
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)

450 牡 ラニ ガストネード 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 (有)内田ステーブル 2,860,000
451 牡 トゥザワールド カリズマ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 YUKI　DENDO 3,300,000
452 牝 マクフィ カワカミサクラ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 欠場
453 牝 ロジユニヴァース カーヴィシャス 神奈川（有）ブルードメヤ （有）パイオニアファーム 落札 アールユニコーンステーブル9,900,000
454 牝 シルバーステート カーリア 門別 （有）三浦牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
455 牡 ヘニーヒューズ キタサンプリンセス 門別 （有）ヤナガワ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社欠場
456 牡 ラブリーデイ ギブミーアチャンス 浦河 （有）福田牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 布施  光章 5,720,000
457 牡 ディスクリートキャット キューガーデン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 林　正夫 6,600,000
458 牡 ヘニーヒューズ キョウエイカプリス 門別 モリナガファーム 三橋ステーブル 主取
459 牡 アジアエクスプレス ギンザクイーンビー 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 山下　良子 7,700,000
460 牝 ベーカバド キタサンヒメ 三石 （有）米田牧場 （株）ＮＹＳ 落札 佐藤　孝 3,410,000
461 牡 ビッグアーサー クインズラッシュ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 主取
462 牝 ゴールドシップ クリヤマキアート 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 森中  蕃 7,700,000
463 牡 イスラボニータ グラマトフィラム 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 依田　泰雄 3,300,000
464 牡 ジョーカプチーノ グランドアメリフローラ 新冠 前川　隆範 Gates Stable 落札 八嶋　長久 3,850,000
465 牡 ビッグアーサー クレーンズラヴァー 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 8,580,000
466 牡 アンライバルド ケンコウランハート 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 石川県馬主協会 2,310,000
467 牡 ホッコータルマエ ケンブリッジスワン 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 富樫  賢二 5,940,000
468 牝 ロージズインメイ コスモスプラッシュ 新冠 （有）ビッグレッドファーム （有）ビッグレッドファーム 主取
469 牝 サトノアラジン ゴールドルージュ 荻伏 （有）村下農場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 西田　順彦 2,310,000
470 牡 コパノリッキー サーペンヴィグラス 三石 山野牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 丸山  隆雄 6,380,000
471 牡 サトノアラジン グリーンサンライズ 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 5,940,000
472 牝 ストロングリターン キネオマドンナ 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 内田　玄祥 1,760,000
473 牝 トゥザグローリー コスモメソッド 浦河 山口　義彦 （株）愛知ステーブル 落札 (有)内田ステーブル 2,530,000
474 牝 ロージズインメイ サクラアリア 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 岐阜県馬主会　木戸　英世 1,100,000
475 牝 バトルプラン ジェイケイカルミア 静内 藤吉牧場 クラックステーブル 落札 峰  哲馬 3,080,000
476 牝 ルーラーシップ ジェルファルレイ 新冠 村上　欽哉 (有)チェスナットファーム 主取
477 牡 ホッコータルマエ シニスタークイーン 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 林　正夫 5,500,000
478 牝 ヴァンセンヌ シャルロットノアル 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 落札 鈴木　道雄 2,750,000
479 牡 ダイワメジャー ジョイフルスマイル 荻伏 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム 落札 ㈱ワンステップ 15,400,000
480 牝 ストロングリターン シルヴァースプーン 門別 （株）門別山際牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 欠場
481 牡 グランプリボス シルヴィルージュ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
482 牡 タイセイレジェンド スカイヴァイパー 三石 （有）三石ファーム （有）福山育成牧場 落札 熊谷　清則 3,300,000
483 牝 ミッキーアイル カガヤクアイロ 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 落札 ㈲ﾔﾏﾀﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 2,970,000
484 牝 マジェスティックウォリアーコンフィデント 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 主取
485 牡 アメリカンペイトリオット サパス 新冠 （有）ベルモントファーム クラックステーブル 落札 岡村　善行 9,350,000
486 牝 ラブリーデイ スタンリープール 三石 （有）村上牧場 エレガンスファーム 落札 H.F Association 3,520,000



487 牝 フリオーソ スナークスマイル 静内 （有）見上牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 石川県馬主協会 4,730,000
488 牡 ゼンノロブロイ スターフォーユー 静内 福岡　駿弥 カルペディエム メイド(奥山牧場内)落札 岡井　元憲 2,970,000
489 牝 アドマイヤムーン クラスター 三石 （有）米田牧場 (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
490 牝 アジアエクスプレス クレヨンルージュ 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 大栗　芳一 2,860,000
491 牡 ロードカナロア ゴールデンナンバー 神奈川（有）ブルードメヤ （有）パイオニアファーム 落札 櫻井  正 15,400,000
492 牝 アドマイヤムーン デヒアバーズ 静内 （有）藤沢牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 松本　好雄 9,350,000
493 牡 ストロングリターン サプライズライン 三石 藤巻　則弘 ＹＴＴパートナーシップ 落札 武市  弘 3,960,000
494 牡 イスラボニータ セイクリッドフレイム 三石 （有）平野牧場 （有）平野牧場 落札 古賀　慎一 3,960,000
495 牝 タニノギムレット セクシイスイート 胆振 平岡牧場 （株）門別牧場 主取
496 牡 ダブルスター セクシーシューズ 静内 （有）ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ （有）グランド牧場 落札 楠　昌史 11,770,000
497 牡 ホッコータルマエ ジュエリスト 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 神奈川県馬主協会　依田　泰雄9,350,000
498 牡 マクフィ ジュデッカ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 水上  行雄 5,500,000
499 牡 ロゴタイプ シュガーレディアン 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 浦安一番(有) 3,960,000
500 牡 ワールドエース ニライカナイ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 栗本  博晴 3,300,000
501 牡 メイショウサムソン カワカミマゴコロ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 松本　好雄 5,720,000
502 牝 ヘニーハウンド タカヒロチャーム 新冠 村上牧場 村上牧場 欠場
503 牝 ディスクリートキャット タイキノワール 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 冨田　藤男 2,640,000
504 牝 シルバーステート ダイヤモンドパール 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 小松崎　孝 6,600,000
505 牡 ロージズインメイ ダンサーズブロンド 新冠 （有）ビッグレッドファーム （有）ビッグレッドファーム 落札 斉藤  勘介 2,200,000
506 牝 ゴールドシップ ダンツカナリー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 水上  行雄 5,390,000
507 牡 リアルインパクト ターフデライト 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 落札 鈴木　義孝 11,550,000
508 牝 ヘニーハウンド キタサンポケット 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社主取
509 牡 ビッグアーサー ソラトウミノアオ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
510 牡 ラニ チェストケハーツ 三石 幌村牧場 幌村牧場 落札 ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ株式会社 1,760,000
511 牝 ベーカバド チュウワビーナス 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 欠場
512 牝 ジョーカプチーノ チアフル 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 櫻井　多美子 2,200,000
513 牡 トランセンド テアトロレアル 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 ㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 9,350,000
514 牡 エイシンヒカリ ドラマティーク 東北 村上　勝治 ＹＴＴパートナーシップ 主取
515 牡 トゥザワールド スカイウォリアー 三石 （有）三石ファーム （有）福山育成牧場 落札 廣川　直樹 2,750,000
516 牝 アイルハヴアナザー テーオーティアラ 三石 森　政巳 福地トレーニングファーム 落札 日本中央競馬会 5,390,000
517 牝 メイショウサムソン デンコウデア 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 欠場
518 牝 ディーマジェスティ テンザンコノハナ 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 辻　高史 8,360,000
519 牝 アイルハヴアナザー テーオーバーキン 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 主取
520 牡 ザファクター ディープスノー 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 日本中央競馬会 8,800,000
521 牝 エイシンフラッシュ ヒーラブズミー 門別 （株）門別山際牧場 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (有)ミルファーム 2,200,000
522 牡 フェノーメノ ファンシーアモン 胆振 平岡牧場 ゼットステーブル 主取
523 牝 ストロングリターン ドゥービリーヴイン 新冠 村上　欽哉 (有)チェスナットファーム 落札 岡  浩二 5,280,000
524 牝 エスポワールシチー トップレイスター 新冠 （有）浜口牧場 （有）浜口牧場 落札 岐阜県馬主会　浅井　隆夫 2,200,000



525 牡 リーチザクラウン ハロウィンパレード 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 ㈱マークス 6,600,000
526 牡 ラブリーデイ バイユーストーム 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 内田　玄祥 3,410,000
527 牝 フェノーメノ ナムラクーガー 門別 （有）三浦牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
528 牝 ロゴタイプ ナドー 静内 （有）藤沢牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 ｵｰｼｬﾝﾚｰｼﾝｸﾞ㈱ 3,960,000
529 牝 パドトロワ ネローリ 新冠 村上牧場 村上牧場 欠場
530 牝 パイロ シェーンブリッツ 新冠 （有）ベルモントファーム クラックステーブル 落札 (有)富士ファーム 7,040,000
531 牡 ダノンシャーク スパイスフェアリー 荻伏 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム 落札 西　浩明 4,400,000
532 牡 アドマイヤムーン ニシノマオ 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 主取
533 牝 ホッコータルマエ ニューステップ 浦河 山田　昇史 Gates Stable 落札 中西　真一郎 3,960,000
534 牝 フリオーソ ニュープロローグ 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
535 牡 メイショウサムソン ニンフェッタ 様似 林　時春 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 近藤　英二 3,300,000
536 牝 ダンカーク ヌードゥフランス 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 ㈲ベターエステイト 2,860,000
537 牡 ジャングルポケット ハイフィールド 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 欠場
538 牝 ラニ ノーブルビューティ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
539 牡 トーセンジョーダン ハギノオマージュ 荻伏 （有）山田牧場 エレガンスファーム 主取
540 牝 イスラボニータ ホウショウアマネ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 千葉県馬主会　尾田　信夫 8,470,000
541 牝 ロージズインメイ ピエモンテ 荻伏 村下　清志 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 ㈱レックス 3,300,000
542 牡 ヴァンセンヌ ヒシレイホウ 門別 若林　順一 オークツリーファーム 落札 兵庫県馬主協会 4,620,000
543 牡 ディーマジェスティ ビッグテンビー 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 欠場
544 牝 ヴァンセンヌ ビフォーダーク 門別 原田ファーム （株）Ｔホースランチ 落札 岡田  繁幸 5,720,000
545 牡 マクフィ ピンクチャリス 静内 三木田牧場 三木田牧場 落札 ㈱マークス 11,000,000
546 牡 ラニ フィールザラブ 胆振 平岡牧場 ゼットステーブル 落札 一村　哲也 6,270,000
547 牡 コパノリッキー ハローマリリン 東北 村上　勝治 ＹＴＴパートナーシップ 主取
548 牡 エスケンデレヤ デュエット 静内 （有）藤沢牧場 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 9,570,000
549 牝 アジアエクスプレス プラチナムーン 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 吉冨　学 9,570,000
550 牡 スクリーンヒーロー ベルモントパティ 新冠 村上牧場 山岸ステーブル 落札 田中　成奉 9,020,000
551 牡 ストロングリターン ブランカ 新冠 （株）ハクレイファーム （有）パイオニアファーム 落札 H.F Association 3,300,000
552 牝 トゥザワールド プリンセスハルカ 門別 坂東ファーム ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 上茶谷  一 2,200,000
553 牝 イスラボニータ プレイリースター 門別 春木ファーム 春木ファーム 落札 岡田  繁幸 2,200,000
554 牝 ベルシャザール フローラルジュノー 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 ときめきレーシング 4,510,000
555 牝 キングズベスト ベリーベリータイム 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 森　哲 2,750,000
556 牝 フリオーソ ボーディーススズカ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 谷　謙介 2,750,000
557 牝 レッドスパーダ ミヤビハンター 静内 原　弘之 原　弘之 主取
558 牝 ラニ レーヴドベティ 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 落札 ㈱ライフフィールズ 2,090,000
559 牝 ビッグアーサー ボロンベルラルーン 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 千葉県馬主会　近藤　悦子 2,970,000
560 牝 ベルシャザール ボムガール 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 藤平　浩幸 1,760,000
561 牝 アドマイヤマックス ボヌールバトー 門別 （有）細川牧場 （有）細川牧場 落札 アールユニコーンステーブル4,070,000
562 牡 パイロ ホリデイオンアイス 新冠 村上　進治 （有）高橋ファーム 落札 千葉県馬主会　工藤　圭司 1,650,000



563 牡 アジアエクスプレス ボンナターレ 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　高橋　文枝4,950,000
564 牝 ホッコータルマエ ポークチョップ 三石 （株）前田ファーム （株）前田ファーム 落札 鈴木　照雄 6,600,000
565 牝 コパノリッキー リファインド 静内 （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル 落札 ㈲キタジョファーム 2,200,000
566 牡 ディープブリランテ ホウショウマツエ 浦河 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル 落札 石川県馬主協会 2,200,000
567 牝 アポロソニック ハッシュドトーン 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 ㈱レックス 880,000
568 牡 バゴ ハルダヨリ 静内 （有）藤沢牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 主取
569 牝 ケープブランコ パーカッショニスト 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 YUKI　DENDO 2,200,000
570 牡 ロゴタイプ フロントタック 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 落札 柏木  務 6,380,000
571 牝 メイショウボーラー ホワイトデイズ 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 岡田　孝之 1,760,000
572 牝 フリオーソ ボンジュールカレン 新冠 村上牧場 岩見ステーブル 主取
573 牝 ホッコータルマエ マキシマムジョイ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 石山　嘉七 3,850,000
574 牝 フリオーソ マイガール 静内 藤吉牧場 クラックステーブル 落札 兵庫県馬主協会 3,300,000
575 牝 アグネスデジタル マイネサンサン 静内 原　弘之 原　弘之 落札 岡村　善行 1,430,000
576 牝 トーセンラー マウンテンウーマン 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 ㈲キタジョファーム 1,650,000
577 牡 トランセンド マキハタスリリング 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 檜森　高史 1,650,000
578 牝 ロゴタイプ マドモアゼルシッシ 門別 藤本ファーム （有）ヤマダステーブル 落札 ㈱Ｂ．Ｂ レーシング 3,410,000
579 牡 ザファクター マノアラニ 浦河 林　孝輝 （株）木村育成牧場 落札 竹園  正継 8,250,000
580 牝 シルバーステート マヤノポルカ 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 ㈲ユートピア牧場 3,630,000
581 牡 トゥザワールド マルティプライ 新冠 村上　雅規 クラックステーブル 落札 須山　悟至 4,950,000
582 牝 ベルシャザール マンディスキュア 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
583 牡 トーセンジョーダン マキアージュシチー 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 3,740,000
584 牡 パドトロワ マンチャ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
585 牝 サトノアラジン アマノチェリーラン 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 日本中央競馬会 5,170,000
586 牝 ビッグアーサー メイレディ 荻伏 村下　清志 (株)ＭＡＸトレーニングファーム欠場
587 牝 ディスクリートキャット ミエノプリンプリン 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 2,200,000
588 牝 バトルプラン ミスエコパワー 門別 前川　義則 クラックステーブル 主取
589 牝 メイショウボーラー ミスコマチ 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 ㈲キタジョファーム 1,650,000
590 牝 マジェスティックウォリアーミヤジレイナ 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 主取
591 牝 ディープブリランテ ミラクルファンタジ 門別 モリナガファーム 三橋ステーブル 落札 田中　準市 4,400,000
592 牡 トランセンド ミネサランサジャ 胆振 （有）吉田牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 清宮　義男 4,620,000
593 牝 トゥザワールド ミスムーンライトⅡ 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
594 牡 ワールドエース リハーサル 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 宮川　保 2,200,000
595 牝 クリエイターⅡ ユニバーサルビーチ 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 Ｕｍａｓｔａｒ 3,630,000
596 牡 マツリダゴッホ ユノマニッシュ 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 ㈱小笹商店 2,200,000
597 牝 ストロングリターン ラインステッチ 門別 （有）前野牧場 （有）前野牧場 落札 坂田　栄一 1,650,000
598 牝 アドマイヤムーン ラッシュウインド 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 森　哲 4,840,000
599 牝 ラブリーデイ ラピーダシャリナ 荻伏 藤春　修二 藤春　修二 落札 ㈱レックス 1,760,000
600 牝 シルバーステート エンドレスドリームⅡ 門別 藤本ファーム （株）ＮＹＳ 落札 中西　浩一 2,200,000



601 牡 ストロングリターン リキサンフロール 三石 （有）本桐牧場 本桐共同育成センター 落札 松本　好雄 5,720,000
602 牝 ビッグアーサー ルージュバンブー 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 (有)ケイアイファーム 6,380,000
603 牝 イスラボニータ ルナジェーナ 三石 山口　忠彦 （有）福山育成牧場 落札 勝田　馨介 2,640,000
604 牡 トゥザグローリー レディブライアン 浦河 松田　憲一 （有）高村牧場 落札 千葉県馬主会　尾崎　智大 6,820,000
605 牝 ワールドエース ルージュマジック 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 岡村　善行 7,040,000
606 牡 トーセンラー ルーマードダイヤ 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 堀内　一夫 1,650,000
607 牡 カレンブラックヒル マチカネホホエミ 新冠 村上牧場 村上牧場 落札 井上　久光 3,300,000
608 牝 タニノギムレット ラヴィングサンデー 静内 原　弘之 原　弘之 主取
609 牡 トゥザワールド ライムライト 新冠 村上　雅規 （株）白馬牧場 落札 山口  正行 2,200,000
610 牝 ルーラーシップ ルミアージュ 浦河 （有）日の出牧場 （株）木村育成牧場 落札 大越　徹朗 3,850,000
611 牝 ザファクター アップルティー 三石 （有）元道牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 深見  富朗 4,400,000
612 牡 ポアゾンブラック ルージュ 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 落札 村上　憲政 3,410,000
613 牝 エイシンフラッシュ ロマンスリップ 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
614 牡 スマートファルコン ラストミリオン 胆振 （有）吉田牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 立山　伸二 4,840,000
615 牝 ルーラーシップ レチャーダ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 森中  蕃 10,450,000
616 牝 シルバーステート レッドシャトル 浦河 ヒルヴァレーファーム ヒルヴァレーファーム 落札 山岡  良一 3,410,000
617 牡 アドマイヤムーン レディパッション 三石 ヒサイファーム （有）パイオニアファーム 落札 ㈱レックス 3,960,000
618 牝 スマートファルコン エルトベーレ 新冠 （有）村田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 檜森　高史 1,650,000
619 牝 ポアゾンブラック ローズオブローズ 門別 前川　義則 前川　義則 落札 小林　和幸 660,000
620 牝 フリオーソ エビスシハーブ 浦河 山口　義彦 （株）愛知ステーブル 落札 兵庫県馬主協会 2,200,000
621 牡 ラブリーデイ オースミアース 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
622 牝 ミッキーアイル ワイルドシンガー 門別 （有）槇本牧場 (有)賀張共同育成センター 落札 ㈲ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 4,400,000
623 牝 ブリーズフレイバー ワンダフルスイート 浦河 （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル 主取
624 牡 ディーマジェスティ ミンナノプリンセス 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 ㈲キタジョファーム 2,750,000
625 牝 ダンカーク イーサンコヒバリ 荻伏 （有）丸村村下ファーム （有）丸村村下ファーム 落札 千葉県馬主会　相川　てる 3,850,000
626 牝 ザファクター アイギーナ 三石 （株）前田ファーム Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 伊藤　享 6,490,000
627 牝 ジャスタウェイ アイビー 門別 （有）本間牧場 （有）本間牧場 欠場
628 牝 アジアエクスプレス アップライジング 新冠 芳住　鉄兵 （株）ＮＹＳ 落札 (有)二風谷ファーム 2,200,000
629 牝 グランプリボス アドマイヤレッド 静内 （有）藤沢牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 近藤　洋司 3,520,000
630 牝 ダンカーク エポカローザ 静内 八田ファーム （株）愛知ステーブル 主取
631 牡 トーセンラー アルマニンファ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 堀川　三郎 11,000,000
632 牡 トゥザワールド アンケセナーメン 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 主取
633 牝 ディープブリランテ アンスタンフィール 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 落札 松本　好雄 3,300,000
634 牝 シルバーステート アースウイザード 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
635 牡 ダノンレジェンド アールヌーヴォー 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 落札 合同会社　オールインエクワイン9,350,000
636 牝 モンテロッソ インタールナ 荻伏 横山　浩司 横山　浩司 主取
637 牡 ダンカーク インフィジャール 浦河 （有）福田牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 神奈川県馬主協会　大岸　昌浩3,630,000
638 牝 ラブリーデイ ヴァレンティーネ 新冠 的場牧場 (株)PYRAMID TRAINING 落札 須田　靖之 1,650,000



639 牝 グランプリボス ヴァンデグローブ 新冠 村上　欽哉 (有)チェスナットファーム 主取
640 牝 ナムラタイタン エイシンドナウ 静内 （有）橋本牧場 （有）橋本牧場 落札 ミユキ企画 2,860,000
641 牡 ベーカバド エリカスマイル 門別 （有）豊洋牧場 (有)豊洋牧場 大富支場 落札 池袋レーシング 3,960,000
642 牝 ベーカバド オグリロマンス 新冠 （有）ヤマタケ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 谷口　祐人 1,100,000
643 牝 トーセンジョーダン オレゴントレイル 門別 （有）三輪牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取


