
2019オータムセール　10/16  2日目別冊名簿掲載馬（No.446-488 43頭）
上場No. 性 毛色 生年月日 父 母 母の父 申込者名 飼養者名

446 牝 鹿 5/13 コパノリチャード マイベストスター デインヒル マルシチ牧場 （有）川向高橋育成牧場

447 牡 栗 5/25 サムライハート エレン ハンセル （有）センチュリースタッドファーム Ｐｉｎｅｔｒｅｅ　Ｒａｎｃｈ

448 牡 青鹿 3/1 グランプリボス モントレーストリート Candy Ride 平井　克彦 エイシンステーブル　幾千世トレーニングセンター

449 牝 鹿 3/14 ベルシャザール ユメハオオキク アドマイヤオーラ （有）ライオンズ （有）新生ファーム

450 牡 栗 3/20 ロージズインメイ リッチエモーション フジキセキ 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

451 牡 栗 4/23 トゥザワールド リバーサウンド ブライアンズタイム （有）三石川上牧場 （有）荻伏共同育成場

452 牡 青 3/28 ベルシャザール ルナールフェノメナ バゴ （有）広富牧場 （有）ベーシカル・コーチング・スクール

453 牝 鹿 4/25 ロードアルティマ レディー ゴールドヘイロー （有）道見牧場 （有）道見牧場

454 牝 鹿 5/24 タイムパラドックス カルナアヴァンセ キングヘイロー （有）三浦牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場

455 牝 鹿 4/2 ロージズインメイ アイラインローザー バブルガムフェロー 川端　英幸 原　弘之

456 牝 鹿 5/10 ウインバリアシオン アヴェネンテ ファンタスティックライト 町屋　勝幸 （有）荒谷牧場

457 牡 黒鹿 5/9 ヴァンセンヌ アールヌーヴォー ブライアンズタイム （善）橋本牧場 ゼットステーブル

458 牝 鹿 4/26 ケイムホーム エスクルシーヴァ アドマイヤジャパン （有）大林ファーム （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ

459 牝 鹿 4/16 ジャングルポケット オフショア アルカセット 岡田スタッド 岡田スタッド

460 牝 鹿 4/19 ヴァンセンヌ オペラアイ オペラハウス 長浜　秀昭 クラックステーブル

461 牝 栗 5/27 ダンカーク オーバルカット エリシオ 鵜木　唯義 ＭＡＸトレーニングファーム

462 牡 黒鹿 4/1 シビルウォー カイミラ パイロ 庄野牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場

463 牝 芦 3/22 スウェプトオーヴァーボード カシマヴィーナス シンボリクリスエス （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム

464 牝 鹿 3/24 スマートファルコン キテキ スキャターザゴールド 元茂　修一 Ｔ－Ｈｏｒｓｅ　Ｒａｎｃｈ

465 牡 鹿 5/16 ストロングリターン ギルティーコンシェンス アントレプレナー （有）グラストレーニングセンター （有）グラストレーニングセンター

466 牝 鹿 5/6 ショウナンカンプ チャルダッシュ サンデーサイレンス （有）センチュリースタッドファーム Ｐｉｎｅｔｒｅｅ　Ｒａｎｃｈ

467 牝 鹿 4/9 ベーカバド グロリアスフラワー スペシャルウィーク （有）五丸農場 岩見ステーブル

468 牝 鹿 2/6 フェノーメノ ゴールデンワトル スニッツェル 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

469 牝 鹿 5/5 クリーンエコロジー パラダイスキャリー ブラックタキシード 今野　活博 （有）日高軽種馬共同育成公社

470 牝 鹿 5/11 ジャングルポケット フェアブルーム ディープインパクト （有）下河辺トレーニングセンター ＹＴＴパートナーシップ

471 牝 鹿 4/15 ロージズインメイ サクラピュアハート サクラプレジデント 桑嶋　峰雄 （有）静内白井牧場

472 牡 鹿 5/30 ジャングルポケット ティーチャズペット サンデーサイレンス 三輪　幸子 （有）賀張宝寄山育成牧場

473 牡 鹿 4/30 トゥザワールド シゲルヨリツキ コマンダーインチーフ 長浜　秀昭 クラックステーブル

474 牡 鹿 6/4 トーセンホマレボシ シルクアワード スピニングワールド （有）石田牧場 岩見ステーブル

475 牝 栗 5/17 エピファネイア チサト ダイワメジャー 門別　敏朗 Ｔ．Ｈ．Ｔステーブル

476 牝 鹿 4/6 トーセンホマレボシ ハンマークラビア ゼンノロブロイ 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

477 牡 栗 4/23 オルフェーヴル スマートレモラ ゴールドアリュール （有）本間牧場 （株）ＮＹＳ

478 牝 青鹿 2/25 ミッキーアイル ネオベローナ グラスワンダー （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム

479 牝 芦 3/19 ダンカーク ヒシマーベラス マーベラスサンデー 中村　雅明 （有）Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド

480 牡 栗 6/6 ジョーカプチーノ ブルーファイブ シンコウキング 山野牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社

481 牝 鹿 3/29 フェノーメノ ファリシーク Rainbow Quest （有）三浦牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場

482 牝 青鹿 4/10 マツリダゴッホ プランシングレディ ファンタスティックライト （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ

483 牝 鹿 5/6 メイショウボーラー フサイチシルヴィ アフリート 沢井　義一 ＭＡＸトレーニングファーム

484 牡 青鹿 5/31 マツリダゴッホ ブルーミングガール サクラバクシンオー 岡田スタッド 岡田スタッド

485 牝 青鹿 4/20 ビービーガルダン ベガフライト クロフネ 幸牧場 （有）目名共同トレーニングセンター

486 牡 黒鹿 4/30 パドトロワ ハレルヤ アルカング （有）センチュリースタッドファーム Ｐｉｎｅｔｒｅｅ　Ｒａｎｃｈ

487 牝 鹿 5/4 パドトロワ ペッパーベリー タイキシャトル 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

488 牝 青鹿 4/8 ベルシャザール ボルジアクイーン ナカヤマフェスタ （有）石田牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社

※　上記別冊名簿掲載馬について、冊子版名簿は直近の発行となり、事前送付は行わずせり会場での配布とさせて頂きます。何卒ご了承下さい。 


