
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 スマートファルコン マロンパンナ 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会　徳永　博 9,570,000
2 牝 キズナ マンゴタンゴ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 岩手県馬主会 4,400,000
3 牡 ベルシャザール ミニレイスター 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 落札 国田　正忠 4,840,000
4 牝 ジャスタウェイ ムスタパルタ 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 主取
5 牝 ベストウォーリア メイショウフーガ 平取 黒川　賢司 （株）白馬牧場 主取
6 牝 ワールドエース メモリーフェスタ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 主取
7 牝 トゥザグローリー メモラブルワーズ 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 (株)アフリートファーム 1,320,000
8 牡 ルックスザットキル モエレアイドル 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 岐阜県馬主会　藤井　孝治 5,610,000
9 牝 ブリックスアンドモルタルモレサンドニ 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 成塚　清志 5,280,000

10 牝 リアルスティール ミスクリスエス 三石 山際セントラルスタッド 本桐共同育成センター　長井 恵主取
11 牡 アポロソニック ライジングネクスト 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 岐阜県馬主会　節　英司 2,860,000
12 牝 レッドファルクス ライブリーチューン 三石 （有）平野牧場 （有）平野牧場 落札 佐賀県馬主会　鈴木　克斉 3,520,000
13 牝 サトノアレス ラッキースプリント 様似 小田　誠一 （株）木村育成牧場 主取
14 牡 アジアエクスプレス ラヴィアージュ 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 星加　浩一 4,510,000
15 牡 サンダースノー ラシアンレヴォリューション浦河 （有）絵笛牧場 （株）森本スティーブル 落札 千石　慎弥 3,410,000
16 牡 バゴ ラストパートナー 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 欠場
17 牝 フリオーソ ラマルティーヌ 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 ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(同) 1,650,000
18 牝 キンシャサノキセキ ラレッサングル 静内 高橋　陵 （有）福山育成牧場 欠場
19 牝 フェノーメノ マザーロード 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 ＳＩ 1,430,000
20 牝 アジアエクスプレス アスクザリーズン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 近藤　広基 2,970,000
21 牝 バゴ リアンノン 大阪 森田　藤治 （有）辻牧場 落札 岐阜県馬主会　浅野　真由美4,180,000
22 牡 ビーチパトロール リキアイノキセキ 静内 漆原牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター主取
23 牝 キタサンミカヅキ リリーオブザバリー 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 田口　武志 2,200,000
24 牝 オルフェーヴル ルリエーヴル 胆振 （有）ノーザンレーシング （有）坂東牧場 落札 篁　真一郎 3,960,000
25 牝 スマートファルコン ルルマントウショウ 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 主取
26 牝 バゴ マッシュレイヤー 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター　長井 恵欠場
27 牝 レッドファルクス ミルファンティ えりも寺井　文秀 ディーエスファーム 主取
28 牡 エピカリス メガミチャン 様似 富田　恭司 （株）木村育成牧場 落札 田中　勝麻 4,070,000
29 牝 ホークビル イヴニングブルーム 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 主取
30 牝 モーニン ロイヤルジュエリー 新冠 （有）新冠伊藤牧場 クラックステーブル 落札 神奈川県馬主協会　清川　孝徳2,750,000
31 牡 ダイワメジャー ロールラフィネ 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 大澤  繁昌 7,480,000
32 牝 ミッキーロケット ワタリプリンセス 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 落札 (株)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 1,650,000
33 牡 サトノクラウン アドマイヤオウカ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 岩手県馬主会 4,400,000
34 牝 ワールドエース アドマイヤカラット 三石 ヒサイファーム セールスプレップサービス 主取
35 牝 エピカリス アマレット 新冠 （有）中本牧場 村上牧場 主取
36 牝 ルーラーシップ アルゴロオジエ 東京 エンジェルレーシング（株） （有）チェスナットファーム 落札 千葉県馬主会　澤田　孝之 7,920,000
37 牡 フリオーソ アムールブラン 門別 山田　政宏 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 三田　正眞 880,000



38 牡 ホークビル アラーラム 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 欠場
39 牝 ヤマカツエース アスパラガス 静内 岡田　猛 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 石澤　純平 1,100,000
40 牝 エスケンデレヤ アルコシエロ 東京 伊坂　重憲 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 有馬  博文 1,650,000
41 牡 ベストウォーリア アロマジュエリー 富山 （有）ライオンズ （有）新生ファーム 落札 千葉県馬主会　髙橋　晥 6,600,000
42 牝 ファインニードル ウインシンシア 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 (株)ネクストレンド 3,410,000
43 牝 エイシンヒカリ エイシンマイウェイ 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 岡田　壮史 2,860,000
44 牝 アンライバルド マメールロア 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 主取
45 牝 グランプリボス モズフリムカナイデ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 田中　貴雄 3,960,000
46 牡 ホークビル アンビホールドゥン 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 欠場
47 牡 パイロ アンプレヴー 門別 （株）アースファーム Ikuchise Stud 主取
48 牡 ヴィクトワールピサ アスワンサンセット 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 石川　達絵 5,280,000
49 牝 ニューイヤーズデイ アスタラビクトリア 新冠 （株）ハクレイファーム （株）森本スティーブル 落札 (有)ミルファーム 2,090,000
50 牡 シニスターミニスター アズマガール 門別 増尾牧場 （有）福山育成牧場 落札 (同)ﾊｯﾋﾟｰﾚｰｼﾝｸﾞ 7,700,000
51 牝 アドミラブル イーグルアモン 十勝 千島　勇一 （株）愛知ステーブル 落札 濱村　充哉 1,980,000
52 牡 ルースリンド インマイラヴ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 梅澤　明 5,720,000
53 牡 エーシントップ エイシンヒマワリ 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 上岡  和男 3,190,000
54 牡 アニマルキングダム リアリーラヴユー 静内 高橋　陵 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
55 牝 ディスクリートキャット ウィンターパレス 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 欠場
56 牝 フリオーソ ヴァカンス 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 落札 合同会社　Ｕ.Ｆ.Ｆ 3,410,000
57 牝 ゴールドアクター ヴィジオネール 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 主取
58 牝 レインボーライン ヴァニラシャンティ 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 石澤　純平 1,100,000
59 牝 ロゴタイプ モッシュピット 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
60 牝 モーニン ユキノレッシャ 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 三木　康史 5,720,000
61 牡 トーセンラー アナモリ 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター　長井 恵主取
62 牡 ゴールデンバローズ エイシンヴァルハラ 三石 堀川　洋之 （株）門別牧場 主取
63 牡 トゥザワールド エアワルツ 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 山本  武司 2,750,000
64 牝 ダノンバラード エヌティボタン 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 小野  博郷 3,520,000
65 牝 ベストウォーリア エイグレット 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 松本　好雄 9,020,000
66 牡 ロゴタイプ エボニーアイボリー 浦河 浦河小林牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
67 牝 ディーマジェスティ エメラルドビーム 静内 （有）畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター落札 小林  祥晃 4,510,000
68 牝 トゥザワールド エレガントビーナス 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 蟹江　知彦 1,650,000
69 牡 ヘニーハウンド エーシンロレーン 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 (有)武田興業 2,310,000
70 牝 サイレントディール エレン 荻伏 ㈲ｾﾝﾁｭﾘｰｽﾀｯﾄﾞﾌｧｰﾑ Pinetree Ranch 落札 山下  勇 770,000
71 牝 トーセンラー エーシンラクーン 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 主取
72 牝 リアルスティール エールドクラージュ 平取 オークツリーファーム オークツリーファーム 落札 吉田　勝利 15,400,000
73 牝 アジアエクスプレス ローザンヌ えりも寺井　文秀 ディーエスファーム 落札 千葉県馬主会　石井　太郎 1,430,000
74 牡 タリスマニック ウルバーノ 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 (株)H.Iコーポレーション 6,600,000
75 牝 バンブーエール オーシャンレディー 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 柏木  務 4,620,000



76 牡 グランプリボス カッチャウカモネ 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル（新冠育成公社内）落札 山下  勇 2,200,000
77 牝 サトノクラウン カラフル 胆振 平岡牧場 （株）門別牧場 落札 森　哲 2,750,000
78 牡 ウインバリアシオン カリアティード 東北 （有）荒谷牧場 （有）荒谷牧場 落札 (株)ＮＫＫレーシング 2,640,000
79 牝 エピカリス カレリア 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 小林  祥晃 6,050,000
80 牝 シビルウォー ガイーヌ 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 山下  勇 1,760,000
81 牡 パイロ グラッブユアダイヤ 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 欠場
82 牝 アジアエクスプレス オボロヅキ 三石 沖田　哲夫 （株）愛知ステーブル 落札 米津　佳昭 3,850,000
83 牝 ミッキーロケット オペラアイ 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,850,000
84 牡 ホークビル オースミフブキ 浦河 富菜牧場 （株）門別牧場 主取
85 牡 パイロ カツナデシコ 浦河 中脇　栄 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
86 牝 カレンブラックヒル キクノレヨン 新冠 （株）レジェンドファーム （株）レジェンドファーム 欠場
87 牝 エスポワールシチー キセキノショウリ 新冠 村上牧場 村上牧場 欠場
88 牝 ベストウォーリア キセキノチャンス 静内 今牧場 カルペディエム メイド 落札 山中秋桜ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 6,270,000
89 牝 フリオーソ キニナルーイ 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 森田　徹 3,190,000
90 牝 ワールドエース キャンディームーン 三石 藤巻　則弘 ＹＴＴパートナーシップ 落札 吉田　京子 1,650,000
91 牡 ディープスカイ ギンマク 新冠 竹中牧場 カルペディエム メイド 落札 岩手県馬主会 4,400,000
92 牝 サクラオリオン サクラエミリー 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 小川　寛子 1,650,000
93 牝 ファインニードル クインズアイザ 静内 荒木　貴宏 福地トレーニングファーム 主取
94 牝 アメリカンペイトリオット クインズエリカ 静内 佐竹　学 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 井上　久光 2,750,000
95 牡 サトノクラウン クィーンズトレイル 三石 飯岡牧場 エレガンスファーム 落札 鈴木　康弘 4,510,000
96 牡 ダノンレジェンド エーシンエーユー 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 佐賀県馬主会　原　久美子 4,400,000
97 牝 ベルシャザール グッドモーメント 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 欠場
98 牡 レッドファルクス グローリアスゾーン 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 埼玉県馬主会　ｱｰｸﾌﾛﾝﾃｨｱ(株)5,170,000
99 牝 マインドユアビスケッツ コケット 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 (有)エクセルマネジメント 6,600,000

100 牡 コパノリチャード クラッシーシャーロット 三石 中橋　清 中橋　清 落札 (株)ＭＭＣ 2,200,000
101 牡 ディスクリートキャット グラッドリー 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 落札 西村　亮二 2,200,000
102 牡 スマートファルコン クラールハイト 静内 原　弘之 原　弘之 落札 堀井　良樹 4,070,000
103 牝 レッドファルクス クリヤマキアート 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 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,190,000
104 牝 ラニ グレースシャンティ 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 落札 寺村　定祐 1,100,000
105 牝 シルバーステート クロスウォーターⅡ 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 欠場
106 牡 コパノリッキー サンキャッチャー 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 竹下　佳利 2,970,000
107 牡 ナムラタイタン シュクレビジュー 新冠 津田牧場 クラックステーブル 落札 山下　繁美 3,300,000
108 牡 シュヴァルグラン エーシンマイスター 門別 栄進牧場 （株）門別牧場 落札 G･S 3,630,000
109 牝 アドミラブル エスプリドゥルミエ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 岐阜県馬主会　浅井　隆夫 1,430,000
110 牡 アドマイヤムーン コズミックフレイム 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 (株)ネクストレンド 7,700,000
111 牝 ニシケンモノノフ コンバットアマゾン 門別 中川　欽一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 時田　裕 2,310,000
112 牝 シャンハイボビー コグノセンティ 新冠 （有）浜口牧場 （有）浜口牧場 欠場
113 牝 レッドファルクス コスモアンダルシア 新冠 （有）ビッグレッドファーム （有）ビッグレッドファーム 落札 門別  善男 6,600,000



114 牡 ベストウォーリア コリンナ 三石 沖田　哲夫 ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 田中　準市 3,300,000
115 牡 トゥザワールド コロニアルディーバ 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 落札 千葉県馬主会　杉浦　和也 2,200,000
116 牝 ゴールドアクター ゴールドハーツ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 岐阜県馬主会　中島　俊房 2,200,000
117 牡 ミッキーグローリー ゴールドプリュム 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 光安　了 2,200,000
118 牡 ラブリーデイ コルデトゥリーニ 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 亀岡　和彦 9,900,000
119 牡 バンブーエール コウエイレディー 浦河 富菜牧場 （株）門別牧場 落札 井上　久光 1,650,000
120 牝 ダノンレジェンド グランドメージャー 浦河 （有）絵笛牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 長塩　豊 2,970,000
121 牝 メイショウサムソン グローリアスロウラ 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 幸田　茂樹 880,000
122 牝 サクラゼウス サクラグレイス 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 (株)ＦＴＵ 1,650,000
123 牡 ミッキーグローリー サクラジュノー 静内 （有）西川富岡牧場 （有）西川富岡牧場 欠場
124 牝 トゥザワールド サクラトップピサ 門別 坂戸牧場　坂戸節子 Ikuchise Stud 落札 村野　慎之介 3,300,000
125 牝 ロゴタイプ サダムルーティン えりも能登　浩 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)ミルファーム 1,540,000
126 牡 ネロ サトノジュエル 門別 アイズスタッド（株） （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 熊木　浩 3,850,000
127 牝 リーチザクラウン サンピング 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 北海道馬主会　安喰　武雄 4,840,000
128 牝 カレンブラックヒル シゲルヨリツキ 新冠 長浜　秀昭 クラックステーブル 落札 吉崎　みどり 2,860,000
129 牝 ワールドエース シグラップマリア 静内 原ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
130 牡 レーヴミストラル シェッドラスター 新冠 中山　高鹿康 三橋ステーブル 落札 林　秀宣 3,300,000
131 牡 ヘンリーバローズ シャイントウショウ 三石 堀川　洋之 （株）門別牧場 主取
132 牝 リアルインパクト シャイナムスメ 門別 廣中　稔 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
133 牡 ヤマカツエース シャイニングアイズ 静内 岡田　猛 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 岩手県馬主会 4,400,000
134 牝 オウケンブルースリ シャルルムーン 門別 （株）木部ファーム （株）木部ファーム 主取
135 牡 モーニン シャークサッカー 三石 田中　春美 （有）チェスナットファーム 落札 木村　昌三 6,380,000
136 牡 マジェスティックウォリアージッパーレーン 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 志邑　宣彦 6,050,000
137 牝 ベーカバド サマーリガード 平取 船越　伸也 （有）グランデファーム 落札 (株)セイクリットファーム 1,650,000
138 牝 ファインニードル セントリフュージ 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 欠場
139 牡 アルアイン ジュメイラジョアン 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (株)本城 7,480,000
140 牡 ゼンノロブロイ ジュモット 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 山下  勇 3,960,000
141 牡 モーニン シンキングジョリー 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 落札 西村　亮二 4,180,000
142 牡 シュヴァルグラン シングンレガシイ 新冠 （有）ヒカル牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 落札 林田　憲次 3,850,000
143 牝 レイデオロ シンシアズブレス 胆振 ノーザンファーム （有）坂東牧場 落札 日向　英二 3,300,000
144 牝 ハービンジャー シンデレラ 東京 エンジェルレーシング（株） （有）チェスナットファーム 落札 甘糟　裕介 9,900,000
145 牡 キンシャサノキセキ スイートポーラ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 瀧本  和義 2,200,000
146 牝 ダンカーク ハッピーダイアリー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 中辻　明 6,160,000
147 牡 ヘニーハウンド タカヒロチャーム 新冠 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 澤田　孝之 3,630,000
148 牝 ビーチパトロール サクラパピルス 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 主取
149 牡 カレンブラックヒル ストレイトフロムテキサス新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 欠場
150 牝 シャンハイボビー ストームツイスター 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)12,100,000
151 牡 ニシケンモノノフ スノーキトゥン 新冠 （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場 欠場



152 牝 ブリーズフレイバー ナチュラルナイン 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 上田　秀二 1,650,000
153 牝 ヘンリーバローズ セドゥ 浦河 （有）三栄牧場 （有）三栄牧場 落札 猪熊　広次 1,100,000
154 牝 ホークビル セクシーモーション 門別 （株）アースファーム Ikuchise Stud 主取
155 牝 メイショウボーラー セイウンクロエ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 松本　好雄 5,060,000
156 牝 リアルインパクト スターファセット 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 久保田　定 12,650,000
157 牡 バゴ タイセイアモーレ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 落札 鈴木  和彦 2,310,000
158 牡 バトルプラン ダイワノブレス 静内 原　弘之 原　弘之 落札 千葉県馬主会　(株)レックス 2,970,000
159 牝 ベストウォーリア タオルチャン 門別 門別　尚省 （株）門別牧場 落札 (株)ＶＩＥＷ　ＳＴＹＬＥ 3,190,000
160 牝 タリスマニック タフラヴ 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 神奈川県馬主協会　吉岡　廣樹3,300,000
161 牡 モーニン タムロドリーム 三石 （有）村上牧場 エレガンスファーム 落札 菅野　守雄 7,920,000
162 牝 ロゴタイプ ダンシングエディ 門別 （有）碧雲牧場 （有）碧雲牧場 落札 福田　光博 1,870,000
163 牝 チェリークラウン チェリーマドンナ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 主取
164 牝 トビーズコーナー チャリシー 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 岐阜県馬主会　西　唯克 1,430,000
165 牝 トゥザワールド チャームラブ 新冠 対馬　正 対馬　正 落札 (有)キタジョファーム 2,310,000
166 牝 ニューイヤーズデイ トーコーヴィーナス 大阪 森田　藤治 （有）辻牧場 欠場
167 牡 アポロケンタッキー ツヴィンガー 静内 荒谷　輝和 （株）ニシケン牧場 落札 兵庫県馬主協会　節　英司 3,960,000
168 牝 ザサンデーフサイチ パッシオーネ 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 主取
169 牝 ヴァンセンヌ パワーオブフェイス 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 小泉　修 4,400,000
170 牝 リアルスティール ピジョンレッド 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 岐阜県馬主会　石川　裕基 2,200,000
171 牝 トーセンラー フェータルイヴ 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 主取
172 牝 サクラゼウス サクラコフレドール 静内 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 落札 ＡＴレーシング 1,650,000
173 牡 ロジャーバローズ スイートエルドール 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 幅田  昌伸 3,740,000
174 牡 ゴールデンバローズ ディープビヨンド 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
175 牝 ビッグアーサー ディーズハイエンド 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 林　文彦 4,950,000
176 牡 フリオーソ デアリングヴェスタ 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)レックス 2,970,000
177 牡 ラニ ディヴィナライン 浦河 （株）吉澤ステーブル （有）チェスナットファーム 落札 兵庫県馬主協会　節　英司 2,860,000
178 牡 ゴールデンバローズ デザイナー 新冠 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 岩手県馬主会 5,500,000
179 牝 ダノンレジェンド ティアドロップス 荻伏 市正牧場 （株）愛知ステーブル 主取
180 牝 レッドファルクス テンザンアモーレ 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 (株)アプエンテ 1,100,000
181 牝 ノボジャック トウケイダヴィンチ 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 矢野　琢也 3,300,000
182 牝 スノードラゴン トーセンウィズダム 静内 ＣＲステーブル ＣＲステーブル 欠場
183 牡 アポロケンタッキー トーセンプリンセス 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター　長井 恵落札 織田　洋介 3,960,000
184 牡 マジェスティックウォリアートウケイサクラ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 兵庫県馬主協会　泉　一郎11,550,000
185 牝 フリオーソ デストリアー 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 落札 (株)ＦＥＡＴ 1,100,000
186 牝 ラブリーデイ テンダーエモーション 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 石川県馬主協会 2,310,000
187 牝 ディーマジェスティ ハルダヨリ 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 主取
188 牝 イスラボニータ プラチナテーラー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 (株)富士開発 2,750,000
189 牝 アジアエクスプレス ナロウゲート 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 富田　公一 2,200,000



190 牝 ファインニードル ノバラ 三石 （株）タガミファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 小笹　公也 4,730,000
191 牝 ロージズインメイ プレッピー 様似 小田　誠一 （株）木村育成牧場 主取
192 牡 リアルスティール ナンネッタ 大阪 森田　藤治 （有）辻牧場 落札 小島　俊治 14,300,000
193 牝 ベストウォーリア ナスノキセキ 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 福原　聡 3,520,000
194 牝 ビッグアーサー ニシノブーケトス 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 落札 岩手県馬主会 4,400,000
195 牝 リオンディーズ ニューアイデア 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 5,940,000
196 牝 イスラボニータ ヒムカ 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 栗本  博晴 9,680,000
197 牡 モーニン バブルウィズジョイ 静内 織田　米見 クラックステーブル 落札 長井　純一 8,140,000
198 牝 トビーズコーナー ハシルヨアカルク 浦河 オーシャンズランチ オーシャンズランチ 主取
199 牝 シャンハイボビー パッション 静内 高橋　義浩 カルペディエム メイド 落札 佐賀県馬主会　了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)3,410,000
200 牝 エピカリス バッテリーパーク 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 主取
201 牡 ニシケンモノノフ ネコハッピー 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 神山　和之 3,080,000
202 牡 モーニン パレスメダーリア 門別 FUJIWARA STABLE FUJIWARA STABLE 落札 長井　純一 6,380,000
203 牝 ミッキーロケット ハロウィーン 静内 岡田　猛 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 池袋レーシング 2,310,000
204 牡 グレーターロンドン パンドラズホープ 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 奈村  睦弘 6,160,000
205 牡 バトルプラン パーフェクトブルー 静内 原　弘之 原　弘之 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 2,200,000
206 牝 ネロ ヘルムヴィーゲ 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)ﾁｪｽﾅｯﾄﾌｧｰﾑ 2,640,000
207 牝 アジアエクスプレス ペイシャキャサリン 新冠 （有）カミイスタット （有）カミイスタット 落札 大東  正由 3,520,000
208 牝 ベストウォーリア プレイフォーユー 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 欠場
209 牝 レッドファルクス ブライトホーン 千葉 社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 落札 ＩＲレーシング 1,100,000
210 牝 スクリーンヒーロー ヒシエトワール 新冠 （有）飛渡牧場 （有）飛渡牧場 欠場
211 牝 テイエムジンソク ヒシストーミイ 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
212 牝 ベストウォーリア ビジョナリー 門別 北田　剛 （株）白井牧場 主取
213 牝 モーニン ピジョンオネスト 新冠 （株）レジェンドファーム （有）大作ステーブル 落札 神奈川県馬主協会　山下　晃徳2,200,000
214 牝 トゥザワールド ビックセイラー 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 組）Ｓ　Ｒ　Ｔ 5,720,000
215 牡 ホッコータルマエ ピンクチャリス 静内 三木田牧場 三木田牧場 落札 岐阜県馬主会　菅原　仁人 2,090,000
216 牝 トゥザワールド ピンクプリンセス 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 (株)本城 2,750,000
217 牝 ファインニードル プリンセスケイト 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 欠場
218 牡 グランプリボス フジノドラマ 三石 （有）加野牧場 （有）加野牧場 欠場
219 牝 ロゴタイプ フレンチミステリー 浦河 惣田　英幸 （有）チェスナットファーム 落札 福地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 1,870,000
220 牝 ウインバリアシオン ブラウブリッツ 東北 （有）荒谷牧場 （有）荒谷牧場 落札 濱本　雅俊 2,310,000
221 牝 マジェスティックウォリアーブラウンテヌート 札幌 WINNOVATION㈱ （有）ヤマダステーブル 落札 山内　邦一 5,610,000
222 牝 ストロングリターン プラチナベール 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 北原　大史 1,320,000
223 牝 アジアエクスプレス ポワンセティ 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 高野　英彦 1,100,000
224 牝 ラニ ベルヴィンカ 東京 （株）ＭＫアセット （株）木村育成牧場 主取
225 牝 ハービンジャー ブーケフレグランス 胆振 （株）社台ブラッドメア 社台ブルーグラスファーム 落札 石川　眞実 7,150,000
226 牝 ミッキーロケット ベスタルキュート 荻伏 （有）大原ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
227 牡 ヘニーヒューズ ホクセツダンス 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 松本　憲昭 8,360,000



228 牡 シルバーステート ホワイトウォーター 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 欠場
229 牝 ディスクリートキャット ボーダレス 門別 ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) ﾀﾞｰﾚｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧｰﾑ(有) 欠場
230 牝 シルバーステート マイティーボタン 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）落札 北海道馬主会　川添　裕起 5,610,000
231 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落札 山本  武司 4,400,000
232 牝 クリエイターⅡ マツリバヤシ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 (株)Ｗプロパティー 8,360,000
233 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 欠場
234 牝 ルーラーシップ ミステリアスガール 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 小川  勲 7,700,000
235 牝 コパノリッキー ミラクルモーメント 新冠 （同）小泉　学 （株）ＮＹＳ 落札 小林  祥晃 3,410,000
236 牝 ビッグアーサー ミワノロマンス 門別 三輪　幸子 (株)PYRAMID TRAINING 落札 櫻井　多美子 3,630,000
237 牝 ニシケンモノノフ ミンドゥルレ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 松本　桂昌 2,090,000
238 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トレーニングファーム 落札 (有)キタジョファーム 2,750,000
239 牡 グレーターロンドン メイショウシズカロ 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 (株)本城 4,950,000
240 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 落札 松本　好雄 2,860,000
241 牡 モーニン モンレーヴリアン 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 落札 吉崎　みどり 5,280,000
242 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 （有）パカパカファーム(厚賀分場)主取
243 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 落札 (有)高昭牧場 4,950,000
244 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 欠場
245 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 落札 伊藤　とみ枝 3,300,000
246 牡 トビーズコーナー マリナーズコンパス 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）落札 川村　初美 3,300,000
247 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 欠場
248 牝 デクラレーションオブウォーライトフェアリー 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 3,300,000
249 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 （株）門別牧場 主取
250 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 落札 上田  忠男 4,400,000
251 牝 ヤマカツエース ヤマカツサユリ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 落札 (有)トラストスリーファーム 1,870,000
252 牝 マジェスティックウォリアーラパージュ 三石 小野　秀治 小野　秀治 落札 (株)レ オ 7,040,000
253 牝 アニマルキングダム ラブフルーツ 門別 サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 落札 吉橋　一美 2,200,000
254 牡 マジェスティックウォリアーラミアカーサ 大阪 藤田　孟司 （株）森本スティーブル 主取
255 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
256 牝 スノードラゴン リブレドバンク 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 石井　義人 2,200,000
257 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 落札 根田　喜久雄 4,730,000
258 牝 ベストウォーリア リレミト 静内 今牧場 カルペディエム メイド 欠場
259 牡 サトノアラジン マイルストーン 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 内田　玄祥 4,290,000
260 牡 トーセンラー ルシアンネイル 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 (株)ＮＫＫレーシング 2,750,000
261 牡 レインボーライン ラーナック 東北 マルシチ牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
262 牡 ベストウォーリア レッドフォーリア 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 大島　慎一郎 4,730,000
263 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
264 牡 ミッキーアイル レインボーラヴラヴ 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 落札 (有)コスモヴューファーム 5,500,000
265 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 落札 瀬戸　年美 2,200,000



266 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 欠場
267 牝 アジアエクスプレス レッドジュラーレ 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)カナイシスタッド 2,750,000
268 牝 モンテロッソ レッドプリモ 静内 ＣＲステーブル ＣＲステーブル 落札 山﨑　考司 990,000
269 牝 モーリス レッドマシェリ 門別 戸川牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (株)アフリートファーム 2,860,000
270 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 欠場
271 牡 アメリカンペイトリオット レナプリンセス 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 篠原　賢二 4,400,000
272 牝 ウインバリアシオン レモンリーフ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 主取
273 牡 アメリカンペイトリオット アイランドクイーン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 欠場
274 牡 マインドユアビスケッツ アースビーガ 江別 松山　増男 田口トレーニングファーム 主取
275 牝 コパノリッキー イイデサンドラ 新冠 山岡ファーム クラックステーブル 欠場
276 牝 メイショウボーラー ロビングショット 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 欠場
277 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 落札 是枝　浩平 6,600,000
278 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 欠場
279 牝 トゥザワールド ワイルドモーション 静内 聖心台牧場（有） 聖心台牧場（有） 主取
280 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. 落札 (株)ＶＩＣＴＯＲＹ 1,760,000
281 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 落札 小泉　修 7,920,000
282 牝 ビッグアーサー アシドベリー 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 (有)ﾁｪｽﾅｯﾄﾌｧｰﾑ 2,420,000
283 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落札 (有)キタジョファーム 2,750,000
284 牡 スワーヴリチャード アナザーワールド 門別 タバタファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 栗坂  崇 4,620,000
285 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 落札 山口　功一郎 5,720,000
286 牡 サンダースノー アマルティア 門別 （株）アースファーム Ikuchise Stud 欠場
287 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 欠場
288 牝 アメリカンペイトリオット アートラヴァー 三石 小河　豊水 福地トレーニングファーム 落札 千葉県馬主会　大泉　勉 3,080,000
289 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 落札 西村　佳代子 5,280,000
290 牝 ブラックタイド ギリア 門別 （株）門別牧場 （株）ケイズ 落札 程田　真司 5,500,000
291 牝 モーニン リッジローズ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 落札 畑山　秀忠 2,640,000
292 牝 ルーラーシップ ミーシャレヴュー 静内 （有）飛野牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 (有)キタジョファーム 3,850,000
293 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 クラックステーブル 欠場
294 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）欠場
295 牡 バゴ イセノメガミ 荻伏 桑田　正己 三好　悠太 落札 石川県馬主協会 3,740,000
296 牝 アポロケンタッキー イチノティアラ 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 欠場
297 牝 アドミラブル イッツマイタイム 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 今　朝光 3,850,000
298 牝 ホークビル イルミナーレ 十勝 小林　和幸 （株）森本スティーブル 主取
299 牝 トゥザワールド アイズオブナタリー 新冠 （有）新冠伊藤牧場 クラックステーブル 主取
300 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 落札 国田　正忠 5,060,000
301 牝 メイショウボーラー ヴェンティミリア 三石 沼田　照秋 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 欠場
302 牡 コパノリッキー クロススピード 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 冨田　藤男 4,950,000
303 牝 アメリカンペイトリオット グローリファイ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 神奈川県馬主協会　(有)ﾄﾆｰｽﾃｰﾌﾞﾙ2,200,000



304 牡 サトノクラウン エイシンダーラ 静内 増本　良孝 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
305 牝 トゥザワールド エフティベス 江別 松山　増男 田口トレーニングファーム 主取
306 牝 ベストウォーリア エンパイアソウル 荻伏 小林　正仁 （有）荻伏共同育成場 欠場
307 牡 アメリカンペイトリオット エールミニョン 新冠 中山　高鹿康 中山　高鹿康 欠場
308 牝 オーシャンブルー オレンジローズ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 岡田　義雄 2,200,000
309 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 落札 北海道馬主会　合同会社　ＭＩＲＡＩ4,290,000
310 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欠場
311 牡 ダノンシャーク オンワードラトゥル 浦河 南部　功 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
312 牝 アポロケンタッキー ガルネリ 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 (有)ヤマダステーブル 3,080,000
313 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 欠場
314 牡 カリフォルニアクローム カウニスクッカ 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 荻原　慎司 7,260,000
315 牝 ヴァンセンヌ グレースローラ 様似 （有）小田牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 1,870,000
316 牝 サンダースノー ゴールドマリキヤ 東北 ワールドファーム （有）チェスナットファーム 落札 石井　輝昭 5,500,000
317 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 落札 石川県馬主協会 2,200,000
318 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 落札 島田　剛 2,090,000
319 牝 ロジャーバローズ キュルミナン 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 石井　輝昭 4,400,000
320 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 落札 ＡＴレーシング 2,530,000
321 牡 シュヴァルグラン クロカミノマイ 三石 沖田　哲夫 本桐共同育成センター　長井 恵主取
322 牡 オルフェーヴル クロスバラード 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 丸山  隆雄 4,400,000
323 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 落札 八木  良司 5,940,000
324 牡 ワールドエース ウォーターメアヌイ 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 落札 熊谷　清則 3,960,000
325 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 落札 鈴木　康弘 1,760,000
326 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トレーニングファーム 落札 埼玉県馬主会　川上　和彦 6,050,000
327 牝 バトルプラン ガルノーヴァ 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 子守　貴久 1,320,000
328 牝 リアルスティール ココナッツパルム 三石 （有）木下牧場 セールスプレップサービス 落札 ローレル 3,630,000
329 牡 ラブリーデイ コンゴウビジン 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 高山　竜二 1,430,000
330 牡 ダンカーク ゴールドウィング 浦河 （有）木戸口牧場 （株）木村育成牧場 落札 今　朝光 4,400,000
331 牝 トーセンラー ゴールドリボン 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 主取
332 牝 ラニ クロツルバミ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 主取
333 牝 レガーロ サクラマシェリ 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 石澤　純平 1,100,000
334 牝 トーホウジャッカル サニツ 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 主取
335 牝 デクラレーションオブウォーサンデーメモリー 様似 （有）スイートファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 主取
336 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 欠場
337 牡 アニマルキングダム ジーントウショウ 静内 片岡　博 （有）チェスナットファーム 主取
338 牝 ヴァンセンヌ シゲルハチマンタイ 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 落札 福原　聡 1,650,000
339 牡 ラニ シャープナー 三石 （株）ニシケン牧場 （株）ニシケン牧場 主取
340 牡 グァンチャーレ ジュピターズビコー 三石 オギオギ牧場 （株）森本スティーブル 落札 岐阜県馬主会　安東　純二 4,950,000
341 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 落札 (株)アプエンテ 1,100,000



342 牡 ニシケンモノノフ スミヨシルビー 門別 （株）門別牧場 （株）ケイズ 落札 田村　章 3,740,000
343 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 欠場
344 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落札 千葉県馬主会　(株)ＭＭＣ 4,840,000
345 牡 ラブリーデイ スピネッタ 静内 泊　仁史 ㈲目名共同トレーニングセンター落札 矢口　龍彦 1,540,000
346 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 落札 大西　和子 4,180,000
347 牡 パドトロワ スカイトウショウ 静内 鳥谷　勝彦 （有）カタオカステーブル 主取
348 牡 アニマルキングダム スカイノーヴァ 静内 （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム 落札 神奈川県馬主協会　松山　毅4,950,000
349 牡 スズカコーズウェイ セドゥラマジー 愛知 （株）ＳＧプランニング （株）門別牧場 落札 三河　辰巳 3,300,000
350 牡 ミッキーアイル ハッピーサンディー 三石 （株）前田ファーム ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 豊田　智郎 5,720,000
351 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 落札 (有)ウェルメット 5,060,000
352 牡 ドゥラメンテ スプリングサンダー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 山本　益臣 17,600,000
353 牝 サンダースノー スイートハート 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 欠場
354 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トレーニングファーム 主取
355 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 落札 北海道馬主会　佐藤　弘樹 4,290,000
356 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 落札 (有)ﾑﾗﾔﾏ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 4,290,000
357 牡 スクリーンヒーロー セシャト 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 落札 (株)BZ HOLDINGS 7,700,000
358 牡 コパノリッキー タイヨウガデテキタ 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）欠場
359 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 落札 須田　靖之 3,850,000
360 牡 アジアエクスプレス タケノミリオン 新冠 （有）五丸農場 岩見ステーブル 落札 森本　研太 2,750,000
361 牝 ストロングリターン トラストネモフィラ 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 小林　伸幸 3,850,000
362 牡 オルフェーヴル トレサンセール 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
363 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グセンター落札 板倉　勝之 1,650,000
364 牡 アジアエクスプレス ディープスノー 門別 （株）門別牧場 （株）ケイズ 落札 橋本　浩 1,650,000
365 牝 ケープブランコ チャードリー 静内 高橋　義浩 （有）静内白井牧場 主取
366 牡 Ｙｏｓｈｉｄａ チューリップスガロア 新冠 （有）大栄牧場 カルペディエム メイド 欠場
367 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 欠場
368 牡 アメリカンペイトリオット ハナウマ 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 金子　千恵 3,410,000
369 牡 パイロ ツカサリボン 新冠 中山　高鹿康 （株）吉永ファーム 落札 井上　久光 4,070,000
370 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
371 牝 トゥザワールド ナトリフレンド 門別 （株）門別牧場 （株）エイトステーブル 落札 石川県馬主協会 3,850,000
372 牡 サトノアラジン シレーナ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 松本　好雄 10,120,000
373 牝 シュヴァルグラン ジョア 様似 （有）スイートファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (有)スピードファーム 2,200,000
374 牡 アドミラブル トーコージュエリー 十勝 千島　勇一 （株）愛知ステーブル 落札 田口　武志 1,650,000
375 牝 スワーヴリチャード トーセンスタッフ 静内 高橋　陵 （有）福山育成牧場 落札 山崎　祐嗣 5,940,000
376 牝 ミッキーグローリー ナリタアマリリス 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 上村　勝 3,520,000
377 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. 落札 曽根　正 2,970,000
378 牝 バゴ ノヴェンバースカイ 門別 前川　義則 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 神奈川県馬主協会　安達　洋生2,200,000
379 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 落札 (有)コスモヴューファーム 6,380,000



380 牝 ミッキーグローリー パトリオット 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 岐阜県馬主会　杉浦　和也 1,980,000
381 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 落札 熊谷　清則 2,750,000
382 牝 アポロケンタッキー ハニームーナー 浦河 山田　昇史 Gates Stable 主取
383 牝 ディープブリランテ パラダイスコースト 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 主取
384 牝 リアルスティール パラダイスコーブ 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 (株)セイクリットファーム 2,970,000
385 牡 コパノリッキー パフュームボム 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 丸山  隆雄 3,410,000
386 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
387 牝 サトノアラジン プリモスペード 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 岐阜県馬主会　KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)2,750,000
388 牡 アポロケンタッキー ブラックウィッチ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 欠場
389 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グセンター主取
390 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 落札 大島　有志生 5,170,000
391 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 落札 髙山　義朋 6,270,000
392 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　長井 恵落札 千葉県馬主会　木村　昌三 6,600,000
393 牝 リアルスティール ハートビートワルツ 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 大友　靖岐 3,300,000
394 牡 カリフォルニアクローム ベストフューチャー 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 神奈川県馬主協会　鈴木　雅俊7,700,000
395 牡 フリオーソ ホリデイスクリーン 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 木村　友典 2,750,000
396 牡 マジェスティックウォリアーピアーノ 千葉 尾又　良隆 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 落札 (株)レ オ 5,500,000
397 牡 サトノクラウン ヒルノリスボン 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 落札 (株)ヒルノ 4,620,000
398 牡 タリスマニック ヒロコファンタジー 新冠 （有）大林ファーム （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 鶴谷  義雄 3,960,000
399 牡 エイシンヒカリ ピンクノミーナ 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 落札 棚網  基己 4,840,000
400 牝 メイショウサムソン ピッコレット 様似 中尾　由香 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 松本　好雄 1,100,000
401 牝 アルデバランⅡ ホットレッグス 東北 石田　英機 （有）大作ステーブル 落札 稲場　澄 3,300,000
402 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 落札 芳住  革二 1,650,000
403 牡 シュヴァルグラン ビブラビブレ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 落札 (株)門別牧場 2,420,000
404 牝 スズカコーズウェイ フィーリンググー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 6,160,000
405 牝 ネオリアリズム フェアリーズ 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 落札 小泉　修 5,060,000
406 牡 ラブリーデイ フジノトップガン 門別 川島　正広 川島　正広 落札 石川県馬主協会 3,740,000
407 牡 アニマルキングダム ブラックシップ 東北 久保ファーム クラックステーブル 主取
408 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 （株）門別牧場 主取
409 牝 ダノンレジェンド ブリトン えりも熊沢牧場 武牧場 落札 (同)ｸｲｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 3,190,000
410 牝 ビーチパトロール ブルーベルベット 三石 （有）加野牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
411 牡 キンシャサノキセキ フレイミングクリフス 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 薬師寺　正寛 5,170,000
412 牝 タイセイレジェンド フレスカ 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 落札 石川県馬主協会 2,200,000
413 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落札 (有)キタジョファーム 2,860,000
414 牡 アドミラブル ベリーニピンク 門別 （株）スマイルファーム カルペディエム メイド 主取
415 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 落札 (株)ＮＫＫレーシング 3,300,000
416 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 落札 上田  忠男 3,080,000
417 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



418 牡 マインドユアビスケッツ プレシャスヴィガー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 吉岡　寛行 17,600,000
419 牝 ミッキーアイル ホットランナー 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 甲原　晃 2,750,000
420 牡 スピルバーグ ホリデイトウショウ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 朝比奈鉄工所(株) 2,750,000
421 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
422 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 落札 埼玉県馬主会　ﾗｲﾌｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(株)13,200,000
423 牝 トゥザグローリー ボンネット 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 4,840,000
424 牝 タリスマニック ボーディシア 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 フェニックスレーシング 2,750,000
425 牝 アドマイヤムーン ホーリーシー 静内 武牧場　武 栄子 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 欠場
426 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 落札 伊藤　準一郎 3,190,000
427 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
428 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 落札 埼玉県馬主会　遠藤　喜和 5,500,000
429 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 落札 神奈川県馬主協会　上野　進二2,750,000
430 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 主取
431 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
432 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
433 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 落札 稲場　澄 1,540,000
434 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落札 石井　千也 1,650,000
435 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 落札 幅田  昌伸 2,970,000
436 牡 フリオーソ アップサージ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 石川県馬主協会 3,300,000
437 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
438 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 落札 (株)ＮＫＫレーシング 3,410,000
439 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 落札 大久保　俊 3,850,000
440 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 落札 佐賀県馬主会　松本　政利 3,300,000
441 牝 ディーマジェスティ アロゴ 新冠 （有）石田牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 主取
442 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
443 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
444 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落札 鬼塚  義臣 1,100,000
445 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落札 木村  良明 1,100,000
446 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
447 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 落札 上野　耕一　 1,100,000
448 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 落札 千葉県馬主会　川上　和彦 880,000
449 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
450 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落札 神奈川県馬主協会　小林　克己2,750,000
451 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 落札 柳下　直輝 2,200,000
452 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 落札 佐野  信幸 2,420,000
453 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
454 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 落札 稲場　澄 1,100,000
455 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 落札 高井　孝二 880,000



456 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 落札 橋本　富夫 2,750,000
457 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 主取
458 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 欠場
459 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 主取
460 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
461 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 落札 トーケンサービス(株) 1,760,000
462 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 欠場
463 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 落札 谷口　裕司 2,750,000
464 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
465 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 落札 大泉　勉 1,650,000
466 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 欠場
467 牡 ファインニードル タイキジャスパー 浦河 山田　昇史 （株）門別牧場 主取
468 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
469 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 落札 (株)ＦＥＡＴ 1,540,000
470 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 主取
471 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 落札 (株)門別牧場 1,540,000
472 牝 エイシンフラッシュ バアゼルローズ 静内 酒井　亨 （株）ＮＹＳ 欠場
473 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 欠場
474 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落札 稲場　澄 660,000
475 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 落札 小野　美子 1,650,000
476 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 落札 中辻　明 8,800,000
477 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） （有）パイオニアファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 6,160,000
478 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 主取
479 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 欠場
480 牝 スピルバーグ プラセール 静内 中田　浩美 中田　浩美 落札 叶　哲也 1,650,000
481 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 落札 千葉県馬主会　山地　真吾 7,040,000
482 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
483 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 欠場
484 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 欠場
485 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 落札 佐藤　良男 1,100,000
486 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
487 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 落札 前原　敏行 5,500,000


