
8月25日現在

8月16日以降追加分

上場日 hip no 父 母 販売申込者名

8/22 481 ベルシャザール ワイングラス 田湯牧場

8/22 359 タイキシャトル ハッピーヴァリュー （有）飛野牧場

8/21 74 カジノドライヴ ドラゴンシップ 小泉　学

8/21 228 エイシンフラッシュ エアワルツ 小泉　学

8/24 1044 アドマイヤムーン グッドファッション （有）向別牧場

8/23 640 サムライハート フラワーパス 能登　浩

8/21 60 ハービンジャー シルクアイリス （有）杵臼牧場

8/21 264 ヴィクトワールピサ クリールダイナー （有）杵臼牧場

8/21 268 ディープブリランテ ゴールドチェイス （有）グランド牧場

8/23 793 ワークフォース ギンザクイーンビー （有）新冠橋本牧場

8/21 203 ノヴェリスト ロゴマーク 今牧場

8/21 1 ベーカバド サイキョウファスト 渋谷　健作

8/25 1204 ベルシャザール レアリサール （有）石田牧場

8/22 382 サムライハート ヒラリータイザン 竹内　良一

8/25 1224 ストロングリターン ローズヘイロー （有）石田牧場

8/22 403 スウィフトカレント フランボアーズ 高橋　正三

8/22 469 プリサイスエンド レナプリンセス 高橋　正三

8/23 801 ベルシャザール グラマトフィラム （有）ベーシカル・コーチング・スクール

8/22 349 バトルプラン トゥルーアイズ 土田農場

8/22 519 ワークフォース オールザヴォーグ （株）チャンピオンズファーム

8/24 831 モンテロッソ シンコウベルデ （有）三好牧場

8/22 513 サウスヴィグラス エレクティオン （有）大作ステーブル

8/22 284 パドトロワ シゲルハチマンタイ （有）千葉飯田牧場

8/22 330 メイショウサムソン サクラスリール （有）谷岡牧場

8/22 486 ヴァーミリアン アイタペアペア 高橋　義浩

8/23 698 シニスターミニスター ラシーク （有）日進牧場

8/25 1280 トーセンジョーダン コスモハート 石原牧場

8/24 959 キングヘイロー ルーチェデルソーレ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ

8/23 703 ジャスタウェイ キトゥンブルー （有）本間牧場

8/23 741 フリオーソ アルドラ （有）原口牧場

8/23 662 グラスワンダー タニノバーバラ （有）中田牧場

8/24 871 キャプテントゥーレ ニシノシュクラン 村上　欽哉

8/24 902 バゴ トップアクトレス （有）宮内牧場

8/24 955 サウスヴィグラス ラヴィール （株）門別牧場

8/24 995 ヘニーヒューズ アイムヒアー （有）三石川上牧場

8/25 1260 ダンカーク オーバルカット 鵜木　唯義

8/25 1174 ベルシャザール レディアマポーラ （有）赤石牧場

8/25 1185 ハイアーゲーム ミアジョイア 小野瀨　竜馬

8/25 1243 エスポワールシチー ローズカーニバル （有）オリエント牧場

8/25 1277 ローズキングダム ケージーササニシキ イワミ牧場

上場日 hip no 父 母 販売申込者名

8/21 33 グラスワンダー ステラビスティー （株）ケイズ

8/21 63 トゥザグローリー ディアマンボウ （有）斉藤英牧場

8/21 65 スウェプトオーヴァーボード デルマオサキ （有）金成吉田牧場

8/21 75 スマートロビン ナイキクレイバー （有）カタオカステーブル

8/21 83 タニノギムレット ハマノローズマリー 坂本　春信

8/21 98 ベルシャザール シーズゲイル 佐久間　孝司

2017　サマーセール　欠場馬一覧

上場番号144番、723番につきましては、欠場を取消し、上場致します。　　　



上場日 hip no 父 母 販売申込者名

8/21 99 タイキシャトル トミケンブライト （株）ケイズ

8/21 102 バトルプラン ノワゼット （有）キヨタケ牧場

8/21 120 ハービンジャー プリンセスキナウ 佐竹　学

8/21 156 マツリダゴッホ マッキーマドンナ 城地牧場

8/21 175 スマートロビン ユウカスミレ 今野　活博

8/21 189 パイロ ポッドフェアリー 下屋敷牧場

8/21 196 サウスヴィグラス レッドマーキュリー （有）金成吉田牧場

8/21 219 アポロキングダム アポロパステル 小屋畑　和久

8/21 233 ストロングリターン エイシンホリデイ （有）様似共栄牧場

8/22 278 ヴァーミリアン サトノローズヒップ （有）千代田牧場

8/22 296 ロードアルティマ シンセツ 多田　善弘

8/22 328 ディープブリランテ ダズリングワールド 築紫　洋

8/22 333 ジャングルポケット ダンシングサーカス 高橋農場

8/22 348 エスポワールシチー ドーニングストーム （有）須崎牧場

8/22 369 グランプリボス トップヴィーナス （有）ディスティニーファーム

8/22 371 タートルボウル ニーレンベルギア （株）チャンピオンズファーム

8/22 384 アドマイヤムーン メイマドンナ タバタファーム

8/22 445 アイルハヴアナザー ヤマノアイリー （株）チャンピオンズファーム

8/22 456 トーセンジョーダン リーチトゥピース （有）辻牧場

8/22 485 ドリームジャーニー アンルーリー （有）ディアレストクラブ

8/22 540 ドリームジャーニー コイクレナイ （有）ディアレストクラブ

8/23 577 フリオーソ チェリッシュレディ ハシモトファーム

8/23 602 カリズマティック ナイキトライアンフ 中川　隆

8/23 611 グラスワンダー ハーツブラッド （有）登別上水牧場

8/23 637 ゴールドヘイロー プリモピアット 中田　浩美

8/23 644 ジャングルポケット フェルナンディーナ （有）長谷川牧場

8/23 667 キングヘイロー ミサトサウス （有）北光牧場

8/23 731 パイロ キシュウグラシア （有）日西牧場

8/23 772 キンシャサノキセキ インユアアームス （有）日高大洋牧場

8/23 780 アジュディミツオー カザグルマ （有）ベーシカル・コーチング・スクール

8/23 789 タイムパラドックス キョウワスピカ 長浜　忠

8/24 813 ベルシャザール サクラタキオン ワールドファーム

8/24 815 トビーズコーナー サパス 村上　進治

8/24 826 ティンバーカントリー ジョウノルビー マルシチ牧場

8/24 828 ジャングルポケット シルキーウィズ （有）ラッキー牧場

8/24 834 メイショウサムソン シェムリアップ 本巣　敦

8/24 860 ストロングリターン ツルマルアイ 前川　義則

8/24 876 トーセンジョーダン ソルティレージュ 真壁　信一

8/24 879 メイショウサムソン ハギノフォルテ 村下　明博

8/24 891 ゼンノロブロイ ヒロアンジェロ （有）見上牧場

8/24 907 スクリーンヒーロー フラウラ モリナガファーム

8/24 915 グランプリボス プリティーメアー （有）吉田牧場

8/24 923 サウスヴィグラス ペイデュソレイユ （有）ムラカミファーム

8/24 1007 カネヒキリ カシノヴィガ （株）門別牧場

8/24 1061 カジノドライヴ コンゴウマドンナ （有）ヤマダステーブル

8/25 1078 キングズベスト ジョウノカーラ ヴェルサイユファーム（株）

8/25 1147 キングズベスト ヒッショースマイル （有）大狩部牧場

8/25 1214 ゼンノロブロイ ヤマイチシキブ （有）石川牧場

8/25 1220 グラスワンダー レッドストリング ヴェルサイユファーム（株）

8/25 1245 アルデバランⅡ ウインクルディール （有）猪野毛牧場

8/25 1246 アッミラーレ ウインレジーナ （有）小田牧場

8/25 1278 カネヒキリ ケージーフジムスメ （有）岩見牧場


