
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)

231 牝 サドンストーム カーメリタ 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ベルサイユステーブル(株) 主取
232 牝 シルバーステート カルディア 三石 築紫　洋 築紫　洋 欠場
233 牡 マクフィ カワカミパウダー 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 4,510,000
234 牝 トゥザグローリー カンシャノキモチ 様似 中村　勝則 （株）木村育成牧場 落札 (有)ミルファーム 1,320,000
235 牝 アメリカンペイトリオット カンティレーナ 浦河 中脇　満 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 KICレーシング 2,200,000
236 牝 キタサンブラック カグラ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 ㈲高橋ファーム 5,500,000
237 牝 モンテロッソ カイミラ 門別 庄野牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 ㈲キタジョファーム 1,650,000
238 牡 プリサイスエンド カネショウバナナ 新冠 長浜　忠 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
239 牝 トーセンジョーダン キスミーソフトリー 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 主取
240 牡 ダノンレジェンド キタサンエデン 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 松本　好雄 4,510,000
241 牝 アグネスデジタル クイーンレガシー 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 主取
242 牡 ラニ グランペルル 三石 中田　英樹 (有)チェスナットファーム 主取
243 牡 フリオーソ クリスタルクール 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム イーグルファーム 主取
244 牝 マツリダゴッホ クリスタルストーン 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 生杉　学 3,410,000
245 牝 アジアエクスプレス クロススピード 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 AIレーシング 6,160,000
246 牝 ベーカバド クーヨシン 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 落札 酒井　孝敏 1,320,000
247 牝 ダンカーク クリーンプリンセス 浦河 （有）笹地牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
248 牝 サトノアラジン ケープコーラル 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 主取
249 牝 プリサイスエンド コンゴウマドンナ 静内 坂本　春信 クラックステーブル 落札 神奈川県馬主協会　須山　悟至1,100,000
250 牡 ストロングリターン コリエドペルル 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 柏木  務 2,970,000
251 牝 ディープブリランテ ゴーンクレージー 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 猪熊　広次 6,820,000
252 牝 マジェスティックウォリアーコスモミザール 荻伏 中村　雅明 （有）グランデファーム 落札 日本中央競馬会 5,280,000
253 牝 フェノーメノ コンゴウプリンセス 三石 土田ファーム （株）愛知ステーブル 落札 ㈲キタジョファーム 3,630,000
254 牝 グランプリボス コーラルグリッタ 荻伏 猿橋　義昭 猿橋　義昭 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
255 牡 メイショウボーラー コローレアランチョ 様似 沢井　義一 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 工藤　圭司 1,650,000
256 牝 ディープブリランテ ゴールドジェーン 浦河 笹島　政信 (有)チェスナットファーム 落札 根田　喜久雄 2,200,000
257 牡 パドトロワ サクラカスケード 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 主取
258 牝 グランプリボス サクラステラーノ 静内 （有）谷岡牧場 （有）谷岡牧場 落札 爲永　良弘 1,100,000
259 牝 キズナ ザフラッツ 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 落札 菅藤  宗一 7,040,000
260 牡 トゥザワールド サムタイム 静内 大典牧場（有） (株)PYRAMID TRAINING 主取
261 牝 コパノリッキー キョウエイアロマ 門別 中前牧場 クラックステーブル 落札 迎  徹 2,200,000
262 牝 ダノンシャーク シギル 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 (有)ケイアイファーム 1,100,000
263 牡 マクフィ シャドウエルフ 東京 （有）コスマー （有）パイオニアファーム 落札 日本中央競馬会 12,650,000
264 牝 ゼンノロブロイ シャルドン 門別 （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム 主取
265 牡 アッミラーレ シュガークラフト 平取 高橋　啓 （株）門別牧場 落札 松山　増男 1,980,000
266 牝 アメリカンペイトリオット ジョア 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
267 牡 フリオーソ シルクブルームーン 三石 中橋　清 中橋　清 欠場



268 牝 パイロ シーズババズディライト 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 紙透　一雄 4,180,000
269 牝 ワールドエース スイートウィリアム 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 杉安  浩一郎 2,750,000
270 牡 シルバーステート ストールンブライド 新冠 つつみ牧場 （株）白馬牧場 落札 小松崎　孝 5,940,000
271 牡 メイショウサムソン ストームクオリティ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 5,720,000
272 牝 マジェスティックウォリアーディアユリアザミ 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 菅野　守雄 4,840,000
273 牝 クロフネ スピナッチ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 ㈱YGGDRASILL 8,800,000
274 牡 ビッグアーサー スピーディユウマ 門別 サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 落札 ㈱クラシック 3,300,000
275 牝 ディーマジェスティ サーリセルカ 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 松本　好雄 3,410,000
276 牡 カレンブラックヒル シャフィガ 新冠 長浜　忠 （株）白馬牧場 落札 ㈲キタジョファーム 1,650,000
277 牝 レッドスパーダ シレーナ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 主取
278 牝 ダノンシャーク ステラアクトレス 浦河 南部　功 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 YUKI　DENDO 2,750,000
279 牡 モンテロッソ スティルシーキング 新冠 トド岩高原銀河農場物語㈲ (株)PYRAMID TRAINING 主取
280 牡 ディスクリートキャット スガノグラスワン 静内 （有）田原橋本牧場 クラックステーブル 落札 佐野  信幸 3,960,000
281 牡 サクラオリオン サクラシャンティ 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 落札 清水　真由美 2,200,000
282 牡 ゴールドシップ セカンドノホシ 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
283 牡 トゥザグローリー セキサンジョオウ 浦河 笹島　政信 (有)チェスナットファーム 落札 深見  富朗 6,050,000
284 牝 リーチザクラウン ソプラノムーン 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 谷岡  正次 5,500,000
285 牝 ドゥラメンテ スイートエルドール 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 猪熊　広次 6,050,000
286 牝 ダノンゴーゴー コウザンアクティヴ 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ベルサイユステーブル(株) 落札 兵庫県馬主協会 3,300,000
287 牡 ワールドエース タニノバーバラ 平取 （有）中田牧場 （有）中田牧場 主取
288 牝 ジャングルポケット ダイヤモンドローズ 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 落札 千葉県馬主会　江幡　丈美 2,200,000
289 牝 ヘニーヒューズ タッキーナ 三石 土田農場 土田農場 欠場
290 牡 ワールドエース タマノエスペランサ 新冠 （有）武田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 (有)ケイアイファーム 6,820,000
291 牝 コパノリッキー ダラニ 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
292 牝 トビーズコーナー ターフマジョリック 浦河 （有）中島牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
293 牡 ドゥラメンテ チアズスワロー 静内 今牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 ㈱ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 19,800,000
294 牝 キズナ チョコレートリリー 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 中辻　明 10,450,000
295 牝 ラブリーデイ クロスバラード 新冠 （有）シンユウファーム （有）シンユウファーム 落札 久松　朋史 2,200,000
296 牡 ハービンジャー シャイナムスメ 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 落札 天白　裕之 4,400,000
297 牝 エスポワールシチー スイレン 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 6,600,000
298 牡 キズナ トールディクイント 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 森中  蕃 23,100,000
299 牝 トゥザグローリー トライマイカップ 荻伏 （有）中山牧場 （有）中山牧場 主取
300 牡 サンカルロ トーセンアイリス 門別 （有）ノースガーデン （有）ノースガーデン 主取
301 牝 トーセンジョーダン トーセンオーラ 門別 佐々木　康治 幾千世ホースクラブ 主取
302 牝 コパノリチャード サクラフーガ 静内 （有）谷岡牧場 （有）谷岡牧場 落札 石川県馬主協会 1,980,000
303 牝 エイシンフラッシュ ナパ 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 池袋レーシング 3,960,000
304 牡 トゥザワールド ナムラクロワッサン 新冠 武田　寛治 クラックステーブル 主取
305 牡 トーセンラー ヌングロース 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 リージャン 3,300,000



306 牝 エスケンデレヤ ノバラ 三石 （株）タガミファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱レックス 1,760,000
307 牝 ラニ ノボレインボー 門別 サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 主取
308 牝 キズナ フィールマイハート 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 日本中央競馬会 6,600,000
309 牝 カレンブラックヒル フェブノヘア 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 釘田　義広 2,750,000
310 牝 アドマイヤムーン パサパ 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 主取
311 牡 ダノンシャーク ハニーファンタジー 三石 白井　吉美 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 欠場
312 牝 モーリス パルティール 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 清水　義徳 14,850,000
313 牝 ストロングリターン パルパルムツミ 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 須貝　廣次 4,510,000
314 牝 コパノリッキー パーカーズミル 三石 土田ファーム （株）森本スティーブル 落札 吉岡　寛行 6,600,000
315 牝 プリサイスエンド ハートランドスノー 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 ㈱シンシアリー 5,170,000
316 牡 トビーズコーナー ピアノコンクール 浦河 津島　優治 津島　優治 主取
317 牝 アイルハヴアナザー ヒシアルコル 荻伏 中村　雅明 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 瀧本  和義 3,410,000
318 牝 ラブリーデイ ヒシディーバ 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 根田　喜久雄 2,420,000
319 牝 ダノンゴーゴー サルヴァドール 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ベルサイユステーブル(株) 落札 岡田  繁幸 2,200,000
320 牡 サクラゼウス サクラベッシー 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 落札 下川　欣一 8,800,000
321 牡 カレンブラックヒル スイートスズラン 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 高原　将浩 12,100,000
322 牝 キンシャサノキセキ スイートレーヌ 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 定蛇　邦宏 4,510,000
323 牡 ラニ コロニアルディーバ 新冠 （有）サンローゼン （株）白馬牧場 主取
324 牝 シニスターミニスター ピサノルビー 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 欠場
325 牝 マツリダゴッホ ビューティサフラン 平取 高橋　啓 高橋　啓 主取
326 牡 アジアエクスプレス ビューティブロンド 静内 今牧場 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 多田　賢司 5,720,000
327 牝 スマートファルコン ヒラボクミラクル 三石 （有）仲野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 ロイヤルパーク 5,500,000
328 牡 ディーマジェスティ ノーザンスター 三石 土田農場 土田農場 落札 日本中央競馬会 12,100,000
329 牡 ミッキーアイル パペリーナ 浦河 （有）笹地牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱加藤ステーブル 5,500,000
330 牡 メイショウボーラー ピンキーカフェ 浦河 （有）斉藤英牧場 （株）愛知ステーブル 主取
331 牝 キタサンブラック ピュアエクセル 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 主取
332 牝 ビッグアーサー ビーフィットウォー 浦河 佐々木　恵一 （有）ビクトリーホースランチ 主取
333 牡 アメリカンペイトリオット ダイアゴネル 門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
334 牝 ディーマジェスティ ナイストップクイン 静内 （有）谷岡牧場 （有）谷岡牧場 落札 アールユニコーンステーブル6,050,000
335 牝 ワールドエース ナムラマドンナ 新冠 武田　寛治 クラックステーブル 主取
336 牝 フリオーソ マイネマスカレード 門別 シグラップファーム （株）木村育成牧場 主取
337 牡 ザファクター ファストムーン 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 落札 杉山　元洋 5,720,000
338 牝 マクフィ フェイスマーク 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 欠場
339 牝 ホッコータルマエ フェバリットソング 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 3,630,000
340 牝 ミッキーアイル フェールクークー 浦河 （有）日進牧場 （有）日進牧場 落札 岡  浩二 13,200,000
341 牡 パドトロワ フォールメドウ 新冠 （有）中本牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 GLITTER㈱ 3,740,000
342 牡 マジェスティックウォリアーフセノブルース 門別 （有）豊郷牧場 （有）豊郷牧場 主取
343 牝 アイルハヴアナザー プッシュ 門別 （有）道見牧場 Gates Stable 落札 井上  修一 2,310,000



344 牝 シルバーステート ペルルクロシュ 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 田中　英昭 2,200,000
345 牝 ディープブリランテ レディアモーレ 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 兵庫県馬主協会 5,720,000
346 牝 ホッコータルマエ ミスランタナ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 神奈川県馬主協会　辻　高史6,820,000
347 牡 リアルインパクト ホームウォード 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 天白 泰司 7,700,000
348 牡 シルバーステート プモ 浦河 （有）高村牧場 （有）高村牧場 落札 日本中央競馬会 5,170,000
349 牡 シビルウォー フューチャータイム 静内 大典牧場（有） (株)PYRAMID TRAINING 落札 リージャン 2,200,000
350 牡 タニノギムレット ブライダルベール 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 香川　憲次 7,150,000
351 牝 カレンブラックヒル ブライトエンプレス 門別 中川　欽一 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2,310,000
352 牡 ダンカーク フレッチャロッサ 浦河 （有）信岡牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 (有)グランデファーム 2,750,000
353 牝 オーシャンブルー プリモスペシャル 静内 鳥谷　勝彦 （有）カタオカステーブル 主取
354 牝 ストロングリターン フリージアコート 三石 佐藤　勝秀 （株）森本スティーブル 主取
355 牝 イスラボニータ プルームリジェール 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)ケイアイファーム 4,620,000
356 牡 ストロングリターン ペニーブラック 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 神奈川県馬主協会　古賀　慎一3,960,000
357 牡 アポロキングダム プレイズザミラクル 門別 佐々木　康治 幾千世ホースクラブ 落札 ㈱H.Iコーポレーション 2,200,000
358 牡 ホッコータルマエ プレイフォーユー 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 欠場
359 牝 アジアエクスプレス ブリッジポート 新冠 （同）小泉　学 萬牧場 落札 今中　俊平 2,750,000
360 牝 ジャスタウェイ ヤマノアイリー 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 主取
361 牝 ローエングリン マリエッタ 静内 静内ファーム （有）福山育成牧場 落札 二口　雅一 4,400,000
362 牝 ベルシャザール マッシヴエレガンス 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 中澤  利文 3,520,000
363 牝 モーリス ママアルパ 三石 （株）タガミファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 中辻　明 8,800,000
364 牡 アドマイヤムーン フロイラインシチー 静内 （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 欠場
365 牡 リーチザクラウン ベルモントレーヌ 門別 中川　欽一 （有）賀張宝寄山育成牧場 欠場
366 牝 ルーラーシップ ベルシルエット 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 ㈲ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟｰｸｽﾀｯﾄﾞ 4,400,000
367 牡 ダノンレジェンド フミノアザレア 浦河 （有）斉藤英牧場 （株）愛知ステーブル 落札 松本　好雄 2,200,000
368 牡 マクフィ ボンニデー 熊本 ㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ベルサイユステーブル(株) 落札 吉岡  泰治 4,840,000
369 牡 ディープスカイ マイネウェリナ 門別 シグラップ･マネジメント㈱ （有）静内白井牧場 主取
370 牡 ヴァンセンヌ アートリョウコ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 27,500,000
371 牡 ザファクター アフレイタス 門別 タバタファーム (有)チェスナットファーム 落札 岡井　元憲 7,920,000
372 牡 サクラゼウス サクラメガプリティ 静内 （同）谷岡スタット （株）新和牧場 落札 尾上　寿夫 5,060,000
373 牡 ラニ スイートマルセル 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 前田　葉子 13,200,000
374 牝 マクフィ ミステリアスガール 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 三河　辰巳 3,630,000
375 牡 ディスクリートキャット ミガット 門別 田端牧場 田端牧場 落札 田中　成奉 7,040,000
376 牡 ディープブリランテ ミスケリー 新冠 （有）飛渡牧場 山岸ステーブル 主取
377 牝 ラニ ミスチフ 静内 棚川　祐志 棚川　祐志 落札 井上  修一 2,200,000
378 牝 ラニ ミヤサンキューティ 三石 澤田　祐喜 セールスプレップサービス 落札 神奈川県馬主協会　㈱ﾘﾊﾞﾃｨﾎｰｽﾅｳﾞｨｹﾞｲﾄ3,850,000
379 牝 キンシャサノキセキ ミルトス 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 落札 浅沼  廣幸 9,900,000
380 牝 ヘニーヒューズ ヤマノグラス 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
381 牝 ザファクター フロリアード 静内 静内フジカワ牧場 （株）森本スティーブル 落札 ㈲崇富商業 5,720,000



382 牝 ワールドエース ラブザワールド 静内 サカイファーム ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 神奈川県馬主協会　阿部　憲三2,200,000
383 牝 ディスクリートキャット リアクションレート 浦河 中脇　満 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 佐々木　均 3,300,000
384 牝 シルバーステート オタカラハッケン 三石 （有）坂本牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 小林　勝 1,980,000
385 牝 ワールドエース メイショウアシタバ 浦河 （有）太陽牧場 （株）木村育成牧場 主取
386 牡 トビーズコーナー メイショウアリス 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 松山　毅 7,260,000
387 牡 アメリカンペイトリオット モフモフ 静内 坂本　健一 福地トレーニングファーム 落札 須山　悟至 5,940,000
388 牡 ストロングリターン マダムアグライア 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 田中　成奉 6,600,000
389 牡 ドレフォン マーティンオート 静内 高橋　修 （有）福山育成牧場 主取
390 牝 クリエイターⅡ ユアカラー 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 ㈱YGGDRASILL 4,730,000
391 牝 ビッグアーサー ユメノカケハシ 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 主取
392 牡 トビーズコーナー イナズマイーリス 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 神奈川県馬主協会　川崎　賢二4,840,000
393 牝 アメリカンペイトリオット ヴェイルオブクララ 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 金山　政信 7,370,000
394 牝 ラブリーデイ ラブリッサ えりも寺井　文秀 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 ㈱アクティファーム 2,750,000
395 牝 アメリカンペイトリオット ローズシティ 三石 佐藤　鉄也 佐藤　鉄也 主取
396 牝 マクフィ ルナーコロナ 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 ㈲キタジョファーム 3,960,000
397 牡 プリサイスエンド レッドサーガ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 日本中央競馬会 9,570,000
398 牡 ラニ レッドアナベル 浦河 （有）信岡牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈲トニーステーブル 2,200,000
399 牡 ディーマジェスティ スイートライラ 門別 シンボリ牧場 （株）門別牧場 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 7,040,000
400 牡 ゴールドシップ ヨシカワクン 様似 中脇　一幸 （株）木村育成牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 8,250,000
401 牝 アドマイヤムーン ラヴァーズロック 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 主取
402 牝 ワールドエース リフレクシブラヴ 荻伏 高岸　順一 高岸　順一 落札 石川県馬主協会 3,850,000
403 牡 クリーンエコロジー ルサリエ 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 飯田  正剛 4,400,000
404 牡 ロージズインメイ レッドベリル 新冠 渋谷牧場 （株）Ｔホースランチ 落札 奥寺　毅己 2,200,000
405 牝 ザファクター レッドランタン 胆振 青藍牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 丸山　輝城 5,060,000
406 牝 シニスターミニスター ワイングラス 静内 田湯牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 ㈲北島牧場 6,380,000
407 牝 アグネスデジタル ラブユー 静内 （有）サンコウ牧場 （有）サンコウ牧場 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 3,960,000
408 牝 ワンダーアキュート レジリアンス 三石 城地牧場 mill farm Ocean View Park 落札 山口　敦広 3,410,000
409 牡 ジャングルポケット レディエマ 兵庫 巴山　尊文 （有）山岡牧場 主取
410 牡 パイロ レディマスグレイヴ 静内 佐竹　学 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 大谷　正嗣 6,160,000
411 牡 ザファクター ルビーズアンドダイアモンズ門別 （有）出口牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 小林　竜太郎 3,300,000
412 牡 トーセンラー ロイヤルガラ 荻伏 （同）中神牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 八嶋　長久 2,200,000
413 牝 ワンダーアキュート ロングアンドリーン 荻伏 （有）ダイヤモンドファーム イーグルファーム 落札 石川県馬主協会 2,860,000
414 牡 ベーカバド アグネスミヌエット 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 欠場
415 牝 シニスターミニスター ワディラム 門別 スウィングフィールド牧場 ベルサイユステーブル(株) 落札 ㈱ｵﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5,720,000
416 牝 クロフネ ワンダフルバディ 胆振 青藍牧場 青藍牧場 主取
417 牝 アジアエクスプレス アナタゴノミ 静内 田中　裕之 （株）木村育成牧場 落札 東京都馬主会　(有)ｽﾋﾟｰﾄﾞﾌｧｰﾑ9,900,000
418 牝 ディープブリランテ アヴァール 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 神奈川県馬主協会　山住　勲5,500,000
419 牝 サンカルロ アクアライン 新冠 対馬　正 対馬　正 落札 中西　真一郎 3,520,000



420 牡 カレンブラックヒル アドマイヤビアン 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 佐野  信幸 4,510,000
421 牡 トーセンジョーダン アメリカーナ 新冠 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 欠場
422 牡 カレンブラックヒル アンチークショップ 三石 （有）仲野牧場 (有)チェスナットファーム 欠場
423 牝 メイショウサムソン アンフレシェ 荻伏 （有）小島牧場 ㈲NO.9ﾎｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒｿﾄﾞ 落札 兵庫県馬主協会 4,510,000
424 牝 アメリカンペイトリオット エターナルライフ 浦河 中脇　満 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
425 牝 ベルシャザール エガオヨシ 荻伏 （有）大北牧場 （有）大北牧場 落札 酒井　孝敏 3,520,000
426 牝 コパノリッキー レディナデシコ 三石 （有）嶋田牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 伊藤　輔則 4,730,000
427 牡 ホッコータルマエ イナズマローレル 新冠 （有）小泉牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 落札 村田　哲朗 9,350,000
428 牝 アドマイヤムーン インフィニティラヴ 三石 佐藤　鉄也 佐藤　鉄也 主取
429 牝 コパノリッキー インヴィンシブルタッチ 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 澤田　孝之 5,500,000
430 牡 サトノアラジン イスルギ 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
431 牝 パイロ オメガブルーライン 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
432 牝 エイシンヒカリ ヴァバーウエン 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 ㈲坂東牧場 4,400,000
433 牝 マツリダゴッホ ヴァルツァー 様似 （有）様似堀牧場 （株）木村育成牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 11,550,000
434 牡 ダノンレジェンド ヴィヴァント 門別 サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 主取
435 牝 アイルハヴアナザー ヴィヴィッドエンジェル 門別 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 落札 ㈱ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ 2,200,000
436 牝 ダンカーク ウェザビー 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 大栗　芳一 3,410,000
437 牝 ジョーカプチーノ ウェーブピアサー 静内 谷藤　弘美 谷藤　弘美 落札 池袋レーシング 3,520,000
438 牝 サトノアラジン ウンベラータ 門別 田端牧場 田端牧場 欠場
439 牡 ダノンレジェンド オールエリザベス 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 ケンレーシング組合 4,950,000
440 牝 アメリカンペイトリオット オンリゲットベター 門別 シグラップ･マネジメント㈱ （有）静内白井牧場 落札 鈴木　道雄 2,750,000
441 牝 フリオーソ エールミニョン 新冠 中山　高鹿康 メイタイ牧場（有） 主取
442 牝 ベルシャザール エイシンウィチタ 門別 スウィングフィールド牧場 ベルサイユステーブル(株) 落札 南新宿商事㈱ 1,650,000
443 牝 クリエイターⅡ エイシンボン 浦河 佐々木　恵一 （有）ビクトリーホースランチ 主取
444 牡 アイルハヴアナザー エスケイミネルバ 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 小林　勝 7,260,000
445 牝 ダノンレジェンド エミネンツァベルタ 浦河 中脇　満 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 須田　靖之 1,430,000
446 牝 マクフィ エメラルハヤブサ 様似 高村　伸一 高村　伸一 落札 ㈱ＦＴＵ 5,060,000
447 牡 ベルシャザール オオカリベクイン 新冠 渋谷牧場 （株）Ｔホースランチ 主取
448 牝 オルフェーヴル オモテナシⅡ 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 ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 6,600,000
449 牝 ヴァンセンヌ オープニングベル 静内 鳥谷　勝彦 （有）カタオカステーブル 主取


