
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 牡 ルーラーシップ マトゥラー 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 吉井　盛治 10,450,000
2 牡 ヘニーヒューズ クイーンオブハルカ 静内 前谷　武志 前谷　武志 落札 千葉県馬主会　石川　達絵28,600,000
3 牡 エピファネイア ツクバエルドラド 新冠 村上　欽哉 （有）チェスナットファーム 落札 山元  哲二 34,100,000
4 牝 ドレフォン セイユウヴィーナス 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 尾田　信夫 18,700,000
5 牡 ゴールドシップ ストライクルート 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 吉岡　實 29,700,000
6 牡 モーリス メイショウセイカ 門別 （有）ヤナガワ牧場 （株）白井牧場 落札 大石　秀夫 11,000,000
7 牡 サトノアラジン ダノンジュエル 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 小菅　誠 11,000,000
8 牡 ハーツクライ ライトインパリス 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 ㈱マークス 39,600,000
9 牡 マインドユアビスケッツ ハヤブサペコチャン 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 原村　正紀 30,800,000

10 牝 キズナ メイショウボーテ 荻伏 村下　明博 （有）荻伏共同育成場 落札 松本　好雄 16,500,000
11 牡 サトノダイヤモンド ツインテール 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 主取
12 牡 デクラレーションオブウォームツミマーベラス 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 西山  茂行 11,000,000
13 牡 ドゥラメンテ ジプシーマイラブ 新冠 （有）長浜牧場 （有）グランデファーム 落札 石川　達絵 17,050,000
14 牝 ルーラーシップ オースミミズホ 荻伏 鮫川　啓一 （株）木村育成牧場 主取
15 牡 リオンディーズ ガラシア 胆振 ゼットステーブル ゼットステーブル 落札 栗本  博晴 9,350,000
16 牡 バゴ ナカヤマジェンヌ 静内 （有）北洋牧場 （株）小国スティーブル 落札 牧埜　幸一 10,450,000
17 牡 ダンカーク タイセイララバイ 浦河 （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 落札 田畑　利彦 7,150,000
18 牡 タリスマニック オースミフブキ 浦河 富菜牧場 （株）門別牧場 落札 風早　信昭 7,700,000
19 牡 キタサンブラック スピニングレディ 荻伏 （有）大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 落札 田中　俊彰 11,550,000
20 牡 ロゴタイプ シダクティヴリー 三石 築紫　洋 築紫　洋 落札 竹内　三年 18,700,000
21 牡 ファインニードル 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 栗本　守 12,650,000
22 牡 サトノクラウン レッドセイリング 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 日本中央競馬会 11,000,000
23 牡 ハービンジャー キーウエスト 三石 ヒサイファーム （有）パイオニアファーム 落札 宮田　直也 16,500,000
24 牝 Ｅｘｐｅｒｔ　Ｅｙｅ シムシマー 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 坪野谷  和平 20,350,000
25 牡 デクラレーションオブウォーココロノアイ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 (株)ゴールドホースクラブ 17,600,000
26 牡 モーリス モルトフェリーチェ 三石 中田　英樹 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (株)ドリームファーム 23,100,000
27 牡 ヘニーヒューズ イチリュウ 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 (有)湘南 50,600,000
28 牡 ルーラーシップ オーデュボンパーク 新冠 森永　聡 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 日本中央競馬会 11,000,000
29 牡 コパノリッキー ワンサイドゲーム 平取 （有）北島牧場 エイトステーブル 落札 千葉県馬主会　西森　功 8,800,000
30 牡 シニスターミニスター インユアアームス 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 猪熊　広次 18,700,000
31 牝 キズナ トーセンバスケット 三石 沖田　博志 本桐共同育成センター 落札 田中　成奉 22,000,000
32 牡 エスポワールシチー マヤノスターライト 門別 （有）日西牧場 （有）日西牧場 落札 東京都馬主会　渡部　賢治19,800,000
33 牡 マインドユアビスケッツ スタコラサッサ 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 神奈川県馬主協会　新谷　幸義7,700,000
34 牡 ジャスタウェイ エーシンエポナ 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 前田  幸治 17,600,000
35 牡 バゴ ラハイナⅡ 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 前田  幸治 25,300,000
36 牝 ドレフォン クロフォード 三石 （有）山際牧場 （有）山際牧場 落札 前原　敏行 30,800,000
37 牝 ファインニードル レイロー 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)落札 鈴木　昌樹 16,500,000



38 牝 キタサンブラック ノーブルストーン 門別 藤本ファーム （有）パイオニアファーム 主取
39 牡 デクラレーションオブウォーアートオブダンサー 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 吉岡  泰治 16,500,000
40 牡 ジャスタウェイ 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 落札 新谷　幸義 13,200,000
41 牡 キンシャサノキセキ ブライトメッセージ 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 鈴木　照雄 9,900,000
42 牝 ハーツクライ サンドグロース 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 美﨑　光二郎 13,750,000
43 牝 サトノダイヤモンド チェルヴァ 胆振 (株)エクワインレーシング ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 9,350,000
44 牡 ドゥラメンテ アメージングムーン 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 ノーザンファーム 46,200,000
45 牡 サトノクラウン シャイニインパクト 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 日本中央競馬会 7,700,000
46 牡 キズナ アサカラヴァーズ 新冠 (株)鹿児島国際ゴルフ倶楽部 （有）協和牧場 落札 山口　雄司 8,800,000
47 牝 ホッコータルマエ スカイトラベラー 三石 （有）木下牧場 （有）木下牧場 落札 (株)CHEVAL　ATTACHE　 18,700,000
48 牡 エピファネイア ヘラルドスクエア 荻伏 フクオカファーム （株）木村育成牧場 落札 ㈱ライフハウス 45,100,000
49 牡 デクラレーションオブウォープルーフオブラヴ 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 田畑　利彦 9,350,000
50 牡 ドレフォン スズカエルマンボ 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 猪熊　広次 46,200,000
51 牡 リアルスティール ベラルーサ 新冠 （株）ハクレイファーム （有）パイオニアファーム 落札 小島　章義 31,900,000
52 牝 ハービンジャー ティズウインディ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 23,100,000
53 牡 モーリス ダンシングマオ 胆振 （有）登別上水牧場 ディーエスファーム 落札 熊木　浩 12,100,000
54 牡 リオンディーズ マチュアード 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 田畑　利彦 23,100,000
55 牝 ロードカナロア スイートエルドール 門別 シンボリ牧場 （有）パイオニアファーム 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 13,750,000
56 牝 シニスターミニスター ピエノフィオレ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 水谷　光大郎 7,260,000
57 牡 ビッグアーサー ブレイクダンサー 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 山口　功一郎 18,700,000
58 牝 エピファネイア ヴェルジョワーズ 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 シミズレーシング 30,800,000
59 牡 ミッキーアイル ポリリズム 三石 乾　皆雄 本桐共同育成センター 落札 日本中央競馬会 8,800,000
60 牝 モーリス クールアンフルール 荻伏 （有）上山牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 加藤　誠 12,650,000
61 牡 マジェスティックウォリアークールメアリー 浦河 （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム 落札 (株)クラシック 8,250,000
62 牡 リオンディーズ エーティーロゼッタ 胆振 青藍牧場 ㈲三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 ㈱ライフハウス 44,000,000
63 牡 シルバーステート フォーシンズ 新冠 （有）アサヒ牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 田畑　利彦 22,000,000
64 牡 サトノダイヤモンド クリムゾンブーケ 静内 田中　裕之 （株）小国スティーブル 主取
65 牡 ヘニーヒューズ ミリオンセラーⅡ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 主取
66 牡 ホッコータルマエ マカロンドナンシー 浦河 （有）富田牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 (株)H.Iコーポレーション 11,550,000
67 牝 ドゥラメンテ プリティキャサリン 新冠 （有）川島牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 山下　新一 11,000,000
68 牡 マインドユアビスケッツ ファイトユアソング 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 岡本　真二 28,600,000
69 牡 エピファネイア クレマチスクィーン 門別 （有）千葉飯田牧場 （有）パイオニアファーム 落札 勝本　竜二 9,350,000
70 牝 シャンハイボビー ゴールドヴァレー 静内 （有）飛野牧場 カルペディエム メイド 落札 田中　成奉 13,200,000
71 牝 ジャスタウェイ メイグレイス 門別 厚賀古川牧場 厚賀古川牧場 落札 山田　泰司 6,600,000
72 牡 ハービンジャー ニーレンベルギア 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
73 牡 ダイワメジャー タッチミーベイブ 平取 （有）二風谷ファーム 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 落札 国本  哲秀 20,900,000
74 牡 キズナ マリンフェスタ 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 社台ファーム 15,400,000
75 牡 ロードカナロア バブルファンタジー 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 落札 奥　裕嗣 22,000,000



76 牝 オルフェーヴル リリークラウン 門別 （有）碧雲牧場 オークツリーファーム 落札 高橋　宏弥 7,150,000
77 牝 ハーツクライ セラミスト 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
78 牡 スクリーンヒーロー ボールルーム 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 落札 (有)坂東牧場 29,700,000
79 牡 ヘニーヒューズ バイカターキン 荻伏 （有）梅田牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 吉井　盛治 31,900,000
80 牡 マインドユアビスケッツ プレシャスジェムズ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 山元  哲二 18,700,000
81 牡 ジャスタウェイ リスキーディール 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
82 牝 エピファネイア ウタヒメ 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 主取
83 牝 ドレフォン エカルラート 新冠 （有）飛渡牧場 （株）小国スティーブル 主取
84 牡 ダンカーク アドマイヤパンチ 様似 （有）様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 (株)丸沼千明牧場 22,000,000
85 牡 シニスターミニスター ミナミ 東京 （株）ハッピーデイズ （有）パイオニアファーム 落札 高原　将浩 18,700,000
86 牡 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 欠場
87 牡 マクフィ デンコウブルー 熊本 本田　土寿 （有）チェスナットファーム 落札 宮崎　俊也 8,250,000
88 牝 ヘニーヒューズ ローザレーヌ 静内 西村牧場 （株）小国スティーブル 落札 神奈川県馬主協会　熊木　浩17,600,000
89 牝 ビッグアーサー ナリタカサブランカ 門別 （有）広富牧場 （有）Ｂ.Ｃ.Ｓ. 主取
90 牡 モーリス ウインドストリーム 門別 （有）長谷川牧場 （有）パイオニアファーム 落札 西山  茂行 30,800,000
91 牡 ミッキーアイル エクセレントピーク 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 天堀　忠博 11,550,000
92 牡 ゴールドシップ ミキノセレナーデ 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 (株)ｹｰｴｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 15,400,000
93 牡 シャンハイボビー キセキノショウリ 新冠 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社落札 野村　茂雄 13,750,000
94 牡 ヘニーヒューズ デアリングプライド 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 本間　茂 12,100,000
95 牡 パイロ カリビアンロマンス 平取 （有）坂東牧場 （有）坂東牧場 落札 (株)タカシマ 24,200,000
96 牡 エピファネイア アガサ 静内 前谷　武志 前谷　武志 落札 嶋田  賢 50,600,000
97 牡 サトノダイヤモンド アルボナンザ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 松本　好雄 31,900,000
98 牝 ハービンジャー スマッシュハート 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 山岡　正人 26,400,000
99 牡 ジャスタウェイ ナニアヒアヒ 荻伏 （有）笠松牧場 （有）笠松牧場 落札 高田　博 31,900,000

100 牡 リアルスティール ピュアブラウン 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 西村　健 6,600,000
101 牡 ドゥラメンテ ベアフットレディ 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 落札 田中　成奉 51,700,000
102 牡 ハーツクライ ホームタイム 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 小紫　嘉之 34,100,000
103 牡 シャンハイボビー セラミックアート 門別 （有）本間牧場 （株）ＮＹＳ 落札 吉岡　實 27,500,000
104 牡 キズナ セキサンキセキ 浦河 笹島　政信 （有）チェスナットファーム 落札 スエヒロレーシング 13,200,000
105 牡 ルーラーシップ スターアクトレス 静内 （有）藤原牧場 （有）藤原牧場 主取
106 牡 エピファネイア ブラックシンデレラ 荻伏 鮫川　啓一 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 松本　貴裕 16,500,000
107 牡 アジアエクスプレス マジックシアター 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 (有)ビッグレッドファーム 12,650,000
108 牡 ダイワメジャー リトルシャンブルズ 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 嶋田  賢 37,400,000
109 牝 ドレフォン ピエスドール 平取 オークツリーファーム オークツリーファーム 落札 村島　昭男 17,050,000
110 牡 オルフェーヴル イースターアイランド 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 落札 ＩＨＲ組合 39,600,000
111 牝 ジャスタウェイ トゥルヴァ 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 武田　修 29,700,000
112 牡 ヘニーヒューズ シティウェルズ 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 松本　好雄 36,300,000
113 牡 タリスマニック ターコイズ 新冠 トド岩高原銀河農場物語㈱ (株)PYRAMID TRAINING 落札 重野　心平 18,150,000



114 牡 モーリス ファーレサルティ 荻伏 （有）小島牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 猪熊　広次 18,700,000
115 牝 ロードカナロア キストゥリメンバー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 (有)吉田ファーム 45,100,000
116 牝 エピファネイア スイートハート 浦河 鎌田　正嗣 （有）チェスナットファーム 落札 山元  哲二 46,200,000
117 牡 リオンディーズ サトノジェイド 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 奥　裕嗣 24,200,000
118 牡 ファインニードル シエルクレール 浦河 田中スタッド 田中スタッド 落札 奥村  啓二 17,050,000
119 牝 サトノダイヤモンド ジャズプリンセス 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 国田　正忠 7,150,000
120 牡 サトノクラウン フェアレディ 静内 （有）服部牧場 （有）服部牧場 落札 清水　義徳 25,300,000
121 牡 リアルスティール スキャンダルシート 三石 （有）水上牧場 （株）森本スティーブル 落札 (株)ゴールドホースクラブ 8,800,000
122 牝 ハービンジャー ミニョネット 新冠 （株）ハクレイファーム （有）パイオニアファーム 落札 STレーシング 13,750,000
123 牝 ヘニーヒューズ シルキークラフト 新冠 （有）オリエント牧場 オリエントファーム 落札 尾田　信夫 27,500,000
124 牡 デクラレーションオブウォーサウンドアドバイス 静内 （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 主取
125 牡 カレンブラックヒル フルマークス 新冠 （株）松浦牧場 （有）チェスナットファーム 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 22,000,000
126 牝 ダイワメジャー 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 西森　功 13,750,000
127 牝 ルーラーシップ インヴィジブルワン 三石 田上　徹 田上　徹 落札 日本中央競馬会 11,000,000
128 牡 パイロ アイアムノココロ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 東京都馬主会　山本　律 17,050,000
129 牡 エスポワールシチー マジックミラージュ 門別 （有）前野牧場 カルペディエム メイド 落札 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 17,050,000
130 牡 エピファネイア スマッシュ 浦河 （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 落札 井山　登 59,400,000
131 牡 シニスターミニスター アスクザリーズン 門別 （株）門別牧場 （株）門別牧場 主取
132 牡 マクフィ ネオヴァシュラン 門別 （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 欠場
133 牡 リオンディーズ ラブミーテンダー 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 日本中央競馬会 13,200,000
134 牡 ドレフォン ヴォレダンルシエル 三石 ヒサイファーム セールスプレップサービス 落札 田畑　利彦 22,000,000
135 牡 ハービンジャー ナタリー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 (株)レッドマジック 25,300,000
136 牡 ダンカーク レッドイオ 胆振 （有）登別上水牧場 ディーエスファーム 主取
137 牡 ヘニーヒューズ シエルルージュ 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 中辻　明 17,600,000
138 牡 キズナ ポムフィリア 荻伏 （有）小島牧場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 尾田　信夫 9,350,000
139 牝 イスラボニータ シーキングフェイム 静内 （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 落札 小野　建 22,000,000
140 牡 エピファネイア アルフィルク 三石 （有）平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 河合　純二 19,800,000
141 牡 シニスターミニスター ルレシャンテ 三石 斉藤スタッド ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 東京都馬主会　髙岡　浩行11,000,000
142 牝 ゴールドシップ 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 落札 二口　雅一 12,100,000
143 牡 ホッコータルマエ ルヴァンクレール 荻伏 （有）市川ファーム （有）チェスナットファーム 落札 荒木  徹 19,800,000
144 牡 ビッグアーサー シンプリーディヴァイン 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 (株)レックス 19,800,000
145 牡 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 田中　成奉 8,800,000
146 牡 ルーラーシップ アグネスリース 静内 （有）カタオカファーム 藤春　修二 落札 森中  蕃 40,700,000
147 牡 キンシャサノキセキ オーシャンフリート 新冠 （有）村田牧場 （有）村田牧場 落札 東京都馬主会　小林　祥晃18,700,000
148 牡 ロードカナロア ナスケンアイリス 静内 （有）桜井牧場 （有）パイオニアファーム 落札 ノーザンファーム 37,400,000
149 牡 ファインニードル レオソレイユ 浦河 （有）谷口牧場 （有）浦河育成センター 落札 田畑　利彦 18,700,000
150 牝 ハーツクライ スターズインハーアイズ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 STレーシング 15,400,000
151 牝 ジャスタウェイ エーレンガート 門別 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 落札 日本中央競馬会 15,400,000



152 牡 ダイワメジャー ホワイトソックス 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 落札 琴浦　諒 13,750,000
153 牡 モーリス シャラントレディ 三石 （株）タガミファーム (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 森中  蕃 29,700,000
154 牡 エピファネイア スリーアロー 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 落札 嶋田  賢 66,000,000
155 牡 サトノダイヤモンド エリモフェザー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 日本中央競馬会 8,800,000
156 牡 デクラレーションオブウォーアズマクィーン 門別 木村牧場（有） 木村牧場（有） 落札 東　哲次 35,200,000
157 牝 ドレフォン ナイスクオリア 三石 （有）山際ｾﾝﾄﾗﾙｽﾀｯﾄﾞ (有)日高軽種馬共同育成公社主取
158 牝 マインドユアビスケッツ アンソニカ 胆振 （有）市川牧場 （株）門別牧場 落札 山田  貢一 7,150,000
159 牡 ビッグアーサー グロッタアズーラ 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 落札 前原　敏行 20,900,000
160 牡 タリスマニック ヤマカツサファイヤ 静内 （有）岡田牧場 ㈲目名共同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 落札 池田  草龍 25,300,000
161 牡 ミッキーアイル エリモインプレス 新冠 （有）タニグチ牧場 （有）ヤマダステーブル 欠場
162 牡 リオンディーズ スマートルビー 浦河 （有）杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 落札 社台ファーム 26,400,000
163 牡 キンシャサノキセキ 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 東京都馬主会　高橋　正雄17,050,000
164 牝 ハービンジャー ワビサビ 新冠 （有）パカパカファーム ㈲パカパカファーム(厚賀分場)落札 鈴木　昌樹 27,500,000
165 牡 ロードカナロア キャプテンガール 門別 シンボリ牧場 シンボリ牧場 落札 (有)ケイアイファーム 26,400,000
166 牡 ハーツクライ スプリングサンダー 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 欠場
167 牝 デクラレーションオブウォーフェアブルーム 千葉 (有)下河辺トレーニングｾﾝﾀｰ ＹＴＴパートナーシップ 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7,150,000
168 牡 キズナ ジョウノカーラ 門別 ヴェルサイユファーム（株） （有）パイオニアファーム 落札 ノーザンファーム 14,300,000
169 牡 エピファネイア スパイチャクラ 荻伏 鮫川　啓一 (株)ＭＡＸトレーニングファーム主取
170 牝 モーリス ビガップ 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 森中  蕃 7,700,000
171 牡 リアルスティール クナウ 平取 （有）北島牧場 ㈲NO.9ホーストレーニングメソド落札 (株)CHEVAL　ATTACHE　 34,100,000
172 牡 マインドユアビスケッツ ピユカンタービレ 門別 モリナガファーム （有）チェスナットファーム 落札 犬塚　悠治郎 13,750,000
173 牡 パイロ ゴッドビラブドミー 新冠 芳住　鉄兵 岩見ステーブル 落札 (有)坂東牧場 17,600,000
174 牝 ハービンジャー プレザントブリーズ 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 25,300,000
175 牡 ロゴタイプ ピンクガーター 三石 （有）広田牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 社台ファーム 22,000,000
176 牡 ルーラーシップ キョウワジャンヌ 新冠 (株)鹿児島国際ゴルフ倶楽部 （有）協和牧場 主取
177 牝 ドゥラメンテ レックスレイノス 三石 下屋敷牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 了德寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 19,250,000
178 牡 アジアエクスプレス アイシークレット 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 竹園  正継 21,450,000
179 牡 リアルスティール ネオフェリーク 胆振 （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル 主取
180 牡 エピファネイア スーパーマダム 新冠 土井牧場 （有）福山育成牧場 落札 加藤　誠 17,600,000
181 牡 ヴィクトワールピサ ベストオブミー 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 勝本　竜二 14,850,000
182 牝 ドレフォン クァンタムミス 新冠 （株）田端牧場 （株）田端牧場 落札 森中  蕃 9,350,000
183 牝 サトノダイヤモンド ウィローパドック 静内 三木田牧場 三木田牧場 主取
184 牡 サトノクラウン ペルサントクリール 胆振 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 主取
185 牡 デクラレーションオブウォーフェザーレイ 荻伏 （有）高昭牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 日本中央競馬会 15,400,000
186 牝 ヘニーヒューズ ヤマノローラ 新冠 （有）佐藤牧場 （有）佐藤牧場 落札 吉冨　学 18,700,000
187 牡 ビッグアーサー ヴェリーバンブー 荻伏 （有）バンブー牧場 （株）愛知ステーブル 落札 水上　美和子 9,900,000
188 牡 モーリス マイネアンティーク 静内 今牧場 （有）ヤマダステーブル 落札 中辻　明 19,800,000
189 牝 マインドユアビスケッツ サルサドゥーラ 胆振 追分ファーム 白老ファームYearling 落札 東京都馬主会　(株)ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾌｧｰﾑ11,000,000



190 牡 エピファネイア グランプリソフィ 神奈川アークフロンティア（株） （有）賀張宝寄山育成牧場 主取
191 牝 リオンディーズ ダブルアクセル 浦河 （有）酒井牧場 （有）酒井牧場 落札 長井　純一 6,600,000
192 牡 ロードカナロア フィエラメンテ 平取 （有）二風谷ファーム 二風谷軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 主取
193 牡 ファインニードル プレミアノアール 新冠 （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 落札 日本中央競馬会 11,000,000
194 牡 Ｇｏｏｄ　Ｓａｍａｒｉｔａｎ ビヴァレッジクイーン 門別 （株）白井牧場 （株）白井牧場 主取
195 牝 エピファネイア ピュアノアール 胆振 （有）ユートピア牧場 （有）パイオニアファーム 落札 加藤　久枝 25,300,000
196 牡 ジャスタウェイ キーポケット 荻伏 （有）村下農場 (株)ＭＡＸトレーニングファーム落札 (株)マフィン 8,250,000
197 牝 リアルスティール ソラコマチ 三石 （有）村上牧場 エレガンスファーム 落札 (有)ビッグレッドファーム 7,150,000
198 牝 デクラレーションオブウォーヴァバーウエン 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 日本中央競馬会 7,700,000
199 牡 ドレフォン ダイワドレッサー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 森中  蕃 42,900,000
200 牝 コパノリッキー ケイティローレル 静内 （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 落札 澤田　孝之 7,260,000
201 牡 オルフェーヴル リヴィアローズ 平取 （有）坂東牧場 （有）坂東牧場 落札 吉岡　實 29,700,000
202 牡 アジアエクスプレス モンテドーター 三石 （有）米田牧場 （有）パイオニアファーム 落札 東京都馬主会　清水　龍 11,000,000
203 牡 キズナ ナンヨーナイト 荻伏 （有）三好牧場 藤春　修二 落札 久保　博文 13,750,000
204 牝 シニスターミニスター ピンクベリーニ 新冠 （有）五丸農場 岩見ステーブル 落札 東京都馬主会　加藤　信之 8,800,000
205 牝 ヘニーヒューズ アグネスダリム 浦河 （有）富田牧場 （株）木村育成牧場 落札 宮崎　俊也 24,200,000
206 牡 ヴィクトワールピサ エーソングフォー 静内 岡田スタッド 岡田スタッド 落札 (有)ビッグレッドファーム 12,100,000
207 牝 キタサンブラック ジムジャム 静内 （有）畠山牧場 ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 主取
208 牡 マインドユアビスケッツ プリモタイム 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 永井商事 ㈱ 11,000,000
209 牡 キンシャサノキセキ ブレイジング 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 高田　秀信 11,550,000
210 牡 ホッコータルマエ パーティブロッサム 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 落札 吉岡　實 17,600,000
211 牝 ジャスタウェイ ジーニマジック 門別 （有）天羽牧場 （有）荻伏共同育成場 落札 上山　牧 7,700,000
212 牝 ドゥラメンテ イシス 浦河 （有）グランデファーム （有）グランデファーム 欠場
213 牡 シャンハイボビー ハイレイヤー 門別 新井昭二牧場 （有）チェスナットファーム 主取
214 牡 ルーラーシップ ラフェクレール 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 (有)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰﾌｧｰﾑ 21,450,000
215 牝 ロードカナロア オールプリュネル 三石 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 落札 田畑　利彦 20,900,000
216 牝 デクラレーションオブウォーアドマイヤヒナタ 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 永井商事 ㈱ 29,700,000
217 牡 Ｍｅｎｄｅｌｓｓｏｈｎ ローンリリー 新冠 （有）大栄牧場 カルペディエム メイド 落札 国本  哲秀 18,700,000
218 牡 ロゴタイプ ウェディングソング 東京 パングロス（有） 木村　秀則 主取
219 牝 ディスクリートキャット ジョディーズロマン 新冠 （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 落札 天白　泰司 18,700,000
220 牡 マクフィ アントワープ 胆振 （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム 落札 尾田　信夫 13,750,000
221 牝 ヘニーヒューズ レッドジュラーレ 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 9,350,000
222 牡 ドレフォン アマルティア 門別 Ｗｉｎｇ Ｆａｒｍ Ikuchise Stud 落札 (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ 28,600,000
223 牡 ドゥラメンテ クイーンオブトロイ 新冠 （有）北星村田牧場 本桐共同育成センター 落札 フジイ興産(株) 23,100,000
224 牝 クリエイターⅡ スズカブルーム 静内 （有）グランド牧場 （有）グランド牧場 落札 日本中央競馬会 16,500,000
225 牡 サトノアラジン シンコームーン 静内 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 落札 土井  孝夫 11,550,000
226 牡 マクフィ ハートフル 三石 （有）三石川上牧場 （株）ペガサスファーム 主取
227 牡 シニスターミニスター ダイヤモンドギフト 静内 （有）フジワラファーム （有）フジワラファーム 主取



228 牡 リオンディーズ ダノニー 門別 （有）いとう牧場 （有）パイオニアファーム 落札 山元  哲二 25,300,000
229 牝 ルーラーシップ ピースオブラヴ 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 (株)愛馬ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 7,700,000
230 牡 ドレフォン ロゼットネビュラ 門別 （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 主取
231 牡 エピファネイア ビジュアルショック 愛知 アシュビル（株） 社台ブルーグラスファーム 落札 原　司郎 18,150,000
232 牡 ホッコータルマエ マイティーボタン 静内 西村牧場 （株）小国スティーブル 落札 兵庫県馬主協会 18,150,000
233 牡 バゴ ダブルファンタジー 浦河 （有）辻牧場 （有）辻牧場 落札 永井  啓弍 24,200,000
234 牡 デクラレーションオブウォービバパーチェ 静内 （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 主取
235 牡 パイロ ハーモニックソウル 様似 （有）猿倉牧場 （株）木村育成牧場 主取
236 牝 ハービンジャー ウィズザフロウ えりも（有）エクセルマネジメント ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝｾｰﾙｽｺﾝｻｲﾝﾒﾝﾄ 落札 田畑　利彦 11,550,000
237 牡 シルバーステート シルクヴィーナス 新冠 （有）須崎牧場 （有）須崎牧場 落札 (株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 45,100,000
238 牝 リアルスティール サラシー 静内 （有）矢野牧場 （有）矢野牧場 落札 田畑　利彦 7,150,000
239 牡 キズナ ドバウィディエティ 門別 ヴェルサイユファーム（株） エレガンスファーム 欠場
240 牡 キンシャサノキセキ 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 尾田　信夫 22,000,000


