬会 12,100,000
151 牝 ビッグアーサー クロネコ 静内 増本　良孝 （有）静内白井牧場 落札 (有)内田ステーブル 3,410,000



152 牡 ロジャーバローズ グローバルソング 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 齊藤　雅志 9,350,000
153 牝 アポロケンタッキー ケンジントン 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 主取
154 牝 ワールドエース サミーカラー 静内 （有）増本牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 石井　輝昭 2,310,000
155 牝 ドレフォン スマートレモラ 門別 （有）本間牧場 （株）ＮＹＳ 落札 鈴木　道雄 9,460,000
156 牝 インカンテーション スプリングキャロル 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 北海道馬主会　髙岡　浩行 3,300,000
157 牝 リーチザクラウン コスモカゼツカイ 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 主取
158 牡 ゴールドアクター コンサートクィーン 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 柏木  務 3,300,000
159 牡 シャンハイボビー ゴールデンターキン 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 栗本  博晴 9,350,000
160 牡 ホークビル コスモパープル 荻伏 （有）丸村村下ファーム 福地トレーニングファーム 落札 小林　毅圭也 4,620,000
161 牡 アルアイン ケージーサクランボ 三石 (有)三石ビクトリーファーム パッショーネ 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 11,220,000
162 牡 ロージズインメイ コパノアーデン 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 (株)アフリートファーム 1,430,000
163 牡 キンシャサノキセキ サパス 新冠 村上　進治 クラックステーブル 落札 日本中央競馬会 12,100,000
164 牝 ミッキーロケット スターフォーユー 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド 主取
165 牝 ドレフォン シエルブラン 宮崎 （有）アクセス・ワン （有）チェスナットファーム 落札 長島商事(株) 2,310,000
166 牝 トゥザワールド シックファイター 門別 （株）セイクリットファーム （株）セイクリットファーム 欠場
167 牡 カレンブラックヒル シュヴァルツィーナ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 村木　慎吾 3,850,000
168 牝 ファインニードル ジュラーレ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
169 牝 ヘニーヒューズ ショウサンユリシス 門別 （有）豊洋牧場 （有）豊洋牧場 大富支場 落札 谷崎　森吾 9,900,000
170 牝 アポロケンタッキー シンハルカジョウ 十勝 ハーモニーストックファーム ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 武蔵屋ハウス(株) 8,250,000
171 牡 ディーマジェスティ シュシュファレル 平取 船越　伸也 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 中辻　明 7,920,000
172 牡 ジャングルポケット ツーソックス 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 STレーシング 2,750,000
173 牝 メイショウボーラー スイートデュプレ 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
174 牡 イスラボニータ スキャンパー 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 高橋　文男 9,900,000
175 牝 ロジャーバローズ スターギャル 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 乙訓　史樹 2,200,000
176 牡 アジアエクスプレス スナークスマイル 静内 （有）見上牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 (株)門別牧場 3,300,000
177 牝 ワールドエース スノードリーム 静内 （株）前谷牧場 （有）パイオニアファーム 落札 岐阜県馬主会　湯浅　健司 1,100,000
178 牡 ダノンシャンティ スリースノーグラス 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 兵庫県馬主協会　(株)石川産業6,380,000
179 牡 ダノンレジェンド タイムトゥラン 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 9,350,000
180 牡 バトルプラン セイクリッドフレイム 三石 （有）平野牧場 （有）平野牧場 落札 永嶋　啓一 5,940,000
181 牡 ラニ セクシイスイート 胆振 平岡牧場 （株）門別牧場 主取
182 牝 コパノリッキー ゼクト 門別 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 欠場
183 牡 シャンハイボビー セラミックアート 門別 （有）本間牧場 （株）ＮＹＳ 落札 国田　正忠 4,400,000
184 牝 ラブリーデイ ソーシャライツ 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
185 牡 エピカリス トーコーアンジェ 門別 （株）奥山ファーム Ｎ＆Star(同)トレーニングセンター主取
186 牡 サトノアラジン デザートオブライフ 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)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 3,520,000
187 牡 ハービンジャー タイヨウノコ 浦河 林　孝輝 ㈲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 8,800,000
188 牝 カレンブラックヒル タッカーアリシア 三石 藤巻　則弘 ＹＴＴパートナーシップ 落札 北原　大史 770,000
189 牝 リアルインパクト ダノンスズラン 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 欠場



190 牡 レッドスパーダ ダンツクインビー 新冠 村上　進治 クラックステーブル 落札 斉藤  勘介 3,630,000
191 牝 スクリーンヒーロー ターフデライト 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 欠場
192 牝 ヴァンセンヌ テアトロレアル 静内 （有）増本牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 5,060,000
193 牝 アグニシャイン ディープスタイル 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 主取
194 牝 サトノクラウン テレフォトグラフ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 中根　淳 2,750,000
195 牝 メイショウボーラー デンコウデア 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ビッグレッドファーム 9,020,000
196 牝 シャンハイボビー トーホウリリー 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 (有)キタジョファーム 2,200,000
197 牡 モーニン トウカイレジーナ 平取 （有）びらとり牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
198 牝 ダノンバラード ドゥザボサノバ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 江馬　由将 8,800,000


