
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)

397 牡 ルーラーシップ ニイガッタメール 千葉 (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ 落札 東京都馬主会　細谷　典幸 8,800,000
398 牡 アルアイン ニシノリアン 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 主取
399 牡 タリスマニック ノンストップ 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 落札 竹園  正継 9,900,000
400 牝 エピカリス ノーブルルシファー 三石 （株）さとう クラックステーブル 落札 石川県馬主協会 4,510,000
401 牝 エイシンフラッシュ バアゼルローズ 静内 酒井　亨 （株）ＮＹＳ 主取
402 牡 エスポワールシチー ハギノアップラウゾ 門別 高藤　茂 (有)賀張共同育成センター 落札 (有)キタジョファーム 5,280,000
403 牝 ヤマカツエース パシャ 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
404 牡 ドレフォン ハッピーウェーブ 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 埼玉県馬主会　遠藤　喜松 6,710,000
405 牡 モーニン ハッピーチャート 静内 （有）桜井牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 藤田　司 5,060,000
406 牡 ゴールドアクター バトルジェジェジェ 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 落札 三宅  勝俊 3,850,000
407 牡 エピカリス バリュアットリスク 静内 桑嶋　峰雄 桑嶋　峰雄 落札 吉岡  泰治 4,620,000
408 牝 ホークビル ハーモニーフェア 千葉 蔵内　優子 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
409 牝 バゴ ハートランドスノー 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 日本中央競馬会 9,900,000
410 牝 ダノンレジェンド ナパ 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 欠場
411 牝 シュヴァルグラン ニシノゼノビア 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 主取
412 牝 リアルインパクト ニシノカーリー 静内 田中　裕之 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (有)ﾑﾗﾔﾏ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 3,080,000
413 牝 バトルプラン ノーザンスター 三石 土田農場 土田農場 落札 上山　浩司 3,300,000
414 牡 ニシケンモノノフ ピアッジーネ 門別 （有）日西牧場 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 落札 (有)ミルファーム 1,540,000
415 牡 ゴールドアクター ヒノクニノオンナ 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 (有)辻  牧場 5,500,000
416 牡 アジアエクスプレス ピュアリーソリッド 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 落札 冨田　藤男 2,200,000
417 牡 モーニン ビューティブロンド 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 石川県馬主協会 2,750,000
418 牡 ダンカーク ビーコンファイヤー 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 (株)ﾋﾎﾟﾌｧｲﾙ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 2,640,000
419 牡 リアルスティール ピースバーグ 胆振 ㈲社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 白老ﾌｧｰﾑ白老ファームYearling 欠場
420 牡 インカンテーション ビーフィットウォー 浦河 佐々木　恵一 （株）森本スティーブル 落札 佐賀県馬主会　山下　良子 7,040,000
421 牡 トゥザワールド ハワイアンシェーナ 新冠 武田　寛治 クラックステーブル 主取
422 牝 オルフェーヴル ファビラスタイム 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 9,900,000
423 牝 タリスマニック ファンタビュラス 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 櫨山　慶次 2,750,000
424 牡 ジャングルポケット フェリーチェシチー 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 落札 米津　佳昭 3,300,000
425 牝 スピルバーグ プラセール 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 主取
426 牝 タリスマニック フィメールモナーク 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 金子　千恵 6,050,000
427 牡 マインドユアビスケッツ プリモウェイ 新冠 （株）ハクレイファーム カルペディエム メイド 落札 (株)ﾋﾎﾟﾌｧｲﾙ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 13,200,000
428 牝 タリスマニック ファンディータ 様似 （有）スイートファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 ニューマレコード 5,060,000
429 牝 メイショウボーラー ベイルリ 浦河 （有）地興牧場 天馬ステーブル 主取
430 牡 イスラボニータ ベルアンブル 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 馬目　卓 2,750,000
431 牡 コパノリチャード ベルモントレーヌ 門別 中川　欽一 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
432 牡 ワールドエース ホッコータピタン 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 欠場
433 牡 ダノンシャーク ホーマンビジュー 門別 坪田　晃宜 春木ファーム 落札 岐阜県馬主会　武仲　勝 2,530,000



434 牡 デクラレーションオブウォーマコトブリジャール 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 高原　将浩 18,700,000
435 牝 バゴ ピュアフライト 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 (株)シンザンクラブ 4,400,000
436 牝 モーニン フランチェスカ 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 (有)キタジョファーム 2,750,000
437 牡 ホッコータルマエ プライムウィッシュ 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 欠場
438 牡 ヘニーヒューズ フェイスマーク 静内 今牧場 カルペディエム メイド 欠場
439 牝 インカンテーション ホームウォード 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 伊藤　永二郎 6,160,000
440 牝 フェノーメノ マグナカルタ 新冠 渋谷牧場 （株）Ｔホースランチ 落札 北川  勉 2,090,000
441 牝 フリオーソ マダムアグライア 荻伏 （有）ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 落札 川俣　亮介 2,970,000
442 牝 ベストウォーリア マツリダワルツ 様似 （有）様似堀牧場 （株）木村育成牧場 落札 兵庫県馬主協会　楊　明山 3,300,000
443 牝 エスポワールシチー マミーフェスト 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 (有)武田興業 4,400,000
444 牝 ヘニーハウンド マヤノブリッツ 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 主取
445 牝 ビッグアーサー マンハッタンガール 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 天白　泰司 9,350,000
446 牝 トビーズコーナー メヌエットシチー 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
447 牝 アドマイヤムーン ヨシノファルコン 新冠 トド岩高原銀河農場物語㈱ (有)日高軽種馬共同育成公社主取
448 牝 ベストウォーリア ミスサハラ 静内 大典牧場（有） （株）森本スティーブル 主取
449 牝 ビーチパトロール ミスマリーン 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 主取
450 牝 シルバーステート ミラクルピッチ 門別 高柳　隆男 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 北海道馬主会　仲尾　正人 3,850,000
451 牡 ベストウォーリア ミアフィリア 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 田中　成奉 9,900,000
452 牝 ホークビル ホーチャム 新冠 中山　高鹿康 福地トレーニングファーム 主取
453 牡 ワールドエース モーニングムーン 浦河 中脇　栄 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 澤田　昭紀 3,960,000
454 牝 メイショウボーラー ヤマショウラッキー 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 落札 神奈川県馬主協会　高橋　照比古1,650,000
455 牝 ゼンノロブロイ ユアザイオン 門別 アイズスタッド（株） （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 稲場　澄 1,650,000
456 牝 スワーヴリチャード ラインキャメロン 静内 高橋　陵 （有）福山育成牧場 主取
457 牝 アメリカンペイトリオット ラックスフィールドロード 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (有)ディアレストクラブ 5,500,000
458 牡 シュヴァルグラン リアクションレート 門別 シグラップファーム （株）木村育成牧場 落札 神奈川県馬主協会　内山　一郎1,980,000
459 牝 ディープブリランテ リアハッピー 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 (有)泰興建設 3,410,000
460 牝 バゴ リュウキンカ 新冠 武田　修一 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 内田　玄祥 2,200,000
461 牝 モーニン リンノストーン 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 北海道馬主会　中村　吉隆 5,060,000
462 牝 ワールドエース ルドラ 三石 土田農場 土田農場 主取
463 牡 レーヴミストラル ラペーシュ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 宮田　美恵子 3,300,000
464 牡 アドマイヤムーン リオファンク 新冠 対馬　正 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (株)レックス 3,300,000
465 牝 ロージズインメイ レッドアモーレ 新冠 竹中牧場 （株）ケイズ 欠場
466 牡 モーニン レディー 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 村田　哲朗 3,850,000
467 牡 ダノンレジェンド レディスウィフト 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 庄司　修二 4,840,000
468 牝 アドマイヤムーン レディマスグレイヴ 静内 佐竹　学 ㈲目名共同トレーニングセンター主取
469 牝 モーニン レンレン 静内 徳本　幸雄 （株）白馬牧場 落札 (有)ミルファーム 2,420,000
470 牝 カレンブラックヒル レーヌビクトリア 門別 坂牧場 三橋ステーブル 主取
471 牡 シルバーステート ロックドクトリン 浦河 （有）松栄牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取



472 牡 ワールドエース ロイヤルフレア 新冠 （株）ハクレイファーム カルペディエム メイド 主取
473 牡 ダノンレジェンド モエルア 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 浅沼  廣幸 5,500,000
474 牡 ノヴェリスト レディストレイツ 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 小濱　正智 3,300,000
475 牝 トゥザグローリー ワンオリーブ 門別 シグラップファーム （株）木村育成牧場 落札 高野　英彦 1,100,000
476 牡 ヘニーヒューズ ロゴマーク 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,400,000
477 牝 ダノンレジェンド ロフティードリーム 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 石川県馬主協会 2,200,000
478 牝 ストロングリターン ワンモアミイチュー 門別 （有）中館牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
479 牡 アルアイン ラインラピット 新冠 土井牧場 （有）福山育成牧場 落札 STレーシング 3,520,000
480 牝 トビーズコーナー レモンティー 新冠 中山　高鹿康 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
481 牝 モーニン アイスグレー 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 清水　龍 3,960,000
482 牡 フリオーソ アップサージ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
483 牡 マインドユアビスケッツ アデュラリア 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 落札 (株)ＬＤＳ 4,400,000
484 牝 ミッキーグローリー アドマイヤビアン 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 鈴木　克斉 1,650,000
485 牝 アジアエクスプレス アナザーガール 静内 静内ファーム （株）ケイズ 落札 佐々木　將吉 2,200,000
486 牝 アドミラブル カボスチャン 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
487 牡 カレンブラックヒル アナタゴノミ 静内 田中　裕之 （株）木村育成牧場 主取
488 牡 ワールドエース アニー 静内 坂本　智広 坂本　智広 落札 石川県馬主協会 3,300,000
489 牝 バンブーエール アプリコットチャン 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成センター落札 津田　浩一 2,310,000
490 牡 サトノクラウン アムールレジェンド 平取 （有）二風谷ファーム （株）ケイズ 落札 日本中央競馬会 15,400,000
491 牝 ディープブリランテ アラモアナワヒネ 新冠 対馬　正 対馬　正 落札 (有)キタジョファーム 2,310,000
492 牝 ビッグアーサー アルマバテーム 三石 土田農場 土田農場 落札 (有)スピードファーム 3,630,000
493 牝 スノードラゴン アースリーチャンス 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 浦野　和由 1,320,000
494 牝 ブラックタイド イスルギ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 欠場
495 牡 カリフォルニアクローム イセノラヴィソン 静内 静内フジカワ牧場 （株）森本スティーブル 落札 組）Ｓ　Ｒ　Ｔ 10,450,000
496 牝 ヴァンセンヌ エイシンバーサス 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 辻　高史 9,350,000
497 牝 メイショウボーラー エイシンヴィーヴォ 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 (株)松浦牧場 2,420,000
498 牝 リアルインパクト ヴァージャー 東北 （株）諏訪牧場 （有）チェスナットファーム 落札 熊谷　清則 2,750,000
499 牡 ワールドエース ヴェルサイユパーク 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 (株)キャピタル･システム 7,150,000
500 牝 グランデッツァ ウェーブピアサー 静内 谷藤　弘美 谷藤　弘美 落札 内田　玄祥 3,300,000
501 牡 スマートファルコン ウルトラエナジー 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 落札 立山　伸二 9,900,000
502 牝 アニマルキングダム ヴィヴァマリアンヌ 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 4,620,000
503 牝 サンダースノー エイシンユートピア 門別 栄進牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
504 牝 カレンブラックヒル エクセルギー 門別 野島牧場 （株）Ｔホースランチ 落札 毛利　一之 2,750,000
505 牡 パイロ クラッシュオンユー 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 G･S 5,720,000
506 牡 ダノンレジェンド サクラヴァニータ 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 松田　整二 2,200,000
507 牡 ジャングルポケット クリアソウル 門別 （有）高山牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 鈴木　康弘 5,500,000
508 牝 コパノリッキー エイシンウィチタ 門別 スウィングフィールド牧場 ヴェルサイユファーム（株） 落札 G･S 2,640,000
509 牝 ダノンレジェンド エイシンボン 浦河 佐々木　恵一 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取



510 牡 ミッキーグローリー エイシンミント 三石 築紫　洋 築紫　洋 落札 中西　浩一 7,150,000
511 牝 ウインバリアシオン エジーサンドレ 東北 スプリングファーム （有）パイオニアファーム 欠場
512 牡 シャンハイボビー エピックフィリー 新冠 (株)シンカンファーム (株)シンカンファーム 落札 (株)H.Iコーポレーション 7,040,000
513 牝 シュヴァルグラン エミーズレシピ 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 岡村　善行 3,740,000
514 牝 ヴァンセンヌ エリザベスサクラ 静内 鳥谷　勝彦 （有）カタオカステーブル 落札 (株)Ｍａｖｅｒｉｃｋ 2,200,000
515 牝 ダノンレジェンド エーシンウェンディ 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 小濱　正智 3,410,000
516 牝 ミッキーグローリー エガオヨシ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 柏木  務 5,500,000
517 牡 ヴィクトワールピサ ヴェスティージ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
518 牝 ジャスタウェイ ウタヒメ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 幅田  昌伸 5,500,000
519 牡 ダノンレジェンド エンダレ 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 (株)加藤ステーブル 3,960,000
520 牝 モーニン オタカラハッケン 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 北海道馬主会　(株)大髙建設3,300,000
521 牝 ワールドエース オデッタ えりも寺井　文秀 ディーエスファーム 主取
522 牝 レッドファルクス オメガクリスマス 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 永嶋　啓一 6,050,000
523 牡 ダノンレジェンド オスカークイーン 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 渋谷　健作 4,180,000
524 牝 トランセンド オオカリベクイン 新冠 渋谷牧場 （株）Ｔホースランチ 主取
525 牝 トゥザワールド オンリゲットベター 門別 シグラップファーム （株）木村育成牧場 落札 千石　慎弥 1,100,000
526 牝 ホッコータルマエ キネオマドンナ 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 手嶋　美季 4,400,000
527 牝 ニシケンモノノフ サクラヴィオーラ 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 内田　玄祥 2,200,000
528 牡 ギンザグリングラス エタンスラント 千葉 蔵内　優子 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 浦野　和由 1,100,000
529 牡 ネロ コイスルオトメ 三石 森　政巳 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
530 牝 アジアエクスプレス コウヨウマリア 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 埼玉県馬主会　栗東総合産業(株)6,820,000
531 牡 シュヴァルグラン ガラム 静内 田中　裕之 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (株)レ オ 3,300,000
532 牡 サトノアラジン キャラメルフレンチ 浦河 惣田　英幸 （有）チェスナットファーム 落札 竹園  正継 4,840,000
533 牡 ディーマジェスティ クイーンレガシー 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 主取
534 牝 ニシケンモノノフ グッドプリン 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 ＫＭＭ 1,650,000
535 牡 シルバーステート グランデミノル 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 村田　哲朗 9,350,000
536 牡 ダノンレジェンド グレインライン 浦河 （有）太陽牧場 （株）木村育成牧場 落札 神奈川県馬主協会　伊藤　佳幸15,950,000
537 牡 ヘンリーバローズ クレバーユーミン 三石 （有）鳥井牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱｸｾｽ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2,750,000
538 牝 スクリーンヒーロー グローバルフェイム 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 落札 ニューマレコード 4,840,000
539 牡 マクフィ ジオパークルビー 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 松本　好雄 9,900,000
540 牡 レインボーライン スタイルオブメロン 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 落札 (有)ディアレストクラブ 1,430,000
541 牝 アジアエクスプレス ゴールデンファレノ 新冠 （有）大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
542 牡 マジェスティックウォリアーダブルミステリー 浦河 99.9 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 欠場
543 牝 ストロングリターン タイガーティアラ 門別 高山　博 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
544 牡 ディーマジェスティ グレイスサンセット 門別 アイズスタッド（株） （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 (有)ケイアイファーム 6,380,000
545 牝 ワンアンドオンリー グローリアスゼーレ 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 千葉県馬主会　(株)ＩＴＦ 1,100,000
546 牝 フリオーソ サイモンパルフェ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
547 牡 サウンドボルケーノ サウンドモニカ 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 欠場



548 牡 スマートファルコン サッキーシフター 門別 サンバマウンテンファーム （株）白馬牧場 主取
549 牡 サクラオリオン サクラベル 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 田中  晴夫 2,970,000
550 牡 エピカリス サクラピュアハート 静内 桑嶋　峰雄 桑嶋　峰雄 落札 大澤  繁昌 5,720,000
551 牝 スマートファルコン サクラフォルトゥナ 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 落札 北原　大史 1,650,000
552 牝 エスポワールシチー サクラサクラサクラ 門別 野島牧場 （株）Ｔホースランチ 主取
553 牡 ヴィクトワールピサ サンマルクイーン 浦河 笹島　政信 （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)13,200,000
554 牡 ファインニードル サーブルクイーン 静内 （有）田原橋本牧場 （株）森本スティーブル 落札 瀧本  和義 3,740,000
555 牡 ダンカーク シェーンフレール 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 大栗　芳一 1,320,000
556 牡 リアルインパクト ジャスティンラヴ 門別 (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 主取
557 牡 フリオーソ シャドークイーン 静内 佐竹　学 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 木村　恵理 3,300,000
558 牝 デクラレーションオブウォーシャラントレディ 三石 （株）タガミファーム ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 日本中央競馬会 11,000,000
559 牡 バンブーエール ジュンレンカ 様似 富田　恭司 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 鶴　俊邦 5,500,000
560 牝 エスポワールシチー ジョリガーニャント 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 兵庫県馬主協会　(株)ｴｸﾜｲﾝﾚｰｼﾝｸﾞ7,920,000
561 牝 スズカコーズウェイ サクラフェリース 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 (株)Rebirth Find 2,200,000
562 牡 アポロケンタッキー スイレン 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 埼玉県馬主会　清宮　義男 7,920,000
563 牝 ダノンレジェンド スクリプティド 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 落札 佐々木　將太郎 4,070,000
564 牡 ビッグアーサー シルバーストリーク 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 田中　準市 7,150,000
565 牝 ワールドエース シーザライト 静内 木村　秀則 木村　秀則 欠場
566 牡 エスポワールシチー ジーズドリームス 門別 高藤　茂 (有)賀張共同育成センター 落札 神奈川県馬主協会　吉田　郁実4,180,000
567 牡 カレンブラックヒル スカイワード 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 落札 坂田　栄一 2,750,000
568 牝 タリスマニック スズカプリズム 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 千葉県馬主会　(株)ＩＴＦ 7,700,000
569 牡 ファインニードル ステラーホープ 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 岡  浩二 5,940,000
570 牝 バゴ ストロンボリ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 主取
571 牡 ウルトラカイザー ストールンブライド 新冠 つつみ牧場 つつみ牧場 欠場
572 牝 カレンブラックヒル スマートアルティラ 静内 静内ファーム （株）ケイズ 落札 稲場　澄 2,200,000
573 牝 サトノダイヤモンド スワンソング 平取 （有）二風谷ファーム （株）ケイズ 落札 柏木  務 3,410,000
574 牡 トビーズコーナー タキオンコウショウ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 5,500,000
575 牝 リオンディーズ デイドリーム 平取 高橋　啓 （有）谷川牧場 落札 (株)ルイナール 5,060,000
576 牝 リアルインパクト セキサンキセキ 浦河 笹島　政信 （有）チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 8,800,000
577 牡 オルフェーヴル セレナズヴォイス 胆振 ㈲社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 白老ﾌｧｰﾑ白老ファームYearling 落札 小林　誠 7,920,000
578 牡 リオンディーズ センチュリーパーク 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 鈴木  可一 6,380,000
579 牝 マインドユアビスケッツ ドリームバラード 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 石川県馬主協会 8,800,000
580 牝 アメリカンペイトリオット トーセンアイリス 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 主取
581 牝 ニシケンモノノフ トンドゥアモール えりも寺井　文秀 ディーエスファーム 落札 山田　大輔 1,760,000
582 牡 ロゴタイプ ダルトヴィラ 胆振 Arrowfield Group Pty Ltd. （有）パイオニアファーム 落札 稲場　澄 2,750,000
583 牝 ビーチパトロール ダーレームーン 浦河 99.9 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
584 牡 エピカリス チョコダイスキ 静内 谷藤　弘美 谷藤　弘美 落札 吉田　忠史 4,620,000
585 牝 モンテロッソ ツキノテンシ 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 北原　大史 1,100,000



586 牡 ビーチパトロール ディアバビアナ 荻伏 （有）ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 5,720,000
587 牝 ニシケンモノノフ ティティテア 浦河 津島　優治 津島　優治 主取
588 牡 トゥザワールド ディーズエフォート 胆振 （有）東振牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
589 牡 ホークビル ドメーヌ 門別 シグラップファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取


