北海道市場 Autumn Sale 2018 公表事項のある上場馬 【9/26（水） 事前版】
※ 下記記載分も含め、必ず公表事項開示室にて公開している「公表開示事項ファイル」での確認をお願いします。

開催日 セリ№

馬名

1 ガイヤクイン２０１７

悪癖
旋回癖

60 スカーリイベイビーの２０１７

さく癖

66 スマートカスタムの１７
さく癖

2018年6月 左大腿部 石灰化物の除去
さく癖

83 ソングフォーミーの１７

2018年5月 右飛節 外側骨片摘出手術

87 チャイナドールの２０１７

2018年2月 両後肢球節 OCD除去

98 プッシュザラン

さく癖

110 まっはきうきう
129 フィドルプレイヤー２０１７

2018年5月 左前肢橈骨 腐骨摘出手術
さく癖

133 ニアメの１７
10月1日

137 フラゴリーネの２０１７

2017年5月 右後肢球節 肢軸矯正手術（8月にスクリュー抜去）
さく癖

142 フロマージュブランの２０１７
148 ライブリハートの２０１７

2017年7月 左後膝 関節炎の洗浄手術
さく癖

152 サウスエンピリカルの２０１７

2018年3月 左脛骨 骨片摘出手術

169 だるしむ

旋回癖

188 ワタシノキモチの２０１７

さく癖

189 レッドロザリー２０１７

さく癖

205 ラビングリーシャの２０１７

さく癖

216 アルヴァーダの１７
221 アグネスダリム２０１７

2017年3月 左前肢腕節・左後肢球節 シングルスクリューによる肢軸矯正手術

2017年6月 右後肢球節 肢軸矯正手術（6月にスクリュー抜去）
さく癖 旋回癖

222 アロマキャンドルの１７

2017年4月 左前肢球節 肢軸矯正手術（9月にスクリュー抜去）

232 エイシンベリンダの２９

2017年4月 左後肢 骨折（プレート挿入し、ボルトで固定）

241 オペラアイの２０１７

さく癖

244 キングローレル

10月2日

2017年11月 左後肢 OCD除去
2017年7月 左前肢球節・左後肢球節 肢軸矯正手術（9月にスクリュー抜去）

73 セクシイスイート２０１７
79 トウカイアンジュの２０１７

2018年6月 左飛節 OCD除去

247 ガムシロップ２９

ゆう癖

253 キョウエイタキオンの２０１７

ゆう癖

274 サバクノバラ２０１７

2017年5月 右後肢球節 シングルスクリューによる肢軸矯正手術

287 モンテキング

2018年4月 腸 回盲部重積

288 シャインワンハート２０１７

2018年6月 右飛節 OCD除去

306 スズカノジェリコの２０１７

ゆう癖

310 セプドールの２０１７

さく癖

335 ベルフォール

さく癖

341 トップレディスター２９

さく癖

359 フェスタクイン

さく癖

362 ボンジュールカレン２９

さく癖

373 ヒシバラードの２０１７

ゆう癖

375 ビバロングライフ２９

さく癖

394 フレグラントガール２９

ゆう癖

402 ベルファムの２９

さく癖

410 ポーカーアリス２０１７

さく癖

425 シキシマ

ゆう癖

430 マチカネセンヒメ２９

ゆう癖

434 イムディーナ２９

ゆう癖

467 オーマイクリスの２９

2018年6月 左飛節 OCD除去

474 アサクサコンソメ２０１７

2017年2月 左後膝 関節洗浄

488 エイシンキンチェムの２０１７

2018年3月 両飛節 OCD除去

495 オーゴンカガヤキ２０１７
501 キッスオブドラゴンの２０１７

2017年10月 左前肩先外傷 立位局所麻酔下で縫合
ゆう癖

520 キタサンテンニョの２０１７

2018年8月 右飛節 OCD除去

530 ジェネロジーの２０１７

旋回癖

555 セリーナトロフィー２０１７

旋回癖

563 スイートエルドールの２０１７
597 トーセンアモーレの２９

さく癖

598 ドゥスマイルの２０１７

ゆう癖

601 ダイヤモンドパール２０１７

さく癖
2018年8月 右第三手根骨 骨片摘出手術

610 ヒシシンエイ２９

さく癖

617 バトルパンタナール２９

さく癖

637 ビッグキャンドル２０１７

さく癖

652 フラワーパフューム２０１７

さく癖

653 プリンセスハルカの２９

さく癖

661 マネーゲーム２０１７

さく癖

688 キングターキン
692 ミズホの２０１７

2018年7月 右飛節 OCD除去
2018年6月 左後肢飛節 OCD除去

607 ノバラの２０１７

10月3日

その他（※販売申込者による任意の公表）

さく癖

32 ゴールドプライシズライジング２９

68 ショッキングカラーの２０１７

外科手術歴

2018年8月 右飛節・両後肢球節 OCD除去
ゆう癖

695 ミストラルグリーンの２０１７

2018年7月 右飛節 OCD除去

707 ヤマノシンデレラ２０１７

さく癖

708 ヤヨイコマチの２０１７

さく癖

710 ユーオーミー２９

さく癖

711 アンジュールラブ２９

ゆう癖

717 ラブミーダンの２９

さく癖

719 ラロキューン２０１７

さく癖

723 レイクミード１７

2018年7月 右肩 裂創による縫合

734 アマゾンバローズ２０１７

ゆう癖

748 ウルビーノ２０１７

さく癖

753 エポカローザの２０１７

旋回癖

756 オオブタイ２９

ゆう癖

2018年7月 鼻 蓄膿の手術

2018年3月 左飛節 OCD除去

