
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)

893 牝 ダノンレジェンド マイネウインク 浦河 笹島　智則 （株）森本スティーブル 落札 ㈱レックス 4,620,000
894 牝 アドマイヤムーン マイルストーン 三石 筒井　征文 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 白戸　光広 1,650,000
895 牡 ダンカーク マインツ 浦河 （有）辻牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 東京都馬主会　浅沼　廣幸11,000,000
896 牡 スマートファルコン マオノココロ 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム イーグルファーム 落札 日本中央競馬会 3,300,000
897 牡 ルーラーシップ マヤノロシュニ 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 本間　茂 8,360,000
898 牝 ストロングリターン マジカルミステリー 新冠 （有）シンユウファーム 福地トレーニングファーム 主取
899 牝 アンライバルド マスターゾロアーク 門別 高山　博 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 延原　弘茂 1,100,000
900 牡 フリオーソ マックスイマージュ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 兵庫県馬主協会 7,700,000
901 牡 ロージズインメイ マルトクビクトリー 新冠 竹中牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 日本中央競馬会 7,150,000
902 牡 ディープブリランテ マルハチメイフェア 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 欠場
903 牝 シンボリクリスエス マコトエンエン 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 主取
904 牝 ロゴタイプ マーティンスリープ 静内 高橋　修 （有）福山育成牧場 落札 千葉県馬主会　㈲内田ステーブル3,300,000
905 牝 ヴィクトワールピサ リヴィングビーイング 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 田中　成奉 7,150,000
906 牡 エピファネイア ヤマノサッシュ 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 呉本　昌時 9,350,000
907 牡 ディスクリートキャット ムーンダスト 東北 （株）諏訪牧場 (有)チェスナットファーム 落札 (有)グランデファーム 7,700,000
908 牝 ラニ ミキティスター 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 主取
909 牡 シルバーステート ミスエンピリカル 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 岡井　元憲 15,400,000
910 牝 シビルウォー ミンドゥルレ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 主取
911 牝 ストロングリターン ミニョンレーヌ 様似 高村　伸一 高村　伸一 落札 YUKI　DENDO 2,200,000
912 牝 コパノリッキー ミヤビグローリー 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 落札 ㈱アイテツ 3,300,000
913 牡 トゥザグローリー ミヤビリーティー 様似 （有）様似堀牧場 （株）白馬牧場 主取
914 牝 ケープブランコ ミラクルフラッグ 門別 （有）出口牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
915 牡 ヘニーヒューズ レッドヴィラーゴ 三石 （株）タガミファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 野田　善己 7,370,000
916 牝 オウケンブルースリ ムーンスケイプ 静内 静内杉下牧場 (株)PYRAMID TRAINING 欠場
917 牡 シルバーステート ムーンライトガーデンズ 静内 （有）桜井牧場 本桐共同育成センター 落札 幅田　京子 6,600,000
918 牝 ベルシャザール ムーンレイク 三石 土田農場 （株）森本スティーブル 主取
919 牝 キズナ メイショウシオギリ 門別 高柳　隆男 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 谷川　正純 5,500,000
920 牡 トゥザグローリー メイショウトパーズ 浦河 榊原　敏明 (有)チェスナットファーム 主取
921 牡 ビッグアーサー メリーウェザー 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 布施　慶士 3,850,000
922 牡 キンシャサノキセキ ヤマン 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 竹内　三年 18,700,000
923 牡 シビルウォー ユノエポック 新冠 坂元　芳春 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 林田　祥来 2,200,000
924 牡 ヘニーヒューズ ユリオプスデイジー 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 主取
925 牡 バゴ ラビングリーシャ 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取
926 牡 パドトロワ ライトリーチューン 静内 （有）谷岡牧場 （有）谷岡牧場 主取
927 牡 ラニ ライブリハート 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 是枝　浩平 4,730,000
928 牝 ブラックタイド ラベンダーミント 新冠 対馬　正 対馬　正 落札 YUKI　DENDO 3,300,000
929 牝 ルーラーシップ リアライズノユメ 荻伏 高松牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 工藤　圭司 10,670,000



930 牝 ストロングリターン レディスウィフト 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 柏木  務 2,750,000
931 牝 アドマイヤムーン ラッシュストーム 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 主取
932 牝 トゥザグローリー ラティエラ 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 主取
933 牝 シルバーステート リュウメイ 胆振 （有）笹川大晃牧場 ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 鈴木　美江子 3,300,000
934 牝 ドレフォン アドマイヤオウカ 門別 シンボリ牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 5,500,000
935 牝 ヘニーヒューズ ラインキャメロン 静内 高橋　修 （有）福山育成牧場 落札 菅野　守雄 8,250,000
936 牡 リオンディーズ ライヴマジック 三石 下屋敷牧場 (有)チェスナットファーム 落札 深見　敏男 7,700,000
937 牝 メイショウボーラー ラブハミング 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 主取
938 牡 トーセンホマレボシ マサノミストレス 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 ㈲キタジョファーム 2,750,000
939 牝 ケープブランコ モーガンズマンボ 静内 聖心台牧場（有） (株)PYRAMID TRAINING 主取
940 牝 パイロ リッチエモーション 門別 シグラップファーム （株）木村育成牧場 落札 (有)内田ステーブル 2,750,000
941 牝 フリオーソ リュクス 門別 渋谷　健作 クラックステーブル 落札 谷口　祐人 3,630,000
942 牡 ビッグアーサー リンガスウラン 静内 （有）谷岡牧場 （有）谷岡牧場 主取
943 牡 アメリカンペイトリオット リエートフィーネ 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 落札 一村　哲也 7,480,000
944 牝 グランデッツァ レッドビアンカ 三石 （株）タガミファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
945 牡 マクフィ レッドジュディス 静内 高橋　義浩 カルペディエム メイド(奥山牧場内)主取
946 牝 ストロングリターン マヤフィオーレ 門別 高山　博 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 勝野産業㈲ 2,750,000
947 牡 ロージズインメイ アルマアダーラ 新冠 （有）大栄牧場 （株）小国スティーブル 落札 池袋レーシング 4,730,000
948 牡 バトルプラン メガホワイティ 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 落札 古賀　慎一 6,600,000
949 牡 アポロキングダム ルシアンネイル 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 落札 谷口　悦一 3,300,000
950 牡 ストロングリターン ルビーティアラ 千葉 (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ 主取
951 牝 ビッグアーサー レディパレード 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5,500,000
952 牡 ベルシャザール ワンダーサークル 浦河 （有）太陽牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 3,850,000
953 牝 ダンカーク ウインプレセア 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 清宮　義男 5,500,000
954 牡 シルバーステート レスティヴコマンダ 新冠 つつみ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 6,820,000
955 牝 リーチザクラウン レッドジュラーレ 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 佐山  公男 6,600,000
956 牝 ホッコータルマエ レッドプライム 門別 庄野牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 5,500,000
957 牝 サトノアラジン レディシアトル 浦河 （有）笹地牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
958 牡 トーセンラー ロマンスアンダルザ 新冠 高橋　忍 ｱﾘﾄﾞﾒﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
959 牝 キンシャサノキセキ ローマンクィーン 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 菅波　立知子 11,000,000
960 牡 カレンブラックヒル ワンダーセーハ 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 主取
961 牡 サトノアラジン エイシンルンディー 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 藤井  陸治 3,300,000
962 牡 ホッコータルマエ ミッシェルズナイト 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 森口　聡 5,940,000
963 牡 トーセンジョーダン ミスマリーン 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 瀬戸　竜男 1,650,000
964 牡 カレンブラックヒル メイショウデンコー 門別 高柳　隆男 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 三岡　陽 6,160,000
965 牡 バゴ アイズユーニン 十勝 髙橋　直人 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 日本中央競馬会 4,510,000
966 牝 ダノンレジェンド アイノサウスポー 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 欠場
967 牝 ホッコータルマエ アクロスザライト 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 小林　竜太郎 4,510,000



968 牡 サトノアラジン アルマバテーム 三石 土田農場 （株）森本スティーブル 落札 ㈱加藤ステーブル 7,920,000
969 牡 アジアエクスプレス アサヒライジング 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 山口  多賀司 7,700,000
970 牡 ドゥラメンテ アシェラフ 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 加藤　和夫 12,650,000
971 牝 リオンディーズ アステュート 静内 （有）桜井牧場 エレガンスファーム 落札 ㈱MBR 4,400,000
972 牡 エピファネイア アドマイヤマリリン 静内 高橋　義浩 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 水谷　美穂 8,250,000
973 牡 アメリカンペイトリオット アドマイヤビジン 門別 シンボリ牧場 （有）パイオニアファーム 落札 東京都馬主会　三木　康史10,450,000
974 牡 ジャングルポケット アレキサンドリア 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 佐藤　良男 3,740,000
975 牡 ポアゾンブラック アマノブラウニイー 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 藤本　彰 5,170,000
976 牝 フィガロ アルビアン 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 (有)カナイシスタッド 3,410,000
977 牡 ダノンレジェンド アールデコ 様似 沢井　義一 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 千葉県馬主会　安田　智彦 6,050,000
978 牝 シニスターミニスター アワーオアシス 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 吉川　朋宏 6,160,000
979 牡 グランプリボス アースラブーム 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 落札 小野  博郷 4,070,000
980 牡 ヘニーハウンド ユアライフスタイル 新冠 土井牧場 （有）福山育成牧場 落札 小菅　誠 5,500,000
981 牝 マジェスティックウォリアーリアリーラヴユー 静内 高橋　修 (株)PYRAMID TRAINING 落札 熊田　義孝 6,160,000
982 牡 ザファクター リーズントウショウ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 日本中央競馬会 4,400,000
983 牡 エイシンフラッシュ イイデエース 新冠 （有）武田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 中村  徳也 7,700,000
984 牝 ラブリーデイ イケジュンペガサス 浦河 （有）天馬杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 欠場
985 牝 ダンカーク イソシギ 浦河 （有）高野牧場 （有）高野牧場 落札 鈴木　美江子 3,300,000
986 牝 エピファネイア アートアロング 静内 高橋　義浩 カルペディエム メイド(奥山牧場内)欠場
987 牡 アメリカンペイトリオット ヴァージャー 東北 （株）諏訪牧場 (有)チェスナットファーム 落札 平本　敏夫 7,700,000
988 牡 ストロングリターン ウィッシュ 三石 土田ファーム （株）森本スティーブル 落札 幅田　京子 14,850,000
989 牝 ロゴタイプ ヴェルサイユパーク 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 市村　義和 7,370,000
990 牝 モーリス ウタヒメ 門別 シンボリ牧場 （有）パイオニアファーム 落札 幅田  昌伸 17,050,000
991 牝 ゴールドシップ ウッドシップ 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 ㈲コスモヴューファーム 7,920,000
992 牝 コパノリッキー イズミコマンダー 三石 （株）タガミファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 YUKI　DENDO 4,400,000
993 牡 リオンディーズ エイシンバーサス 荻伏 （有）大北牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)ケイアイファーム 16,500,000
994 牡 コパノリッキー エーシンラクーン 千葉 (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ 主取
995 牡 ザファクター エアレモネード 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 日本中央競馬会 11,550,000
996 牝 ディスクリートキャット オデッタ えりも寺井　文秀 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 ㈲三浦牧場 2,750,000
997 牡 パイロ オーガストウェイ 新冠 （有）大栄牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 東京都馬主会　矢野　秀春 9,900,000
998 牡 トゥザグローリー カイロローズ 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 千葉県馬主会　横尾　晴人 3,300,000
999 牡 エスケンデレヤ カザリムスビ 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 石瀬　丈太郎 5,500,000

1000 牝 タイムパラドックス キセキノデアイ 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 主取
1001 牝 プリサイスエンド カナザワノハナ 新冠 つつみ牧場 （株）白馬牧場 落札 廣田　優生 2,750,000
1002 牡 パイロ カネスブリエ 門別 坂牧場 三橋ステーブル 落札 村上　憲政 12,650,000
1003 牡 ホッコータルマエ カラダダイヤモンド 平取 （有）清水牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 5,170,000
1004 牡 コパノリッキー ガッツマンテン 静内 大典牧場（有） （株）森本スティーブル 落札 竹内　三年 3,850,000
1005 牡 タイムパラドックス カリスマブラック 平取 高橋　啓 高橋　啓 落札 ニューマレコード 4,730,000



1006 牡 メイショウボーラー カレンダーガール 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 フェニックスレーシング 6,270,000
1007 牝 ドゥラメンテ クイックコマンド 門別 タバタファーム (有)チェスナットファーム 欠場
1008 牡 コパノリッキー エーシンミモザ 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 G･S 3,300,000
1009 牡 ヘニーヒューズ エンパイアライン 胆振 （有）笹川大晃牧場 （有）パイオニアファーム 主取
1010 牡 シニスターミニスター カレーニナ 浦河 （有）辻牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 林田　祥来 14,300,000
1011 牝 モーリス クライフォージョイ 三石 下屋敷牧場 （有）浦河育成センター 落札 由井　健太郎 5,720,000
1012 牡 フェノーメノ ギオンゴールド 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 4,950,000
1013 牡 コパノリッキー キスカラハジメヨウ 静内 坂本　智広 坂本　智広 欠場
1014 牝 トゥザワールド キャトルキャール 新冠 武田　修一 ﾊﾝﾄﾊﾞﾚｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 主取
1015 牝 エピファネイア キョウエイタキオン 浦河 （有）ディスティニーファーム （有）ディスティニーファーム 落札 田中　俊彰 16,500,000
1016 牡 ラブリーデイ グッドカルマ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5,500,000
1017 牝 エイシンヒカリ クインズジュエリー 静内 曾我　博 （有）高橋ファーム 落札 谷　謙介 4,290,000
1018 牝 グランプリボス コウヨウマリア 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 主取
1019 牝 トゥザワールド オサマジョール 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 YUKI　DENDO 1,760,000
1020 牡 ロゴタイプ カシマヴィーナス 門別 （有）瀬戸牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 延原　弘茂 1,100,000
1021 牡 ハービンジャー カリオンレディ 浦河 （有）大道牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)主取
1022 牡 サトノアラジン キモンクイーン 静内 （有）田原橋本牧場 （株）森本スティーブル 落札 日本中央競馬会 11,550,000
1023 牡 エスポワールシチー クラシックチュチュ 静内 （有）桜井牧場 エレガンスファーム 落札 東京都馬主会　叶　徳文 8,800,000
1024 牝 ラブリーデイ グレースグランド 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 池袋レーシング 8,800,000
1025 牡 ベルシャザール クインクインクイン 新冠 （有）中央牧場 クラックステーブル 主取
1026 牝 ゼンノロブロイ クインズエンジェル 静内 静内杉下牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 千葉県馬主会　飯田　総一郎2,310,000
1027 牝 アドマイヤムーン クイーンベジタブル 門別 （有）高山牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
1028 牝 スクリーンヒーロー ポッドコンジュ 三石 下屋敷牧場 (有)チェスナットファーム 落札 藤本　彰 3,300,000
1029 牡 ノヴェリスト クラシックセーラ 門別 坂戸牧場 幾千世ホースクラブ 主取
1030 牡 ミッキーアイル クリスマドンナ 荻伏 猿橋　義昭 猿橋　義昭 落札 岡田  繁幸 16,500,000
1031 牡 ヴィクトワールピサ グリーリーレイ 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 欠場
1032 牡 アジアエクスプレス クルタナ 新冠 津田牧場 エイトステーブル 落札 星加　浩一 9,020,000
1033 牡 バンデ グレーストスカーナ 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 落札 ㈲アップライト 1,760,000
1034 牝 フリオーソ グローリファイ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 松野　真一 3,850,000
1035 牝 ルーラーシップ グーテデロワ 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 落札 竹内　三年 5,500,000
1036 牡 ザファクター グラシエトウショウ 三石 土田　和男 （株）森本スティーブル 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 6,820,000
1037 牡 パイロ キャンベルイモン 門別 坂牧場 三橋ステーブル 落札 東京都馬主会　立岡　広美 9,020,000
1038 牡 アドマイヤムーン サンマルセイコー 門別 田端牧場 田端牧場 落札 日本中央競馬会 5,500,000
1039 牝 ドゥラメンテ サブラタ 平取 （有）清水牧場 （株）森本スティーブル 落札 中西　浩一 5,500,000
1040 牡 ラニ スウィングベル 三石 （有）坂本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈱ポーション 5,390,000
1041 牝 アドマイヤムーン ケイアイセイラ 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1042 牡 ディーマジェスティ ケイティクロス 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 主取
1043 牡 パイロ タガノシムナ 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 加藤  興一 13,750,000



1044 牝 プリサイスエンド コウイッテン 浦河 （有）大道牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 東京都馬主会　小池　保則 8,800,000
1045 牝 マクフィ コウヨウルビー 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 ㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 13,200,000
1046 牡 ラニ コスモカゼツカイ 門別 シグラップ･マネジメント㈱ （有）静内白井牧場 主取
1047 牝 トゥザワールド サカノエンジェル 静内 静内酒井牧場 （有）高橋ファーム 主取
1048 牝 ダンカーク サウスエンピリカル 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 6,270,000
1049 牡 モーリス ザグレース 三石 土田農場 土田農場 落札 フジイ興産㈱ 18,150,000
1050 牡 ザファクター サダムルーティン 浦河 （有）天馬杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 鈴木　邦英 3,300,000
1051 牝 フリオーソ サトノガガ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 飯田  正剛 4,510,000
1052 牡 シビルウォー サンデーメモリー 様似 （有）スイートファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
1053 牡 メイショウサムソン サーストンララア 浦河 （有）ディスティニーファーム （有）ディスティニーファーム 落札 松本　好雄 13,200,000
1054 牡 シルバーステート スイートカルタゴ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 11,000,000
1055 牡 ラニ スイートガーデン 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 5,500,000
1056 牡 メイショウボーラー シオサイ 様似 沢井　義一 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈲アップライト 2,200,000
1057 牝 エスポワールシチー ジョーディシラオキ 三石 田中　春美 (有)チェスナットファーム 落札 千葉県馬主会　Ｓ　Ｒ　Ｔ 5,060,000
1058 牝 スクリーンヒーロー シルバートレイン 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 (有)ビッグレッドファーム 19,250,000
1059 牡 ローズキングダム ジャムトウショウ 新冠 つつみ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
1060 牝 エスポワールシチー ジーズドリームス 門別 高藤　茂 カルペディエム メイド(奥山牧場内)主取
1061 牡 トゥザグローリー シンセツ 浦河 多田　善弘 （有）浦河育成センター 落札 千葉県馬主会　㈲内田ステーブル3,080,000
1062 牡 コパノリチャード シアヌークビル 新冠 （有）大栄牧場 （株）小国スティーブル 主取
1063 牡 ストロングリターン シェーネフラウ 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 千葉県馬主会　Ｓ　Ｒ　Ｔ 11,550,000
1064 牝 マジェスティックウォリアーシャドウフェアリー 浦河 成隆牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 原　大栄 2,750,000
1065 牡 フリオーソ シャドークイーン 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 欠場
1066 牝 エスポワールシチー シャンハイギャル 新冠 武田　修一 クラックステーブル 落札 (有)グランデファーム 6,050,000
1067 牡 ラニ ジュエリークイーン 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 東京都馬主会　嶋田　賢 11,000,000
1068 牝 ケープブランコ ジーニマジック 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
1069 牝 マジェスティックウォリアーシェーンフレール 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 神奈川県馬主協会　久松　朋史3,960,000
1070 牡 トーセンラー シルクヴァルキリー 新冠 対馬　正 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ケイアイファーム 9,350,000
1071 牡 トゥザワールド シルクヴィーナス 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 平本　敏夫 17,600,000
1072 牝 ヴィクトワールピサ ジルニーナ 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 楠本　勝美 3,300,000
1073 牝 ダンカーク シルクナデシコ 浦河 （有）笹地牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
1074 牡 ラブリーデイ シータトウショウ 静内 坂本　春雄 （有）高橋ファーム 落札 原村　正紀 13,750,000
1075 牝 ノヴェリスト ジョニーエンジェル 静内 高橋　義浩 カルペディエム メイド(奥山牧場内)主取
1076 牡 コパノリッキー シュウザンアイ 静内 （有）桜井牧場 エレガンスファーム 落札 ㈲コスモヴューファーム 5,720,000
1077 牡 ノヴェリスト サーソーラ 平取 （有）清水牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 ㈱加藤ステーブル 2,200,000
1078 牡 エイシンヒカリ タイキアプローズ 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 欠場
1079 牡 オルフェーヴル スターエンジェル 門別 タバタファーム (有)チェスナットファーム 落札 江馬　由将 5,500,000
1080 牝 パイロ スイートフィズ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 定蛇　邦宏 12,100,000
1081 牝 アジアエクスプレス スズカシャンティー 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 落札 ㈱山王飯店 13,200,000



1082 牡 トゥザグローリー スズカルビー 荻伏 （有）鮫川ファーム ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 康本　利幸 6,380,000
1083 牡 モンテロッソ スターキャスト えりも寺井　文秀 ディーエスファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 2,750,000
1084 牡 コパノリッキー ナイキアクトレス 新冠 津田牧場 エイトステーブル 落札 原村　正紀 9,790,000
1085 牡 アドマイヤムーン シズパンチ 門別 田端牧場 田端牧場 主取
1086 牝 フリオーソ ステラレガーロ 静内 ＣＲステーブル ＣＲステーブル 主取
1087 牡 ルーラーシップ スパイクラベンダー 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 中地エージェンシー 8,800,000
1088 牡 アジアエクスプレス スペリオルダンサー 三石 田中　春美 (有)チェスナットファーム 落札 杉浦　正佳 7,700,000
1089 牝 パイロ セイウンクノイチ 三石 筒井　征文 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 STレーシング 8,800,000
1090 牡 ザファクター セインツプレイ 浦河 佐々木　恵一 （有）ビクトリーホースランチ 落札 浅川　皓司 8,580,000
1091 牝 アジアエクスプレス セイントリープレア 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 星加　浩一 6,820,000
1092 牡 ディーマジェスティ セシャルマン 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 ㈱ﾋﾎﾟﾌｧｲﾙ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 9,350,000
1093 牝 トーセンジョーダン セトノフラッパー 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 主取
1094 牡 ヘニーヒューズ セカイノカナ 三石 （有）坂本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈲キタジョファーム 4,400,000
1095 牝 エスケンデレヤ ポッドシャイニー 三石 下屋敷牧場 (有)チェスナットファーム 落札 日本中央競馬会 5,500,000
1096 牝 ラニ トーセンメッツ 三石 土田　和男 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 原　大栄 1,100,000
1097 牡 ダンカーク ダイワバーガンディ 荻伏 （有）大北牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 杉浦　敏夫 11,000,000
1098 牝 トーセンジョーダン タチアナ 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム イーグルファーム 落札 楠元　貴司 3,300,000
1099 牡 エスポワールシチー タヒチアンメモリ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 岡田　初江 4,400,000
1100 牝 モーリス ダブルオベリスク 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 星加　浩一 6,600,000
1101 牡 メイショウボーラー タムロイーネー 浦河 （有）ディスティニーファーム （有）ディスティニーファーム 落札 蓑島　竜一 4,950,000
1102 牝 ダンカーク ダンシングイレーネ 浦河 （有）地興牧場 天馬ステーブル 主取
1103 牡 ダノンレジェンド ダンスインザマミー 荻伏 高松牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱レックス 2,200,000
1104 牝 ロゴタイプ タークオイズローズ 東北 （株）諏訪牧場 (有)チェスナットファーム 落札 由井　健太郎 1,650,000
1105 牝 アドマイヤムーン センコウノマイヒメ 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 小山田　満 3,520,000
1106 牝 アジアエクスプレス セトノミッシー 門別 滝本　健二 （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 8,360,000
1107 牡 カレンブラックヒル ソルスティス 新冠 （有）佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
1108 牝 バゴ チャードリー 静内 高橋　義浩 ＹＴＴパートナーシップ 主取
1109 牡 エスポワールシチー ティアラン 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 落札 岡  浩二 5,610,000
1110 牡 ダノンレジェンド ティティテア 浦河 津島　優治 津島　優治 落札 G･S 1,100,000
1111 牡 ビッグアーサー ティノ 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
1112 牝 エスポワールシチー デジタルゴールド 門別 坪田　晃宜 坪田　晃宜 落札 田中  晴夫 2,860,000
1113 牝 メイショウボーラー デビルインマインド 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 タマモ ㈱ 5,720,000
1114 牡 ダンカーク チャーミングギャル 浦河 坂本　晴美 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 柏木  務 2,750,000
1115 牝 ディスクリートキャット デューフォール 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 北側　雅勝 7,040,000
1116 牝 レッドスパーダ デルフィニア 三石 田中　春美 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 村山　卓也 5,060,000
1117 牡 アイルハヴアナザー ニーレンベルギア 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 野村　茂雄 17,050,000
1118 牝 ジョーカプチーノ ドキドキマドンナ 静内 聖心台牧場（有） (株)PYRAMID TRAINING 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,840,000
1119 牡 ラニ トキノメイゲツ 静内 大典牧場（有） （株）森本スティーブル 主取



1120 牡 トゥザグローリー トラストネモフィラ 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 落札 神奈川県馬主協会　㈱Gﾘﾋﾞｴｰﾙﾚｰｼﾝｸﾞ4,400,000
1121 牡 アドマイヤムーン ドリームピーチ 新冠 （有）大栄牧場 （株）小国スティーブル 落札 ｻﾝｴｲ開発㈱ 13,750,000
1122 牝 トーセンブライト トーセンティアラ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 加藤  興一 1,650,000
1123 牡 ビッグアーサー トマトチャン 浦河 （有）大道牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 千葉県馬主会　㈱ＭＭＣ 5,500,000
1124 牡 シンボリクリスエス ナトゥーラ 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 松本　好雄 11,550,000
1125 牡 ハクサンムーン ナリタシークレット 門別 白井　岳 （株）白井牧場 落札 (有)ケイアイファーム 12,650,000
1126 牡 アルデバランⅡ ナーサリーライム 東北 （株）諏訪牧場 (有)チェスナットファーム 主取
1127 牝 ドゥラメンテ バクシンヒロイン 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1128 牝 ポアゾンブラック パシャ 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 兵庫県馬主協会 3,630,000
1129 牡 バトルプラン ニシノアラモード 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 落札 ㈱レックス 4,730,000
1130 牝 アメリカンペイトリオット ニシノコハク 新冠 津田牧場 クラックステーブル 落札 (同)雅苑興業 5,940,000
1131 牡 フェノーメノ ニュートロンスター 門別 （有）高山牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
1132 牡 ネオヴァンドーム ネオヴェリーベリー 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 主取
1133 牝 エスケンデレヤ ポッドマロン 三石 下屋敷牧場 (有)チェスナットファーム 主取
1134 牝 トゥザワールド ノブジョプリン 静内 静内ファーム 静内ファーム 落札 戸山  光男 3,300,000
1135 牝 コパノリッキー ノーズトウショウ 静内 坂本　春雄 （有）高橋ファーム 落札 千葉県馬主会　宮副　敏明 2,200,000
1136 牝 ダノンレジェンド ノースプリンセス 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 主取
1137 牡 タニノギムレット ピアンピアーノ 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 5,500,000
1138 牝 フェノーメノ フィールドスピカ 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム イーグルファーム 落札 (有)グランデファーム 3,850,000
1139 牝 トーセンジョーダン フィユタージュ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 主取
1140 牝 マジェスティックウォリアーフミノアマゾン 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 ㈲服部牧場 4,290,000
1141 牡 アイルハヴアナザー パールイアリング 荻伏 （有）大北牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 池袋レーシング 8,800,000
1142 牡 エスポワールシチー ハッピーチャート 静内 （有）桜井牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 西村　亮二 7,150,000
1143 牡 ストロングリターン ハイデルベーレ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 佐野　幸一郎 3,740,000
1144 牝 アイルハヴアナザー ハッピートーク 新冠 坂元　芳春 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
1145 牡 ジョーカプチーノ バアゼルローズ 静内 酒井　亨 （株）ＮＹＳ 落札 岡田スタッド 9,900,000
1146 牡 シンボリクリスエス ハイキートーン 門別 スウィングフィールド牧場 ベルサイユステーブル㈱ 落札 高瀬　正志 8,800,000
1147 牝 ブラックタイド ハイフリート 新冠 （有）武田牧場 （株）白井牧場 落札 林田　祥来 7,260,000
1148 牡 サンカルロ ハギノアップラウゾ 門別 高藤　茂 カルペディエム メイド(奥山牧場内)主取
1149 牡 シニスターミニスター ポッドフィズ 三石 下屋敷牧場 (有)チェスナットファーム 落札 千葉県馬主会　国田　正忠 6,600,000
1150 牝 スピルバーグ ハナズルナピエナ 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 戸佐　眞弓 3,850,000
1151 牡 キンシャサノキセキ パラダイスコーブ 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 本田　恒雄 25,300,000
1152 牝 ワールドエース パレストウショウ 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 欠場
1153 牡 モンテロッソ ハローサンライズ 平取 （有）清水牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 乙訓　史樹 1,650,000
1154 牡 ローエングリン ハーツデザイヤー 三石 土田ファーム （株）愛知ステーブル 落札 (同)ﾊｯﾋﾟｰﾚｰｼﾝｸﾞ 4,950,000
1155 牡 マクフィ ハッピーセーラー 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
1156 牝 モーリス ビガップ 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 16,500,000
1157 牝 メイショウボーラー ピッパレジーナ 浦河 （有）ディスティニーファーム （有）ディスティニーファーム 落札 ㈲ディアレストクラブ 3,630,000



1158 牝 コパノリッキー ヒルノリスボン 静内 サカイファーム 福地トレーニングファーム 落札 兵庫県馬主協会 5,720,000
1159 牡 ホッコータルマエ ポッドルージュ 三石 下屋敷牧場 (有)チェスナットファーム 落札 ㈱京都ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 5,610,000
1160 牝 ロージズインメイ ヒラボクプリンセス 新冠 坂元　芳春 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 YUKI　DENDO 1,650,000
1161 牡 アジアエクスプレス プリティタヤス 新冠 対馬　正 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 林田　祥来 6,270,000
1162 牝 ローエングリン ファイヤーオパール 様似 （有）様似堀牧場 （株）白馬牧場 落札 手塚　成一 2,200,000
1163 牡 サトノアラジン ファンディータ 様似 （有）スイートファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 神奈川県馬主協会　瀧本　和義5,060,000
1164 牝 ダンカーク ファンフェア 神奈川(株)ティーズファーム （有）谷川牧場 落札 高見　広行 1,650,000
1165 牡 アドマイヤムーン フィールザファン 門別 髙澤　正幸 T-Horse Ranch 落札 (有)太盛 3,960,000
1166 牡 グランプリボス フィールドスラッピ 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム イーグルファーム 主取
1167 牡 トーセンジョーダン フェリスホイール 荻伏 （有）大北牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松谷　翔太 1,320,000
1168 牡 イスラボニータ フライトオブスワン 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 14,850,000
1169 牡 ホッコータルマエ プライムウィッシュ 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 日本中央競馬会 8,580,000
1170 牡 マツリダゴッホ ブラジリアンビューティ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 22,000,000
1171 牡 シニスターミニスター ブラックシンデレラ 荻伏 鮫川　啓一 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 Him Rock Racing ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱7,700,000
1172 牡 モンテロッソ フレンチミステリー 浦河 惣田　英幸 (有)チェスナットファーム 落札 岡田　初江 6,820,000
1173 牡 サンカルロ フロリアリア 三石 （有）坂本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈱VICTORY 2,200,000
1174 牝 トーセンラー ブローオブサンダー 静内 武牧場　武 栄子 （有）ヤマダステーブル 落札 三宅  勝俊 5,060,000
1175 牝 アジアエクスプレス フローレセンス 新冠 武田　修一 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 檜森　高史 1,100,000
1176 牡 ストロングリターン ブーケパルフェ 静内 静内酒井牧場 （有）高橋ファーム 主取
1177 牡 ドゥラメンテ ピースオブラヴ 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 欠場
1178 牝 メイショウボーラー ベイルリ 浦河 （有）地興牧場 天馬ステーブル 落札 原  久美子 1,100,000
1179 牝 ザファクター ペイルローズ 三石 土田農場 土田農場 落札 日本中央競馬会 6,160,000
1180 牝 エピファネイア ペブルガーデン 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 岡田スタッド 26,400,000
1181 牝 アジアエクスプレス ベルシエロ 静内 坂本　智広 坂本　智広 欠場
1182 牡 サトノアラジン ホシノキンカ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 三宅  勝俊 7,150,000
1183 牝 ケープブランコ ポッドローザ 三石 下屋敷牧場 (有)チェスナットファーム 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000
1184 牡 メイショウサムソン ホーチャム 門別 シグラップファーム (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1185 牡 ベルシャザール ボーディシア 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 冨田　藤男 4,620,000
1186 牝 マジェスティックウォリアーボーントゥブーギー 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 YUKI　DENDO 4,400,000


