
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)

301 牝 ワンアンドオンリー マイネフェニーチェ 門別 前川　義則 ＪＵＬＩＡステーブル 落札 松田　整二 3,520,000
302 牡 タイムパラドックス マザーロード 門別 （有）細川牧場 T-Horse Ranch 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 3,410,000
303 牝 コパノリッキー マチカネホシシロキ 静内 山際　智 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 今井　優 2,200,000
304 牝 ディーマジェスティ マチュアード 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 主取
305 牡 マクフィ マドリガルスコア 静内 北海道静内農業高等学校 北海道静内農業高等学校 落札 竹園  正継 27,500,000
306 牡 ディープブリランテ マナエヴァ 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 5,500,000
307 牡 サトノアラジン マヤノヴァイオラ 静内 （有）北洋牧場 （株）小国スティーブル 落札 棚網　るみ子 9,020,000
308 牡 アジアエクスプレス ミストラルグリーン 新冠 （株）松浦牧場 (有)チェスナットファーム 主取
309 牝 ディープスカイ ミサノグリーン 浦河 （有）向別牧場 （有）向別牧場 主取
310 牝 ダノンシャンティ ミヤジガンバレ 荻伏 村中牧場 村中牧場 落札 (有)ミルファーム 1,100,000
311 牡 マクフィ ミュゼミランダ 三石 （有）元道牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 日本中央競馬会 9,900,000
312 牡 シニスターミニスター ミライポケット 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
313 牡 ベーカバド ミワノロマンス 門別 三輪　幸子 三輪　幸子 欠場
314 牡 キンシャサノキセキ ミルテ 門別 モリナガファーム (有)チェスナットファーム 落札 落合　幸弘 12,100,000
315 牝 サトノアラジン 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 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
316 牡 ダノンレジェンド マスターマイン 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 永井  啓弍 17,050,000
317 牝 ダンカーク メイクユアデイ 新冠 （有）北星村田牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 岐阜県馬主会　川崎　賢二 2,200,000
318 牡 メイショウボーラー メイショウジビュス 浦河 本巣　敦 （有）荻伏共同育成場 落札 四本　昭弘 2,750,000
319 牡 バンブーエール メイショウベルシア 十勝 （株）リトルブルーファーム （株）リトルブルーファーム 落札 松本　好雄 4,730,000
320 牝 ディスクリートキャット メロークーミス 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 福盛　訓之 4,400,000
321 牡 カレンブラックヒル モアスマイル 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 主取
322 牡 シビルウォー モエレプロポーズ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
323 牡 コパノリッキー モンテドーター 三石 （有）米田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 神奈川県馬主協会　㈱紅谷 5,280,000
324 牡 ハービンジャー ヤマトダイアンサス 門別 （株）門別山際牧場 （株）門別山際牧場 主取
325 牡 ワールドエース ミサトサウス 浦河 （有）北光牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
326 牝 キンシャサノキセキ ミナミ 東京 ユアストーリー （有）パイオニアファーム 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,850,000
327 牡 モーリス メイクアミラクル 新冠 村上　欽哉 (有)チェスナットファーム 落札 鈴木　照雄 13,200,000
328 牝 ホッコータルマエ ラッキーマンボ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
329 牡 コパノリッキー ヤマシロギク 東北 マルシチ牧場 （有）川向高橋育成牧場 落札 荒井　城志 3,740,000
330 牡 ロゴタイプ ユキアカリノマチ 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 杉山　元洋 7,700,000
331 牝 ザファクター ユキノヴィーナス 静内 前田牧場 （有）高橋ファーム 落札 日本中央競馬会 9,020,000
332 牝 ビッグアーサー ユメミライ 三石 幌村牧場 幌村牧場 落札 ㈱パニオロ 3,410,000
333 牝 パイロ ラヴィアージュ 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
334 牝 ルーラーシップ ラグタイム 荻伏 （有）三好牧場 三好　悠太 落札 ㈲ディアレストクラブ 4,950,000
335 牡 ディスクリートキャット ラタンペットロゼ 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 岡  浩二 4,620,000
336 牝 スマートファルコン ラッキーバトル 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 (有)グランデファーム 6,050,000
337 牝 ヘニーヒューズ レッドアンコール 新冠 森永　聡 岩見ステーブル 落札 (同)雅苑興業 9,350,000



338 牡 マジェスティックウォリアールールザユニバース 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 由井　健太郎 4,400,000
339 牡 タイムパラドックス リバーラスベル 三石 山野牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈲コスモヴューファーム 3,300,000
340 牡 ドゥラメンテ リュヌドサーブル 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 奥　裕嗣 25,850,000
341 牡 ラニ ルーチェデルソーレ 新冠 （有）村本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 山本　茂 2,750,000
342 牝 ザファクター ワイズドリーム 新冠 （有）山岡牧場 （有）山岡牧場 落札 日本中央競馬会 5,720,000
343 牝 エピファネイア レッドメイヴ 新冠 （有）ムラカミファーム 山岸ステーブル 落札 田中　成奉 9,350,000
344 牡 ヴァンセンヌ ロメラ 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 大澤  繁昌 5,720,000
345 牡 メイショウボーラー リバーサウンド 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 永山　勝敏 9,020,000
346 牡 ディスクリートキャット ユニティ 熊本 本田　土寿 (有)チェスナットファーム 落札 ＩＨＲ組合 11,000,000
347 牡 アジアエクスプレス ワイルディング 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 落札 小菅　誠 7,040,000
348 牡 レッドスパーダ ワイルドポポ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 主取
349 牝 グランプリボス ワカサイティング 胆振 （有）吉田牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 中地エージェンシー 2,200,000
350 牡 トゥザグローリー ラストアウィン 浦河 （有）北光牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 岡田  繁幸 6,160,000
351 牝 ストロングリターン 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 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
352 牡 ゴールドシップ ラム 浦河 （株）ミリオンファーム （株）愛知ステーブル 主取
353 牝 イスラボニータ レーヌドオリエント 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ㈱Ｂ．Ｂ レーシング 9,570,000
354 牝 トーセンジョーダン ロイヤルヴィラ 荻伏 村中牧場 村中牧場 主取
355 牝 アジアエクスプレス ロイヤルクリッパー 新冠 村上牧場 岩見ステーブル 落札 西森　功 6,820,000
356 牝 ケープブランコ アートオブダンサー 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 神奈川県馬主協会　清川　孝徳2,750,000
357 牝 トビーズコーナー アルレガーロ 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 神奈川県馬主協会　色川　暁郎4,510,000
358 牝 トランセンド アウレオーラ 三石 山野牧場 セールスプレップサービス 落札 中村　忠彦 7,260,000
359 牡 サトノアラジン アクアブルーバレー 浦河 （有）まるとみ冨岡牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 四本　昭弘 11,550,000
360 牡 グランプリボス アクアブルーマーチ 三石 松本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 中地エージェンシー 2,860,000
361 牝 ディスクリートキャット アグネスエンジェル 浦河 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 主取
362 牝 ラブリーデイ イイデサンドラ 新冠 山岡ファーム （株）ＮＹＳ 落札 中西  宏彰 4,400,000
363 牡 ジャスタウェイ ルイーズ 三石 （株）前田ファーム (有)チェスナットファーム 落札 神奈川県馬主協会　松本　朋治5,500,000
364 牝 フリオーソ アサクサヴェール 三石 （有）三石橋本牧場 セールスプレップサービス 落札 千葉県馬主会　飯田　総一郎3,190,000
365 牡 シニスターミニスター アートスタジオ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 木村　直樹 29,700,000
366 牡 シルバーステート アドヴァンテージ 門別 三輪　幸子 （株）セイクリットファーム 欠場
367 牝 サドンストーム アドマイヤトパーズ 熊本 村山　光弘 ベルサイユステーブル㈱ 主取
368 牡 ダノンシャーク アドリア 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
369 牝 エスポワールシチー アビシーナ 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 宮崎　俊也 11,000,000
370 牡 シニスターミニスター アイムヒアー 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 栗本　守 11,550,000
371 牝 クリエイターⅡ アートオブビーン 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 日本中央競馬会 5,060,000
372 牝 ディープブリランテ エジル 三石 レースホース牧場（株） （株）白馬牧場 落札 神奈川県馬主協会　保坂　和孝6,600,000
373 牡 ザファクター エミリア 荻伏 村下　清志 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱加藤ステーブル 3,300,000
374 牝 クロフネ イセノラヴィソン 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 保坂　和孝 12,100,000
375 牡 メイショウボーラー イソノキセキ 荻伏 （有）村下農場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 和田  正道 5,390,000



376 牡 プリサイスエンド イムディーナ 新冠 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 丸岡　啓一 5,500,000
377 牡 ホッコータルマエ レッドジュピター 三石 （有）米田牧場 （有）パイオニアファーム 落札 千葉県馬主会　石川　達絵12,100,000
378 牝 ジャスタウェイ レッドティムール 新冠 村上　欽哉 (有)チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 9,350,000
379 牡 エスケンデレヤ ガイヤール 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 佐野  信幸 16,500,000
380 牝 ラブリーデイ ヴァナディース 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 前田　良平 4,400,000
381 牝 ドゥラメンテ ウィローパドック 静内 三木田牧場 三木田牧場 主取
382 牝 スクリーンヒーロー ヴェルテュ 新冠 山岡ファーム （株）小国スティーブル 落札 古賀　禎彦 7,700,000
383 牝 アジアエクスプレス エレクティオン 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 福原　聡 4,400,000
384 牝 トビーズコーナー エイシントット 三石 元茂　修一 T-Horse Ranch 主取
385 牝 アジアエクスプレス エステル 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 工藤　圭司 4,400,000
386 牡 ジョーカプチーノ 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 大谷　正嗣 7,260,000
387 牝 ディーマジェスティ エニシノイト 静内 増本　良孝 （有）福山育成牧場 落札 嶋田  賢 16,500,000
388 牡 ダンカーク エムオーパール 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
389 牡 エスポワールシチー エリカオンヒル 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 6,820,000
390 牝 ストロングリターン エルシェロアスール 荻伏 山下　恭茂 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 8,360,000
391 牡 ホッコータルマエ インクルーシブ 新冠 森永　聡 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ケイアイファーム 10,450,000
392 牡 ディスクリートキャット アミザクラ 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
393 牡 タイムパラドックス インフィニート 新冠 （株）松浦牧場 (有)チェスナットファーム 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 7,040,000
394 牡 ザファクター エンジェルステップ 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 欠場
395 牝 トーセンホマレボシ エンゼルアーチ 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 主取
396 牝 ヴィクトワールピサ エンブレマータ 浦河 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
397 牡 ブラックタイド エトワールステージ 三石 レースホース牧場（株） （株）白馬牧場 落札 川根　幸晴 15,400,000
398 牡 マジェスティックウォリアーウイズアフェクション 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 八嶋　長久 5,500,000
399 牡 ヘニーヒューズ オグリダイアン 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 熊木　浩 3,520,000
400 牝 エイシンフラッシュ オランジェット 熊本 村山　光弘 ベルサイユステーブル㈱ 落札 西村  新一郎 2,530,000
401 牝 ヴィクトワールピサ オルターネイティヴ 三石 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ （有）大作ステーブル 落札 和田　博美 4,950,000
402 牝 リオンディーズ イイデステップ 新冠 山岡ファーム （株）ＮＹＳ 落札 手嶋　康雄 4,510,000
403 牡 フェノーメノ カタストロフィ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 山元  哲二 19,800,000
404 牝 ハービンジャー カヒリ 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 近藤　克麿 9,020,000
405 牡 ベーカバド カレンバレリーナ 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 千葉県馬主会　橋本　忠雄 6,600,000
406 牡 シルバーステート カワイコチャン 三石 （有）山際牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 前田  晋二 19,800,000
407 牝 マツリダゴッホ カイドウ 静内 山際　智 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)ミルファーム 2,420,000
408 牡 ダノンレジェンド ガーネットビコー 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 三河　辰巳 1,760,000
409 牝 ロージズインメイ ガールズストーリー 荻伏 村中牧場 村中牧場 欠場
410 牝 シンボリクリスエス アジェンダ 浦河 （有）北光牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 (有)富士ファーム 2,750,000
411 牝 アジアエクスプレス アルーシュ 新冠 村上　欽哉 (有)チェスナットファーム 落札 (同)雅苑興業 9,900,000
412 牡 グラスワンダー ケリーメイ 静内 （有）増本牧場 （株）森本スティーブル 落札 沖田　忠幸 2,530,000
413 牡 ゼンノロブロイ ゲーリックダンス 東北 村上　勝治 ＹＴＴパートナーシップ 主取



414 牝 トランセンド キアーロベルタ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 渡邉　直樹 5,280,000
415 牡 ホッコータルマエ キスオブザビーナス 門別 若林　順一 （株）白井牧場 主取
416 牡 マジェスティックウォリアーキセキノハナ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 主取
417 牡 ジャングルポケット キタサンユキ 三石 （有）米田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 3,520,000
418 牝 ダノンシャーク キテキ 三石 元茂　修一 元茂　修一 落札 神奈川県馬主協会　斎藤　智明2,310,000
419 牡 アジアエクスプレス ギフトオブザラック 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 落札 岡田  繁幸 4,400,000
420 牝 カレンブラックヒル キャットストリート 新冠 （有）北星村田牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,300,000
421 牝 エスポワールシチー キャンドルアイス 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 高岡　義雄 4,620,000
422 牡 ビッグアーサー キューティガビー 静内 前田牧場 （有）高橋ファーム 落札 長島商事㈱ 11,550,000
423 牡 アメリカンペイトリオット キューティロンプ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 森中  蕃 11,550,000
424 牝 キングヘイロー サクラワイズ 静内 （有）山田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000
425 牡 トーセンホマレボシ シャインスペシャル 浦河 山田　昇史 Gates Stable 欠場
426 牡 フェノーメノ グローリアスイリス 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 大嶋　晃一 3,300,000
427 牡 ジャスタウェイ ゲッコウ 三石 （有）水上牧場 （株）森本スティーブル 落札 深見  富朗 14,850,000
428 牝 メイショウボーラー クリノクロフネ 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 石川県馬主協会 3,410,000
429 牡 ディスクリートキャット クインズフローリー 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 竹内　三年 3,300,000
430 牡 ビッグアーサー クノッソス 静内 （有）真歌田中牧場 （株）ＮＹＳ 落札 梶本　尚嗣 12,650,000
431 牡 トゥザグローリー クリアーパッション 浦河 本巣　敦 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 7,700,000
432 牝 バトルプラン クリスエスマーチ 門別 前川　義則 前川　義則 主取
433 牡 ストロングリターン クリムゾンフレア 三石 山口　忠彦 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 今中　俊平 3,850,000
434 牝 ホッコータルマエ エピックマジック 新冠 （株）松浦牧場 (有)チェスナットファーム 落札 岩山　博文 2,970,000
435 牡 カレンブラックヒル クリンゲルベルガー 新冠 村上　雅規 クラックステーブル 落札 泉　一郎 4,400,000
436 牡 ハタノヴァンクール クロスファイヤー 十勝 （株）リトルブルーファーム （株）リトルブルーファーム 落札 ａｎｎｏｎ㈱ 3,960,000
437 牡 フェノーメノ クロタカ 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 欠場
438 牝 トゥザワールド グレースドナヒュー 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
439 牝 ノヴェリスト ヴァルパライソ 熊本 村山　光弘 ベルサイユステーブル㈱ 落札 加治屋　貞光 6,270,000
440 牡 パドトロワ オランジュバトー 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 ㈱MBR 4,620,000
441 牝 ミッキーアイル カツラドライバー 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 日向　英二 3,300,000
442 牝 トーセンジョーダン カワカミタキオン 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
443 牡 ヘニーヒューズ ゲイルプリムラ 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
444 牝 コパノリッキー ゲットザピクチャー 静内 前田牧場 （有）高橋ファーム 主取
445 牝 ザファクター ジュエルメッセージ 三石 （有）三石橋本牧場 （株）森本スティーブル 落札 日本中央競馬会 11,000,000
446 牡 エスケンデレヤ コパノリンデン 門別 （有）ヤナガワ牧場 （株）門別牧場 落札 ㈱YGGDRASILL 4,400,000
447 牝 モーリス ココロノスポーツ 三石 山野牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 前田　剛 16,500,000
448 牡 アジアエクスプレス コスモメルベーユ 三石 松本牧場 T-Horse Ranch 落札 ㈱オリオンファーム 4,840,000
449 牡 コパノリッキー コパノバウンシ 静内 （有）見上牧場 （株）小国スティーブル 落札 兵庫県馬主協会 6,820,000
450 牝 リオンディーズ コパノマルコリーニ 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 ㈱LEVEL-K 17,600,000
451 牡 アメリカンペイトリオット ゴールドターフ 三石 （有）元道牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 YUKI　DENDO 5,500,000



452 牡 アジアエクスプレス グローリアスセラン 新冠 ㈱ホース･マネジメント･ボス ㈱ホース･マネジメント･ボス 欠場
453 牡 ヴァンセンヌ クールラディカル 三石 （株）前田ファーム (有)チェスナットファーム 落札 小田　吉男 6,600,000
454 牡 ホッコータルマエ キタサンアカツキ 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 馬場　剛 4,510,000
455 牡 ラブリーデイ コフィーチャン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 欠場
456 牝 シニスターミニスター スマートレモラ 門別 （有）本間牧場 （有）本間牧場 落札 ㈱クラシック 11,000,000
457 牡 パイロ サクラプラチナ 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 平川　進 6,600,000
458 牝 ストロングリターン サクラヴィッキー 静内 （有）山田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
459 牡 ヘニーヒューズ サンメンフィス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 瀧本  和義 12,100,000
460 牡 ドゥラメンテ サクセスセレーネ 荻伏 (有)吉田ファーム ヒルヴァレーファーム 落札 増田  雄一 14,850,000
461 牝 エイシンヒカリ サクラメントガール 東北 村上　勝治 ＹＴＴパートナーシップ 落札 佐藤　良男 3,960,000
462 牡 トゥザワールド サンキンレター 三石 （有）米田牧場 （株）ＮＹＳ 欠場
463 牡 トーセンラー シアトルサンセット 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 猪熊　広次 22,550,000
464 牡 アジアエクスプレス シャンパンマリー 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）荻伏共同育成場 落札 福盛　訓之 18,700,000
465 牡 マコトスパルビエロ シンワシュシュ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 兵庫県馬主協会 3,630,000
466 牡 アジアエクスプレス セーヌパリジャンヌ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 落札 ㈲坂東牧場 5,500,000
467 牡 ホッコータルマエ サティーヌアロム 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 主取
468 牡 リオンディーズ サワヤカスズカ 三石 森　政巳 （有）パイオニアファーム 落札 ㈲コスモヴューファーム 8,800,000
469 牡 ドゥラメンテ サンタローズ 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 17,600,000
470 牡 コパノリチャード ジェミナ 門別 若林　順一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 YUKI　DENDO 4,070,000
471 牝 ヘニーヒューズ サンドヴィーナス 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)フロンティア 5,940,000
472 牡 シニスターミニスター オーブシュプレーム 門別 増尾牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 (有)鶴岡鉄工所 10,450,000
473 牡 スピルバーグ シャドウカラーズ 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 落札 八嶋　長久 4,400,000
474 牡 トゥザワールド シャンハイハピネス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 水谷　昌晃 3,850,000
475 牝 ヘニーヒューズ サトノフォワード 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 STレーシング 11,550,000
476 牝 アドマイヤムーン ジュエルド 三石 （有）米田牧場 （株）ＮＹＳ 落札 ㈲キタジョファーム 1,650,000
477 牡 ヘニーヒューズ シュネーバル 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 小田　吉男 19,250,000
478 牡 コパノリッキー 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 主取
479 牝 アジアエクスプレス ジュラーレ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 林　弘之 7,150,000
480 牝 ハービンジャー ショウサンミーベル 門別 モリナガファーム (有)チェスナットファーム 落札 福盛　訓之 11,550,000
481 牡 プリサイスエンド シルクプロミス 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈲キタジョファーム 2,200,000
482 牝 ドレフォン シルクメガヒット 三石 （有）水上牧場 （株）森本スティーブル 落札 三浦　勝仁 9,680,000
483 牡 ヴァンセンヌ シーダーアラジ 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 ㈱レックス 2,750,000
484 牝 バトルプラン シーブルー 門別 若林　順一 （株）白井牧場 落札 湯浅　健司 3,630,000
485 牡 マジェスティックウォリアージュヴァンクル 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）荻伏共同育成場 落札 坂本　守孝 7,480,000
486 牝 ホッコータルマエ ゴールドマッシモ 新冠 守矢牧場 クラックステーブル 落札 水谷　昌晃 4,840,000
487 牝 リオンディーズ サトノジュエル 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 落札 奥田　貴敏 6,820,000
488 牝 ホッコータルマエ サクラメガマックス 静内 （有）山田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000
489 牡 ダンカーク スウィートマフィン 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 主取



490 牝 ホッコータルマエ スズノヒロイン 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 西田　俊二 4,620,000
491 牡 エピファネイア スターシンフォニー 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 落札 久保　博文 14,300,000
492 牝 トーセンラー ストーリーライン 三石 レースホース牧場（株） （株）白馬牧場 主取
493 牝 ホッコータルマエ スプリングドリュー 様似 堀　弘康 （株）木村育成牧場 落札 日本中央競馬会 7,700,000
494 牝 キングズベスト スペシャルウィッチ 新冠 村上牧場 村上牧場 主取
495 牡 エスポワールシチー スマートアルテミス 荻伏 村下　清志 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 東京都馬主会　楠　昌史 15,950,000
496 牡 ジャングルポケット スマートシャワー 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 ㈱YGGDRASILL 5,060,000
497 牡 ヘニーヒューズ スワン 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 日本中央競馬会 15,950,000
498 牝 ザファクター ティアドロップス 三石 松本牧場 mill farm Ocean View Park 落札 小松　欣也 7,920,000
499 牡 ディスクリートキャット シンコールビー 熊本 本田　土寿 (有)チェスナットファーム 主取
500 牡 ダノンレジェンド ハルダル 静内 （有）増本牧場 （株）森本スティーブル 落札 神奈川県馬主協会　小野　博郷4,400,000
501 牡 アジアエクスプレス ダイナルシャトー 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 三河　辰巳 3,300,000
502 牝 ストロングリターン セラミックアート 門別 （有）本間牧場 （有）本間牧場 落札 松田　幸生 4,950,000
503 牝 ドゥラメンテ セラミックガール 三石 山野牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 主取
504 牡 フリオーソ センスオブラヴ 門別 山田　政宏 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
505 牡 ダンカーク セントローレンス 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
506 牡 リオンディーズ ソラコマチ 三石 （有）村上牧場 エレガンスファーム 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 11,550,000
507 牡 トーセンジョーダン ディパッション 静内 （有）真歌田中牧場 （株）ＮＹＳ 落札 吉川ホールディングス㈱ 2,200,000
508 牡 ジャスタウェイ ディヴァインクレア 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 田畑　利彦 14,850,000
509 牝 ザファクター バアゼルザウバー 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 ㈱YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 4,950,000
510 牡 アドマイヤムーン タイキジャスパー 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 日本中央競馬会 7,700,000
511 牡 ヴィクトワールピサ タケノチャンス 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 ㈲コスモヴューファーム 5,500,000
512 牡 イスラボニータ タスクミストレス 静内 （有）北洋牧場 T-Horse Ranch 落札 東京都馬主会　諏訪　守 14,850,000
513 牡 ダノンシャーク タッチノネガイ 門別 門別　正 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
514 牡 ベルシャザール ダブルハッピー 十勝 （株）リトルブルーファーム （株）リトルブルーファーム 主取
515 牡 シニスターミニスター タムロウイング 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 前田  晋二 35,200,000
516 牝 ベーカバド ダンシングママ 荻伏 横山　浩司 横山　浩司 落札 岡田　孝之 1,100,000
517 牝 アジアエクスプレス チェイルリー 荻伏 （有）村下農場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 坂本　肇 5,280,000
518 牝 トゥザワールド トスカーナ 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 福田　光男 2,310,000
519 牡 マクフィ ショウサンユリシス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 日本中央競馬会 6,820,000
520 牝 エピファネイア ストームイメージ 新冠 （株）松浦牧場 (有)チェスナットファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 16,500,000
521 牝 シルバーステート ストールンハート 胆振 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 主取
522 牡 ヘニーハウンド デザイナー 新冠 村上牧場 山岸ステーブル 落札 合同会社　JPN技研 2,750,000
523 牝 ベルシャザール テラザパピヨン 三石 レースホース牧場（株） （株）白馬牧場 主取
524 牝 コパノリッキー テーオーディオネ 三石 森　政巳 （株）愛知ステーブル 落札 神奈川県馬主協会　大塚　亮一9,130,000
525 牡 ジョーカプチーノ デュポンサークル 静内 （有）真歌田中牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 欠場
526 牡 スピルバーグ ナイトオブドバイ 三石 松本牧場 mill farm Ocean View Park 落札 小松　欣也 4,620,000
527 牡 ワールドエース ニシノキュベレー 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 落札 ㈲ディアレストクラブ 10,120,000



528 牡 シルバーステート ネリヤカナヤ 新冠 （有）山岡牧場 （有）山岡牧場 落札 和田　博美 3,850,000
529 牡 トビーズコーナー トップレディスター 三石 森　政巳 （株）森本スティーブル 落札 (有)グランデファーム 3,850,000
530 牡 クリエイターⅡ ドゥオナー 静内 増本　良孝 （有）福山育成牧場 落札 千葉県馬主会　菊地　博 8,140,000
531 牡 ディープブリランテ トップオブザヒル 千葉 （株）リーディング （有）千代田牧場 落札 山田　泰司 5,500,000
532 牡 カレンブラックヒル トヨサンハッピー 新冠 松本　信行 カルペディエム メイド(奥山牧場内)欠場
533 牡 イスラボニータ トーコーニーケ 門別 若林　順一 （株）セイクリットファーム 落札 ㈱ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 9,020,000
534 牡 ザファクター トーセンユーモア 三石 （株）前田ファーム ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 野路　一治 4,950,000
535 牝 ロージズインメイ テレキネシス 静内 山際　智 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000
536 牡 スマートファルコン タイセイヴィグラス 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 兵庫県馬主協会 6,600,000
537 牝 グランプリボス ナヴィガトリア 三石 （有）三石橋本牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
538 牝 クリエイターⅡ ナロウゲート 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 主取
539 牡 サトノアラジン トップチョイス 東北 ワールドファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
540 牝 エスポワールシチー バトルアンコール 門別 門別　敏朗 （株）門別牧場 欠場
541 牡 ドゥラメンテ ニシノビギン 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 日本中央競馬会 15,950,000
542 牝 ロードカナロア ニシノフジムスメ 新冠 村上　欽哉 (有)チェスナットファーム 落札 加島　正幸 11,000,000
543 牡 ラニ ニシノラメール 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 蓑島　竜一 7,370,000
544 牡 ストロングリターン ニシノツインクル 三石 松本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 日本中央競馬会 4,620,000
545 牝 ラニ ノヴェンバースカイ 門別 前川　義則 クラックステーブル 主取
546 牡 フリオーソ バルフューレント 静内 （有）増本牧場 （株）森本スティーブル 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,620,000
547 牝 ブラックタイド ピュアシンフォニー 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 福盛　訓之 12,650,000
548 牡 ゴールスキー フォンティーン 熊本 村山　光弘 ベルサイユステーブル㈱ 主取
549 牝 コパノリッキー ハーランズワンダー 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 小林  祥晃 3,850,000
550 牡 ヘニーハウンド ハーツブラッド 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
551 牝 ヘニーヒューズ ハルノヒダマリ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 日本中央競馬会 4,400,000
552 牡 ビッグアーサー バイタルスタイル 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 主取
553 牝 エスポワールシチー ハナワキリシマ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 長井　純一 3,300,000
554 牝 コパノリッキー ハタノガイア 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 恵比寿興業（株）那須野牧場4,840,000
555 牝 ヴィクトワールピサ ハギノハーセルフ 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 主取
556 牡 コパノリッキー バックアタック 静内 （有）見上牧場 （株）小国スティーブル 落札 小林  祥晃 20,900,000
557 牝 トーセンジョーダン パッションレッド 三石 山口　忠彦 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
558 牡 クリエイターⅡ パピチャン 十勝 （株）リトルブルーファーム （株）リトルブルーファーム 主取
559 牡 ゼンノロブロイ ハルノアシオト 新冠 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 主取
560 牡 トーセンラー ノーモアクライ 新冠 （有）山岡牧場 （有）山岡牧場 主取
561 牝 プリサイスエンド ハートフルメロディ 三石 松本牧場 mill farm Ocean View Park 落札 石川県馬主協会 2,200,000
562 牡 シルバーステート パンズラビリンス 門別 若林　順一 オークツリーファーム 落札 杉浦　敏夫 15,950,000
563 牝 ミッキーアイル バンドゥーラ 三石 （有）山際ｾﾝﾄﾗﾙｽﾀｯﾄﾞ エイトステーブル 主取
564 牡 イスラボニータ パワーオブフェイス 静内 （有）増本牧場 （株）森本スティーブル 落札 ㈱京都ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 4,840,000
565 牝 パイロ ハーベストシーズン 荻伏 （有）三好牧場 三好　悠太 落札 ㈱ケンタウロス 5,500,000



566 牡 シニスターミニスター ハヤブサショコラ 新冠 （有）ラッキー牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 吉岡  泰治 6,600,000
567 牡 ペルーサ ブランシェール 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 佐山  公男 4,400,000
568 牡 リアルインパクト ヒバリエクスプレス 新冠 村上　雅規 （株）白馬牧場 落札 尾田　信夫 22,000,000
569 牝 ルーラーシップ ピユカンタービレ 門別 モリナガファーム （有）パイオニアファーム 主取
570 牝 ビッグアーサー ピエナサクラ 浦河 （有）まるとみ冨岡牧場 （有）まるとみ冨岡牧場 落札 YUKI　DENDO 1,650,000
571 牡 ミッキーアイル ビクトワールイゾレ 浦河 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 G･S 1,650,000
572 牡 リオンディーズ ヒサクィーン 静内 （有）北洋牧場 （有）北島牧場 欠場
573 牝 シルバーステート ビスカヤ 新冠 森永　聡 岩見ステーブル 落札 佐藤　良男 2,640,000
574 牡 トゥザワールド ヒラボクガール 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 主取
575 牝 ゴールスキー ヒラボクハッピー 熊本 村山　光弘 ベルサイユステーブル㈱ 落札 柏木  務 3,300,000
576 牡 トーセンジョーダン ピースオブラック 胆振 渡辺　隆 渡辺　隆 主取
577 牡 アジアエクスプレス ピースフルデイズ 新冠 （株）松浦牧場 (有)チェスナットファーム 欠場
578 牡 サトノアラジン フレイムミーティア 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
579 牝 オウケンブルースリ ベティボルテクス 門別 前川　義則 前川　義則 主取
580 牡 ダンカーク ホワイトアウト 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）荻伏共同育成場 主取
581 牝 ビッグアーサー ピュアノアール 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 欠場
582 牡 メイショウボーラー ピュアフレグランス 三石 松本牧場 エレガンスファーム 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,300,000
583 牝 ディーマジェスティ フィールドボニータ 三石 （株）前田ファーム Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
584 牝 カレンブラックヒル フェイストウショウ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 落札 トウショウ産業㈱ 2,640,000
585 牝 アイルハヴアナザー フォーモサアピール 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 欠場
586 牝 ビッグアーサー プチットマドレーヌ 浦河 本巣　敦 （有）荻伏共同育成場 落札 ロイヤルパーク 3,300,000
587 牝 モンテロッソ プリティガール 胆振 （有）吉田牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
588 牡 ダイワメジャー ブリリアントクラン 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 ㈱ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 17,600,000
589 牡 ローレルゲレイロ フルオブスターズ 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 社台ファーム 7,150,000
590 牝 アメリカンペイトリオット プロプライエタリ 東北 ワールドファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
591 牡 ベルシャザール ブルーレインボウ 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 西田　俊二 4,840,000
592 牡 ビッグアーサー フレノカトリーヌ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 佐山  公男 3,300,000
593 牝 アメリカンペイトリオット ヘヴンリーヴォイス 熊本 村山　光弘 ベルサイユステーブル㈱ 主取
594 牡 イスラボニータ ベストコレクション 静内 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
595 牡 カレンブラックヒル ホーリーフルーツ 新冠 村上　雅規 クラックステーブル 落札 天堀　忠博 4,950,000
596 牝 アジアエクスプレス ホクセーメジャー 新冠 （有）北星村田牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 兵庫県馬主協会 3,300,000


