
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)

597 牝 アンライバルド マイカイ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 主取
598 牝 コパノリッキー マイティーボタン 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）落札 兵庫県馬主協会 3,300,000
599 牝 ロージズインメイ マイネチリペッパー 静内 原　弘之 原　弘之 欠場
600 牝 ミッキーアイル マイネローレライ 浦河 中脇　満 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
601 牡 マクフィ マサノマリリン 静内 中田　浩美 中田　浩美 落札 木村　昌三 12,100,000
602 牝 フリオーソ マミーフェスト 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 ㈲キタジョファーム 1,980,000
603 牡 ストロングリターン マリアフィオーレ 荻伏 （有）伏木田牧場 （有）坂東牧場 落札 YUKI　DENDO 3,960,000
604 牡 ベーカバド マリーシャンタル 新冠 （有）長浜牧場 （有）グランデファーム 落札 レキップモンターニュ 5,610,000
605 牝 ヴァンセンヌ マルゼンブリッジ 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 主取
606 牝 コパノリッキー マンボカーニバル 門別 藤本ファーム （有）ヤマダステーブル 落札 ㈱ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 3,410,000
607 牝 ロゴタイプ ミチェラーダ 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
608 牡 ジャングルポケット ミフユ 新冠 中山　高鹿康 メイタイ牧場（有） 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 3,960,000
609 牡 エスポワールシチー ミラクルプリンセス 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 大谷　正嗣 2,200,000
610 牝 シニスターミニスター メイショウジェーン 浦河 （有）富田牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 ㈱ＦＴＵ 4,840,000
611 牡 リオンディーズ メイショウアンデス 荻伏 （同）中神牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 野嶋　祥二 19,800,000
612 牝 メイショウボーラー メイショウガザニア 新冠 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 落札 千葉県馬主会　石井　智 2,200,000
613 牝 ドゥラメンテ メイショウキトリ 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 落札 ㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 13,200,000
614 牝 ブラックタイド エイシンキルデア 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落札 (有)ミルファーム 4,290,000
615 牡 イスラボニータ メイユーブルーム 関東 （有）フローラル パッショーネ 落札 池袋レーシング 7,700,000
616 牝 アメリカンペイトリオット メロディライン 新冠 トド岩高原銀河農場物語㈲ (株)PYRAMID TRAINING 落札 ライアン　祐子 6,380,000
617 牝 ルーラーシップ メジロクロユリ 門別 戸川牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
618 牡 アメリカンペイトリオット モエレカバーガール 三石 中村　時子 （株）森本スティーブル 欠場
619 牝 タイムパラドックス ヤマサカントリー 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 落札 石川県馬主協会 2,200,000
620 牡 ディープブリランテ ヤサカオディール 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 大澤  繁昌 7,040,000
621 牡 ラブリーデイ ユメノトキメキ 胆振 （有）登別上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 小泉　修 5,720,000
622 牡 ベルシャザール ヨーカンドパリ 胆振 （有）登別上水牧場 ディーエスファーム 落札 兵庫県馬主協会 3,080,000
623 牝 ザファクター エイシンヴァニラ 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落札 石井　輝昭 4,950,000
624 牝 アメリカンペイトリオット メイユール 浦河 （有）信岡牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 森中  蕃 2,750,000
625 牡 ダノンレジェンド ライブリーダンス 三石 （有）平野牧場 （有）平野牧場 落札 ㈱マークス 13,200,000
626 牡 ミッキーアイル ラガマフィン 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 岡田  繁幸 3,300,000
627 牡 ロゴタイプ ラクテウスオルビス 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 主取
628 牡 ダンカーク ラシーク 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 原村　正紀 8,360,000
629 牡 ジョーカプチーノ ラビングトスカーナ 門別 （有）碧雲牧場 （有）碧雲牧場 落札 岡  浩二 7,920,000
630 牝 メイショウボーラー ラブミーダン 浦河 林　孝輝 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 4,510,000
631 牝 ラブリーデイ ランダムトーク 門別 ベルサイユステーブル㈱ ベルサイユステーブル㈱ 落札 ㈱加藤ステーブル 3,850,000
632 牝 フリオーソ ユリカチャン 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)欠場
633 牝 リオンディーズ メモリーオブハース 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 ㈱吉澤ステーブル 6,050,000



634 牝 マスクゾロ レイズアセイル 新冠 長浜　忠 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 田中  晴夫 3,520,000
635 牡 エキストラエンド レアプラチナ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 落札 (有)ミルファーム 1,650,000
636 牡 シンボリクリスエス リヴァリーン 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
637 牡 モンテロッソ リスクオン 札幌 （株）ハッピーデイズ （有）パイオニアファーム 落札 ㈲キタジョファーム 2,200,000
638 牡 ビッグアーサー リルティングソング 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 大谷　正嗣 5,060,000
639 牡 ヴィクトワールピサ ルナールフェノメナ 門別 （有）広富牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 主取
640 牝 エイシンフラッシュ エイシンオルドス 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
641 牝 ホッコータルマエ レッドベルフィーユ 浦河 （有）富田牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 落合　幸弘 12,100,000
642 牝 ディスクリートキャット レッドルシアン 東京 早川　雅一 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 YUKI　DENDO 2,310,000
643 牡 パイロ モンレーヴリアン 新冠 中山　高鹿康 （株）愛知ステーブル 落札 犬塚　悠治郎 23,650,000
644 牝 リアルインパクト ルリエール 浦河 中脇　満 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 千葉県馬主会　三木　康史 4,620,000
645 牡 エイシンフラッシュ マリナーズコンパス 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）主取
646 牡 ミッキーアイル レディーファースト 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 栗本  博晴 4,950,000
647 牡 キズナ レンデフルール 関東 （有）フローラル パッショーネ 落札 STレーシング 11,550,000
648 牡 ロゴタイプ レンヌルシャトー 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 瀧本  和義 9,900,000
649 牝 ドリームジャーニー レッドマシェリ 門別 戸川牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 冨田　藤男 3,300,000
650 牡 クリエイターⅡ エイシンチーター 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落札 内藤　好江 2,750,000
651 牝 サトノアラジン ロイヤルフレア 新冠 （株）ハクレイファーム （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 9,350,000
652 牝 ハービンジャー ロスグラシアレス 静内 （有）友田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 欠場
653 牡 エスポワールシチー ロトクルーザー 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 平川　進 4,950,000
654 牝 ザファクター モエレゴールド 三石 中村　時子 （株）森本スティーブル 主取
655 牝 オウケンブルースリ モエレオープンヒメ 静内 中田　浩美 中田　浩美 主取
656 牡 サトノアラジン ワレンダラッド 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 村上　稔 10,450,000
657 牝 トゥザワールド ワンモアアリュール 新冠 長浜　秀昭 山岸ステーブル 主取
658 牝 ダノンレジェンド リベリーターン 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 石川県馬主協会 3,960,000
659 牝 ダンカーク レッドロザリー 浦河 （有）富田牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 琴浦　諒 3,520,000
660 牝 ダンカーク レッドロザリオ 荻伏 富塚ファーム （有）大作ステーブル 主取
661 牡 サトノアラジン メイショウボナール 浦河 林　孝輝 （株）木村育成牧場 欠場
662 牝 ザファクター レッドエレンシア 浦河 （有）信岡牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム欠場
663 牝 パドトロワ アイズオブナタリー 新冠 （有）新冠伊藤牧場 クラックステーブル 落札 神奈川県馬主協会　原　久美子3,960,000
664 牡 アジアエクスプレス アガペー 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 欠場
665 牡 シニスターミニスター アサケゴマ 静内 （有）野坂牧場 （有）野坂牧場 落札 兼松  昌男 8,800,000
666 牡 ダイワメジャー アシュレイリバー 胆振 （有）ノーザンレーシング （有）坂東牧場 落札 ㈱Ｂ．Ｂ レーシング 6,600,000
667 牡 ラニ アズライト 十勝 ハーモニーストックファーム ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 永井  啓弍 3,850,000
668 牝 モーリス アップワードスパイラル 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)主取
669 牡 エイシンヒカリ エイシンポラリス 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落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 9,680,000
670 牡 ハービンジャー アドマイヤエバート 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 森中  蕃 13,200,000
671 牡 パイロ アディシオン 門別 （有）日西牧場 （有）日西牧場 落札 上田  けい子 6,270,000



672 牡 ドゥラメンテ アドバンスクラーレ 新冠 （株）那須野 (有)チェスナットファーム 落札 八嶋　長久 7,700,000
673 牝 バゴ アマビリータ 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 欠場
674 牡 ラニ アマレット 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 ケンレーシング組合 2,200,000
675 牝 トゥザグローリー アメリデラックス 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 主取
676 牝 ラニ アリゲーターアリー 三石 ヒサイファーム （有）パイオニアファーム 主取
677 牝 トゥザグローリー アリーペデ 三石 沼田　照秋 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱加藤ステーブル 880,000
678 牡 ディスクリートキャット アルドラ 三石 （有）原口牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 合同会社　LUCIMIENTO 4,400,000
679 牝 プリサイスエンド アンジェロ 門別 （有）碧雲牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 尾崎　智大 4,400,000
680 牡 ダイワメジャー アースシンボル 胆振 （有）習志野牧場 田口トレーニングファーム 落札 工藤　圭司 4,950,000
681 牝 シニスターミニスター ウルビーノ 門別 野島牧場 （株）愛知ステーブル 落札 小田　吉男 5,500,000
682 牡 ディスクリートキャット ウシュアイア 静内 （有）福山育成牧場 （有）福山育成牧場 落札 東京都馬主会　米津　佳昭12,100,000
683 牝 ザファクター ヴィヴァマリアンヌ 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 落札 湯浅　健司 2,750,000
684 牝 カレンブラックヒル ウルド 新冠 （株）ハクレイファーム （株）森本スティーブル 落札 東豊物産㈱ 7,700,000
685 牡 フェノーメノ ヴァニラシャンティ 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 土井  孝夫 11,000,000
686 牡 ストロングリターン ヴェンティミリア 荻伏 富塚ファーム （有）大作ステーブル 落札 山元  哲二 11,000,000
687 牝 アジアエクスプレス エイシンチャーター 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
688 牝 ブラックタイド アンヌ 浦河 （有）中島牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
689 牡 ベルシャザール アワフローラ 胆振 （有）パイオニアファーム （有）パイオニアファーム 落札 ㈲キタジョファーム 2,750,000
690 牝 ドゥラメンテ イースターアイランド 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 ＩＨＲ組合 22,000,000
691 牝 バンブーエール ヴェリーバンブー 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 堀之内　治美 4,950,000
692 牡 ワールドエース エアディケム 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 主取
693 牝 エイシンヒカリ エイシンスイーツ 浦河 （有）富田牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 浅川　皓司 6,820,000
694 牡 リーチザクラウン エコーズインザウインド 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 山中　和子 9,900,000
695 牝 リオンディーズ エバーシャイニング 三石 中田　英樹 (有)チェスナットファーム 落札 谷川　正純 4,070,000
696 牝 カレンブラックヒル エメラルドコースト 荻伏 藤春　修二 藤春　修二 落札 市川義美ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 4,620,000
697 牡 フェノーメノ エーシンジョイフル 三石 （有）信田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 和田　博美 3,300,000
698 牝 エイシンヒカリ エイシンカラット 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落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 6,050,000
699 牡 アジアエクスプレス オウケンクイーン 荻伏 （同）中神牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 佐山  公男 8,800,000
700 牡 コパノリッキー オシャベリコパ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 湯浅　健司 4,290,000
701 牝 アメリカンペイトリオット オフェーリアシチー 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 (有)ミルファーム 2,750,000
702 牡 ヴィットリオドーロ オブラディオブラダ 三石 中橋　清 中橋　清 落札 井高　義光 3,300,000
703 牡 エスポワールシチー オボロヅキ 三石 飛渡　敬二 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 神奈川県馬主協会　鈴木　基容5,500,000
704 牝 マツリダゴッホ エクセルギー 門別 野島牧場 （株）愛知ステーブル 主取
705 牝 ディスクリートキャット カクテルラウンジ 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 落札 アークフロンティア㈱ 6,050,000
706 牝 ルーラーシップ カナリ 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 落札 田記　正規 4,510,000
707 牝 トゥザワールド カネトシエターナル 平取 中川　隆 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
708 牡 シニスターミニスター カリビアンセレブ 荻伏 中村　雅明 ㈲ディアレストクラブイースト 落札 大石　秀夫 13,750,000
709 牝 ローレルゲレイロ オンワードラトゥル 浦河 南部　功 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取



710 牡 アジアエクスプレス キタサンテンニョ 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 兵庫県馬主協会 3,850,000
711 牝 イスラボニータ キャンディウォー 東京 パングロス（有） 木村　秀則 落札 天野　克彦 3,960,000
712 牡 スマートファルコン ゴールドリボン 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 落札 藤間　淳一 3,520,000
713 牝 ロゴタイプ コンサートクィーン 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 ㈱マークス 5,720,000
714 牝 トゥザワールド コウザンティアラ 新冠 （有）新冠伊藤牧場 クラックステーブル 欠場
715 牡 スマートファルコン コウエイレディー 浦河 富菜牧場 富菜牧場 落札 松嶋　良治 5,170,000
716 牡 ダイワメジャー エーシンオマーン 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落札 前田  晋二 7,260,000
717 牡 ジャングルポケット クッキーチャン 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 落札 二口　雅一 6,050,000
718 牝 リオンディーズ グッドファイト 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 5,720,000
719 牝 ドゥラメンテ クラシカルバリュー 新冠 富本　茂喜 （有）荻伏共同育成場 落札 栗本  博晴 11,550,000
720 牝 グランプリボス カネトシフィオーレ 三石 沼田　照秋 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 松田　幸生 2,310,000
721 牝 エスポワールシチー クリノバンダイサン 門別 （有）日西牧場 （有）日西牧場 欠場
722 牡 ホッコータルマエ グリーンヒルレッド 新冠 （同）プログレスファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 東京都馬主会　西村　亮二10,120,000
723 牡 ヴァンセンヌ クローデル 平取 （有）びらとり牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
724 牡 ドレフォン グローブ 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 ㈱吉澤ステーブル 12,100,000
725 牡 リオンディーズ グローリサンディ 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 竹園  正継 19,250,000
726 牝 コパノリッキー クラレンスハウス 荻伏 藤春　修二 藤春　修二 落札 (同)ﾊｯﾋﾟｰﾚｰｼﾝｸﾞ 5,720,000
727 牝 ビッグアーサー グランドゲルニカ 三石 中田　英樹 (有)チェスナットファーム 落札 稲葉　光昭 2,200,000
728 牝 ポアゾンブラック グランピアノ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 欠場
729 牝 ケープブランコ ケイティーズジェム 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
730 牡 ジャスタウェイ ケイティーズミスト 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 17,050,000
731 牡 キンシャサノキセキ レディオスソープ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 千葉県馬主会　河合　純二 8,800,000
732 牝 ディスクリートキャット コズミックウィッシュ 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 兼松  昌男 16,500,000
733 牝 フリオーソ コロナガール 浦河 （有）信岡牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 千葉県馬主会　江川　伸夫 2,200,000
734 牝 アドマイヤムーン ゴールデンニックス 門別 藤本ファーム （株）ＮＹＳ 主取
735 牝 ザファクター ジェイケイドリーム 門別 （有）浜本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
736 牡 アドマイヤムーン クリーペル 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 落札 兵庫県馬主協会 4,620,000
737 牡 フェノーメノ エイシンクローバー 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
738 牝 ラブリーデイ オアシスムーン 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 欠場
739 牝 シニスターミニスター サクラサクラサクラ 門別 野島牧場 （株）愛知ステーブル 落札 竹下　浩一 10,120,000
740 牡 カレンブラックヒル サクラフォルトゥナ 新冠 長浜　秀昭 山岸ステーブル 落札 福田　光博 3,300,000
741 牡 トーセンホマレボシ サクラミラージュ 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
742 牝 ゴドリー サッキールビー 新冠 長浜　忠 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 小林　裕典 2,200,000
743 牝 ビッグアーサー サットー 荻伏 中村　雅明 （有）グランデファーム 落札 市村　義和 2,750,000
744 牝 サンカルロ ジェノア 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 ㈱バンブーロード 1,650,000
745 牝 ビッグアーサー サトノレジーナ 新冠 （株）ハクレイファーム （株）森本スティーブル 落札 兵庫県馬主協会 5,720,000
746 牝 ロージズインメイ サフラントウショウ 静内 原　弘之 原　弘之 欠場
747 牝 シルバーステート サマーコード 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 竹園  正継 10,450,000



748 牡 パイロ ザリーン 門別 春木ファーム ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
749 牡 コパノリッキー サンマルフェアー 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 東京都馬主会　藤村　榮子 8,800,000
750 牝 ディスクリートキャット サンライトムーン 三石 （有）原口牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 澤田　孝之 3,300,000
751 牝 ジョーカプチーノ サンレイジェム 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
752 牡 コパノリッキー エルヴィエント 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落札 杉本　豊 11,000,000
753 牝 フリオーソ カツナデシコ 浦河 中脇　満 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 西村  専次 3,300,000
754 牡 リオンディーズ シードオブハピネス 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 欠場
755 牡 パドトロワ シュシュファレル 平取 船越　伸也 エイトステーブル 主取
756 牡 ヘニーハウンド ジェニュラビーン 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 主取
757 牡 ブラックタイド シシャモチャン 荻伏 ヒダカシーサイドファーム ヒダカシーサイドファーム 主取
758 牝 レッドスパーダ シップスログ えりも能登　浩 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 岡井　元憲 7,260,000
759 牡 ワールドエース ソフィーズローズ 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 主取
760 牝 ディスクリートキャット シャイニングスルー 門別 ベルサイユステーブル㈱ ベルサイユステーブル㈱ 欠場
761 牡 サトノアラジン シルクシャンゼリゼ 静内 （有）畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター落札 ㈱門別牧場 3,300,000
762 牡 サトノアラジン シルショコラティエ 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 ルヴァンレーシング 6,050,000
763 牡 ワールドエース シンメイミヤビ 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 落札 庄司　修二 4,400,000
764 牡 Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉｅｓ シャマアウェイ 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 ㈱H.Iコーポレーション 17,600,000
765 牡 マクフィ エイシンヒマワリ 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落札 曽我  司 12,100,000
766 牝 ヘニーヒューズ コンフォータブル 新冠 樋渡　志尚 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 戸山  光男 5,500,000
767 牡 オールステイ スウィープイン 荻伏 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム 主取
768 牡 コパノリチャード スカイトウショウ 静内 鳥谷　勝彦 （有）カタオカステーブル 落札 市村　義和 4,400,000
769 牝 エスポワールシチー スカラムーシュ 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 楊　明翰 4,400,000
770 牡 トビーズコーナー スカーレットプラン 荻伏 （有）中山牧場 （有）中山牧場 落札 兵庫県馬主協会 6,160,000
771 牡 スズカコーズウェイ スズカカラーズ 三石 中橋　清 （株）森本スティーブル 落札 田辺　拓也 3,850,000
772 牡 トビーズコーナー スズカプラチナ 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
773 牝 ロゴタイプ スタコラサッサ 門別 ベルサイユステーブル㈱ ベルサイユステーブル㈱ 欠場
774 牡 ナムラタイタン スターオブアフリカ 静内 （有）野坂牧場 （有）野坂牧場 落札 松野　真一 4,510,000
775 牝 パドトロワ スノーヴァーダント 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 主取
776 牡 ワールドエース スパーブクィーン 静内 （有）フジワラファーム ㈱ゴールドアップカンパニー 落札 加藤　千豊 7,150,000
777 牝 ロゴタイプ トウカイアンジュ 新冠 （有）長浜牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 佐山  公男 5,500,000
778 牡 シニスターミニスター ジョルジーナ 門別 （有）浜本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈱ローレン 9,900,000
779 牡 ドゥラメンテ シニョリーナ 荻伏 ヒダカシーサイドファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈲坂東牧場 7,700,000
780 牝 バトルプラン スピネッタ 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）主取
781 牡 ケープブランコ スウィートクレメンタイン 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
782 牡 モーリス スマートマーチ 門別 戸川牧場 （株）白井牧場 落札 佐藤　範夫 12,650,000
783 牝 ストロングリターン スマートルピナス 門別 （有）碧雲牧場 セールスプレップサービス 落札 和田　博美 1,650,000
784 牝 ワールドエース スレバルナ 静内 泊　寿幸 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 横尾　晴人 2,750,000
785 牡 ダノンレジェンド ステラーホープ 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 恵比寿興業（株）那須野牧場7,700,000



786 牝 パイロ サマーリガード 平取 船越　伸也 （有）グランデファーム 落札 日本中央競馬会 9,900,000
787 牝 ストロングリターン ダイワフェズブルー 新冠 （有）浜口牧場 （株）愛知ステーブル 落札 YUKI　DENDO 2,200,000
788 牝 エスポワールシチー ドルフィン 新冠 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 落札 神奈川県馬主協会　西村　専次2,750,000
789 牡 ゼンノロブロイ セイウンクレナイ 三石 中橋　正 ＪＵＬＩＡステーブル 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
790 牡 トウケイヘイロー センターアンジェロ 三石 中村　時子 （株）森本スティーブル 主取
791 牝 マスクゾロ ヒシトパーズ 新冠 中本　隆志 （株）白馬牧場 落札 木村  良明 1,100,000
792 牝 アメリカンペイトリオット シンメトリック 三石 （有）原口牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 主取
793 牡 ビッグアーサー シルクマイホーム 静内 （有）畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター欠場
794 牝 ロゴタイプ テンザンアモーレ 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 主取
795 牡 ダンカーク バトナージュ 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 主取
796 牡 エスケンデレヤ ハッピーヴァリュー 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 落札 和田　博美 4,400,000
797 牝 シルバーステート バラッドレディ 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
798 牝 カレンブラックヒル ヒシタイトル 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 澤田　孝之 7,040,000
799 牡 シビルウォー フレスカ 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 主取
800 牡 セレスハント タイキミューズ 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 岡　展宏 2,750,000
801 牡 ヴィクトワールピサ タイクローサ 新冠 中山　高鹿康 メイタイ牧場（有） 落札 ガジコレーシング 3,850,000
802 牡 トゥザワールド ダイヤフォンテン 胆振 （有）登別上水牧場 ディーエスファーム 落札 須田　靖之 5,720,000
803 牡 ワールドエース ダンスプリンセス 三石 沼田　照秋 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 野嶋　祥二 4,400,000
804 牡 ストロングリターン ダークアイリス 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 兵庫県馬主協会 18,700,000
805 牡 ワンダーアキュート エーシンジェネシス 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
806 牝 アドマイヤムーン テールバインダー 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 小林　由明 5,390,000
807 牡 ラブリーデイ トリルビー 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 ㈱ｵﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 3,960,000
808 牡 ザファクター トゥモローズライト 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 橘　倍男 4,400,000
809 牡 アジアエクスプレス チェリービスティー 平取 （有）びらとり牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 中平　崇介 3,850,000
810 牝 パイロ チリビリビン 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 岩崎　充利 7,150,000
811 牝 ドレフォン チャイナドール 胆振 ノーザンファーム （有）坂東牧場 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 5,390,000
812 牝 トーセンホマレボシ ツクバエンジェル 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 主取
813 牝 モンテロッソ ツーソックス 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 栗本  博晴 2,420,000
814 牝 キングヘイロー テイエムブルーアイ 浦河 南部　功 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
815 牡 ロゴタイプ ティファイファイ 門別 戸川牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 森中  蕃 2,750,000
816 牡 サトノアラジン ティーアイディップ 様似 中村　俊紀 様似町軽種馬共同育成センター利用組合落札 森中  蕃 26,400,000
817 牡 コパノリッキー デルマハヤブサ 門別 中川　欽一 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
818 牡 ダンカーク シャンテクレール 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 ㈲ 宮内牧場 4,620,000
819 牡 シビルウォー ヒシアリエル 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 藤井  陸治 1,650,000
820 牡 ザファクター エイシンフレア 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
821 牡 ミッキーアイル トウカイファイン 門別 （有）碧雲牧場 （有）碧雲牧場 落札 ㈱ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 27,500,000
822 牝 キンシャサノキセキ トウカイミーロ 新冠 （有）長浜牧場 （有）グランデファーム 主取
823 牡 ディーマジェスティ トパーズトウショウ 静内 （有）畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター主取



824 牡 ディープスカイ トーアハナノマイ 関東 （有）フローラル パッショーネ 落札 岡田  繁幸 5,940,000
825 牡 シニスターミニスター テンザンオトヒメ 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 石瀬　浩三 4,400,000
826 牡 トーセンジョーダン ナイキアムール 平取 原田　新治 （株）門別牧場 主取
827 牡 バゴ ナイキトライアンフ 平取 中川　隆 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 日本中央競馬会 8,800,000
828 牡 ハーツクライ ナナヨーティアラ 荻伏 ヒダカシーサイドファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 (有)ビッグレッドファーム 52,800,000
829 牝 コパノリッキー ナムラエンジェル 静内 （有）野坂牧場 （有）野坂牧場 落札 澤田　孝之 5,500,000
830 牝 ラニ ナムラカエデジョウ 静内 八田ファーム （株）愛知ステーブル 主取
831 牝 ディスクリートキャット ナリタカサブランカ 門別 （有）広富牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 主取
832 牝 ニホンピロアワーズ エーシンサンファン 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
833 牝 サイレントディール ディスグラース 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
834 牡 シニスターミニスター ネオベローナ 静内 （有）福山育成牧場 （有）福山育成牧場 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 4,400,000
835 牡 シビルウォー ノーブルペニー 三石 中橋　正 ＪＵＬＩＡステーブル 落札 ミユキ企画 2,200,000
836 牡 トーセンジョーダン ハープスプレンダー 新冠 長浜　忠 （株）白馬牧場 主取
837 牝 ミッキーアイル バズローリング 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 欠場
838 牝 ワールドエース バトルサクヤビメ 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）主取
839 牡 フリオーソ ハマギク 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)主取
840 牝 キンシャサノキセキ ピサノレインボー 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 落札 日本中央競馬会 12,650,000
841 牡 ヴァンセンヌ ヒシラスティ 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 落札 栗本  博晴 7,920,000
842 牝 エイシンフラッシュ トウカイベルタ 新冠 （有）長浜牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 多田　賢司 11,000,000
843 牝 メイショウボーラー ピンクブリザード 荻伏 フクオカファーム フクオカファーム 落札 ＩＨＲ組合 3,300,000
844 牝 ビッグアーサー ビューティテイスト 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 ㈱Y.Y.Blood Stock 5,500,000
845 牡 ダンカーク ピッコレット 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 主取
846 牡 トゥザワールド ヒカリヴィグラス 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
847 牡 サンカルロ ブイアスカ 門別 戸川牧場 （有）パイオニアファーム 落札 鈴木　照雄 2,200,000
848 牡 ディープブリランテ フェートデュヴァン 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 北尾　龍典 25,850,000
849 牝 タイセイレジェンド プラセール 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 落札 KAAKIRO㈱ 4,180,000
850 牡 トビーズコーナー プリマビスティー 荻伏 （有）伏木田牧場 ヒルヴァレーファーム 落札 東京都馬主会　桑野　隆司14,850,000
851 牝 ストロングリターン ハンドスター 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 YUKI　DENDO 3,850,000
852 牝 イスラボニータ パラダイスコースト 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 落札 畔柳  年言 5,500,000
853 牡 エイシンフラッシュ ハートフォーカス 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
854 牝 ポアゾンブラック ピアノフィニッシュ 荻伏 富塚ファーム （株）愛知ステーブル 主取
855 牡 ブラックタイド パルストリーナ 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 欠場
856 牝 オルフェーヴル パミーナコラッジョ 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
857 牝 ダノンシャーク ビアンコ 門別 春木ファーム 春木ファーム 落札 (有)ミルファーム 1,100,000
858 牝 ロージズインメイ ヒカルダイヤモンド 胆振 （有）登別上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 和田　博美 11,550,000
859 牡 ビッグアーサー ビューティーレディ 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 落札 荒井　眞澄 7,700,000
860 牡 エスポワールシチー ビヨンドマイリーチ 平取 船越　伸也 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 YUKI　DENDO 4,950,000
861 牝 シビルウォー ピンクデージー 門別 野島牧場 （株）愛知ステーブル 落札 アークフロンティア㈱ 1,100,000



862 牝 エスポワールシチー ヒミノオトヒメ 新冠 中本　隆志 （株）白馬牧場 落札 日本中央競馬会 4,620,000
863 牡 エイシンフラッシュ エーシンチェロキー 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落札 石川  博 3,300,000
864 牝 アドマイヤムーン ペイドリン 浦河 （有）信岡牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
865 牡 ラニ ファニーゴールド 新冠 （有）ハクツ牧場 （有）ハクツ牧場 欠場
866 牝 エイシンフラッシュ フェアチャイルド 門別 戸川牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
867 牡 サトノアラジン フェイズシフト 新冠 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 落札 (有)ケイアイファーム 24,750,000
868 牝 シニスターミニスター フォレノワール 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 落札 神奈川県馬主協会　高橋　貢4,400,000
869 牝 ケープブランコ ホマレエイカン 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 主取
870 牝 アメリカンペイトリオット ブライダルソング 門別 中前牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
871 牡 トーセンジョーダン プライムアクトレス 三石 富沢萩沢俊雄牧場 本桐共同育成センター 落札 楠本　勝美 2,750,000
872 牡 ベーカバド ブラストスイフト 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 和田  正道 2,750,000
873 牡 マジェスティックウォリアーフラッパーウィング 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 原　司郎 7,260,000
874 牡 トーセンラー フラワータッチ 平取 原田　新治 （株）門別牧場 主取
875 牝 マジェスティックウォリアーブラックカシミール 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 平本　敏夫 12,100,000
876 牝 カレンブラックヒル プリティーサンサン 静内 中田　浩美 福地トレーニングファーム 主取
877 牡 アイルハヴアナザー ブルーセレブ 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
878 牝 アジアエクスプレス ブルーブルチャンネ 静内 西村牧場 ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ（泊津分場）落札 日本中央競馬会 3,850,000
879 牡 エスケンデレヤ フローズンムーン 浦河 中脇　満 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 長谷川　守正 12,650,000
880 牡 エイシンヒカリ エーシンヘラ 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
881 牡 ベーカバド フレアキャスケード 静内 （有）フジワラファーム ㈱ゴールドアップカンパニー 欠場
882 牡 アジアエクスプレス プレシャスフラワー 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 水上  行雄 4,400,000
883 牝 ザファクター プレシャスペスカ 荻伏 フクオカファーム フクオカファーム 落札 日本中央競馬会 5,390,000
884 牝 シニスターミニスター フレンチトウショウ 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 多田　賢司 9,900,000
885 牝 アメリカンペイトリオット プロハンター 新冠 （有）ヒカル牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 兵庫県馬主協会 4,400,000
886 牝 ヴィットリオドーロ プロフュージョン 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 兼松  昌男 4,400,000
887 牝 プリサイスエンド ブーティー 平取 中川　隆 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
888 牡 アジアエクスプレス ベルグラーノ 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 落札 原村　正紀 11,550,000
889 牡 シニスターミニスター ポジショントーク 荻伏 （有）伏木田牧場 （有）坂東牧場 落札 東京都馬主会　猪熊　広次18,700,000
890 牡 マクフィ ポルタマリーナ 様似 富田　恭司 （株）木村育成牧場 主取
891 牡 アドマイヤムーン ホワイトピクシイ 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 落札 石瀬　浩三 4,180,000
892 牡 カレンブラックヒル ポンテペルレ 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 YUKI　DENDO 6,270,000


