
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)

1187 牝 シルバーステート マイファーストラヴ 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 笹部　和子 4,400,000
1188 牡 フェノーメノ マウンテンミステリー 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 岡田スタッド 5,060,000
1189 牡 メイショウボーラー マジカルフラッシュ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 欠場
1190 牝 ビッグアーサー マジッククレスト 門別 （株）クラウン ㈱クラウン クラウン日高牧場 落札 日本中央競馬会 6,160,000
1191 牝 ジャスタウェイ マジックポーションⅡ 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1192 牡 ルーラーシップ マダムウルル 荻伏 （有）市川ファーム (有)チェスナットファーム 主取
1193 牡 ロードアルティマ マチルド 浦河 浦河小林牧場 浦河小林牧場 欠場
1194 牡 マクフィ マニエルトウショウ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 落札 日本中央競馬会 8,250,000
1195 牝 ラブリーデイ マリアローザ 静内 大滝　康晴 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 YUKI　DENDO 1,650,000
1196 牝 アドマイヤムーン マンハッタンガビー 東北 （有）荒谷牧場 （有）荒谷牧場 主取
1197 牡 シニスターミニスター レディサマンサ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 是枝　浩平 4,400,000
1198 牝 トーセンホマレボシ ミッドキャップ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 田村　武久 4,400,000
1199 牝 ダンカーク ミナスジェライス 浦河 （有）絵笛牧場 （株）森本スティーブル 主取
1200 牝 スマートファルコン ミヤビキャッスル 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 落札 井上  修一 2,200,000
1201 牝 ヘニーヒューズ ミラクルステイ 新冠 （有）協和牧場 （有）協和牧場 落札 神奈川県馬主協会　鈴木　基容5,060,000
1202 牡 トゥザグローリー ミルフォードスバル 浦河 鵜木　唯義 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 兵庫県馬主協会 2,750,000
1203 牝 ベルシャザール マキノクィーン 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 主取
1204 牝 リーチザクラウン メイカ 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 福田　光博 1,650,000
1205 牡 ホッコータルマエ メイショウアレーナ 浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 ㈲高橋ファーム 6,600,000
1206 牝 サトノアラジン メイビータイム 十勝 小林　和幸 クラックステーブル 落札 小笹　公也 8,360,000
1207 牡 ハービンジャー モーニングムーン 荻伏 （有）小島牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
1208 牡 ヘニーヒューズ ヤマイチマロン 静内 （有）石川牧場 ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＳＴＡＢＬＥ 落札 日本中央競馬会 6,600,000
1209 牝 ダンカーク ユアインマイハート 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 ㈱VICTORY 3,300,000
1210 牡 ホッコータルマエ ユキノセリーヌ 荻伏 市正牧場 （株）愛知ステーブル 落札 吉岡　輝美 9,350,000
1211 牡 ジョーカプチーノ マサカーネ 新冠 （有）石田牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 ㈱門別牧場 2,530,000
1212 牝 トーセンジョーダン ミルファンティ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
1213 牡 メイショウボーラー ラストエンジェル 荻伏 （有）荻伏三好ファーム （株）木村育成牧場 落札 ㈱バンブーロード 2,530,000
1214 牡 Ｒａｖｅｎ’ｓ　Ｐａｓｓ ラブアダブダブ 胆振 (株)エクワインレーシング ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 欠場
1215 牡 プリサイスエンド ラブレインボー 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 日本中央競馬会 6,600,000
1216 牡 ハービンジャー ララサンタフェーズ 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 小林　竜太郎 7,150,000
1217 牡 エスポワールシチー リリースタイル 胆振 阿部　栄乃進 (有)チェスナットファーム 主取
1218 牝 マジェスティックウォリアーレッドハイヒール 新冠 （有）カミイスタット 岩見ステーブル 落札 岐阜県馬主会　藤澤　廣士 3,850,000
1219 牝 トーセンジョーダン ロジナン 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1220 牡 グランプリボス アラホウジョウ 静内 木村　秀則 木村　秀則 落札 ㈱レックス 3,300,000
1221 牡 ヨハネスブルグ ウエスタンアモーレ 静内 （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム 落札 井上  修一 3,850,000
1222 牡 コパノリッキー ワイルドイマージュ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 栗本　守 4,730,000
1223 牝 エスポワールシチー リアンローズ 静内 織田　米見 クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会 7,260,000



1224 牡 ヴァンセンヌ リブレドバンク 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
1225 牡 エピファネイア レッドガナドーラ 東京 アシュビル（株） 社台ブルーグラスファーム 落札 小笹　公也 19,800,000
1226 牝 オウケンブルースリ ルナクィーン 荻伏 北俣ファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
1227 牡 アドマイヤムーン メイショウアモーレ 浦河 （有）絵笛牧場 （株）森本スティーブル 落札 ㈱門別牧場 5,500,000
1228 牡 マツリダゴッホ ライブザドリーム 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 幅田  昌伸 5,940,000
1229 牝 ホッコータルマエ リモンチェッロ 門別 石原牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 (有)ミルファーム 1,980,000
1230 牡 カレンブラックヒル レアリサール 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ビッグレッドファーム 3,960,000
1231 牡 メイショウサムソン レッドマーキュリー 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 水谷　美穂 9,900,000
1232 牝 アメリカンペイトリオット レモンチャン 東京 ケンレーシング組合 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)ミルファーム 5,720,000
1233 牡 トーセンジョーダン レットイットスノー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
1234 牝 ミッキーアイル ユキノマーガレット 門別 （株）クラウン ㈱クラウン クラウン日高牧場 欠場
1235 牡 ヴィットリオドーロ ワカオカミ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 秋谷　寿之 8,250,000
1236 牡 エイシンフラッシュ ヴァルホーリング 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 新井　悟 5,500,000
1237 牡 タイセイレジェンド ララミニョンヌ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 落札 林　正夫 2,860,000
1238 牡 スマートファルコン ラブルビー 荻伏 （有）荻伏三好ファーム （株）木村育成牧場 落札 YUKI　DENDO 4,180,000
1239 牡 ドゥラメンテ リスキーディール 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 永井商事 ㈱ 9,240,000
1240 牡 ダノンレジェンド レディキルシェ 三石 小野　秀治 （有）荻伏共同育成場 落札 千葉県馬主会　光安　了 7,480,000
1241 牝 オルフェーヴル ロイヤルライン 門別 新井　昭二 (有)チェスナットファーム 落札 椎名　節 3,740,000
1242 牝 ローエングリン ロゴマーク 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 天堀　忠博 3,850,000
1243 牡 ラブリーデイ ロゼットブルー 平取 （有）川向高橋育成牧場 （有）川向高橋育成牧場 落札 幅田  昌伸 3,850,000
1244 牡 アグネスデジタル ロッツオブラブ 静内 (株)アフリートファーム （有）大作ステーブル 落札 ブルーエクウス㈱ 1,650,000
1245 牡 サトノアラジン レディルー 新冠 （有）秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 YUKI　DENDO 4,950,000
1246 牡 ホッコータルマエ ワンメイク 浦河 （有）大柳ファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 蓑島　竜一 7,700,000
1247 牝 ディープブリランテ アグネスリース 静内 （有）カタオカファーム 藤春　修二 落札 神奈川県馬主協会　南條　浩輝4,950,000
1248 牡 ロージズインメイ アラビアンパール 浦河 江谷牧場 江谷牧場 落札 ㈱レックス 4,620,000
1249 牡 ダノンレジェンド アラマサクロフネ 静内 木村　秀則 木村　秀則 欠場
1250 牡 ホッコータルマエ アルマシェダル 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 東京都馬主会　(有)宮内牧場11,000,000
1251 牝 ドレフォン アクトナチュラリー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 田中　成奉 14,850,000
1252 牡 ディスクリートキャット アンジュトウショウ 静内 秋田育成牧場 秋田育成牧場 落札 小笹　公也 14,850,000
1253 牡 ザファクター アイアムエレガント 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
1254 牡 ワールドエース アンプレヴー 門別 Ｗｉｎｇ Ｆａｒｍ 幾千世ホースクラブ 落札 厚沢  保明 5,280,000
1255 牡 クロフネ エーソングフォー 胆振 (株)エクワインレーシング ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 吉冨　学 15,400,000
1256 牡 バトルプラン ウインレーヌ 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 主取
1257 牡 アメリカンペイトリオット ウエスタンイヴ 静内 （株）ウエスタンファーム （株）白馬牧場 落札 ㈱加藤ステーブル 4,400,000
1258 牡 スピルバーグ ヴイプラド 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
1259 牡 コパノリッキー イーサンラヴ 門別 新井　弘幸 ディーエスファーム 落札 星加　浩一 7,370,000
1260 牡 マクフィ イエスアイキャン 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 (同)雅苑興業 10,450,000
1261 牡 サトノアラジン ヴォーグジャック 浦河 鵜木　唯義 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 5,500,000



1262 牡 トゥザワールド イシノエストック 新冠 （有）石田牧場 岩見ステーブル 落札 兵庫県馬主協会 4,070,000
1263 牝 キンシャサノキセキ イノセントデイズ 三石 小野　秀治 mill farm Ocean View Park 落札 鬼塚  義臣 11,000,000
1264 牡 スマートファルコン イケノナイン 門別 池添　安雄 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 小松　欣也 5,940,000
1265 牡 ディーマジェスティ イブニングアフェア 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 幅田  昌伸 11,000,000
1266 牝 モーリス イントゥザストーム 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 岡本　真二 15,400,000
1267 牡 アドマイヤムーン カネトシジュテーム 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 主取
1268 牡 トゥザグローリー イセノメガミ 荻伏 桑田　正己 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 岡田  繁幸 3,630,000
1269 牝 コパノリッキー ウイニフレッド 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 岡村　善行 6,380,000
1270 牡 アメリカンペイトリオット ウイングフリオーソ 浦河 （有）杵臼斉藤牧場 （有）杵臼斉藤牧場 落札 村上　憲政 7,920,000
1271 牡 ヘニーヒューズ ウインディーヒル 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 岡田  繁幸 7,370,000
1272 牡 キンシャサノキセキ ウディバードソング 静内 木村　秀則 木村　秀則 落札 (有)グランデファーム 6,600,000
1273 牝 パイロ アナコンダ 平取 （有）川向高橋育成牧場 （有）川向高橋育成牧場 落札 小田　吉男 4,840,000
1274 牡 コパノリッキー カネトシパリッシュ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 星加　浩一 6,820,000
1275 牝 シニスターミニスター エヴァ 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 小島　將之 7,040,000
1276 牝 ジャスタウェイ エクディス 三石 沖田　博志 （株）ケイズ 落札 岡田  繁幸 4,400,000
1277 牝 ジョーカプチーノ エコパン 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 神奈川県馬主協会　會田　浩史8,580,000
1278 牡 ベルシャザール エスペランサナナ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 天堀　忠博 2,750,000
1279 牡 ジョーカプチーノ エターナルラブ 荻伏 ㈲エムエム､ヤマダファーム ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 永田　和彦 2,200,000
1280 牝 ジャスタウェイ エビスオール 荻伏 （有）恵比寿牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 原村　正紀 7,920,000
1281 牝 ブラックタイド エレナバレー 三石 （有）片山牧場 (有)チェスナットファーム 落札 YUKI　DENDO 1,650,000
1282 牝 ルーラーシップ エンドレストライ 胆振 （株）アスラン （株）アスラン 主取
1283 牝 エイシンフラッシュ エーシンウェンディ 静内 (株)アフリートファーム 福地トレーニングファーム 落札 丸山　竜一 2,860,000
1284 牝 トランセンド ヴァレッタスカイ 新冠 （有）カミイスタット 岩見ステーブル 落札 千葉県馬主会　廣川　正之 2,750,000
1285 牡 クリエイターⅡ ガールズライン 様似 （有）小田牧場 （株）木村育成牧場 主取
1286 牡 マツリダゴッホ カリスマテーラー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
1287 牡 ブラックタイド キョウワフェアリー 新冠 （有）協和牧場 （有）協和牧場 落札 小関　勝紀 6,600,000
1288 牡 Ｒｉｏ　ｄｅ　Ｌａ　Ｐｌａｔａ オトヒメⅡ 胆振 (株)エクワインレーシング ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 ㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 14,850,000
1289 牝 エピファネイア オリエンタルサンシャイン三石 乾　皆雄 （有）浦河育成センター 落札 長井　純一 5,500,000
1290 牡 サトノアラジン オリヅル 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 兵庫県馬主協会 7,920,000
1291 牡 アメリカンペイトリオット オープンシャッセ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 村上　憲政 6,820,000
1292 牡 アドマイヤムーン ウエスタンユーノー 静内 （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム 落札 日本中央競馬会 4,400,000
1293 牡 アジアエクスプレス グッドプリン 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 谷脇　智恵子 7,700,000
1294 牝 シニスターミニスター ゴールドフェスタ 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 是枝　浩平 10,450,000
1295 牡 ケープブランコ カイテキセレブ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 柏木  務 5,170,000
1296 牝 マスクゾロ カカアデンカ 門別 奥山牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 門野  重雄 2,200,000
1297 牝 ザファクター カサロサーダ 新冠 （有）大狩部牧場 ディーエスファーム 欠場
1298 牝 リオンディーズ カスタラナ 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 中辻　明 6,820,000
1299 牝 ハービンジャー カスタリア 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 幅田　京子 4,840,000



1300 牡 パドトロワ カネスベネフィシオ 新冠 （有）上井農場 （有）ヤマダステーブル 落札 後藤　泰彦 3,300,000
1301 牝 ダンカーク カネトシルメルシェ 荻伏 （同）カケハムポニークラブ （同）カケハムポニークラブ 落札 兵庫県馬主協会 3,300,000
1302 牝 マジェスティックウォリアーガムシロップ 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 金山　敏也 6,380,000
1303 牡 ラニ キタサンスズラン 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 欠場
1304 牡 メイショウサムソン ギャラクティコ 浦河 今井　秀樹 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 ニューマレコード 2,750,000
1305 牝 ノヴェリスト ギャルソンヌ 胆振 (株)エクワインレーシング ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 大友　靖岐 3,850,000
1306 牡 プリサイスエンド キャロルロゼ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)グランデファーム 8,250,000
1307 牡 スピルバーグ キョウエイマリー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
1308 牡 ディープブリランテ キョウワマリア 新冠 （有）協和牧場 （有）協和牧場 主取
1309 牡 ストロングリターン キッスオブドラゴン 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 主取
1310 牝 ホッコータルマエ グッドレインボー 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 (有)ﾑﾗﾔﾏ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 4,400,000
1311 牡 ローエングリン エイシンミーティア 静内 （株）ウエスタンファーム （株）白馬牧場 主取
1312 牝 ダンカーク カナスヌーマ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 ㈱レックス 1,650,000
1313 牡 ワールドエース クイーンズティアラ 浦河 鵜木　唯義 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 西村  新一郎 2,200,000
1314 牡 サムライハート クラウンシンホニー 門別 （株）クラウン ㈱クラウン クラウン日高牧場 落札 ㈱小笹商店 5,940,000
1315 牝 エスケンデレヤ グリマープリンセス 三石 乾　皆雄 （有）浦河育成センター 落札 塩澤  正樹 9,680,000
1316 牝 ロゴタイプ クルザダアメリカーナ 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 落札 白井　岳 3,740,000
1317 牡 アメリカンペイトリオット グローバルハート 胆振 (株)エクワインレーシング ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 野村　茂雄 7,260,000
1318 牝 マクフィ クールモダン 浦河 （有）浦河日成牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 小國  和紀 4,840,000
1319 牡 ザファクター ジーントウショウ 静内 片岡　博 (有)チェスナットファーム 落札 香川　憲次 16,500,000
1320 牡 ドレフォン サトノハニー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 永井商事 ㈱ 23,100,000
1321 牡 ラニ サンクチュアリ 平取 （有）川向高橋育成牧場 （有）川向高橋育成牧場 欠場
1322 牝 メイショウボーラー ケージーナデシコ 新冠 イワミ牧場 イワミ牧場 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,620,000
1323 牝 パイロ コウユーココロザシ 浦河 （有）絵笛牧場 （株）森本スティーブル 落札 日本中央競馬会 6,600,000
1324 牝 モーリス ココナッツパルム 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 11,550,000
1325 牡 ホッコータルマエ コハルタイム 静内 木田　茂雄 林　博道 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 4,180,000
1326 牡 フリオーソ ゴーゴーサンデー 新冠 （有）五丸農場 岩見ステーブル 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 6,380,000
1327 牝 リオンディーズ クロカミノマイ 三石 沖田　哲夫 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 欠場
1328 牝 ゼンノロブロイ ケイエスシンアカリ 新冠 （有）上井農場 （有）ヤマダステーブル 落札 ㈱ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 2,200,000
1329 牡 コパノリッキー サウスサプライズ 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 STレーシング 12,100,000
1330 牝 ハービンジャー サクラトップピサ 門別 Ｗｉｎｇ Ｆａｒｍ 幾千世ホースクラブ 落札 本間　茂 11,000,000
1331 牝 ザファクター サラファン 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 STレーシング 7,920,000
1332 牝 バゴ サワヤカムスメ 胆振 （有）新井牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 村田　裕子 9,900,000
1333 牡 ゼンノロブロイ スプリングシーズンⅡ 東北 （有）大西興産 （有）大作ステーブル 主取
1334 牡 ハービンジャー シークレットソング 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 楠本　勝美 3,850,000
1335 牡 ディスクリートキャット スパートル 荻伏 （有）市川ファーム (有)チェスナットファーム 落札 木村　友典 4,400,000
1336 牝 キタサンブラック スズカエンジェル 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 (同)雅苑興業 14,850,000
1337 牡 ハタノヴァンクール ステイハッピー 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社欠場



1338 牡 トゥザグローリー グレースローラ 様似 （有）小田牧場 （株）木村育成牧場 主取
1339 牡 リヤンドファミユ シャインパーミット 静内 上野　正恵 （株）門別牧場 落札 ㈱加藤ステーブル 4,180,000
1340 牝 イスラボニータ サビアーレ 東北 上野　瑞季 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 ㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 11,000,000
1341 牡 トゥザグローリー ジャックカガヤキ 三石 小野　秀治 mill farm Ocean View Park 落札 千葉県馬主会　光安　了 4,620,000
1342 牝 ラニ シャトーノワール 三石 沖田　忠幸 （株）森本スティーブル 落札 千葉県馬主会　光安　了 2,200,000
1343 牡 アジアエクスプレス シャイニーレディ 平取 （有）川向高橋育成牧場 （有）川向高橋育成牧場 主取
1344 牡 アイルハヴアナザー スイートストームクリーク 浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)カナイシスタッド 2,970,000
1345 牡 ビッグアーサー ジュリエッタ 浦河 川越ファーム 川越ファーム 落札 楠元　貴司 3,410,000
1346 牡 シニスターミニスター ジュンユーミン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 STレーシング 7,700,000
1347 牝 ダンカーク ジョーパルカ 荻伏 斉藤　政志 （株）愛知ステーブル 落札 木村　康義 4,070,000
1348 牝 ワールドエース シルクアウローラ 静内 久保　秀雄 （有）高橋ファーム 落札 千葉県馬主会　南　眞義 2,750,000
1349 牡 シルバーステート シルバーストリーク 新冠 （同）小泉　学 （株）ＮＹＳ 落札 吉岡  泰治 4,840,000
1350 牝 ストロングリターン シーノットラブユー 門別 川端　正博 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 欠場
1351 牝 ディスクリートキャット スイートリリック 胆振 (株)エクワインレーシング ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (有)ビッグレッドファーム 8,800,000
1352 牝 ドゥラメンテ ハリウッドセレブ 関東 恵比寿興業(株)那須野牧場 (有)チェスナットファーム 主取
1353 牡 エピファネイア デラモーレ 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 永井商事 ㈱ 33,000,000
1354 牡 ヴァンセンヌ スヴレッタ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
1355 牡 サンカルロ スエヒロサプライズ 静内 金　球美 木村　秀則 欠場
1356 牡 アイルハヴアナザー スノーピアサー 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 日本中央競馬会 13,750,000
1357 牝 バゴ スカイノーヴァ 静内 （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム 主取
1358 牡 スマートファルコン スマイルトゥゲザー 浦河 今井　秀樹 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 欠場
1359 牝 ザファクター チューベローズ 三石 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社落札 上村　勝 5,500,000
1360 牡 ダノンレジェンド トゥービーハッピー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 久木田　隆 11,000,000
1361 牡 エスポワールシチー フォレストビーナス 浦河 鎌田　正嗣 (有)チェスナットファーム 落札 神奈川県馬主協会　鈴木　雅俊11,550,000
1362 牡 パドトロワ セプドール 静内 秋田育成牧場 秋田育成牧場 主取
1363 牡 マツリダゴッホ セレブキャンペーン 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 ㈲コスモヴューファーム 2,200,000
1364 牡 パイロ シルクドレス 浦河 （有）絵笛牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 鈴木　雅俊 14,850,000
1365 牡 トゥザグローリー テツムーン 荻伏 櫛桁牧場 藤春　修二 欠場
1366 牡 ビッグアーサー ソトーグラシオ 東北 風ノ丘ファーム （有）大作ステーブル 落札 ㈲コスモヴューファーム 5,720,000
1367 牝 ディスクリートキャット ソルエユニーク 静内 (株)アフリートファーム 福地トレーニングファーム 落札 松谷　翔太 1,650,000
1368 牝 トビーズコーナー タイセイゴディス 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 落札 吉田　忠史 3,300,000
1369 牡 イスラボニータ トーセンバスケット 三石 沖田　博志 (有)チェスナットファーム 主取
1370 牝 ゴールドシップ ダイタクアズミット 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 ㈱ティケム 5,060,000
1371 牝 ストロングリターン ダイトカイ 門別 （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 欠場
1372 牡 ルーラーシップ ハルノサキガケ 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 G･S 3,300,000
1373 牝 ハタノヴァンクール ダイワカリエンテ 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 前迫　義幸 3,080,000
1374 牝 アメリカンペイトリオット ダイワソフィー 荻伏 小林　仁 （有）荻伏共同育成場 落札 ㈲キタジョファーム 2,200,000
1375 牝 ラブリーデイ スリーアフロディテ 胆振 （有）新井牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 13,750,000



1376 牡 ドレフォン ハヤブサペコチャン 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 三木　正浩 17,050,000
1377 牡 イスラボニータ パレスメダーリア 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 YUKI　DENDO 3,300,000
1378 牝 アジアエクスプレス ダイヤモンドハート 静内 上野　正恵 上野　正恵 落札 日本中央競馬会 6,600,000
1379 牡 ストロングリターン ダウンタウンブギ 門別 （株）クラウン ㈱クラウン クラウン日高牧場 主取
1380 牝 サトノアラジン タカミツスズラン 門別 新井　弘幸 新井　弘幸 落札 フェニックスレーシング 6,600,000
1381 牝 ストロングリターン ダラーバックス 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 欠場
1382 牝 イスラボニータ ダームドゥラック 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 水谷　昌晃 14,850,000
1383 牡 エピファネイア デコトウショウ 静内 片岡　博 (有)チェスナットファーム 落札 ㈱門別牧場 4,400,000
1384 牡 メイショウボーラー トロンボーン 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 厚沢  保明 3,520,000
1385 牡 ワンアンドオンリー トーセンアート 三石 沖田　忠幸 （株）森本スティーブル 落札 日本中央競馬会 6,380,000
1386 牡 ダンカーク ウエスタンベッラ 静内 （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム 主取
1387 牝 スピルバーグ チャメ 新冠 イワミ牧場 イワミ牧場 主取
1388 牝 エスケンデレヤ ツクシヒメ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 日本中央競馬会 5,060,000
1389 牝 アジアエクスプレス ツクバビューティ 門別 奥山牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 会田　浩史 3,300,000
1390 牡 マジェスティックウォリアーティアップアーリー 荻伏 小林　仁 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)カナイシスタッド 4,400,000
1391 牝 アイルハヴアナザー デライトシーン 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 主取
1392 牝 ベルシャザール パワーアン 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
1393 牝 マジェスティックウォリアーパパラヴズマンボ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 千葉県馬主会　松谷　翔太 6,050,000
1394 牝 ラブリーデイ プラチナベール 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 (有)ビッグレッドファーム 3,960,000
1395 牡 メイショウボーラー デルマオサキ 浦河 （有）金成吉田牧場 （有）フジワラファーム 落札 松本　好雄 7,040,000
1396 牡 ビッグアーサー ピンクパレット 浦河 鎌田　正嗣 (有)チェスナットファーム 落札 中辻　明 6,600,000
1397 牡 コパノリッキー ハタノアデール 門別 (有)グッドラック･ファーム 幾千世ホースクラブ 落札 (有)ケイアイファーム 5,610,000
1398 牡 ロゴタイプ トゥルヴァーユ 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 欠場
1399 牡 グランプリボス トゥーラムール 荻伏 櫛桁牧場 藤春　修二 主取
1400 牝 ケープブランコ トコロロ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 主取
1401 牝 ダノンレジェンド ドリームチルチル 静内 岡田　猛 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 兵庫県馬主協会 5,500,000
1402 牝 ブラックタイド フォーマルアプローバル 新冠 （有）川島牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 YUKI　DENDO 4,620,000
1403 牝 シニスターミニスター ファイトソング 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 椎名　節 12,100,000
1404 牡 アメリカンペイトリオット ニシノルーファス 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)グランデファーム 6,600,000
1405 牝 ハービンジャー ハヤブサユウサン 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 森中  蕃 22,000,000
1406 牡 バトルプラン ボルジアクイーン 新冠 （有）石田牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)主取
1407 牡 フリオーソ バイタルクィーン 三石 （有）加野牧場 Gates Stable 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 7,260,000
1408 牡 ハービンジャー ハイレイヤー 門別 新井　昭二 (有)チェスナットファーム 落札 澤田　昭紀 8,360,000
1409 牝 ホッコータルマエ ハタノメドゥーサ 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 兵庫県馬主協会 4,400,000
1410 牡 ラニ バリュアットリスク 静内 桑嶋　峰雄 （有）静内白井牧場 落札 井上　久光 2,750,000
1411 牡 アジアエクスプレス ハルトリーゲル 新冠 （有）石田牧場 岩見ステーブル 落札 神奈川県馬主協会　大野　富生5,940,000
1412 牡 シニスターミニスター ハードデイズナイト 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 浅田　次郎 5,500,000
1413 牡 ホッコータルマエ ノースパストラル 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 欠場



1414 牡 ラブリーデイ トーセンラピュタ 三石 沖田　忠幸 （株）森本スティーブル 落札 ルヴァンレーシング 4,400,000
1415 牝 エイシンフラッシュ バージニアキャット 関東 恵比寿興業(株)那須野牧場 (有)チェスナットファーム 落札 千葉県馬主会　飯田　総一郎3,190,000
1416 牡 パイロ バーバリアン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 欠場
1417 牡 フリオーソ ハニーサックル 静内 小倉　光博 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 日向　均 3,300,000
1418 牡 エイシンフラッシュ ヒカルユメアカリ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 主取
1419 牡 アジアエクスプレス ピサノマイセン 三石 金舛牧場 （有）カタオカステーブル 落札 ㈱レックス 7,150,000
1420 牝 ドゥラメンテ ピッチニーニ 新冠 （株）安達牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 主取
1421 牡 タイムパラドックス ビナセブン 新冠 （有）大林ファーム （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 井上　久光 2,750,000
1422 牡 コパノリッキー ハヤブサマナポン 浦河 ㈲ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟ-ｸｽﾀﾂﾄﾞ （株）ＮＹＳ 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 5,500,000
1423 牡 プリサイスエンド ファーレサルティ 荻伏 （有）小島牧場 （株）愛知ステーブル 落札 岡田  繁幸 3,410,000
1424 牡 キズナ ベガグレシヤス 静内 片岡　博 (有)チェスナットファーム 落札 ㈱YGGｵｰﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 7,920,000
1425 牝 アドマイヤムーン ファーマシスト 門別 (有)グッドラック･ファーム (有)日高軽種馬共同育成公社落札 岐阜県馬主会　国立　治 1,980,000
1426 牡 ナムラタイタン フクウンラブスター 浦河 （有）浦河育成牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 神奈川県馬主協会　山本　宏臣5,500,000
1427 牡 アドマイヤムーン フミノシンデレラ 浦河 （有）斉藤英牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 5,500,000
1428 牡 ダブルスター プレシャスヴィガー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 竹園  正継 11,000,000
1429 牝 バトルプラン ブライズメイト 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 川上　和彦 2,090,000
1430 牡 アドマイヤムーン ブライティアピア 平取 （有）川向高橋育成牧場 （有）川向高橋育成牧場 落札 西森　功 4,400,000
1431 牝 ウインバリアシオン ブラウブリッツ 東北 （有）荒谷牧場 （有）荒谷牧場 主取
1432 牡 ディスクリートキャット ブラックシュガー 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 欠場
1433 牝 ストロングリターン フランシール 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
1434 牝 バンブーエール ブリトン えりも熊沢牧場 （有）大作ステーブル 落札 石川県馬主協会 2,750,000
1435 牝 アメリカンペイトリオット プリンセスドルチェ 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 ㈱門別牧場 2,420,000
1436 牡 フェノーメノ ブリーズヴェール 三石 小野　秀治 （有）荻伏共同育成場 落札 東京都馬主会　米田　裕一 8,800,000
1437 牡 ケープブランコ プリーズドスマイル 三石 沖田　哲夫 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
1438 牡 ペルーサ フレンチナデシコ 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 落札 ㈲コスモヴューファーム 4,400,000
1439 牡 エスポワールシチー プロジェクション 新冠 （株）安達牧場 ＪＵＬＩＡステーブル 落札 ㈱Y.Y.Blood Stock 5,500,000
1440 牡 ビッグアーサー ベストファッション 浦河 鎌田　正嗣 (有)チェスナットファーム 主取
1441 牡 アドマイヤムーン ペパーミントラヴ 三石 飯岡牧場 セールスプレップサービス 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,850,000
1442 牡 ヴィットリオドーロ ベラトリックス 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 小松　芳子 17,600,000
1443 牡 キングヘイロー ホウショウリヴ 東京 ウィニングアグリー(株) （株）森本スティーブル 主取
1444 牝 フリオーソ ホシノキラメキ 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 檜森　高史 1,100,000
1445 牡 リオンディーズ ホッコーアムール 門別 川端　正博 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 ㈱マークス 12,100,000
1446 牝 タイセイレジェンド ホワイトドレス 新冠 川越　省蔵 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 立山　伸二 2,420,000
1447 牝 モンテロッソ ポートキャンベル 静内 （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム 主取
1448 牡 トーセンホマレボシ ホープフルドリーム 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取


