
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 牡 オルフェーヴル ピエールドリュヌ 浦河 （有）高村牧場 (有)チェスナットファーム 落札 国本  哲秀 40,700,000
2 牡 キンシャサノキセキ ブレイジング 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
3 牝 モーリス スマッシュ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 山元  哲二 18,700,000
4 牝 エピファネイア キョウワジャンヌ 新冠 （有）協和牧場 （有）協和牧場 落札 東京都馬主会　上山　泰憲10,450,000
5 牡 ドゥラメンテ ラブジュリエット 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 河﨑　五市 11,000,000
6 牝 キズナ ルドラ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 山元  哲二 9,350,000
7 牡 アジアエクスプレス クレールドリュヌ 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 落札 ㈱吉澤ステーブル 10,450,000
8 牝 コパノリッキー カチューシャ 胆振 (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 落札 小島　克仁 7,700,000
9 牡 シニスターミニスター インユアアームス 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 ㈱マフィン 11,550,000

10 牡 シルバーステート アドマイヤチャーム 浦河 （有）辻牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 小笹　公也 20,350,000
11 牡 マジェスティックウォリアーピッチシフター 静内 （有）グランド牧場 ㈲グランド牧場 ハーモニーファーム落札 岡本　真二 16,500,000
12 牡 ゴールドシップ ワスレナグサ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 山元  哲二 14,850,000
13 牝 モーリス 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 森中  蕃 11,000,000
14 牡 クロフネ ポムフィリア 荻伏 （有）小島牧場 （株）愛知ステーブル 落札 千葉県馬主会　石川　達絵11,550,000
15 牡 ルーラーシップ シャムローグ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 林　文彦 19,250,000
16 牡 マクフィ テンシンランマン 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 荒木  徹 18,150,000
17 牡 シニスターミニスター フォースライト 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 日下部　猛 17,050,000
18 牡 リオンディーズ クナウ 平取 （有）北島牧場 （有）北島牧場 落札 山本　益臣 23,100,000
19 牡 シルバーステート アルテーロ 新冠 （株）ハクレイファーム （有）パイオニアファーム 落札 犬塚　悠治郎 18,700,000
20 牡 ミッキーアイル タイキアヴェニュー 門別 廣中　稔 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
21 牡 ロードカナロア ゴールドコイン 浦河 笹島　政信 (有)チェスナットファーム 落札 吉岡　實 57,200,000
22 牡 リオンディーズ フラワーロック 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 三木　正浩 25,300,000
23 牡 ヘニーヒューズ アンズチャン 東京 ケンレーシング組合 日高社台ファーム 落札 小林　毅圭也 19,800,000
24 牡 ディスクリートキャット コテキタイ 静内 （有）グランド牧場 ㈲グランド牧場 ハーモニーファーム落札 永井  啓弍 16,500,000
25 牝 ルーラーシップ ゴールドヴァレー 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 主取
26 牡 エピファネイア パーティークィーン 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 東京都馬主会　吉田　喜昭11,000,000
27 牝 リオンディーズ ショウナンガッド 三石 築紫　洋 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
28 牡 モーリス ミルクトーレル 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 落札 ノーザンファーム 21,450,000
29 牝 ハービンジャー リミックスアルバム 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 西山  茂行 16,500,000
30 牝 ドゥラメンテ ティアランドール 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 落札 ㈱Ｂ．Ｂ レーシング 7,700,000
31 牡 ディープブリランテ ルージュロワイヤル 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 松嶋　良治 22,000,000
32 牝 モーリス アルコセニョーラ 静内 （有）畠山牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 小野　建 9,900,000
33 牡 シニスターミニスター チーズマヨ 新冠 村上　欽哉 (有)チェスナットファーム 落札 神奈川県馬主協会　程田　真司6,600,000
34 牡 ビッグアーサー スターリットラヴ 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 ニットー商事（株） 9,900,000
35 牡 ハービンジャー ローザミスティカ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 泉　一郎 26,400,000
36 牡 リアルインパクト エリモインプレス 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 小笹　公也 18,700,000
37 牝 ドゥラメンテ パフュームボム 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 主取



38 牡 ワールドエース カカリア 浦河 （有）辻牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 永井  啓弍 26,400,000
39 牡 エピファネイア ナリタシルエット 門別 （有）広富牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 岡田  繁幸 12,100,000
40 牡 ジャスタウェイ カフラピコ 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 サン 8,800,000
41 牡 ミッキーアイル ミルフィアタッチ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 山元  哲二 23,100,000
42 牡 サトノアラジン ビシャーラ 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 吉岡　實 13,750,000
43 牡 ホッコータルマエ バトルエニシ 静内 （株）小国スティーブル （株）小国スティーブル 落札 本間　茂 14,300,000
44 牡 ダンカーク クロネコ 静内 増本　良孝 （有）福山育成牧場 主取
45 牝 バゴ ルレシャンテ 三石 斉藤スタッド （有）浦河育成センター 落札 ａｎｎｏｎ㈱ 9,350,000
46 牡 ゴールドシップ レディーメグネイト 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 中西  宏彰 6,600,000
47 牡 シルバーステート マチャプチャレ 浦河 (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 落札 鈴木　照雄 14,850,000
48 牝 ロードカナロア ジュリエットソング 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 小島　章義 16,500,000
49 牝 エピファネイア スカーレットダンス 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 名古屋友豊(株) 17,600,000
50 牡 エイシンヒカリ マーゼリン 大阪 平井　克彦 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ主取
51 牡 モーリス ブランダムール 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 小笹　公也 22,000,000
52 牝 ディスクリートキャット キセキノショウリ 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 北側　雅勝 20,900,000
53 牝 リオンディーズ ロゼットネビュラ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 日本中央競馬会 7,700,000
54 牡 コパノリッキー クイーンオブナプレス 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 竹下　浩一 33,000,000
55 牝 キズナ プラスドピラミッド 門別 奥山牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 (株)レッドマジック 20,900,000
56 牡 ドリームジャーニー フェアリーロンド 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 ㈱ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 12,100,000
57 牝 ハーツクライ サムロマンス 静内 （有）グランド牧場 ㈲グランド牧場 ハーモニーファーム落札 服部　邦繁 15,400,000
58 牝 ダンカーク トリプルスレット 三石 （有）仲野牧場 (有)チェスナットファーム 主取
59 牝 ドレフォン スイートマトルーフ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 東京都馬主会　㈲槇本牧場 8,800,000
60 牡 ディスクリートキャット マルデデルマ 荻伏 （有）梅田牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
61 牝 ドゥラメンテ エステフ 静内 （有）桜井牧場 エレガンスファーム 落札 間宮　秀直 7,700,000
62 牡 リオンディーズ ヨウヨウ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 主取
63 牡 モーリス アメージングムーン 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 ㈱ｻﾄﾐﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ 25,300,000
64 牝 キタサンブラック アドマイヤラック 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 熊木　浩 9,350,000
65 牡 ヴィクトワールピサ ステラムーン 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 落札 西村  憲人 9,900,000
66 牡 ザファクター アプレレクール 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 ㈱ワンステップ 8,800,000
67 牝 エピファネイア ツルマルローズ 三石 富沢萩沢俊雄牧場 本桐共同育成センター 落札 ㈱CHEVAL　ATTACHE　 16,500,000
68 牡 ドレフォン ハートエンジェル 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
69 牡 アメリカンペイトリオット ブルーブラッド 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 吉川ホールディングス㈱ 13,200,000
70 牝 Ｐｏｓｔｐｏｎｅｄ サラシー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 手嶋　康雄 9,350,000
71 牝 ザファクター ファイナルリリー 胆振 阿部　栄乃進 (有)チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 7,700,000
72 牡 コパノリッキー メルセンヌナンバー 新冠 （有）ムラカミファーム 岩見ステーブル 落札 小林  祥晃 8,800,000
73 牡 モーリス サクセスゴーランド 荻伏 (有)吉田ファーム ヒルヴァレーファーム 主取
74 牡 アドマイヤムーン チョウカイクリス 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 田中　成奉 12,100,000
75 牡 サトノアラジン 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 佐藤　範夫 26,400,000



76 牡 シニスターミニスター サザンジュエリー 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 ㈱吉澤ステーブル 20,900,000
77 牡 ヘニーヒューズ スーパーマダム 新冠 土井牧場 （有）福山育成牧場 落札 東京都馬主会　村島　昭男11,550,000
78 牡 ザファクター クレマチスクィーン 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 落札 風早　信昭 10,010,000
79 牝 ジャスタウェイ エゴイスト 門別 タバタファーム (有)チェスナットファーム 主取
80 牡 オルフェーヴル トップオブザヘヴン 静内 （有）グランド牧場 ㈲グランド牧場 ハーモニーファーム落札 田畑　利彦 8,800,000
81 牡 ロードカナロア ロージーローズ 三石 上村　清志 セールスプレップサービス 落札 ㈱レイ 22,000,000
82 牡 ヘニーヒューズ グロッタアズーラ 門別 アイズスタッド（株） ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 兼松　康太 40,700,000
83 牝 ドレフォン リヴァプール 三石 折手牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 西山  茂行 22,000,000
84 牡 アドマイヤムーン ポポチャン 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 落札 日本中央競馬会 12,100,000
85 牡 カレンブラックヒル シーザシー 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 落札 (同)雅苑興業 34,100,000
86 牝 オルフェーヴル ウインドストリーム 門別 （有）長谷川牧場 （有）パイオニアファーム 主取
87 牡 ダイワメジャー エアブリエ 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 佐伯　由加理 11,000,000
88 牡 コパノリッキー メイクデュース 門別 （有）出口牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 中西　純穂 6,600,000
89 牡 エスケンデレヤ カーナヴァル 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 日本中央競馬会 11,000,000
90 牝 モーリス センセーション 門別 （有）天羽牧場 (有)チェスナットファーム 落札 森中  蕃 12,650,000
91 牝 ディープインパクト ティズウインディ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 石川　達絵 63,800,000
92 牡 ハーツクライ ラーナック 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 主取
93 牡 ルーラーシップ クイーンオブトロイ 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 国本  哲秀 34,100,000
94 牡 Ｍａｓｔｅｒｙ コーテサン 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 ㈲坂東牧場 45,100,000
95 牝 キングカメハメハ スウィートアンドセイヴォリー門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 主取
96 牡 アジアエクスプレス フライトステージ 新冠 山岡ファーム （株）小国スティーブル 落札 栗原　正章 17,600,000
97 牝 キズナ フォトジェニック 三石 築紫　洋 築紫　洋 落札 三木　正浩 44,000,000
98 牝 ホッコータルマエ シャンパントパーズ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 ㈱トップフェロウ 8,800,000
99 牡 ルーラーシップ アイアムノココロ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 小笹　公也 18,150,000

100 牡 ヘニーヒューズ セラフィックロンプ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 岡田  繁幸 20,350,000
101 牝 ハーツクライ フレンチカクタス 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 嶋田  賢 16,500,000
102 牡 ドゥラメンテ ジュモートリステ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 ㈱ｽﾘｰｴｲﾁﾚｰｼﾝｸﾞ 11,000,000
103 牡 ラブリーデイ ティンクルチャーミ 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 吉岡　實 11,000,000
104 牝 シニスターミニスター ベルモントエルメス 新冠 （有）アサヒ牧場 （有）アサヒ牧場 落札 琴浦　諒 10,450,000
105 牡 パイロ ドナジュディス 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 落札 間宮　秀直 9,570,000
106 牝 ロードカナロア マイネアンティーク 静内 今牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 日本中央競馬会 14,300,000
107 牝 キズナ メイグレイス 門別 厚賀古川牧場 厚賀古川牧場 落札 美﨑　光二郎 14,850,000
108 牡 エピファネイア エイコーンウィル 新冠 （有）新冠橋本牧場 パッショーネ 落札 ㈱丸沼千明牧場 30,800,000
109 牡 ワールドエース フォレストキティ 荻伏 （有）市川ファーム (有)チェスナットファーム 主取
110 牡 クリエイターⅡ ムツミマーベラス 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 日本中央競馬会 11,000,000
111 牡 ディスクリートキャット ワイルドフェイス 平取 （有）赤石牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 尾田　信夫 24,200,000
112 牡 ロードカナロア ハンナリト 浦河 川越ファーム 川越ファーム 落札 渡邉　直樹 17,050,000
113 牡 ビッグアーサー ハレイワクィーン 静内 （有）カタオカファーム （有）カタオカファーム 落札 前田　良平 6,820,000



114 牡 シニスターミニスター ファーストレディ 静内 （有）グランド牧場 ㈲グランド牧場 ハーモニーファーム落札 ㈱吉澤ステーブル 38,500,000
115 牡 リオンディーズ エカルラート 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 落札 黒岩　剛史 28,600,000
116 牡 ヘニーヒューズ マカロンドナンシー 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 16,500,000
117 牡 ドゥラメンテ エルクイーン 三石 土田農場 土田農場 落札 山田　弘 11,550,000
118 牡 ワールドエース 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 小林　量 6,600,000
119 牡 ロードカナロア オールプリュネル 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 田畑　利彦 25,300,000
120 牝 エピファネイア ワキノドライバー 三石 （有）広田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 藤本　栄史 14,300,000
121 牡 ホッコータルマエ ルスナイサンバ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 前田　良平 6,600,000
122 牝 リオンディーズ アリスマイン 三石 富沢萩沢俊雄牧場 エレガンスファーム 落札 熊木　浩 7,150,000
123 牝 ルーラーシップ ギガンティア 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社主取
124 牡 キンシャサノキセキ ブロンコーネ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 ㈱トップフェロウ 11,000,000
125 牡 キズナ スマッシュハート 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 寺田  千代乃 66,000,000
126 牡 シルバーステート フルマークス 新冠 （株）松浦牧場 (有)チェスナットファーム 落札 後藤　進 23,100,000
127 牡 ダイワメジャー ミネルバサウンド 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 森中  蕃 37,400,000
128 牡 ドゥラメンテ カワカミプリンセス 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 加藤　誠 31,900,000
129 牝 Ｎａｔｈａｎｉｅｌ ホームタイム 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 増田  雄一 30,800,000
130 牡 クロフネ ヒラボクビジン 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 里見　美恵子 40,700,000
131 牡 マクフィ ピュアダイヤモンド 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 東京都馬主会　国本　哲秀34,100,000
132 牡 エイシンヒカリ ルヴェソンヴェール 新冠 （株）ハシモトファーム （株）愛知ステーブル 落札 岡田  繁幸 17,600,000
133 牡 ワールドエース ストリートダイナー 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 加藤　哲郎 7,150,000
134 牡 バゴ ニエロ 静内 田湯牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 安原　浩司 26,400,000
135 牡 エピファネイア ミリオンセラー 三石 （株）前田ファーム (有)チェスナットファーム 落札 原　司郎 16,500,000
136 牝 アメリカンペイトリオット オールアイキャンセイイズワウ新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)落札 STレーシング 12,100,000
137 牡 モーリス テンシノキセキ 平取 （有）北島牧場 （株）小国スティーブル 落札 犬塚　悠治郎 8,800,000
138 牝 ドレフォン ジェシカピンク 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 主取
139 牡 キズナ ホワイトソックス 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 落札 ㈱ライフハウス 34,100,000
140 牝 エピファネイア ナイスクオリア 三石 （有）山際ｾﾝﾄﾗﾙｽﾀｯﾄﾞ エイトステーブル 落札 小野　建 13,200,000
141 牡 ラニ テーマソング 門別 川島　正広 川島　正広 落札 ㈱皐月 7,700,000
142 牝 モーリス エアカリナン 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 荻原　慎司 11,000,000
143 牡 シニスターミニスター ファインセイコー 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 7,700,000
144 牝 キズナ ダイワサンルージュ 三石 久井牧場 (有)チェスナットファーム 落札 永井  啓弍 29,700,000
145 牡 リアルインパクト スリーオーシャン 浦河 （有）信岡牧場 （有）信岡牧場 落札 長島　利治 7,150,000
146 牡 ドレフォン ポリアフ 静内 静内フジカワ牧場 （株）森本スティーブル 落札 奥　裕嗣 29,700,000
147 牡 ヘニーヒューズ オートロンシャン 静内 高橋　修 （有）福山育成牧場 落札 小島　章義 28,600,000
148 牡 ルーラーシップ ファインスカイ 新冠 （有）協和牧場 （有）協和牧場 落札 井山　登 27,500,000
149 牡 エスポワールシチー ジョイチャイルド 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 定蛇　邦宏 16,500,000
150 牡 ドレフォン ハヤブサエミネンス 静内 （有）グランド牧場 ㈲グランド牧場 ハーモニーファーム落札 三木　正浩 33,000,000
151 牝 ハービンジャー セラフィーヌ 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 主取



152 牡 エピファネイア ルサビ 荻伏 （有）笠松牧場 （有）笠松牧場 落札 小紫　嘉之 33,000,000
153 牝 シニスターミニスター ザデイ 新冠 （株）ハクレイファーム （有）パイオニアファーム 欠場
154 牡 ヘニーヒューズ アガサ 静内 前谷　武志 前谷　武志 落札 森中  蕃 33,000,000
155 牡 ドゥラメンテ キルシュワッサー 門別 （有）天羽禮治牧場 （有）天羽禮治牧場 落札 廣崎利洋HD㈱ 79,200,000
156 牝 ハービンジャー ヤマノローラ 新冠 （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場 落札 STレーシング 15,400,000
157 牡 ディープブリランテ ハヴアグッドデイ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 高橋　順子 13,200,000
158 牡 オルフェーヴル クレバークリス 浦河 （株）ミリオンファーム （株）愛知ステーブル 落札 森中  蕃 12,100,000
159 牝 パイロ クールメアリー 浦河 (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 主取
160 牡 ロードカナロア ココロノアイ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 野村　茂雄 50,600,000
161 牝 キズナ ミーシャレヴュー 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 主取
162 牡 ミッキーアイル アドマイヤラブ 浦河 （有）辻牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 永井  啓弍 15,400,000
163 牡 ダイワメジャー シュウギン 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 落札 国本  哲秀 29,700,000
164 牝 モーリス ストロベリーズ 三石 （有）平野牧場 （有）平野牧場 主取
165 牝 エイシンヒカリ タカラグリーン 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム イーグルファーム 主取
166 牡 ドレフォン エミネントシチー 門別 Ｗｉｎｇ Ｆａｒｍ 幾千世ホースクラブ 落札 小笹　公也 35,200,000
167 牡 ドゥラメンテ ナリタブルースター 三石 （株）タガミファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱ｽﾘｰｴｲﾁﾚｰｼﾝｸﾞ 23,100,000
168 牝 ハービンジャー プリンセスキナウ 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 山岡  良一 13,200,000
169 牝 アドマイヤムーン ダンシングワンダー 胆振 (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 欠場
170 牡 ブラックタイド アドマイヤアモーレ 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ ㈲グランド牧場 ハーモニーファーム落札 田畑　利彦 9,350,000
171 牡 ドリームジャーニー インプレッシヴ 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 ㈲コスモヴューファーム 8,800,000
172 牡 キズナ アースプレイ 浦河 ㈲ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟ-ｸｽﾀﾂﾄﾞ （株）森本スティーブル 落札 加藤　久枝 28,600,000
173 牡 イスラボニータ ミメティコ 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 主取
174 牡 ザファクター ココモオレンジ 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 山岡  良一 16,500,000
175 牡 キタサンブラック ポワティエ 静内 （有）畠山牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 尾田　信夫 30,800,000
176 牡 ダイワメジャー 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 ㈱マフィン 8,800,000
177 牝 サトノアラジン ヴァケア 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 谷口  屯 19,800,000
178 牡 ディスクリートキャット モーントバーン 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ベルサイユステーブル㈱ 主取
179 牡 エイシンヒカリ ヒラルダ 平取 （有）清水牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取
180 牡 エピファネイア アルマーズビコー 浦河 鎌田　正嗣 (有)チェスナットファーム 落札 加藤　誠 24,200,000
181 牡 ハービンジャー チャオプラヤ 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 清水　義徳 12,100,000
182 牝 コパノリッキー パーティブロッサム 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 蓑島　竜一 8,800,000
183 牡 シルバーステート アンソニカ 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 井山　登 20,900,000
184 牡 ヘニーヒューズ トップスカーレット 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 山藤　賢　株式会社 11,550,000
185 牡 ヴィクトワールピサ ネガノ 荻伏 藤春　修二 藤春　修二 落札 加藤　誠 16,500,000
186 牡 モーリス ルタンデスリーズ 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取
187 牡 ワールドエース シリウストウショウ 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 主取
188 牡 エピファネイア アピールポイント 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 井山　登 15,400,000
189 牡 クロフネ レッドアモーレ 新冠 竹中牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取



190 牝 キングカメハメハ ダブルアクセル 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 主取
191 牡 キズナ レオパステル 三石 土田ファーム （株）愛知ステーブル 落札 廣崎利洋HD㈱ 50,600,000
192 牡 ヘニーヒューズ マリンフェスタ 門別 （有）天羽牧場 (有)チェスナットファーム 落札 加藤　久枝 35,200,000
193 牡 キンシャサノキセキ ブリズデロートンヌ 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 伊東  政清 27,500,000
194 牡 ゴールドシップ ナショナルホリデー 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 池谷  誠一 11,550,000
195 牝 エピファネイア ローザレーヌ 静内 西村牧場 （株）小国スティーブル 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 14,850,000
196 牝 ロードカナロア キーウエスト 三石 ヒサイファーム （有）パイオニアファーム 落札 山口　功一郎 39,600,000
197 牡 ホッコータルマエ レディーロックフォード 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 尾田　信夫 20,900,000
198 牡 シンボリクリスエス スターアクトレス 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 宮崎　俊也 15,400,000
199 牡 マジェスティックウォリアーインコンパス 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 落札 千葉県馬主会　橋本　忠雄 8,250,000
200 牡 ヘニーヒューズ フェザーレイ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 ㈱エスティ 14,300,000
201 牡 モーリス リリアンタイム 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 落札 天堀　忠博 17,600,000
202 牡 パイロ ミラクルロンド 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 落札 ㈱レックス 7,700,000
203 牡 リオンディーズ サトノマイヒメ 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 加藤　久枝 20,900,000
204 牡 ホッコータルマエ プラリネ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
205 牡 ヴィクトワールピサ ダノンジュエル 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 日本中央競馬会 11,000,000
206 牝 ハーツクライ アクアシャンデリア 浦河 （有）辻牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 名古屋友豊(株) 23,100,000
207 牡 ロードカナロア ファビラスタイム 静内 （有）桜井牧場 エレガンスファーム 主取
208 牡 ザファクター オウシュウフリート 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 12,100,000
209 牡 ヘニーヒューズ プリモタイム 静内 （有）グランド牧場 ㈲グランド牧場 ハーモニーファーム落札 ㈱吉澤ステーブル 53,900,000
210 牝 ルーラーシップ ソリッドリーズン 三石 沖田　博志 (有)チェスナットファーム 主取
211 牝 ドゥラメンテ ポリリズム 三石 乾　皆雄 （有）浦河育成センター 落札 神奈川県馬主協会　大塚　亮一20,900,000
212 牝 ワールドエース クエルクス 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 浅川　皓司 7,150,000
213 牡 ストロングリターン 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 落札 市川義美ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 8,800,000
214 牡 シルバーステート アドマイヤプルート 東北 マルシチ牧場 （有）川向高橋育成牧場 主取
215 牡 ドレフォン ジャズプリンセス 平取 （有）北島牧場 （有）北島牧場 落札 栗本  博晴 9,900,000
216 牡 キタサンブラック トバーン 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ主取
217 牡 モーリス クイーンオリーブ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 ノーザンファーム 50,600,000
218 牝 ドゥラメンテ スズカシャーマン 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 落札 永井  啓弍 18,700,000
219 牡 エピファネイア ミラクルモーメント 新冠 （同）小泉　学 （株）ＮＹＳ 主取
220 牡 モーリス アバンドーネ 門別 （株）スマイルファーム オークツリーファーム 落札 村木　隆 18,700,000
221 牡 ルーラーシップ 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 日本中央競馬会 16,500,000
222 牡 ザファクター ヒストリアドリーム 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 星野  寿市 13,750,000
223 牡 ブラックタイド ゴールデンプライズ 浦河 川越ファーム （株）白井牧場 主取
224 牝 ハービンジャー アグネスダリム 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 主取
225 牡 マジェスティックウォリアーウェルノーテッド 浦河 （有）辻牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 永井  啓弍 18,700,000


