
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)

199 牝 トビーズコーナー ネモフィラハピネス 荻伏 （有）王蔵牧場 （有）王蔵牧場 落札 稲場　澄 1,320,000
200 牝 モーニン ネリヤカナヤ 新冠 （有）山岡牧場 （株）森本スティーブル 落札 兵庫県馬主協会　山口　正行6,710,000
201 牝 ディスクリートキャット ノーブルビューティ 胆振 （有）市川牧場 （有）市川牧場 落札 中川　三郎 3,520,000
202 牝 マジェスティックウォリアーパパラヴズマンボ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 欠場
203 牝 ダンカーク パイナマナ 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 欠場
204 牡 ディスクリートキャット ハニーサックル 静内 小倉　光博 ㈲目名共同トレーニングセンター主取
205 牝 ヘニーヒューズ ニシノバニーガール 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 菅波　雅巳 8,360,000
206 牡 ダノンレジェンド ハタノオヌール 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 落札 兵庫県馬主協会　(株)ｴｸﾜｲﾝﾚｰｼﾝｸﾞ5,720,000
207 牝 ダンカーク ハルダル 静内 （有）増本牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 飛田  忠次 4,840,000
208 牝 モーニン ハルトリーゲル 新冠 （有）石田牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 (有)グランデファーム 3,850,000
209 牡 ダンカーク ハルランマン 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 落札 千葉県馬主会　萩原　和矢 2,200,000
210 牝 メイショウボーラー ハヤブサピクシー 荻伏 （有）市川ファーム （株）愛知ステーブル 主取
211 牡 ビーチパトロール パンジェンシー 十勝 小野瀨　竜馬 ㈱リトルブルーファーム 落札 櫨山　慶次 3,300,000
212 牡 コパノリッキー バンドゥーラ 三石 (有)山際セントラルスタッド （株）エイトステーブル 落札 柏木  務 4,620,000
213 牝 エピファネイア ハーズシャドウ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 主取
214 牡 ベストウォーリア バトルアンコール 門別 門別　尚省 （株）門別牧場 落札 石川県馬主協会 3,300,000
215 牝 ダブルスター バライロー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 横井　良明 3,850,000
216 牡 シルバーステート ビクトリーローズ 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 欠場
217 牝 シビルウォー ピコピコハンマー 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 欠場
218 牡 シャンハイボビー ヒメスズラン 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 落札 埼玉県馬主会　平野　友保 5,940,000
219 牡 マイティスピリット ピンナップガール 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 石川県馬主協会 2,200,000
220 牝 マジェスティックウォリアーピユカンタービレ 門別 モリナガファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 木村　恵理 3,520,000
221 牡 アドマイヤムーン ブライティアピア 平取 （有）川向高橋育成牧場 （株）ケイズ 欠場
222 牝 モーニン プライムチョイス 静内 （有）カタオカファーム （有）カタオカファーム 落札 中西　浩一 4,070,000
223 牝 ダノンレジェンド フルチャージ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 兵庫県馬主協会　福田　睦子5,720,000
224 牝 マインドユアビスケッツ ブルーミングスノー 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター 落札 鈴木　慈雄 7,480,000
225 牝 オルフェーヴル ブルーモントレー 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 千葉県馬主会　大越　徹朗 4,620,000
226 牡 フリオーソ ファインセイコー 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 松田　幸生 3,850,000
227 牡 コパノリッキー フレンチカンカン 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 大屋　高広 4,180,000
228 牡 ゴールドシップ ブーケドロゼブルー 三石 （有）加野牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 (株)YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 4,840,000
229 牝 グレーターロンドン ボルジアクイーン 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
230 牝 ファインニードル ホシノキラメキ 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 岐阜県馬主会　柴田　浩二 2,750,000
231 牝 シニスターミニスター ペイシャオーシャン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 欠場
232 牡 ブリックスアンドモルタルベラルーナ 三石 上村　清志 セールスプレップサービス 主取
233 牝 ワールドエース ベレーザ 新冠 （有）上井農場 カルペディエム メイド 主取
234 牝 アドミラブル ホッテストチケット 浦河 （同）ヒルヴァレーファーム （同）ヒルヴァレーファーム 主取
235 牡 アジアエクスプレス ホットサマーデイ 静内 木村　秀則 木村　秀則 落札 埼玉県馬主会　成富　直行 5,940,000



236 牝 バトルプラン マイギフト 門別 （有）エトルタファーム （株）森本スティーブル 落札 谷脇　智恵子 4,290,000
237 牝 ヴィットリオドーロ ヘヴンリーカラーズ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 北原　大史 1,760,000
238 牡 ブラックタイド ハタノプリマ 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 遠藤　正子 4,400,000
239 牝 カレンブラックヒル ヒカルエガオ 新冠 守矢牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 北原　大史 1,100,000
240 牡 トゥザワールド ビビッドフレイム 門別 門別　尚省 （株）門別牧場 落札 埼玉県馬主会　江川　伸夫 5,940,000
241 牝 サンカルロ ベッラバンビーナ 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主取
242 牝 レッドファルクス マクシマール 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 欠場
243 牡 ミッキーグローリー マサカーネ 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
244 牝 モンテロッソ マジェストゥーズ 門別 カロッテファーム カロッテファーム 落札 (有)ミルファーム 880,000
245 牡 ラブリーデイ マッドアバウトユー 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 欠場
246 牡 ホッコータルマエ マヤノプリヤ 平取 （有）北島牧場 （有）北島牧場 落札 横井　良明 8,250,000
247 牝 ミッキーロケット マリノアマゾネス 新冠 （有）カミイスタット 岩見ステーブル 落札 伊藤　輔則 3,850,000
248 牝 タリスマニック マリントウショウ 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 落札 馬場　剛 4,400,000
249 牝 レッドファルクス マコレ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 横井　良明 8,250,000
250 牝 エピカリス フレンチムスメ 三石 沖田　忠幸 沖田　忠幸 落札 大栗　芳一 3,300,000
251 牝 トビーズコーナー ホシゾラ 門別 横井　哲 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
252 牝 ベルシャザール ミヤビオウカ 荻伏 北俣　牧夫 藤春　修二 落札 山本　将司 2,200,000
253 牝 モーニン ミヤビセラヴィ 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 落札 角谷　守正 3,740,000
254 牝 スクリーンヒーロー ミルクトーレル 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 落札 中辻　明 4,840,000
255 牝 アニマルキングダム メイショウウケヅキ 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 峰  哲馬 2,420,000
256 牝 コパノリッキー メイフラワー 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 日本中央競馬会 2,200,000
257 牝 ビッグアーサー モルフェワイン 岩手 大野　春男 本桐共同育成センター 落札 藤井  陸治 3,410,000
258 牡 モンテロッソ モシモシ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 横山　育生 2,200,000
259 牡 シルバーステート ララサンタフェーズ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 9,680,000
260 牡 キンシャサノキセキ ミスパッション 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 欠場
261 牡 アルデバランⅡ ポメロ 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 千葉県馬主会　酒井　孝敏 2,860,000
262 牝 ジャスタウェイ ユーリトミクス 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 池袋レーシング 6,050,000
263 牝 ビッグアーサー ユアインマイハート 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 小林　伸幸 2,200,000
264 牝 リオンディーズ ラトーヌインパクト 浦河 浦河小林牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
265 牝 ワールドエース ラファーガ 荻伏 （有）王蔵牧場 （有）王蔵牧場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 2,750,000
266 牝 サトノクラウン ラフォリア 静内 片岡　博 （有）チェスナットファーム 落札 林　文彦 2,860,000
267 牡 バトルプラン ラブコール 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 落札 松本　好雄 6,380,000
268 牝 ビッグアーサー ララカサブランカ 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 欠場
269 牝 ロゴタイプ レッドティムール 門別 川端　正博 二風谷軽種馬共同育成センター落札 (有)ケイアイファーム 5,720,000
270 牡 ニシケンモノノフ レジャンドドレ 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 小橋　亮太 1,100,000
271 牝 ゴールドアクター リキサンフロール 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 主取
272 牝 ディスクリートキャット リコリアーノ 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 落札 竹内　敬輔 2,750,000
273 牝 バンブーエール ルナクィーン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 (株)本城 3,300,000



274 牝 サンダースノー レディロックバンド 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 小笹　公也 5,280,000
275 牝 スピルバーグ ワイルドゲッツ 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
276 牡 フェノーメノ ワシリーサ 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
277 牡 トランセンド レモンイエロー 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
278 牝 スワーヴリチャード ロマネクイーン 静内 上野　正恵 上野　正恵 落札 岡  浩二 12,100,000
279 牡 バトルプラン ラブルビー 荻伏 （有）荻伏三好ファーム （株）木村育成牧場 落札 千葉県馬主会　湯浅　健司 2,200,000
280 牡 キンシャサノキセキ リーガルリリー 胆振 阿部　栄乃進 （有）チェスナットファーム 欠場
281 牡 ベストウォーリア メイプルチャンス 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 飯塚　進次 6,600,000
282 牡 ダブルスター ワイルドイマージュ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 小松　芳子 7,150,000
283 牝 シュヴァルグラン ワンダフルタイム 三石 山野牧場 （有）グランデファーム 落札 伊藤　輔則 3,300,000
284 牡 ベルシャザール ローズプラネット 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 神奈川県馬主協会　山下　学3,410,000
285 牝 サトノクラウン ロイヤルムーン 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 米津　佳昭 1,650,000
286 牝 ネロ ワンダーサークル 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
287 牡 ディーマジェスティ アースウイザード 三石 （株）グローリーファーム （株）門別牧場 主取
288 牝 ホッコータルマエ アイスカチャン 浦河 （有）絵笛牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 鈴木　道隆 4,840,000
289 牡 ダノンレジェンド アイラインローザー 三石 川端　英幸 川端　英幸 落札 社台ファーム 5,720,000
290 牡 スマートファルコン アイランドリリー 門別 神島　芳仁 （株）Ｔホースランチ 落札 (株)加藤ステーブル 6,600,000
291 牡 モーニン アサカラヴァーズ 新冠 協和牧場 協和牧場 落札 永嶋　啓一 12,100,000
292 牝 マジェスティックウォリアーアサクサフルート 浦河 オカモトファーム オカモトファーム 落札 仲辻　正貴 1,650,000
293 牡 グランデッツァ アストロラーベ 静内 (株)アフリートファーム 福地トレーニングファーム 落札 兵庫県馬主協会　田中　英昭3,300,000
294 牡 ヴァンセンヌ アデリナ 三石 沖田　博志 本桐共同育成センター 落札 石川県馬主協会 4,730,000
295 牝 モーニン アナンタン 平取 オークツリーファーム オークツリーファーム 欠場
296 牝 ディーマジェスティ アロゴ 新冠 （有）石田牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
297 牝 サトノアラジン アンカジャポニカ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 湯浅　徹 1,100,000
298 牡 パイロ イケトップクイーン 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 欠場
299 牡 エーシントップ エイシンイジゲン 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
300 牡 ジョーカプチーノ エムオーアンジェラ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
301 牡 ヘンリーバローズ ユメザンマイ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 椎名　節 5,500,000
302 牡 アルアイン コマノヴァンドール 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 主取
303 牡 エスポワールシチー イントリーグ 三石 （有）米田牧場 本桐共同育成センター 落札 兵庫県馬主協会　福田　達也7,150,000
304 牡 エピカリス ヴィヴァチッシモ 荻伏 （同）カケハムポニークラブ （同）カケハムポニークラブ 落札 千葉県馬主会　橋本　慎太郎6,160,000
305 牝 フリオーソ ウイングパラダイス 門別 （有）沖田牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 渡辺　文子 3,850,000
306 牝 ワールドエース ヴェロニカグレース 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 佐藤　良男 1,210,000
307 牡 エイシンフラッシュ オーファメイ 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 落札 大柴　周司 2,860,000
308 牝 ベストウォーリア カゼノボレロ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 須貝　廣次 3,850,000
309 牡 ジャスタウェイ ジョウノアドバンス 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 落札 中川　雄斗 8,250,000
310 牝 アドマイヤムーン エトワールドロゼ 新冠 （有）山岡牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
311 牝 ヴァンセンヌ エレメンタリー 千葉 蔵内　優子 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取



312 牡 シュヴァルグラン エクストラファイン 三石 森　政巳 福地トレーニングファーム 主取
313 牡 ダンカーク エクレアオール 平取 （有）赤石牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 田中　成奉 6,820,000
314 牡 ラブリーデイ エムオープラチナ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 中川　雄斗 5,500,000
315 牡 ビーチパトロール エレガンテヴィータ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
316 牝 モーニン エリカオンヒル 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 落札 埼玉県馬主会　清宮　義男 2,750,000
317 牝 ファインニードル エンドレストライ 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 欠場
318 牝 ディスクリートキャット エアジュプロンサ 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成センター落札 柏木  務 4,400,000
319 牡 イスラボニータ エイシンリオ 門別 栄進牧場 ㈲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 6,600,000
320 牝 コパノリチャード アーストラベラー 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 (有)富士ファーム 3,080,000
321 牝 レインボーライン ウエストローズ 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 欠場
322 牝 カレンブラックヒル ガランティサーダ 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 稲場　澄 1,100,000
323 牝 バンブーエール オドゥールゲラン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 根田　喜久雄 4,400,000
324 牡 メイショウボーラー オムスビ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 山田　信太郎 3,520,000
325 牝 アジアエクスプレス オリーブジュエル 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 落札 田頭　勇貴 3,080,000
326 牝 タリスマニック オンリートゥモロー 神奈川（有）ブルードメヤ （有）パイオニアファーム 落札 伊藤　篤 2,200,000
327 牝 エピカリス オーゴンカガヤキ 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 落札 瀬戸　竜男 1,870,000
328 牝 ミッキーアイル オーゴンヒリツ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 欠場
329 牡 ヘンリーバローズ オードリーローズ 平取 黒川　賢司 （株）愛知ステーブル 主取
330 牝 モーニン エムティティアラ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
331 牡 ダノンレジェンド キクノレジーナ 三石 （有）元道牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 柳原　達也 4,290,000
332 牝 ホークビル ゴールデンリーフ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 主取
333 牝 ミッキーロケット グロッタアズーラ 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 原村　正紀 15,400,000
334 牝 シルバーステート キタサンアカツキ 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 馬場　剛 4,400,000
335 牡 モーニン キタサンロングラン 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 落札 廣川　直樹 2,750,000
336 牝 ストロングリターン キタサンモデル 三石 山野牧場 （同）山野勝也ステーブル 主取
337 牡 スノードラゴン キネオソレイユ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
338 牝 モーリス キュリオスティー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 日本中央競馬会 15,400,000
339 牡 カレンブラックヒル キュートシルフ 新冠 協和牧場 協和牧場 落札 佐賀県馬主会　手嶋　康雄 3,850,000
340 牝 フェノーメノ クインズカリナン 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 内田　玄祥 1,650,000
341 牡 バゴ グランデクオーレ 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 主取
342 牡 アポロケンタッキー グラディート 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 永井　利明 5,280,000
343 牝 ビッグアーサー グレートハーベスト 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 河野　孝明 2,420,000
344 牡 シルバーステート グロリエッテ 門別 森永牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 須藤　英之 13,750,000
345 牝 メイショウサムソン ギャラクティコ 浦河 今井　秀樹 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 廣松  金次 1,870,000
346 牡 ファインニードル タイキジャスパー 浦河 山田　昇史 Gates Stable 欠場
347 牡 ミッキーアイル クロコレーヌ 荻伏 （有）大原ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
348 牝 シュヴァルグラン ケリーメイ 静内 （有）増本牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 武市　一宏 2,200,000
349 牝 マクフィ ジョウノマドンナ 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 (有)キタジョファーム 3,630,000



350 牝 ダノンバラード シーデイライト 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 埼玉県馬主会　湯澤　寛 7,700,000
351 牡 トビーズコーナー サイレントスター 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 (有)キタジョファーム 3,300,000
352 牝 ベーカバド コウギョウデジタル 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 落札 天堀　忠博 3,850,000
353 牝 マクフィ コシミノダンサー 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 欠場
354 牝 アドマイヤムーン ゴッデス 静内 荒木　貴宏 福地トレーニングファーム 主取
355 牝 スワーヴリチャード コマノサラサ 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 吉田　勝利 4,950,000
356 牡 イスラボニータ ゴールデンプライズ 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 HAYASHI TERRAZOS LUIS ERNESTO3,850,000
357 牝 エスポワールシチー ゴールドペンダント 三石 （有）加野牧場 （有）加野牧場 欠場
358 牡 キタサンミカヅキ コルニヨン 新冠 （株）レジェンドファーム （有）大作ステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 6,820,000
359 牡 ミッキーアイル ゴールドアシュレイ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 落札 (同)ｸｲｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 3,080,000
360 牝 エスポワールシチー サイレントセンティネル 静内 （有）カタオカファーム 藤春　修二 落札 (株)ティケム 4,290,000
361 牝 モーニン サンシアトル 新冠 芳住　鉄兵 岩見ステーブル 落札 石瀬　浩三 3,630,000
362 牝 レーヴミストラル サダムブルーハワイ 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 主取
363 牡 ダンカーク サワヤカスズカ 三石 森　政巳 （株）愛知ステーブル 主取
364 牝 モーニン シルバームーン 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 椎名　節 2,200,000
365 牝 ビーチパトロール シイラヴズユウ 十勝 小野瀨　竜馬 ㈱リトルブルーファーム 落札 内田　玄祥 2,200,000
366 牡 イスラボニータ シュンプウサイライ 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 落札 遠藤　正子 4,510,000
367 牡 ファインニードル ジョウノローズ 門別 ヴェルサイユファーム（株） Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 埼玉県馬主会　(株)ＳＫＴ 5,500,000
368 牡 スマートファルコン シルバーウインド 三石 （同）ニンバスファーム （株）門別牧場 欠場
369 牡 タリスマニック コマノスクアーロ 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 伊藤  佳幸 7,920,000
370 牡 スノードラゴン ダイワラスター 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 欠場
371 牝 ヘンリーバローズ タガノレベッカ 浦河 （有）木戸口牧場 （株）木村育成牧場 主取
372 牡 オルフェーヴル スカーレットダイヤ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 欠場
373 牡 アドマイヤムーン スターオブジュニパー 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 STレーシング 3,960,000
374 牡 オルフェーヴル ステファニーラン 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 欠場
375 牝 ネオユニヴァース ステラビスティー 浦河 今井　秀樹 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 福地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 2,090,000
376 牡 バンブーエール スプリングダイヤ 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 竹園  正継 6,600,000
377 牝 ダノンレジェンド スマイリングムーン 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 欠場
378 牝 ビッグアーサー センティフォリア 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 内田　玄祥 3,080,000
379 牡 サトノクラウン ソートアフター 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 ミレレーシング 11,000,000
380 牡 エピカリス スターローズ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 尾田　信夫 17,050,000
381 牡 ミッキーロケット デライトシーン 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 落札 前田　良平 5,610,000
382 牡 タリスマニック トチノマドンナ 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 阿部　東亜子 9,350,000
383 牝 サトノアラジン ダイストウショウ 静内 秋田育成牧場 （有）高橋ファーム 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)7,370,000
384 牝 ベストウォーリア ダイリュウビーナス 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 欠場
385 牡 リオンディーズ ダイワストリーム 門別 (有)グッドラック･ファーム （株）門別牧場 落札 (株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 10,450,000
386 牡 モーニン ダズリングスマイル 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 森田　高史 5,500,000
387 牡 エピカリス ダンシングクイーン 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 栗本  博晴 17,050,000



388 牝 シュヴァルグラン テーマソング 門別 川島　正広 川島　正広 落札 白戸　光広 1,650,000
389 牝 ビーチパトロール ディアブライド 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
390 牝 アポロケンタッキー トコロロ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 鶴谷  義雄 6,050,000
391 牡 ディーマジェスティ ドゥマイモンシェリ 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 池田　貴征 1,760,000
392 牡 エスポワールシチー ドゥルセデレーチェ 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 中川　雄斗 7,920,000
393 牝 オルフェーヴル ドバウィディエティ 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 欠場
394 牡 エスポワールシチー トマトチャン 関東 （株）ＭＭＣ （有）パイオニアファーム 落札 神奈川県馬主協会　小池　啓補6,380,000
395 牝 バトルプラン ドラゴンホマレ 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 (有)ウェルメット 2,970,000
396 牡 ヴィクトワールピサ トレグラツィエ 門別 北田　剛 （株）白井牧場 落札 大友　靖岐 5,390,000


