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10/3 143 トビーズコーナー ミューズマジック 大典牧場㈲

10/4 312 ストロングリターン ピースオブラック ㈲大川牧場

10/4 386 スマートファルコン リバティープリント ㈲ムラカミファーム

10/4 307 ハービンジャー ハートノイヤリング 山際　辰夫

10/5 488 ヴァーミリアン ジェイケイスキャン 池田牧場

10/3 25 ハーツクライ ジプシーマイラブ ㈱社台ブラッドメア

10/3 35 キングヘイロー ダイナグロリア 高橋　忍

10/4 461 メイショウボーラー キシュウアゲイン ㈲日西牧場

10/4 370 シングンオペラ イエスプリーズ ㈲沖田牧場

10/3 99 ロージズインメイ ベツレヘムスター ㈲杵臼斉藤牧場

10/3 90 スターリングローズ プレジャーホーク ㈲上井農場

10/3 154 ディープスカイ ロバーブ ㈲木田牧場

10/3 175 キャプテントゥーレ アグネスロージイ 坂本　智広

10/4 400 ブラックタイド ギンマクノヨウセイ 阿部　栄乃進

10/5 588 ヨハネスブルグ ファイナルリリー 阿部　栄乃進

10/4 426 アドマイヤムーン イシノスティール ㈲大狩部牧場

10/4 359 アドマイヤジャパン ミスアサティス ㈲西川富岡牧場

10/4 276 ローズキングダム ツルマルグラマー ㈲市川牧場

10/4 381 スクリーンヒーロー ラストパートナー ㈲ハクツ牧場

10/5 603 ナカヤマフェスタ マヤノカピオラニ 白瀬　盛雄

10/3 201 プリサイスエンド エンピリカル 高岸　順一

10/4 253 エイシンフラッシュ ショコラディスコ 荒井ファーム

10/3 200 ワイルドラッシュ オスカル ジャパンレーシングホースケア

10/5 644 カネヒキリ メジロベネット ㈲中央牧場

10/3 220 ヨハネスブルグ キョウワハピネス ㈲佐藤牧場

10/3 228 サウスヴィグラス グランドヒート ㈲グランド牧場

10/3 187 エスポワールシチー イーエルブロッサム ㈲カタオカファーム

10/4 377 ワークフォース ライブリーダンス ㈲平野牧場

10/4 346 アイルハヴアナザー マウンテンウーマン ㈲三石川上牧場

10/3 239 キャプテントゥーレ コンパス 神垣　道弘

10/3 212 スウィフトカレント カミモリローマン 大典牧場㈲

10/3 206 アッミラーレ エルプリメロ 協栄組合（農事法人）

10/3 69 トーセンホマレボシ ピアニスト ㈲大栄牧場

10/3 229 ホワイトマズル クールトップレディ ㈲大栄牧場

10/4 474 ロードカナロア クロスシーカー ㈲いとう牧場

10/4 241 ケイムホーム サイエンスアカデミー ㈲新冠橋本牧場

10/3 55 サムライハート ノーブルペニー 中橋　正

10/4 440 タイムパラドックス エシャペ ㈲ヒダカファーム

10/5 491 ベーカバド シオサイ 前川　隆則

10/3 49 ストーミングホーム ハトゥンルナ ダーレー・ジャパン・ファーム㈲

10/4 313 スターリングローズ ビオンディーナ ㈲ヤマダステーブル

10/4 262 ディープブリランテ シルクマイホーム ㈲畠山牧場

10/5 577 エイシンフラッシュ ヒシラガーディア ㈲カミイスタット

10/5 719 ストロングリターン オレゴントレイル ㈲三輪牧場

10/4 468 アドマイヤムーン クスノステファニー ㈱門別牧場

10/4 266 スターリングローズ ダイメイジュエリー 厚賀古川牧場
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10/3 149 アルデバランⅡ レッドレターデイ 神垣　道弘

10/4 260 サウスヴィグラス スナークスマイル ㈲見上牧場

10/3 147 アドマイヤムーン レインボーロマンス ㈲賀張中川牧場

10/3 5 メイショウボーラー サチノバレンタイン ㈲大作ステーブル

10/3 33 トビーズコーナー スリージェニー 富塚ファーム

10/3 47 エイシンフラッシュ ダンスインザマミー 高松牧場

10/5 731 ナカヤマフェスタ ギブミーアチャンス ㈲福田牧場

10/3 54 アポロキングダム ノースサンデー タツヤファーム

10/5 580 キングヘイロー ビビッドハート 前川　隆則

10/4 257 ルーラーシップ スマイルゲート ㈲上水牧場

10/3 218 オルフェーヴル キャメロンガール ㈲小島牧場

10/3 103 プリサイスエンド ロゼブルー ㈲加野牧場

10/3 165 プリサイスエンド ワタリラッシュ ㈲加野牧場

10/3 222 ゴールドヘイロー コンテッサクィーン ㈲加野牧場

10/5 570 トーセンホマレボシ パールレディ ㈲青南ムラカミファーム

10/3 219 キングズベスト キュウナス 高村　伸一

10/3 180 エイシンフラッシュ アグネスマジカル ㈲高昭牧場

10/4 270 スターリングローズ ダラーバックス ㈲大狩部牧場

10/4 372 モンテロッソ モリヤッコ ㈲大狩部牧場

10/3 37 バトルプラン タツキセキ 猿橋　義昭

10/3 115 カジノドライヴ マコトエンエン ㈲道見牧場

10/3 120 ハードスパン ミスアドーラブル ダーレー・ジャパン・ファーム㈲

10/4 255 メイショウボーラー シンシアナ 宝寄山　忠則

10/4 323 アドマイヤムーン フェルナンディーナ ㈲長谷川牧場

10/4 362 スクリーンヒーロー ミークレイチェル 藤川ファーム

10/4 384 スズカマンボ ランタナ ㈲北星村田牧場

10/4 443 エスポワールシチー エリモエクレール 西村　和夫

10/4 247 マンハッタンカフェ サニーエスペランサ ㈲丸村村下ファーム

10/4 471 ゴールドアリュール クリールソレイユ ㈲丸村村下ファーム

10/5 668 エイシンフラッシュ レディピアレス ㈲嶋田牧場

10/4 271 ヘニーヒューズ ダービーキングダム 村上　欽哉

10/4 291 サムライハート ノアウイニング 春木ファーム

10/4 422 スズカマンボ イットオールアッズアップ 八木　明広

10/4 431 タイムパラドックス ウェディングドレス 山田　政宏

10/4 476 タイムパラドックス ケイアイチアフル 小野瀨　竜馬

10/5 638 ヴァーミリアン メイクハピネス ㈲木村牧場

10/5 741 ヘニーヒューズ グロリアスフラワー ㈲五丸農場

10/5 568 ベーカバド パワーオブラブ ㈲村本牧場

10/5 612 モンテロッソ ボムシェル ㈲エムエム、ヤマダファーム

10/5 591 ブラックタイド フセノブルース ㈲豊郷牧場

10/5 696 アポロキングダム アポロパステル 小屋畑　和久

10/5 620 フリオーソ マテルナ 山田　昇史

10/5 637 ハードスパン レッドアルテミス 大滝　康晴

10/5 725 シンボリクリスエス ガッテンマリー ㈱門別牧場


