
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
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
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
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


