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セリ
番号

1F 性 父 母 母父 申込者名 飼養者名

2 12.42 ♀ タイキシャトル カサパサー エルコンドルパサー 高橋　貴士 （株）愛知ステーブル

3 12.22 ♀ ケイムホーム カタズオノンデ サンデーウェル （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム

12 14.72 牡 ヴィクトワールピサ キャメロンガール Ｗｉｔｈ　Ａｐｐｒｏｖａｌ 菅原　富美子 （有）ディアレストクラブイースト

13 11.99 牡 スマートファルコン キャリコローズ ネオユニヴァース （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

21 14.69 牡 ダノンシャンティ クレバースランチェ Ｄｕｋｅ　ｏｆ　Ｍａｒｍａｌａｄｅ （株）ミリオンファーム （株）愛知ステーブル

25 11.61 牡 ローズキングダム キネオスイトピー アドマイヤムーン （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

37 11.22 牡 パイロ サクラプラチナ サンデーサイレンス （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル

44 12.17 ♀ メイショウボーラー サンライトプリティ シンボリルドルフ （有）グラストレーニングセンター （有）グラストレーニングセンター

60 12.00 牡 エンパイアメーカー シルクナデシコ フジキセキ （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム

64 11.95 ♀ ワークフォース シャルマンウーマン サクラバクシンオー （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム

67 12.80 ♀ クロフネ ストームエンジェル ストーミングホーム （有）グランデファーム （有）グランデファーム

68 14.00 牡 キングヘイロー ステイブライティア ステイゴールド 高橋農場 （株）愛知ステーブル

80 11.71 牡 ディープブリランテ ダンシングイレーネ ネオユニヴァース （有）地興牧場 天馬ステーブル

81 14.00 牡 ジャングルポケット ダンシングサーカス ダンシングブレーヴ 高橋農場 （株）愛知ステーブル

85 12.50 牡 ダンカーク ツリー ゴールデンフェザント 中脇　一幸 （有）ディアレストクラブイースト

87 11.87 ♀ モンテロッソ デイジーギャル ブラックタイド （有）大島牧場 （有）グラストレーニングセンター

97 12.98 ♀ ヴァーミリアン トーワマドンナ ラムタラ （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム

98 11.79 牡 バトルプラン トゥルーアイズ スペシャルウィーク 土田農場 （有）三石軽種馬共同育成センター

100 11.35 ♀ ジャングルポケット ドナマッハ アドマイヤベガ ルヴァンレーシング （株）森本スティーブル

105 11.08 牡 プリサイスエンド テレビ メイショウサムソン （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

112 12.88 牡 パドトロワ ビクトリアクロス ヘクタープロテクター （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム

117 15.50 ♀ スーパーホーネット バトルヒミコ シンボリクリスエス モリナガファーム （株）愛知ステーブル

118 12.28 ♀ ディープブリランテ ハニーダンサー Danehill　Dancer （有）大島牧場 （有）グラストレーニングセンター

121 11.77 牡 ヨハネスブルグ ドリーボヌール ディープインパクト （有）ディアレストクラブ （有）ディアレストクラブイースト

131 14.69 牡 ジャングルポケット フサイチミニヨン サンデーサイレンス （有）松田牧場 （株）愛知ステーブル

135 11.94 牡 エイシンフラッシュ ハギノオマージュ サンデーサイレンス （有）グランデファーム （有）グランデファーム

136 11.54 牡 サンカルロ パンデモニウム ハーツクライ （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

137 11.78 牡 アポロキングダム トップルビー チーフベアハート （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム

145 11.20 ♀ ヘニーヒューズ プリティローズ スキャン （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム

148 11.20 牡 ベルシャザール ブライトキャップ フォーティナイナー ルヴァンレーシング （株）森本スティーブル

149 14.52 ♀ スクリーンヒーロー フラウラ クロフネ モリナガファーム （株）愛知ステーブル

150 11.14 牡 バンブーエール ブラックカシミール バブルガムフェロー （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル

151 12.94 牡 ベーカバド フラワーウイナー ニホンピロウイナー （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム

164 12.80 牡 ヒルノダムール ピンクバタフライ Ｍｅｄｉｃｅａｎ （有）グランデファーム （有）グランデファーム

168 14.06 ♀ タートルボウル ポーシア ディープインパクト （有）大島牧場 （株）愛知ステーブル

184 12.58 ♀ トーセンホマレボシ ポットアカデミー ロイヤルアカデミーⅡ （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム

187 11.91 ♀ ジャスタウェイ ミスフーバフーバ Ｇｏｎｅ　Ｗｅｓｔ 折手牧場 天馬ステーブル

189 10.71 牡 ストロングリターン メイクアミラクル ファスリエフ 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム

200 11.79 牡 ハービンジャー ユーアーマイン ディープインパクト 前川　勝春 （有）三石軽種馬共同育成センター

209 11.94 牡 サウスヴィグラス アサティスジョオー アサティス （有）グランデファーム （有）グランデファーム

218 12.31 牡 タイムパラドックス アインステージ ゴールドアリュール （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム

224 11.99 牡 スターリングローズ アプローズビコー マンハッタンカフェ （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

231 11.20 牡 グラスワンダー イムディーナ スペシャルウィーク （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル

236 12.42 ♀ ヘニーヒューズ ウエスタンデンコー ジェネラス （株）奥州名馬勝志倶楽部 （株）愛知ステーブル


