
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)

1 牝 サンカルロ ガーデンショット 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 欠場
2 牝 ジョーカプチーノ ガレリアトウショウ 静内 岡田　猛 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 檜森　高史 1,100,000
3 牝 メイショウサムソン キイレ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 酒井　孝敏 3,080,000
4 牝 コパノリチャード キタサンロングラン 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 落札 石川県馬主協会 1,650,000
5 牝 キンシャサノキセキ キュートシルフ 新冠 （有）協和牧場 （有）協和牧場 落札 瀬谷　隆雄 5,720,000
6 牝 コパノリッキー キープザサミット 新冠 （有）カミイスタット 岩見ステーブル 落札 ㈲キタジョファーム 2,200,000
7 牡 アメリカンペイトリオット グッドフォーユー 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 ㈱Ｂ．Ｂ レーシング 5,500,000
8 牝 ヴィットリオドーロ グッドネス 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 兵庫県馬主協会 2,750,000
9 牡 エーシンジーライン ココペリ 門別 栄進牧場 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

10 牡 ホッコータルマエ クニコチャン 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)落札 髙岡　浩行 5,720,000
11 牝 ジョーカプチーノ クラウンシトラス 門別 （株）クラウン ㈱クラウン クラウン日高牧場 主取
12 牝 エスポワールシチー ケージーササニシキ 新冠 イワミ牧場 イワミ牧場 落札 野田　善己 8,800,000
13 牝 カレンブラックヒル ケージーフジムスメ 新冠 （有）岩見牧場 岩見ステーブル 落札 日本中央競馬会 3,740,000
14 牡 ビッグアーサー ゴールドウィング 浦河 （有）木戸口牧場 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 主取
15 牝 ヴァンセンヌ サクラピュアハート 静内 桑嶋　峰雄 （有）静内白井牧場 落札 岐阜県馬主会　㈱ヒルノ 2,200,000
16 牡 エスポワールシチー サチノストリート 静内 （有）カタオカファーム （有）カタオカファーム 落札 山田　祐三 2,750,000
17 牝 ドゥラメンテ サトノアスカ 門別 奥山牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 日本中央競馬会 8,140,000
18 牡 クロフネ サトノサファイア 胆振 Arrowfield Group Pty Ltd. （有）パイオニアファーム 落札 吉川　朋宏 7,480,000
19 牡 アドマイヤムーン サワヤカラスカル 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 石川県馬主協会 3,300,000
20 牡 ザファクター サンコロネット 荻伏 （有）笠松牧場 （有）笠松牧場 落札 日本中央競馬会 7,700,000
21 牡 エイシンフラッシュ エイシントパーズ 門別 栄進牧場 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
22 牡 ベーカバド カヤドーミーティア 新冠 柏木　一則 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
23 牝 ストロングリターン キシャリ 新冠 （有）石田牧場 岩見ステーブル 主取
24 牝 カレンブラックヒル ケイズビーナス 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 石川県馬主協会 2,750,000
25 牡 ヴァンセンヌ コーラルバード 静内 漆原牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
26 牝 マスクゾロ シロキタカーニバル 三石 小河　豊水 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ﾗｲﾌｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱ 3,300,000
27 牡 トゥザワールド クレバーパルマ 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 千葉県馬主会　髙岡　義光 3,960,000
28 牝 アメリカンペイトリオット ジョウノカーラ 門別 ヴェルサイユファーム（株） ヴェルサイユファーム（株） 主取
29 牝 トーセンジョーダン スピリテッドエアー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
30 牝 クロフネ ショコラディスコ 門別 荒井ファーム (有)チェスナットファーム 落札 ㈱吉澤ステーブル 11,550,000
31 牝 グランプリボス シャインワンハート 門別 大江牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 兼松  昌男 2,640,000
32 牝 リオンディーズ シャインレジーナ 新冠 （有）大林ファーム （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
33 牝 ノボジャック ジュピターズビコー 三石 オギオギ牧場 （株）森本スティーブル 落札 木村　恵理 2,200,000
34 牝 タニノギムレット ジョウノノーブル 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 (有)ミルファーム 1,320,000
35 牝 タイムパラドックス エイシンノア 門別 栄進牧場 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 山田　祐三 2,310,000
36 牡 ベーカバド カフェドフレール 門別 （有）沖田牧場 ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 主取
37 牡 パドトロワ ガランティサーダ 新冠 海馬沢　明 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 廣松  金次 4,290,000



38 牡 ミッキーアイル クラウンポインター 門別 （株）クラウン ㈱クラウン クラウン日高牧場 落札 多田　賢司 3,300,000
39 牡 ゼンノロブロイ シルクプレアデス 静内 （有）キヨタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 (有)ミルファーム 1,100,000
40 牝 ダノンレジェンド シルバームーン 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 河野　孝明 2,200,000
41 牝 ミッキーアイル シルバーフォー 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 柳　裕一郎 2,750,000
42 牝 ベルシャザール スーパーオアシス 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 主取
43 牝 バトルプラン スカイトラベラー 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 (有)グランデファーム 2,750,000
44 牡 モンテロッソ スズカグリーン 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 岡田  繁幸 8,470,000
45 牝 ディスクリートキャット センノメグミ 三石 小河　豊水 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
46 牡 ロゴタイプ スターパレード 三石 （有）片山牧場 （有）パイオニアファーム 落札 鈴木　史郎 4,620,000
47 牡 トビーズコーナー スターギャル 静内 木田　茂雄 林　博道 落札 野村　祐 2,090,000
48 牡 ドリームジャーニー ストームエンジェル 浦河 川越ファーム 川越ファーム 落札 由井　健太郎 3,300,000
49 牡 ダンカーク スパーキングガール 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 立山　伸二 2,310,000
50 牝 ディスクリートキャット スパークルレディー 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 和田  正道 5,940,000
51 牡 アジアエクスプレス ズブロッカ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
52 牝 ワールドエース スケッチーヴュー 静内 桑嶋　峰雄 （有）静内白井牧場 主取
53 牡 ダイワメジャー スプレンダー 荻伏 （有）王蔵牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 門野  重雄 6,600,000
54 牝 パドトロワ サクラカンパネラ 静内 伊藤　敏明 福地トレーニングファーム 落札 瀬戸　竜男 1,100,000
55 牝 アジアエクスプレス サンディシフター 三石 金舛牧場 （有）カタオカステーブル 欠場
56 牡 ベルシャザール グリーディー 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 ㈱ＳＫＴ 2,200,000
57 牝 イスラボニータ クラウンハンター 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 橋本　富夫 2,200,000
58 牡 ロードカナロア ジョウノボレロ 門別 ヴェルサイユファーム（株） (有)チェスナットファーム 主取
59 牡 エイシンヒカリ エイシンアポロニア 門別 栄進牧場 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 八嶋　長久 2,310,000
60 牝 アジアエクスプレス スズノエミー 新冠 （有）アラキファーム 岩見ステーブル 落札 秋谷　寿之 5,830,000
61 牝 コパノリッキー スズノメガミ 三石 小河　豊水 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 西田　俊二 14,300,000
62 牡 ウインバリアシオン スペシャルウーマン 東北 石田　英機 石田　英機 落札 田中  晴夫 2,200,000
63 牡 シビルウォー スイートデュプレ 門別 （株）クラウン ㈱クラウン クラウン日高牧場 主取
64 牡 フリオーソ ステップワイズ 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 千葉県馬主会　㈱レックス 5,720,000
65 牝 フェノーメノ タマユラ 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 欠場
66 牡 ダノンレジェンド ダンツスウィフト 浦河 加藤　重治 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 定蛇　邦宏 6,710,000
67 牡 シニスターミニスター ダンシングエディ 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 林　正夫 6,160,000
68 牡 フェノーメノ タカヒロスニッツ 新冠 （有）アサヒ牧場 藤平ステーブル(新冠育成公社内)主取
69 牝 イスラボニータ ハヤブサプリプリ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
70 牡 パドトロワ チェリーワールド 荻伏 北俣　牧夫 藤春　修二 落札 大栗　芳一 1,650,000
71 牝 エイシンフラッシュ エイシンキスミー 門別 栄進牧場 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 1,100,000
72 牝 リーチザクラウン ディーズハイビガー 三石 （有）加野牧場 福地トレーニングファーム 落札 日本中央競馬会 4,950,000
73 牝 ロゴタイプ デュヌラルテ 門別 新井　昭二 (有)チェスナットファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 3,960,000
74 牝 ジョーカプチーノ デューントウショウ 静内 秋田育成牧場 秋田育成牧場 落札 中田　留明 2,200,000
75 牝 メイショウボーラー ディスティンダリア 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取



76 牡 ロージズインメイ グロリアスメモリー 門別 （有）クリアファーム クラックステーブル 落札 (有)カネショウ 2,310,000
77 牡 カレンブラックヒル コウセイエリザベス 新冠 イワミ牧場 イワミ牧場 落札 八嶋　長久 6,160,000
78 牝 ロードカナロア チェルビム 門別 奥山牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 (有)ケイアイファーム 8,800,000
79 牝 モンテロッソ トシザマキ 浦河 浦河小林牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
80 牝 ロードアルティマ ナムラユリア 荻伏 櫛桁牧場 櫛桁牧場 主取
81 牝 リオンディーズ ニシノキラキラ 三石 乾　皆雄 （有）浦河育成センター 落札 井高　義光 3,410,000
82 牝 シルバーステート ニジノムコウ 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 落札 山口  正行 6,160,000
83 牡 エイシンフラッシュ ネイビートウショウ 静内 片岡　博 (有)チェスナットファーム 落札 (有)ミルファーム 2,420,000
84 牝 エスポワールシチー ネバーエンディング 三石 小河　豊水 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 欠場
85 牝 エイシンフラッシュ エーシンシルビア 門別 栄進牧場 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
86 牡 ダブルスター バライロー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
87 牡 パイロ バンダ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ＩＨＲ組合 10,450,000
88 牝 エイシンフラッシュ フォルテミニョン 胆振 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 落札 栗本  博晴 2,750,000
89 牡 ゼンノロブロイ パッションエレナ 三石 沖田　哲夫 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 主取
90 牝 キングヘイロー ビックセイラー 静内 (株)アフリートファーム 福地トレーニングファーム 主取
91 牝 パイロ ヒカルマイハート 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 主取
92 牡 アドマイヤムーン キタサンオウシャン 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 落札 岡  浩二 3,850,000
93 牝 モンテロッソ ネモフィラハピネス 荻伏 （有）王蔵牧場 （有）王蔵牧場 主取
94 牡 モーリス パワーフレーズ 三石 上村　清志 （有）福山育成牧場 落札 松本　好雄 4,950,000
95 牡 バトルプラン ハーレムスウィング 門別 新井　昭二 (有)チェスナットファーム 主取
96 牡 アジアエクスプレス ハタノファベルジェ 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　武仲　勝 2,750,000
97 牝 ホッコータルマエ ハルランマン 三石 （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 落札 千葉県馬主会　㈱本城 6,820,000
98 牝 ストロングリターン ヒットザトレイル 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 主取
99 牝 パイロ ハーリカ 静内 (株)アフリートファーム クラックステーブル 落札 栗本  博晴 6,820,000

100 牡 モーリス エーシンブイムード 門別 栄進牧場 ｴｲｼﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ 幾千世ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ欠場
101 牡 ワールドエース マッドアバウトユー 浦河 オカモトファーム （株）木村育成牧場 落札 吉岡　泰恵 9,020,000
102 牡 ダブルスター ビジータイム 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 菅野　守雄 3,300,000
103 牡 トーセンホマレボシ ヒメキヨヒダカ 新冠 （有）大狩部牧場 （有）大狩部牧場 欠場
104 牝 ベルシャザール ピースヴィクトリア 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 森中  蕃 1,650,000
105 牡 リヤンドファミユ ビーチパーティー 門別 奥山牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 加藤  信之 1,650,000
106 牝 ストロングリターン ピサノアリュメール 三石 小河　豊水 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈲アップライト 1,650,000
107 牡 トーセンジョーダン ナショナルフラワー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取
108 牡 ヘニーヒューズ マクシマール 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ㈱Ｂ．Ｂ レーシング 7,370,000
109 牡 ホッコータルマエ フィリアレギス 荻伏 （有）市川ファーム (有)チェスナットファーム 主取
110 牡 シルバーステート フェアリーライン 胆振 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 欠場
111 牝 シンボリクリスエス フジノトップガン 門別 川島　正広 川島　正広 落札 千葉県馬主会　大越　徹朗 1,650,000
112 牡 コパノリッキー プリンセスミユキ 門別 ヴェルサイユファーム（株） クラックステーブル 落札 千葉県馬主会　西森　功 4,400,000
113 牡 リオンディーズ ブリーボーンズ 静内 エクワインエンジニアリング 畠山牧場豊畑トレーニングセンター落札 奥　裕嗣 14,300,000



114 牡 レッドスパーダ ブルーハピネス 三石 （有）加野牧場 （株）Ｍａｖｅｒｉｃｋ 落札 廣松  重信 1,100,000
115 牝 コパノリッキー プラチナダイヤ 静内 上野　正恵 上野　正恵 落札 千葉県馬主会　湯浅　健司 2,200,000
116 牝 ザファクター エーシンオーレ 門別 栄進牧場 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 鈴木　美江子 2,750,000
117 牝 ダノンレジェンド プレイガール 静内 (株)アフリートファーム 福地トレーニングファーム 主取
118 牡 フェノーメノ プレゼンスブルー 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 ㈱レックス 2,420,000
119 牝 ストロングリターン プレラット 三石 小河　豊水 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 富樫  賢二 2,750,000
120 牝 シニスターミニスター ディレットリーチェ 三石 金舛牧場 （有）カタオカステーブル 落札 ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(同) 3,410,000
121 牝 トゥザグローリー ヒカルカグヤヒメ 浦河 浦河小林牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 ﾗｲﾌｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱ 2,750,000
122 牡 アイルハヴアナザー マルカシャルダン 浦河 赤田牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 5,280,000
123 牝 ブラックタイド ブーケトウショウ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 トウショウ産業㈱ 3,960,000
124 牡 ヴィットリオドーロ ヘヴンリーカラーズ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 馬目　卓 2,200,000
125 牝 ホッコータルマエ ペイシャオーシャン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 小菅　誠 5,940,000
126 牝 トゥザワールド ヘイハニー 静内 秋田育成牧場 秋田育成牧場 落札 増山　武志 1,650,000
127 牡 モンテロッソ ベイビーローズ 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 北村　泰規 2,200,000
128 牝 イスラボニータ ヘイローフジ 新冠 （有）協和牧場 （有）協和牧場 落札 ㈱ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 18,150,000
129 牝 ミッキーアイル マイネハッピー 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 鈴木　康弘 6,600,000
130 牝 フリオーソ マキノルーチェ 新冠 （有）アサヒ牧場 （有）アサヒ牧場 落札 ｴﾇｴｽ仙台㈲ 2,310,000
131 牡 ヴィクトワールピサ ミュージカルⅡ 静内 大滝　康晴 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 WINNOVATION(株) 2,200,000
132 牡 シルバーステート メガフェリーチェ 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 落札 田代　洋己 13,750,000
133 牝 スマートファルコン メイフラワー 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 (有)ﾑﾗﾔﾏ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 3,520,000
134 牝 ディープブリランテ アサクサフルート 浦河 オカモトファーム （株）木村育成牧場 落札 ＫＩＺＵＮＡ組合 3,520,000
135 牡 ラニ ペキンドール 静内 荒木　貴宏 福地トレーニングファーム 落札 小林　勝 3,850,000
136 牡 ウインバリアシオン ペプチドモアー 東北 伊藤牧場 （株）門別牧場 主取
137 牝 キンシャサノキセキ ベラプラティナ 門別 栄進牧場 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 アールユニコーンステーブル1,320,000
138 牝 ドゥラメンテ ベラルーナ 三石 上村　清志 セールスプレップサービス 落札 ㈱マフィン 9,900,000
139 牝 プリサイスエンド ベルファム 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
140 牝 コパノリッキー ハタノフォルトゥナ 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 千葉県馬主会　坂本　肇 3,850,000
141 牡 エスポワールシチー ベルモンタージュ 平取 オークツリーファーム オークツリーファーム 落札 ㈱レ オ 5,610,000
142 牝 ダノンレジェンド ベストマテリアル 三石 小河　豊水 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 ㈱レックス 2,200,000
143 牝 ベルシャザール ファウンテンジョイ 胆振 （有）宇南山牧場 ディーエスファーム 主取
144 牡 フェノーメノ ベルプラージュ 胆振 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 落札 千葉県馬主会　ﾄｰｹﾝｻｰﾋﾞｽ㈱7,700,000
145 牝 スズカコーズウェイ ホールドミータイト 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 是枝　浩平 4,180,000
146 牡 ロードアルティマ マイドリーマー 荻伏 （有）市川牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (有)グランデファーム 3,850,000
147 牝 ジャスタウェイ マイネレーヌ 門別 荒井ファーム ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 永山　勝敏 11,550,000
148 牝 マクフィ マロンベル 浦河 オカモトファーム （株）木村育成牧場 落札 ﾄﾞﾘｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ 3,960,000
149 牡 トーセンジョーダン マウロア 新冠 （有）カミイスタット （有）カミイスタット 主取
150 牡 アメリカンペイトリオット マオリオ 門別 ヴェルサイユファーム（株） クラックステーブル 欠場
151 牝 ローエングリン マックスユーキャン 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 主取



152 牝 サトノアラジン マッシュレイヤー 三石 沖田　忠幸 本桐共同育成センター 落札 兵庫県馬主協会 3,960,000
153 牝 エイシンヒカリ マラジニア 門別 栄進牧場 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 2,090,000
154 牝 メイショウボーラー ベッラバンビーナ 静内 (株)アフリートファーム 福地トレーニングファーム 主取
155 牝 ストロングリターン マリスカ 門別 浦新　徳司 エイトステーブル 主取
156 牝 シビルウォー マリノエトワール 門別 （株）クラウン ㈱クラウン クラウン日高牧場 主取
157 牡 ジャスタウェイ アファーブル 浦河 オカモトファーム （株）木村育成牧場 落札 西村  憲人 5,940,000
158 牝 スズカコーズウェイ マコレ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 大栗　芳一 3,300,000
159 牝 ストロングリターン マッテンタルト 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ㈲コスモヴューファーム 7,480,000
160 牡 ラニ マグナカルタ 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 落札 東京ﾍﾞｲﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 3,300,000
161 牝 ストロングリターン ミスシューケット 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 竹園  正継 9,350,000
162 牝 トゥザグローリー ミスチフキッツ 浦河 大西ファーム （株）愛知ステーブル 主取
163 牡 カレンブラックヒル ミチル 門別 カロッテファーム カロッテファーム 落札 田中　成奉 13,200,000
164 牡 スマートファルコン ラゴディラゴライ 静内 大滝　康晴 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 (株)レッドマジック 7,700,000
165 牡 ラブリーデイ モエレメルシー 東北 一山育成牧場 (有)チェスナットファーム 落札 八嶋　長久 7,370,000
166 牝 エイシンアポロン モントレーストリート 門別 栄進牧場 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
167 牝 ヘニーヒューズ ヤマイチシキブ 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 欠場
168 牝 ディープブリランテ ユキノチャンプ 門別 川端　正博 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 鈴木　美江子 4,950,000
169 牝 グランデッツァ ユアザイオン 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 主取
170 牡 オルフェーヴル ユアメモリー 胆振 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 欠場
171 牝 ダノンレジェンド ユーセイクインサー 新冠 （有）アサヒ牧場 （有）アサヒ牧場 落札 小嶋　安夫 1,100,000
172 牡 アメリカンペイトリオット ラガーファンタジー 静内 荒木　貴宏 福地トレーニングファーム 落札 G･S 1,650,000
173 牡 トーセンホマレボシ ワシリーサ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 落札 横田　秀明 3,520,000
174 牝 ディープスカイ リアハッピー 胆振 桑原牧場 （株）門別牧場 落札 ㈱ｸﾚｼﾐｴﾝﾄHorse 1,870,000
175 牝 ヴィクトワールピサ リアルアーネスト 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
176 牡 ストロングリターン レディトリス 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ㈲コスモヴューファーム 7,150,000
177 牝 エイシンフラッシュ レッドフィオーレ 新冠 （有）アラキファーム 岩見ステーブル 欠場
178 牝 ラニ ルビウス 三石 小河　豊水 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 (有)ﾑﾗﾔﾏ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｯｸ 3,520,000
179 牡 ハービンジャー ルージュバローズ 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 欠場
180 牡 エピファネイア アンジュデュバン 門別 荒井ファーム (有)チェスナットファーム 落札 森中  蕃 19,250,000
181 牝 ローエングリン ウィッシングデュー 門別 （有）エトルタファーム ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 主取
182 牝 ヴィクトワールピサ エイシンシラユキ 門別 栄進牧場 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 アールユニコーンステーブル1,650,000
183 牡 ダノンレジェンド オムスビ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 落札 吉岡  泰治 5,500,000
184 牡 ディーマジェスティ レディクローリス 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 浅沼  廣幸 5,500,000
185 牝 アドマイヤムーン レオティアラ 荻伏 （有）王蔵牧場 （有）王蔵牧場 主取
186 牡 ジョーカプチーノ レギンレイヴ 荻伏 （有）荻伏三好ファーム （有）荻伏三好ファーム 落札 柏木  務 2,970,000
187 牝 グランデッツァ ローズプラネット 門別 （有）賀張中川牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 (有)ミルファーム 1,100,000
188 牝 アジアエクスプレス ロードナイト 静内 （有）石川牧場 （株）森本スティーブル 欠場
189 牡 シニスターミニスター ロアジス 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 犬塚　悠治郎 25,300,000



190 牡 イスラボニータ モスコーオペラ 門別 ヴェルサイユファーム（株） クラックステーブル 落札 内田　玄祥 4,400,000
191 牝 ミッキーアイル ワンズガーホッド 新冠 （有）協和牧場 （有）協和牧場 落札 浅沼  廣幸 3,960,000
192 牡 イスラボニータ ウィズペイシェンス 平取 （有）赤石牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 髙岡　浩行 6,160,000
193 牝 バゴ エイシンジルコン 門別 栄進牧場 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 1,100,000
194 牝 フェノーメノ ランデックギブリ 胆振 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 落札 鈴木　伸哉 3,300,000
195 牡 ヴィットリオドーロ リバティーベル 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 椎名　節 8,800,000
196 牝 タイムパラドックス アリオーン 静内 大滝　康晴 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 千葉県馬主会　飯田　総一郎1,100,000
197 牡 ヘニーヒューズ アイカギ 浦河 川越ファーム (有)チェスナットファーム 落札 落合　稔 13,750,000
198 牝 コパノリッキー アイアムトゥルー 門別 荒井ファーム ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 落札 日本中央競馬会 5,170,000
199 牡 アドマイヤムーン アイアンブリッジ 三石 上村　清志 セールスプレップサービス 落札 岡田  繁幸 13,750,000
200 牡 エイシンフラッシュ アルーリングアイズ 浦河 オカモトファーム （株）木村育成牧場 主取
201 牝 ディープスカイ アイランドリリー 門別 神島　芳仁 （株）Ｔホースランチ 落札 小野  博郷 2,090,000
202 牝 メイショウボーラー アイティアビー 新冠 （有）岩見牧場 岩見ステーブル 落札 今中　俊平 3,520,000
203 牝 アドマイヤムーン アイルビーファイン 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 ㈲ディアレストクラブ 2,200,000
204 牡 ベルシャザール アグリフェスタ 門別 （有）沖田牧場 （有）沖田牧場 主取
205 牝 エイシンアポロン エイシンシルダリア 門別 栄進牧場 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
206 牝 ロゴタイプ アストロラーベ 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 谷野　健 2,200,000
207 牡 イスラボニータ アスパラガス 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 主取
208 牡 エスポワールシチー アスール 門別 Ｗｉｎｇ Ｆａｒｍ 幾千世ホースクラブ 落札 山崎　祐嗣 6,490,000
209 牝 ベーカバド アドマイヤイチ 東北 今川　満良 （有）荒谷牧場 主取
210 牝 エピファネイア アドマイヤジュノー 浦河 鎌田　正嗣 (有)チェスナットファーム 主取
211 牡 ラブリーデイ アンスーリール 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 豊田　智郎 7,920,000
212 牡 ハービンジャー アルヘンティーノ 門別 奥山牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 野村　茂雄 4,510,000
213 牝 エイシンヒカリ エイシンルーシー 門別 栄進牧場 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
214 牝 ベーカバド イエスマイダーリン 新冠 （株）安達牧場 クラックステーブル 主取
215 牝 ヴィットリオドーロ イエローサブマリン 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 主取
216 牝 ベルシャザール イシノウォーニング 新冠 （有）石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
217 牝 リーチザクラウン ヴィヴァチッシモ 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 ㈱門別牧場 6,820,000
218 牡 エスポワールシチー ヴィグシュテラウス 門別 （有）エトルタファーム （株）森本スティーブル 落札 檜森　高史 1,650,000
219 牡 ドリームバレンチノ エメラルドタワー 浦河 赤田牧場 （株）木村育成牧場 落札 古賀　慎一 8,140,000
220 牡 リオンディーズ エアジュプロンサ 平取 （有）稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 山垣　政晴 13,200,000
221 牡 スマートファルコン エイシンサンタフェ 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 栗山　正 3,960,000
222 牡 ラブリーデイ エキゾチック 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 杉山　元洋 9,460,000
223 牝 タニノギムレット エクラドール 静内 神垣　道弘 （株）ＮＹＳ 主取
224 牡 ポアゾンブラック エメラルドビーム 静内 （有）カタオカステーブル （有）カタオカステーブル 落札 村上　憲政 3,300,000
225 牝 イスラボニータ エリモジェンヌ 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 欠場
226 牝 マジェスティックウォリアーエルビーローズ 浦河 鵜木　唯義 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
227 牝 コパノリッキー エルメスショコラ 門別 新井　昭二 (有)チェスナットファーム 欠場



228 牝 エーシントップ エーシンマイスター 門別 栄進牧場 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 森中  蕃 2,420,000
229 牝 パドトロワ オジャッタモンセ 浦河 （有）木村牧場 （株）木村育成牧場 主取
230 牝 ザファクター オリーブジュエル 浦河 （有）金石牧場 （有）金石牧場 落札 原村　正紀 3,520,000


