
手術日 部位 内容

10 パレスメダーリア２０１６ さく癖 

15 ヒラルダ２０１６ さく癖 

30 フェイストウショウ２０１６ 旋回癖 

32 フェステロマーネの２８ 2017年6月 右前球節・右飛節 OCD除去

37 フリーダムガール２０１６ さく癖 

53 ホリノマドンナの２８ さく癖 

64 マキハタターキー２０１６ さく癖 

74 メジロシーゴーの２０１６ 2017年3月 両前膝 肢軸矯正手術（スクリューワイヤーによる矯正）

104 メジロヒラリーの２０１６ 2016年12月 左後膝 大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞に対する関節鏡による掻爬術

117 ワンダフルスイートの２０１６ 2017年4月 両飛節 OCD除去

131 アポロライラ２０１６ さく癖 

133 アルコイリス２０１６ 2017年3月 右後肢 腱鞘を洗浄

141 エメラルドリバー２０１６ 旋回癖 

145 クイーンガバナンス２０１６ ゆう癖 

149 イノセントガールの２０１６ 2017年5月 左飛節 非感染性関節炎による軟腫（OCDではない）を関節鏡で洗浄

155 エイシンサイレンス２０１６ ゆう癖

166 エンドレスワルツ２０１６ 2017年6月 左飛節 OCD除去

167 ロフティーエイムの２０１６ 2017年2月 左飛節 OCD除去

175 おーくしょんるーむ・２０１６ 旋回癖 

199 ゴールデンチェリーの２０１６ 2016年6月 腹部 疝痛による開腹

213 サーストンララアの２０１６ ゆう癖 2017年4月 両後肢 OCD除去

219 スペリオルダンサー２０１６ 2017年7月 左後肢膝関節 大腿骨遠位のOCD除去

222 シャイニングスルーの２０１６ さく癖 

233 シルクマイホーム２０１６ ゆう癖 

237 シーエンプレス２８ 2017年4月 右飛節 OCD除去

243 あやめ 2017年7月 右後肢膝関節 関節鏡によるOCD除去

256 ガルダンクイン さく癖 

259 タカヒロスニッツ２０１６ 2016年10月 右後肢 裂創による縫合

261 ダンシングパブロワ２８ 2017年5月 両飛節 OCD除去

268 テイクワンズアイ２０１６ さく癖 

270 テンザンアモーレ２０１６ 旋回癖 

302 ヒシマンハッタン２０１６ さく癖 2016年5月 小腸 捻転による開腹

303 ビューティーレディの２０１６ 旋回癖 

305 ピール２０１６ ゆう癖 

306 ピアニスト２０１６ 旋回癖 

321 ブリッジポート２８ さく癖 

322 プリティーサンサンの２８ ゆう癖 

335 テンコモリ 旋回癖 

342 マルデデルマの１６ さく癖 

343 マイネインティマ２０１６ 2017年5月 右飛節 OCD除去

350 マテリアライズ２０１６ ゆう癖 

367 メイクハピネスの２０１６ さく癖 

385 ワタシノキモチの２０１６ さく癖 

401 リズムオブザレインの１６ ゆう癖 

421 イトククリの２０１６ 2017年3月 腸 腸閉塞による開腹手術

436 クインカンパニー さく癖 

437 イニシエノウタの２０１６ 2017年4月 右後肢 大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞に対するスクリュー挿入術

465 キセキノハナの２０１６ さく癖 

510 ジェシカピンク２８ 旋回癖 

517 シャープブローの２８ さく癖 

521 シンバルⅡの２０１６ ゆう癖 2016年7月 左前肢 肢軸矯正手術（シングルスクリュー法）

522 シルキーリゾート２０１６ ゆう癖 
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528 ダンスオンザルーフの１６ 2017年4月 右後肢 大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞に対するスクリュー挿入術

534 スノーキトゥンの２０１６ さく癖 

536 スカイトウショウ２０１６ さく癖 

537 タッチオブゴールドの１６ さく癖 

541 スノーリンクスの２０１６ さく癖 

564 ダマスクローズの１６ 2016年5月 右後肢球節 内向矯正手術（8月にスクリュー抜去手術）

569 チケットトゥダンスの１６ 2016年3月 両後肢球節・左飛節 肢軸矯正手術（5月に両後肢球節のスクリュー抜去手術）

572 チャーミングクリスの１６ 2016年5月 臍 臍ヘルニア形成術

584 トレアンサンブルの１６ 2016年7月 左後肢球節 内向矯正手術（9月にスクリュー抜去手術）

589 パピチャンの２０１６ 2017年7月 右前肢球節 第2中手骨遠位骨片摘出

592 ハローマリリン２０１６ さく癖 

597 フレグラントガール２８ さく癖・ゆう癖 

598 フラウラ２０１６ 2017年7月 左飛節 OCD除去

600 プリッシーブリッチーズの２０１６ 2017年4月 両飛節 OCD除去

614 ミスバイアモンの２０１６ ゆう癖 

622 ラビングトスカーナ２０１６ さく癖 

629 ロイヤルシフォンの２０１６ ゆう癖 

631 ロビングショット２０１６ さく癖 

633 ロングモニュメント２８ さく癖 

646 イシブミ２０１６ さく癖 

652 ウインセラヴィ２０１６ ゆう癖 

658 エーピーサルートの２０１６ ゆう癖 

659 カザグルマの２０１６ 2017年8月 右後肢球節 剥離骨折の骨片摘出手術

663 オーバルカット２０１６ 2017年7月 右後肢飛節 OCD除去

677 クレバースランチェの２０１６ さく癖 

678 リアン 旋回癖 

692 サクラタキオン２０１６ 2017年8月 左後肢球節 OCD除去

695 サンキンレター２８ さく癖 

706 シュンプウサイライの２０１６ さく癖 

722 テンプティングフェイト２０１６ さく癖 

729 ダズリングワールド２０１６ 2017年7月 右腕節 第3手根骨の骨片除去

732 ダンシングサーカス１６ 2017年4月 右飛節 OCD除去
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