
2022　セプテンバーセール　上場馬一覧

上場番号 父馬名 母馬名 性 毛色 生月日 販売申込者名 飼養者名
当日の
上場順

1 サトノクラウン ナカヤマジェンヌ ♀ 黒鹿 2/18 ㈲北洋牧場 ＣＲステーブル 1

2 ファインニードル ナドー 牡 芦 3/22 ㈲藤沢牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 2

3 サンダースノー ナリタカサブランカ 牡 鹿 4/10 ㈲広富牧場 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 3

4 ワールドエース ナリタシリカ 牡 黒鹿 3/16 ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 4

5 シビルウォー ニュールック 牡 芦 4/22 ㈲ファーミングヤナキタ ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 5

6 シルバーステート ノアウイニング ♀ 鹿 4/17 春木ファーム 春木ファーム 6

7 ヘンリーバローズ バイブレイションズ ♀ 鹿 5/5 ㈲ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ ㈲グランド牧場 7

8 ファインニードル ハーベストシーズン 牡 鹿 5/31 ㈲三好牧場 三好　悠太 8

9 ベストウォーリア パールブロッサム ♀ 鹿 6/6 ㈱ハシモトファーム ㈱ハシモトファーム 9

10 アドマイヤムーン パティシエール 牡 黒鹿 3/21 ㈲パカパカファーム ㈲パカパカファーム（厚賀分場） 10

11 リヤンドファミユ ビターココア 牡 黒鹿 5/15 村上　進治 クラックステーブル 11

12 アジアエクスプレス ピエモンテ ♀ 栗 4/7 村下　清志 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 12

13 ダノンレジェンド ピエナサクラ ♀ 黒鹿 5/22 ㈲まるとみ冨岡牧場 ㈲浦河育成センター 13

14 カレンブラックヒル ヒバリエクスプレス ♀ 栗 3/18 村上　雅規 村上　雅規 14

15 スマートファルコン ビフォーダーク 牡 栗 5/20 原田ファーム カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 15

16 ダンカーク ピュアノアール ♀ 鹿 4/14 ㈲ユートピア牧場 ㈲パイオニアファーム 16

17 シニスターミニスター ナーゴナーゴハツエ 牡 栗 4/17 ㈲丸幸小林牧場 天馬ステーブル 17

18 ホークビル ナムカーン ♀ 鹿 2/21 宝寄山　拓樹 ㈲賀張宝寄山育成牧場 18

19 アポロケンタッキー ナムラナデシコ ♀ 黒鹿 3/21 ㈲平野牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 19

20 リオンディーズ ニシノフェイム ♀ 鹿 4/23 ㈲本桐牧場 本桐共同育成センター 20

21 ディスクリートキャット ファニーゴールド 牡 芦 5/30 ㈲ハクツ牧場 ㈲ハクツ牧場 21

22 ビッグアーサー ブイルージュ 牡 鹿 4/18 ㈲村上牧場 エレガンスファーム 22

23 アジアエクスプレス ファミリーソング 牡 鹿 4/5 ㈲ヒカル牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 23

24 アドミラブル ファンシーアモン ♀ 鹿 3/26 平岡牧場 ㈱門別牧場 24

25 ベストウォーリア フォーモサアピール ♀ 栗 5/18 ㈲三石川上牧場 ㈱ペガサスファーム 25

26 ビッグアーサー フォーエバーワン ♀ 栗 3/5 ㈲畠山牧場 ㈲福山育成牧場 26

27 ダノンバラード フジミ ♀ 鹿 3/15 ㈱松浦牧場 ㈱吉永ファーム 27

28 エピカリス フジヤマサクラ ♀ 鹿 3/26 村上牧場 村上牧場 28

29 トランセンド ハナノパレード 牡 鹿 4/6 廣中　稔 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 29

30 アジアエクスプレス ハロードリーム 牡 栗 3/23 松本　信行 カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 30

31 Territories ブルーイリュージョン ♀ 鹿 2/19 ヒサイファーム ㈲パイオニアファーム 31

32 シャンハイボビー プラチナムーン 牡 青鹿 5/3 ㈲豊洋牧場 ㈲豊洋牧場　大富支場 32

33 バンブーエール ブラックショコラ ♀ 黒鹿 4/24 ㈲バンブー牧場 ㈱愛知ステーブル 33

34 カリフォルニアクローム ブランカ ♀ 鹿 4/1 ㈲服部牧場 ㈲服部牧場 34

35 ディーマジェスティ フレンチジェンヌ 牡 栗 4/21 ゼットステーブル ゼットステーブル 35

36 アドミラブル プロムクイーン 牡 黒鹿 3/24 村上　進治 クラックステーブル 36

37 フリオーソ フーリン ♀ 栗 3/20 ㈲原口牧場 ㈲原口牧場 37

38 ドレフォン ヘラルドスクエア 牡 黒鹿 5/18 フクオカファーム ㈱木村育成牧場 38

39 ヘニーヒューズ ファービヨンド 牡 栗 5/24 ㈱ハシモトファーム ㈱ハシモトファーム 39

40 ビッグアーサー バゴラグーン 牡 栗 5/27 ㈲本桐牧場 本桐共同育成センター 40

41 アポロケンタッキー マスターウィンド ♀ 栗 5/10 ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 41

42 カリフォルニアクローム ペチカ 牡 芦 4/18 ㈲ヒダカファーム ㈲ヒダカファーム 42

43 レッドファルクス ボロンベルラルーン 牡 鹿 4/22 ㈲三石川上牧場 ㈱ペガサスファーム 43

44 アジアエクスプレス ホウヨウクイーン 牡 鹿 3/18 ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム 44

45 ダンカーク ボストンビリーヴ 牡 芦 2/21 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 45

46 マツリダゴッホ ボヌールバトー ♀ 青鹿 4/2 ㈲細川牧場 ㈲細川牧場 46

47 ドレフォン ホローポ 牡 鹿 3/28 ㈲長谷川牧場 ㈲パイオニアファーム 47

48 ロジャーバローズ ポワティエ ♀ 黒鹿 3/12 ㈲畠山牧場 ㈲福山育成牧場 48

49 レッドファルクス ポークチョップ ♀ 青鹿 3/15 ㈱前田ファーム Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 49

50 ダンカーク ホワイトアウト 牡 芦 3/23 ㈲丸村村下ファーム ㈲丸村村下ファーム 50

51 サトノアレス ブラストスイフト ♀ 青鹿 5/7 福岡　駿弥 カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 51

52 ラニ フィールザラブ 牡 栗 4/4 平岡牧場 ㈱門別牧場 52

　第１日目　　9月２0日（火）　198頭　　せり12：00～

上場頭数 589頭（♂267、♀322）
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上場番号 父馬名 母馬名 性 毛色 生月日 販売申込者名 飼養者名
当日の
上場順

53 カレンブラックヒル ブリリアントコール ♀ 栗 5/8 村上　雅規 村上　雅規 53

54 ディスクリートキャット プレイアップ 牡 鹿 5/17 ㈲ハクツ牧場 ㈲ハクツ牧場 54

55 マクフィ ノルウェーノモリ 牡 栗 2/20 ㈲藤沢牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 55

56 ユアーズトゥルーリ マイガール ♀ 黒鹿 4/22 藤吉牧場 クラックステーブル 56

57 スマートファルコン マイネチリペッパー ♀ 栗 3/4 原　弘之 原　弘之 57

58 ニシケンモノノフ マヤノヴァイオラ ♀ 鹿 4/23 ㈲北島牧場 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 58

59 ゴールドアクター ミスエコパワー ♀ 黒鹿 3/17 前川　義則 前川　義則 59

60 ラブリーデイ ミスコマチ 牡 鹿 5/29 （同）プログレスファーム 福地トレーニングファーム 60

61 ディスクリートキャット ミラクルプリンセス ♀ 鹿 1/7 ㈲パカパカファーム ㈲パカパカファーム（厚賀分場） 61

62 ビーチパトロール ミンナノプリンセス ♀ 青鹿 3/30 ㈲三石川上牧場 ㈱ペガサスファーム 62

63 エスポワールシチー メイショウキトリ ♀ 鹿 4/19 ㈲日の出牧場 ㈱木村育成牧場 63

64 ファインニードル マドモアゼルシッシ ♀ 黒鹿 2/13 藤本ファーム ㈲パイオニアファーム 64

65 ニシケンモノノフ ヤマショウエル ♀ 鹿 4/6 ㈲三浦牧場 ㈲賀張宝寄山育成牧場 65

66 レッドファルクス ヤマシロギク 牡 黒鹿 5/20 マルシチ牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 66

67 パイロ ユキノマーメイド 牡 栗 5/19 ㈲服部牧場 ㈲服部牧場 67

68 エピカリス ユノマニッシュ 牡 黒鹿 4/25 原田　久司 ㈲目名共同トレーニングセンター 68

69 ドレフォン ラッキーダイス ♀ 栗 4/25 三村　卓也 ＹＴＴパートナーシップ 69

70 オルフェーヴル ラピッドチェンジ 牡 鹿 5/5 ㈱前田ファーム ㈲チェスナットファーム 70

71 ディスクリートキャット ラペールノアール 牡 青鹿 4/1 ㈲本間牧場 ㈱ＮＹＳ 71

72 ファインニードル ラルティスタ ♀ 栗 5/17 ㈲松田牧場 ㈲松田牧場 72

73 タリスマニック ルナールフェノメナ 牡 黒鹿 3/4 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 73

74 モーニン ロスカティオス ♀ 栗 4/11 ハーモニーストックファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 74

75 マジェスティックウォリアー リベリーターン ♀ 青鹿 5/14 ㈲バンブー牧場 ㈱愛知ステーブル 75

76 ベストウォーリア リヨ 牡 鹿 4/8 ㈱ニシケン牧場 ㈱ニシケン牧場 76

77 ファインニードル リーズン ♀ 鹿 3/15 ㈲まるとみ冨岡牧場 ㈲浦河育成センター 77

78 アメリカンペイトリオット ルパンスール 牡 鹿 3/1 ㈲パカパカファーム ㈲パカパカファーム（厚賀分場） 78

79 オルフェーヴル ルージュロワイヤル 牡 鹿 4/11 ㈲ユートピア牧場 ㈲パイオニアファーム 79

80 メイショウサムソン メイビータイム ♀ 鹿 3/26 ㈲クリアファーム クラックステーブル 80

81 レッドファルクス レッドルシアン 牡 芦 4/22 エムシーホールディングス（同） 藤春　修二 81

82 アルアイン レディオスソープ ♀ 鹿 4/17 ㈲日高大洋牧場 ㈲日高大洋牧場 82

83 ダノンレジェンド レディブライアン ♀ 青鹿 3/15 松田　憲一 ㈲チェスナットファーム 83

84 コパノリッキー ラブミーピンク ♀ 栗 4/24 ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 84

85 シャンハイボビー ラッキーマンボ ♀ 鹿 3/26 ㈲三石川上牧場 ㈱ペガサスファーム 85

86 ダンカーク ルミアージュ ♀ 芦 5/11 ㈲日の出牧場 ㈱木村育成牧場 86

87 オルフェーヴル レイアンドキス 牡 栗 3/18 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 87

88 キンシャサノキセキ ロマンチックキス ♀ 鹿 4/9 ㈱ＭＫアセット ㈱ケイズ 88

89 ラニ ローズオブローズ ♀ 栗 5/20 前川　義則 ㈲カタオカステーブル 89

90 ロージズインメイ ローズベビークリス 牡 栗 4/3 ㈲橋本牧場 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 90

91 サトノクラウン ロトクレドール 牡 鹿 5/1 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 91

92 デクラレーションオブウォー エアガガ ♀ 鹿 4/13 林　孝輝 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 92

93 シャンハイボビー ワイルドシンガー 牡 鹿 3/31 ㈲槇本牧場 ㈲賀張共同育成センター 93

94 アポロケンタッキー アズライト ♀ 青鹿 5/24 ハーモニーストックファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 94

95 ワールドエース アペリラ ♀ 栗 4/4 ㈲畠山牧場 ㈲福山育成牧場 95

96 エスポワールシチー アムールリアン ♀ 鹿 2/28 ㈲北星村田牧場 本桐共同育成センター 96

97 エピカリス アメリデラックス 牡 黒鹿 4/26 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 97

98 ミッキーロケット アルドラ ♀ 黒鹿 4/18 ㈲原口牧場 ㈲原口牧場 98

99 ローレルゲレイロ アルレガーロ ♀ 青鹿 3/28 ㈲村田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 99

100 ビッグアーサー アワフローラ 牡 鹿 2/9 ㈲パイオニアファーム ㈲パイオニアファーム 100

101 フリオーソ アンキャニー ♀ 栗 3/30 ㈲パカパカファーム ㈲パカパカファーム（厚賀分場） 101

102 レインボーライン アンプリエール 牡 鹿 4/23 ホースガーデンしらおい ㈱門別牧場 102

103 コパノリッキー アドマイヤセレブ ♀ 黒鹿 3/7 ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 103

104 バンブーエール ルージュバンブー ♀ 黒鹿 4/2 ㈲バンブー牧場 ㈱愛知ステーブル 104

105 ワールドエース レンヌルシャトー 牡 鹿 5/27 フクオカファーム ㈱木村育成牧場 105

106 ダノンシャーク ガストネード 牡 鹿 4/11 ㈱ホース・マネジメント・ボス ㈱ホース・マネジメント・ボス 106

107 カリフォルニアクローム イヴェイジョン 牡 鹿 4/12 Ｐｅｒｒｙ　Ｍａｒｔｉｎ ㈲目名共同トレーニングセンター 107

108 ミッキーロケット イストワール ♀ 鹿 4/10 的場牧場 ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 108
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109 ダノンレジェンド イチゴアミーラ ♀ 鹿 3/25 ㈲碧雲牧場 ㈲碧雲牧場 109

110 ビーチパトロール イムディーナ ♀ 鹿 3/20 村上牧場 村上牧場 110

111 レッドファルクス イーサンコヒバリ 牡 芦 3/23 ㈲丸村村下ファーム ㈲荻伏共同育成場 111

112 ダイワメジャー エアブリエ 牡 栗 4/17 ㈲藤原牧場 ㈲藤原牧場 112

113 ドレフォン ウインアイスバーグ 牡 鹿 4/21 アークフロンティア㈱ ㈲賀張宝寄山育成牧場 113

114 ロージズインメイ ウインセラヴィ ♀ 青鹿 4/1 原　弘之 原　弘之 114

115 トーセンラー ヴェイルドクリス ♀ 黒鹿 5/1 ㈱ハシモトファーム ㈱ハシモトファーム 115

116 ファインニードル エイシンアポロニア ♀ 鹿 3/22 ㈲船越牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 116

117 モーリス エフティアクトレス 牡 黒鹿 5/22 幌村牧場 幌村牧場 117

118 バトルプラン エンドレスワルツ ♀ 鹿 4/22 ㈲細川牧場 ㈲細川牧場 118

119 デクラレーションオブウォー オリジンファースト ♀ 鹿 2/9 ㈲日高大洋牧場 ㈲日高大洋牧場 119

120 リオンディーズ オースミアース 牡 鹿 2/8 ㈲広富牧場 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 120

121 マツリダゴッホ オーミポルカ 牡 鹿 5/6 ㈲三石ビクトリーファーム パッショーネ 121

122 カリフォルニアクローム オールプリュネル ♀ 鹿 4/25 前川　勝春 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 122

123 ホッコータルマエ ラブミークリーム ♀ 芦 5/6 ㈲三石川上牧場 ㈱ペガサスファーム 123

124 バトルプラン カリストーガ ♀ 鹿 4/11 ㈲北洋牧場 ㈱小国スティーブル 124

125 ネオユニヴァース カワイミチコ ♀ 鹿 3/31 前川　義則 ㈲カタオカステーブル 125

126 ダノンシャーク ガーデンショット 牡 栗 3/17 マルシチ牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 126

127 ヘニーヒューズ グリーンモネ ♀ 鹿 1/26 ㈲北星村田牧場 本桐共同育成センター 127

128 キタサンミカヅキ グローリアスダイナ 牡 黒鹿 2/13 ㈱ホース・マネジメント・ボス ㈱ホース・マネジメント・ボス 128

129 ビッグアーサー ヴァンデグローブ ♀ 鹿 3/2 村上　欽哉 ㈲チェスナットファーム 129

130 エスポワールシチー ヴェアリアスローズ ♀ 栗 2/23 村上牧場 村上牧場 130

131 ファインニードル エストレーラ ♀ 栗 4/20 ㈲三浦牧場 ㈲賀張宝寄山育成牧場 131

132 オルフェーヴル キョウエイルフィー 牡 鹿 4/21 ㈲藤沢牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 132

133 フリオーソ キャスノワゼット 牡 黒鹿 3/25 シグラップ・マネジメント㈱ ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場） 133

134 リアルスティール キーウエスト 牡 鹿 5/23 ヒサイファーム ㈲パイオニアファーム 134

135 ビッグアーサー ヴィカバンブー ♀ 鹿 3/19 ㈲バンブー牧場 ㈱愛知ステーブル 135

136 ファインニードル エコーズインザウインド ♀ 鹿 5/11 ㈲船越牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 136

137 マクフィ サノノティアラ ♀ 鹿 4/4 ㈲豊洋牧場 ㈲豊洋牧場　大富支場 137

138 タリスマニック サマーソルスティス ♀ 鹿 4/13 ㈲パカパカファーム ㈲パカパカファーム（厚賀分場） 138

139 アジアエクスプレス サプライズライン 牡 鹿 4/18 藤巻　則弘 ＹＴＴパートナーシップ 139

140 シニスターミニスター サンメンフィス ♀ 栗 4/22 ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム 140

141 フリオーソ キュプリーヌス 牡 栗 3/15 ㈲広富牧場 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 141

142 ヘニーヒューズ クラシックス ♀ 鹿 4/3 ㈲村田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 142

143 ストロングリターン クインズジャスミン ♀ 黒鹿 3/29 村下　明博 ㈲荻伏共同育成場 143

144 ヴァンセンヌ クラフトアンサー 牡 鹿 4/10 ㈱奥山ファーム カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 144

145 フリオーソ グランペルル 牡 鹿 3/13 村上　進治 クラックステーブル 145

146 ビッグアーサー クラレンスハウス ♀ 鹿 3/21 藤春　修二 藤春　修二 146

147 モーニン グランドアメリフローラ ♀ 栗 3/1 前川　隆範 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 147

148 ディスクリートキャット クリーペル 牡 栗 2/27 ㈲ハクツ牧場 ㈲ハクツ牧場 148

149 カリフォルニアクローム クレーンズラヴァー ♀ 栃栗 2/13 ㈲本桐牧場 本桐共同育成センター 149

150 ニューイヤーズデイ クロタカ ♀ 黒鹿 4/21 ㈲槇本牧場 ㈲賀張共同育成センター 150

151 ビッグアーサー クロネコ ♀ 栗 5/29 増本　良孝 ㈲静内白井牧場 151

152 ロジャーバローズ グローバルソング 牡 鹿 5/4 ㈲藤原牧場 ㈲藤原牧場 152

153 アポロケンタッキー ケンジントン ♀ 鹿 6/1 ㈱ホース・マネジメント・ボス ㈱ホース・マネジメント・ボス 153

154 ワールドエース サミーカラー ♀ 黒鹿 4/26 ㈲増本牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 154

155 ドレフォン スマートレモラ ♀ 栗 2/14 ㈲本間牧場 ㈱ＮＹＳ 155

156 インカンテーション スプリングキャロル ♀ 黒鹿 2/26 ㈲ファーミングヤナキタ ㈲日高軽種馬共同育成公社 156

157 リーチザクラウン コスモカゼツカイ ♀ 黒鹿 4/14 ㈱ニシケン牧場 ㈱ニシケン牧場 157

158 ゴールドアクター コンサートクィーン 牡 鹿 4/10 （善）橋本牧場 ゼットステーブル 158

159 シャンハイボビー ゴールデンターキン 牡 青鹿 4/25 宝寄山　拓樹 ㈲賀張宝寄山育成牧場 159

160 ホークビル コスモパープル 牡 黒鹿 3/17 ㈲丸村村下ファーム 福地トレーニングファーム 160

161 アルアイン ケージーサクランボ 牡 黒鹿 3/20 ㈲三石ビクトリーファーム パッショーネ 161

162 ロージズインメイ コパノアーデン 牡 鹿 4/4 ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 162

163 キンシャサノキセキ サパス 牡 鹿 5/21 村上　進治 クラックステーブル 163

164 ミッキーロケット スターフォーユー ♀ 鹿 4/18 福岡　駿弥 カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 164
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165 ドレフォン シエルブラン ♀ 栗 4/6 ㈲アクセス・ワン ㈲チェスナットファーム 165

166 トゥザワールド シックファイター ♀ 青鹿 4/10 ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム 166

167 カレンブラックヒル シュヴァルツィーナ 牡 鹿 4/11 ㈲槇本牧場 ㈲賀張共同育成センター 167

168 ファインニードル ジュラーレ ♀ 黒鹿 5/1 ㈲松田牧場 ㈲松田牧場 168

169 ヘニーヒューズ ショウサンユリシス ♀ 鹿 2/7 ㈲豊洋牧場 ㈲豊洋牧場　大富支場 169

170 アポロケンタッキー シンハルカジョウ ♀ 青鹿 2/24 ハーモニーストックファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 170

171 ディーマジェスティ シュシュファレル 牡 鹿 4/3 船越　伸也 エバグリーンセールスコンサインメント 171

172 ジャングルポケット ツーソックス 牡 鹿 5/1 ㈲パカパカファーム ㈲パカパカファーム（厚賀分場） 172

173 メイショウボーラー スイートデュプレ ♀ 黒鹿 4/18 ㈲ヒカル牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 173

174 イスラボニータ スキャンパー 牡 鹿 3/16 ㈲服部牧場 ㈲服部牧場 174

175 ロジャーバローズ スターギャル ♀ 鹿 3/23 ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム 175

176 アジアエクスプレス スナークスマイル 牡 鹿 5/10 ㈲見上牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター 176

177 ワールドエース スノードリーム ♀ 鹿 4/9 ㈱前谷牧場 ㈲パイオニアファーム 177

178 ダノンシャンティ スリースノーグラス 牡 芦 3/19 ㈲本桐牧場 本桐共同育成センター 178

179 ダノンレジェンド タイムトゥラン 牡 青鹿 5/8 ㈲ＰＲＩＤＥ　ＲＯＣＫ ㈲グランド牧場 179

180 バトルプラン セイクリッドフレイム 牡 鹿 3/23 ㈲平野牧場 ㈲平野牧場 180

181 ラニ セクシイスイート 牡 鹿 4/23 平岡牧場 ㈱門別牧場 181

182 コパノリッキー ゼクト ♀ 栗 4/27 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 182

183 シャンハイボビー セラミックアート 牡 鹿 3/24 ㈲本間牧場 ㈱ＮＹＳ 183

184 ラブリーデイ ソーシャライツ ♀ 黒鹿 5/13 宝寄山　拓樹 ㈲賀張宝寄山育成牧場 184

185 エピカリス トーコーアンジェ 牡 黒鹿 4/28 ㈱奥山ファーム カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 185

186 サトノアラジン デザートオブライフ 牡 鹿 4/27 ㈲パカパカファーム ㈲パカパカファーム（厚賀分場） 186

187 ハービンジャー タイヨウノコ 牡 黒鹿 4/13 林　孝輝 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 187

188 カレンブラックヒル タッカーアリシア ♀ 黒鹿 2/4 藤巻　則弘 ＹＴＴパートナーシップ 188

189 リアルインパクト ダノンスズラン ♀ 青鹿 3/11 ㈱ホース・マネジメント・ボス ㈱ホース・マネジメント・ボス 189

190 レッドスパーダ ダンツクインビー 牡 栗 4/2 村上　進治 クラックステーブル 190

191 スクリーンヒーロー ターフデライト ♀ 青 5/18 ㈱前田ファーム ㈱前田ファーム 191

192 ヴァンセンヌ テアトロレアル ♀ 鹿 2/7 ㈲増本牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 192

193 アグニシャイン ディープスタイル ♀ 栗 3/25 ㈱森本スティーブル ㈱森本スティーブル 193

194 サトノクラウン テレフォトグラフ ♀ 鹿 5/20 ㈲槇本牧場 ㈲賀張共同育成センター 194

195 メイショウボーラー デンコウデア ♀ 黒鹿 4/29 村下　明博 ㈲荻伏共同育成場 195

196 シャンハイボビー トーホウリリー ♀ 青 3/16 ㈲丸村村下ファーム ㈲丸村村下ファーム 196

197 モーニン トウカイレジーナ 牡 黒鹿 3/24 ㈲びらとり牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 197

198 ダノンバラード ドゥザボサノバ ♀ 黒鹿 2/19 ㈲三石川上牧場 ㈱ペガサスファーム 198
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199 トビーズコーナー ネモフィラハピネス ♀ 栗 3/16 ㈲王蔵牧場 ㈲王蔵牧場 1

200 モーニン ネリヤカナヤ ♀ 黒鹿 3/28 ㈲山岡牧場 ㈱森本スティーブル 2

201 ディスクリートキャット ノーブルビューティ ♀ 鹿 5/28 ㈲市川牧場 ㈲市川牧場 3

202 マジェスティックウォリアー パパラヴズマンボ ♀ 栗 2/5 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 4

203 ダンカーク パイナマナ ♀ 栗 4/4 木村牧場㈲ 木村牧場㈲ 5

204 ディスクリートキャット ハニーサックル 牡 黒鹿 4/7 小倉　光博 ㈲目名共同トレーニングセンター 6

205 ヘニーヒューズ ニシノバニーガール ♀ 栗 5/20 ㈲ヤマタケ牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 7

206 ダノンレジェンド ハタノオヌール 牡 鹿 5/29 ㈲グッドラック・ファーム ㈱門別牧場 8

207 ダンカーク ハルダル ♀ 芦 5/5 ㈲増本牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 9

208 モーニン ハルトリーゲル ♀ 鹿 4/8 ㈲石田牧場 ㈲石田牧場 10

209 ダンカーク ハルランマン 牡 栗 5/4 ㈲稲葉牧場 ㈲稲葉牧場 11

210 メイショウボーラー ハヤブサピクシー ♀ 栗 3/1 ㈲市川ファーム ㈱愛知ステーブル 12

211 ビーチパトロール パンジェンシー 牡 鹿 4/21 小野瀨　竜馬 ㈱リトルブルーファーム 13

212 コパノリッキー バンドゥーラ 牡 栗 3/17 ㈲山際セントラルスタッド ㈱エイトステーブル 14

213 エピファネイア ハーズシャドウ ♀ 鹿 5/13 ㈲上水牧場 ㈲パイオニアファーム 15

214 ベストウォーリア バトルアンコール 牡 鹿 5/17 門別　尚省 ㈱門別牧場 16

215 ダブルスター バライロー ♀ 芦 3/28 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 17

216 シルバーステート ビクトリーローズ 牡 黒鹿 5/2 ヴェルサイユファーム㈱ ヴェルサイユファーム㈱ 18

217 シビルウォー ピコピコハンマー ♀ 青鹿 3/10 ㈲木村牧場 ㈱木村育成牧場 19

218 シャンハイボビー ヒメスズラン 牡 青鹿 5/28 ㈲大狩部牧場 ㈲大狩部牧場 20

219 マイティスピリット ピンナップガール 牡 鹿 3/27 ㈱アフリートファーム Ｎ＆Ｓｔａｒ（同）トレーニングセンター 21

220 マジェスティックウォリアー ピユカンタービレ ♀ 黒鹿 3/31 モリナガファーム ㈲日高軽種馬共同育成公社 22

221 アドマイヤムーン ブライティアピア 牡 鹿 5/18 ㈲川向高橋育成牧場 ㈱ケイズ 23

222 モーニン プライムチョイス ♀ 鹿 4/30 ㈲カタオカファーム 藤春　修二 24

223 ダノンレジェンド フルチャージ ♀ 黒鹿 3/3 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 25

224 マインドユアビスケッツ ブルーミングスノー ♀ 芦 4/29 沖田　忠幸 本桐共同育成センター 26

225 オルフェーヴル ブルーモントレー ♀ 栗 4/9 恵比寿興業㈱那須野牧場 ㈲チェスナットファーム 27

226 フリオーソ ファインセイコー 牡 黒鹿 5/1 ㈲市川牧場 ㈱門別牧場 28

227 コパノリッキー フレンチカンカン 牡 栗 2/22 ㈲北島牧場 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 29

228 ゴールドシップ ブーケドロゼブルー 牡 芦 3/23 ㈲加野牧場 ㈲加野牧場 30

229 グレーターロンドン ボルジアクイーン ♀ 栗 3/21 ㈲石田牧場 ㈲石田牧場 31

230 ファインニードル ホシノキラメキ ♀ 栗 3/14 ㈲賀張中川牧場 ㈲賀張宝寄山育成牧場 32

231 シニスターミニスター ペイシャオーシャン ♀ 黒鹿 3/26 ㈲オリエント牧場 オリエントファーム 33

232 ブリックスアンドモルタル ベラルーナ 牡 鹿 4/24 上村　清志 セールスプレップサービス 34

233 ワールドエース ベレーザ ♀ 鹿 4/8 ㈲上井農場 ㈲上井農場 35

234 アドミラブル ホッテストチケット ♀ 鹿 3/14 （同）ヒルヴァレーファーム （同）ヒルヴァレーファーム 36

235 アジアエクスプレス ホットサマーデイ 牡 栗 3/26 木村　秀則 木村　秀則 37

236 バトルプラン マイギフト ♀ 青鹿 2/27 ㈲エトルタファーム ㈱森本スティーブル 38

237 ヴィットリオドーロ ヘヴンリーカラーズ ♀ 栗 3/28 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 39

238 ブラックタイド ハタノプリマ 牡 黒鹿 1/31 ㈲グッドラック・ファーム ㈲日高軽種馬共同育成公社 40

239 カレンブラックヒル ヒカルエガオ ♀ 黒鹿 4/28 守矢牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 41

240 トゥザワールド ビビッドフレイム 牡 栗 5/18 門別　尚省 ㈱門別牧場 42

241 サンカルロ ベッラバンビーナ ♀ 鹿 4/28 ㈱アフリートファーム Ｎ＆Ｓｔａｒ（同）トレーニングセンター 43

242 レッドファルクス マクシマール ♀ 栗 4/5 ㈲上水牧場 ㈲パイオニアファーム 44

243 ミッキーグローリー マサカーネ 牡 鹿 4/20 ㈲石田牧場 ㈲石田牧場 45

244 モンテロッソ マジェストゥーズ ♀ 鹿 3/22 カロッテファーム カロッテファーム 46

245 ラブリーデイ マッドアバウトユー 牡 鹿 3/28 オカモトファーム オカモトファーム 47

246 ホッコータルマエ マヤノプリヤ 牡 鹿 2/20 ㈲北島牧場 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 48

247 ミッキーロケット マリノアマゾネス ♀ 青鹿 5/2 ㈲カミイスタット ㈲カミイスタット 49

248 タリスマニック マリントウショウ ♀ 黒鹿 4/14 ㈲大狩部牧場 ㈲大狩部牧場 50

249 レッドファルクス マコレ ♀ 芦 4/30 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 51

250 エピカリス フレンチムスメ ♀ 栗 5/7 沖田　忠幸 沖田　忠幸 52

251 トビーズコーナー ホシゾラ ♀ 鹿 3/26 横井　哲 ㈲賀張宝寄山育成牧場 53

252 ベルシャザール ミヤビオウカ ♀ 黒鹿 4/1 北俣　牧夫 藤春　修二 54

　第２日目　　9月２1日（水）　198頭　　せり12：00～
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253 モーニン ミヤビセラヴィ ♀ 栗 5/8 ㈲金石牧場 ㈲金石牧場 55

254 スクリーンヒーロー ミルクトーレル ♀ 鹿 5/9 ㈲山際牧場 ㈲山際牧場 56

255 アニマルキングダム メイショウウケヅキ ♀ 鹿 4/30 ㈲ヤマイチ牧場 クラックステーブル 57

256 コパノリッキー メイフラワー ♀ 栗 4/10 ㈲沖田牧場 ㈲沖田牧場 58

257 ビッグアーサー モルフェワイン ♀ 鹿 4/15 大野　春男 本桐共同育成センター 59

258 モンテロッソ モシモシ 牡 鹿 4/21 ㈲木村牧場 ㈱木村育成牧場 60

259 シルバーステート ララサンタフェーズ 牡 黒鹿 3/1 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 61

260 キンシャサノキセキ ミスパッション 牡 黒鹿 3/26 ㈲いとう牧場 ㈲パイオニアファーム 62

261 アルデバランⅡ ポメロ 牡 栗 4/21 ㈱アフリートファーム Ｎ＆Ｓｔａｒ（同）トレーニングセンター 63

262 ジャスタウェイ ユーリトミクス ♀ 栗 2/2 ㈲大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 64

263 ビッグアーサー ユアインマイハート ♀ 栗 1/31 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 65

264 リオンディーズ ラトーヌインパクト ♀ 鹿 5/19 浦河小林牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 66

265 ワールドエース ラファーガ ♀ 青鹿 3/1 ㈲王蔵牧場 ㈲王蔵牧場 67

266 サトノクラウン ラフォリア ♀ 黒鹿 3/14 片岡　博 ㈲チェスナットファーム 68

267 バトルプラン ラブコール 牡 栗 4/5 神垣　道弘 ㈱ＮＹＳ 69

268 ビッグアーサー ララカサブランカ ♀ 鹿 1/28 ヴェルサイユファーム㈱ ヴェルサイユファーム㈱ 70

269 ロゴタイプ レッドティムール ♀ 黒鹿 3/18 川端　正博 二風谷軽種馬共同育成センター 71

270 ニシケンモノノフ レジャンドドレ 牡 栗 5/12 山田　政宏 ㈲賀張宝寄山育成牧場 72

271 ゴールドアクター リキサンフロール ♀ 青 3/31 ㈲山田牧場 エレガンスファーム 73

272 ディスクリートキャット リコリアーノ ♀ 鹿 4/2 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 74

273 バンブーエール ルナクィーン ♀ 青 5/17 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 75

274 サンダースノー レディロックバンド ♀ 栗 4/16 風ノ丘ファーム ㈲大作ステーブル 76

275 スピルバーグ ワイルドゲッツ ♀ 鹿 4/20 ㈲キヨタケ牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 77

276 フェノーメノ ワシリーサ 牡 青鹿 4/10 ㈲沖田牧場 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 78

277 トランセンド レモンイエロー 牡 鹿 4/9 （同）カケハムポニークラブ （同）カケハムポニークラブ 79

278 スワーヴリチャード ロマネクイーン ♀ 栗 4/8 上野　正恵 上野　正恵 80

279 バトルプラン ラブルビー 牡 栗 5/20 ㈲荻伏三好ファーム ㈱木村育成牧場 81

280 キンシャサノキセキ リーガルリリー 牡 鹿 3/28 阿部　栄乃進 ㈲チェスナットファーム 82

281 ベストウォーリア メイプルチャンス 牡 栗 3/22 ㈱安達牧場 クラックステーブル 83

282 ダブルスター ワイルドイマージュ 牡 鹿 4/14 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 84

283 シュヴァルグラン ワンダフルタイム ♀ 栗 3/7 山野牧場 ㈲グランデファーム 85

284 ベルシャザール ローズプラネット 牡 黒鹿 4/25 ㈲賀張中川牧場 ㈲賀張宝寄山育成牧場 86

285 サトノクラウン ロイヤルムーン ♀ 鹿 3/24 ㈲稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成センター 87

286 ネロ ワンダーサークル ♀ 黒鹿 5/4 海馬沢　明 ㈲日高軽種馬共同育成公社 88

287 ディーマジェスティ アースウイザード 牡 鹿 3/15 ㈱グローリーファーム ㈱門別牧場 89

288 ホッコータルマエ アイスカチャン ♀ 芦 3/13 ㈲絵笛牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 90

289 ダノンレジェンド アイラインローザー 牡 鹿 4/11 川端　英幸 川端　英幸 91

290 スマートファルコン アイランドリリー 牡 栗 4/30 神島　芳仁 ㈱Ｔホースランチ 92

291 モーニン アサカラヴァーズ 牡 鹿 3/14 協和牧場 協和牧場 93

292 マジェスティックウォリアー アサクサフルート ♀ 黒鹿 3/16 オカモトファーム オカモトファーム 94

293 グランデッツァ アストロラーベ 牡 青鹿 3/3 ㈱アフリートファーム Ｎ＆Ｓｔａｒ（同）トレーニングセンター 95

294 ヴァンセンヌ アデリナ 牡 黒鹿 4/15 沖田　博志 沖田　博志 96

295 モーニン アナンタン ♀ 栗 5/7 オークツリーファーム オークツリーファーム 97

296 ディーマジェスティ アロゴ ♀ 鹿 4/8 ㈲石田牧場 ㈲石田牧場 98

297 サトノアラジン アンカジャポニカ ♀ 鹿 5/9 岡田スタッド 岡田スタッド 99

298 パイロ イケトップクイーン 牡 鹿 5/22 ㈱レジェンドファーム ㈱レジェンドファーム 100

299 エーシントップ エイシンイジゲン 牡 栗 3/16 栄進牧場 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 101

300 ジョーカプチーノ エムオーアンジェラ 牡 栗 4/19 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 102

301 ヘンリーバローズ ユメザンマイ 牡 黒鹿 5/8 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 103

302 アルアイン コマノヴァンドール 牡 鹿 4/25 ㈲新井牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 104

303 エスポワールシチー イントリーグ 牡 鹿 5/20 ㈲米田牧場 本桐共同育成センター 105

304 エピカリス ヴィヴァチッシモ 牡 栗 4/5 （同）カケハムポニークラブ （同）カケハムポニークラブ 106

305 フリオーソ ウイングパラダイス ♀ 栗 4/8 ㈲沖田牧場 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 107

306 ワールドエース ヴェロニカグレース ♀ 黒鹿 1/14 ㈱レイクヴィラファーム ㈱レイクヴィラファーム 108

307 エイシンフラッシュ オーファメイ 牡 鹿 5/4 ㈲カタオカステーブル ㈲カタオカステーブル 109

308 ベストウォーリア カゼノボレロ ♀ 鹿 4/30 風ノ丘ファーム ㈲大作ステーブル 110
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309 ジャスタウェイ ジョウノアドバンス 牡 栗 4/14 ヴェルサイユファーム㈱ ヴェルサイユファーム㈱ 111

310 アドマイヤムーン エトワールドロゼ ♀ 黒鹿 4/18 ㈲山岡牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 112

311 ヴァンセンヌ エレメンタリー ♀ 鹿 4/10 蔵内　優子 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 113

312 シュヴァルグラン エクストラファイン 牡 鹿 3/14 森　政巳 福地トレーニングファーム 114

313 ダンカーク エクレアオール 牡 芦 5/9 ㈲赤石牧場 ㈲赤石牧場 115

314 ラブリーデイ エムオープラチナ 牡 栗 2/27 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 116

315 ビーチパトロール エレガンテヴィータ 牡 鹿 5/6 岡田スタッド 岡田スタッド 117

316 モーニン エリカオンヒル ♀ 栗 5/24 ㈲山田牧場 エレガンスファーム 118

317 ファインニードル エンドレストライ ♀ 鹿 3/30 ㈱アスラン ㈱アスラン 119

318 ディスクリートキャット エアジュプロンサ ♀ 鹿 3/24 ㈲稲原牧場 二風谷軽種馬共同育成センター 120

319 イスラボニータ エイシンリオ 牡 青鹿 3/14 栄進牧場 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 121

320 コパノリチャード アーストラベラー ♀ 栗 3/23 ㈱アフリートファーム Ｎ＆Ｓｔａｒ（同）トレーニングセンター 122

321 レインボーライン ウエストローズ ♀ 鹿 4/24 ㈱レジェンドファーム ㈱レジェンドファーム 123

322 カレンブラックヒル ガランティサーダ ♀ 青鹿 5/13 海馬沢　明 ㈲日高軽種馬共同育成公社 124

323 バンブーエール オドゥールゲラン ♀ 栗 4/5 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 125

324 メイショウボーラー オムスビ 牡 栗 2/10 ㈲木村牧場 ㈱木村育成牧場 126

325 アジアエクスプレス オリーブジュエル ♀ 黒鹿 3/30 ㈲金石牧場 ㈲金石牧場 127

326 タリスマニック オンリートゥモロー ♀ 青鹿 4/3 ㈲ブルードメヤ ㈲パイオニアファーム 128

327 エピカリス オーゴンカガヤキ ♀ 黒鹿 4/8 鎌田　正嗣 ㈲チェスナットファーム 129

328 ミッキーアイル オーゴンヒリツ ♀ 鹿 4/24 ㈲沖田牧場 ㈲沖田牧場 130

329 ヘンリーバローズ オードリーローズ 牡 鹿 5/6 黒川　賢司 黒川　賢司 131

330 モーニン エムティティアラ ♀ 栗 3/6 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 132

331 ダノンレジェンド キクノレジーナ 牡 青鹿 4/19 ㈲元道牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 133

332 ホークビル ゴールデンリーフ ♀ 鹿 3/22 ㈲宇南山牧場 ディーエスファーム 134

333 ミッキーロケット グロッタアズーラ ♀ 鹿 4/11 アイズスタッド㈱ エバグリーンセールスコンサインメント 135

334 シルバーステート キタサンアカツキ ♀ 青鹿 5/20 ㈲ヤマタケ牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 136

335 モーニン キタサンロングラン 牡 栗 5/19 ㈲カタオカステーブル ㈲カタオカステーブル 137

336 ストロングリターン キタサンモデル ♀ 黒鹿 5/11 山野牧場 （同）山野勝也ステーブル 138

337 スノードラゴン キネオソレイユ 牡 栗 5/10 岡田スタッド 岡田スタッド 139

338 モーリス キュリオスティー ♀ 鹿 3/6 ㈲矢野牧場 ㈲矢野牧場 140

339 カレンブラックヒル キュートシルフ 牡 青鹿 4/8 協和牧場 協和牧場 141

340 フェノーメノ クインズカリナン ♀ 黒鹿 3/26 風ノ丘ファーム ㈲大作ステーブル 142

341 バゴ グランデクオーレ 牡 栗 4/17 ㈲グッドラック・ファーム ㈱門別牧場 143

342 アポロケンタッキー グラディート 牡 鹿 3/2 ㈲木下牧場 ㈲木下牧場 144

343 ビッグアーサー グレートハーベスト ♀ 鹿 4/20 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 145

344 シルバーステート グロリエッテ 牡 鹿 5/15 森永牧場 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 146

345 メイショウサムソン ギャラクティコ ♀ 鹿 4/27 今井　秀樹 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 147

346 ファインニードル タイキジャスパー 牡 鹿 5/31 山田　昇史 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 148

347 ミッキーアイル クロコレーヌ 牡 鹿 4/26 ㈲大原ファーム ㈲日高軽種馬共同育成公社 149

348 シュヴァルグラン ケリーメイ ♀ 栗 5/9 ㈲増本牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 150

349 マクフィ ジョウノマドンナ ♀ 鹿 3/23 ヴェルサイユファーム㈱ ヴェルサイユファーム㈱ 151

350 ダノンバラード シーデイライト ♀ 鹿 4/7 岡田スタッド 岡田スタッド 152

351 トビーズコーナー サイレントスター 牡 栗 5/27 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 153

352 ベーカバド コウギョウデジタル ♀ 鹿 3/12 神垣　道弘 ㈱ＮＹＳ 154

353 マクフィ コシミノダンサー ♀ 鹿 2/26 ㈲大島牧場 ヒダカシーサイドファーム 155

354 アドマイヤムーン ゴッデス ♀ 鹿 3/16 荒木　貴宏 福地トレーニングファーム 156

355 スワーヴリチャード コマノサラサ ♀ 栗 4/26 ㈲新井牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 157

356 イスラボニータ ゴールデンプライズ 牡 黒鹿 4/20 ㈱安達牧場 クラックステーブル 158

357 エスポワールシチー ゴールドペンダント ♀ 鹿 4/15 ㈲加野牧場 ㈲加野牧場 159

358 キタサンミカヅキ コルニヨン 牡 鹿 5/19 ㈱レジェンドファーム ㈱レジェンドファーム 160

359 ミッキーアイル ゴールドアシュレイ 牡 鹿 4/29 ㈲宇南山牧場 ディーエスファーム 161

360 エスポワールシチー サイレントセンティネル ♀ 鹿 5/22 ㈲カタオカファーム ㈲カタオカファーム 162

361 モーニン サンシアトル ♀ 鹿 4/14 芳住　鉄兵 岩見ステーブル 163

362 レーヴミストラル サダムブルーハワイ ♀ 栗 4/25 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 164

363 ダンカーク サワヤカスズカ 牡 芦 4/24 森　政巳 ㈱愛知ステーブル 165

364 モーニン シルバームーン ♀ 栗 2/25 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 166
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365 ビーチパトロール シイラヴズユウ ♀ 鹿 2/28 小野瀨　竜馬 ㈱リトルブルーファーム 167

366 イスラボニータ シュンプウサイライ 牡 鹿 3/14 ㈲稲葉牧場 ㈲稲葉牧場 168

367 ファインニードル ジョウノローズ 牡 栗 5/15 ヴェルサイユファーム㈱ ヴェルサイユファーム㈱ 169

368 スマートファルコン シルバーウインド 牡 栗 3/4 （同）ニンバスファーム ㈱門別牧場 170

369 タリスマニック コマノスクアーロ 牡 鹿 4/10 ㈲新井牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 171

370 スノードラゴン ダイワラスター 牡 鹿 5/14 岡田スタッド 岡田スタッド 172

371 ヘンリーバローズ タガノレベッカ ♀ 鹿 3/25 ㈲木戸口牧場 ㈱木村育成牧場 173

372 オルフェーヴル スカーレットダイヤ 牡 青鹿 5/8 ㈲杵臼牧場 アーカムパートナーファーム 174

373 アドマイヤムーン スターオブジュニパー 牡 栗 5/4 木村牧場㈲ 木村牧場㈲ 175

374 オルフェーヴル ステファニーラン 牡 鹿 4/19 ㈲上水牧場 ㈲パイオニアファーム 176

375 ネオユニヴァース ステラビスティー ♀ 鹿 4/8 今井　秀樹 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 177

376 バンブーエール スプリングダイヤ 牡 栗 4/26 ㈱アフリートファーム Ｎ＆Ｓｔａｒ（同）トレーニングセンター 178

377 ダノンレジェンド スマイリングムーン ♀ 青鹿 4/13 風ノ丘ファーム ㈲大作ステーブル 179

378 ビッグアーサー センティフォリア ♀ 鹿 3/21 ㈲矢野牧場 ㈲矢野牧場 180

379 サトノクラウン ソートアフター 牡 黒鹿 5/23 ㈱オリオンファーム ㈱オリオンファーム 181

380 エピカリス スターローズ 牡 鹿 5/8 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 182

381 ミッキーロケット デライトシーン 牡 鹿 3/5 神垣　道弘 ㈱ＮＹＳ 183

382 タリスマニック トチノマドンナ 牡 鹿 3/24 山田　昇史 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 184

383 サトノアラジン ダイストウショウ ♀ 鹿 3/2 秋田育成牧場 秋田育成牧場 185

384 ベストウォーリア ダイリュウビーナス ♀ 栗 3/16 ㈲カタオカステーブル ㈲カタオカステーブル 186

385 リオンディーズ ダイワストリーム 牡 青鹿 2/4 ㈲グッドラック・ファーム ㈱門別牧場 187

386 モーニン ダズリングスマイル 牡 栗 5/26 アイズスタッド㈱ エバグリーンセールスコンサインメント 188

387 エピカリス ダンシングクイーン 牡 青鹿 5/27 若林　順一 ㈲賀張宝寄山育成牧場 189

388 シュヴァルグラン テーマソング ♀ 鹿 2/6 川島　正広 川島　正広 190

389 ビーチパトロール ディアブライド ♀ 黒鹿 4/2 岡田スタッド 岡田スタッド 191

390 アポロケンタッキー トコロロ ♀ 鹿 4/7 ㈲木村牧場 ㈱木村育成牧場 192

391 ディーマジェスティ ドゥマイモンシェリ 牡 鹿 4/3 ㈲キヨタケ牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 193

392 エスポワールシチー ドゥルセデレーチェ 牡 栗 2/23 ㈲市川牧場 ㈱門別牧場 194

393 オルフェーヴル ドバウィディエティ ♀ 鹿 4/11 ヴェルサイユファーム㈱ ヴェルサイユファーム㈱ 195

394 エスポワールシチー トマトチャン 牡 栗 5/25 ㈱ＭＭＣ ㈲パイオニアファーム 196

395 バトルプラン ドラゴンホマレ ♀ 栃栗 4/14 ㈱エクワインレーシング エバグリーンセールスコンサインメント 197

396 ヴィクトワールピサ トレグラツィエ 牡 黒鹿 3/30 北田　剛 ㈱白井牧場 198
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397 ルーラーシップ ニイガッタメール 牡 鹿 5/28 ㈲下河辺トレーニングセンター ㈲下河辺トレーニングセンター 1

398 アルアイン ニシノリアン 牡 鹿 4/1 ㈱ＭＫアセット ㈱木村育成牧場 2

399 タリスマニック ノンストップ 牡 青鹿 3/3 ㈱諏訪牧場 ㈲チェスナットファーム 3

400 エピカリス ノーブルルシファー ♀ 鹿 1/20 ㈱さとう クラックステーブル 4

401 エイシンフラッシュ バアゼルローズ ♀ 黒鹿 4/29 酒井　亨 ㈱ＮＹＳ 5

402 エスポワールシチー ハギノアップラウゾ 牡 栗 5/10 高藤　茂 高藤　茂 6

403 ヤマカツエース パシャ ♀ 栗 3/22 ㈲出口牧場 ㈲賀張宝寄山育成牧場 7

404 ドレフォン ハッピーウェーブ 牡 栗 5/12 ㈲日進牧場 ㈲日進牧場 8

405 モーニン ハッピーチャート 牡 鹿 5/28 ㈲桜井牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 9

406 ゴールドアクター バトルジェジェジェ 牡 青鹿 5/12 ㈲飛渡牧場 ㈱小国スティーブル 10

407 エピカリス バリュアットリスク 牡 鹿 4/19 桑嶋　峰雄 桑嶋　峰雄 11

408 ホークビル ハーモニーフェア ♀ 鹿 3/21 蔵内　優子 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 12

409 バゴ ハートランドスノー ♀ 青鹿 4/23 ㈲大北牧場 ㈲大北牧場 13

410 ダノンレジェンド ナパ ♀ 黒鹿 2/26 ㈲高村牧場 ㈲高村牧場 14

411 シュヴァルグラン ニシノゼノビア ♀ 栗 3/12 棚川　祐志 棚川　祐志 15

412 リアルインパクト ニシノカーリー ♀ 鹿 5/10 田中　裕之 エバグリーンセールスコンサインメント 16

413 バトルプラン ノーザンスター ♀ 鹿 4/9 土田農場 土田農場 17

414 ニシケンモノノフ ピアッジーネ 牡 栗 4/29 ㈲日西牧場 ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ 18

415 ゴールドアクター ヒノクニノオンナ 牡 黒鹿 2/16 ㈲須崎牧場 ㈲須崎牧場 19

416 アジアエクスプレス ピュアリーソリッド 牡 鹿 1/23 ㈱ホース・マネジメント・ボス ㈱ホース・マネジメント・ボス 20

417 モーニン ビューティブロンド 牡 栗 4/6 今牧場 カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 21

418 ダンカーク ビーコンファイヤー 牡 黒鹿 4/15 ㈲谷口牧場 ㈲浦河育成センター 22

419 リアルスティール ピースバーグ 牡 鹿 1/21 ㈲社台コーポレーション白老ファーム 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ 23

420 インカンテーション ビーフィットウォー 牡 黒鹿 4/14 佐々木　恵一 ㈱森本スティーブル 24

421 トゥザワールド ハワイアンシェーナ 牡 黒鹿 4/15 武田　寛治 クラックステーブル 25

422 オルフェーヴル ファビラスタイム ♀ 鹿 4/18 ㈲桜井牧場 ㈲パイオニアファーム 26

423 タリスマニック ファンタビュラス ♀ 黒鹿 4/23 髙橋　直人 髙橋　直人 27

424 ジャングルポケット フェリーチェシチー 牡 鹿 4/13 ㈱ニシケン牧場 ㈱ニシケン牧場 28

425 スピルバーグ プラセール ♀ 栗 5/2 中田　浩美 福地トレーニングファーム 29

426 タリスマニック フィメールモナーク ♀ 黒鹿 6/1 ㈲様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 30

427 マインドユアビスケッツ プリモウェイ 牡 栗 4/17 ㈱ハクレイファーム ㈱ハクレイファーム 31

428 タリスマニック ファンディータ ♀ 黒鹿 4/30 ㈲スイートファーム ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 32

429 メイショウボーラー ベイルリ ♀ 栗 3/8 ㈲地興牧場 天馬ステーブル 33

430 イスラボニータ ベルアンブル 牡 鹿 4/10 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 34

431 コパノリチャード ベルモントレーヌ 牡 鹿 3/28 中川　欽一 ㈲賀張宝寄山育成牧場 35

432 ワールドエース ホッコータピタン 牡 黒鹿 3/31 ㈲高昭牧場 ㈲荻伏共同育成場 36

433 ダノンシャーク ホーマンビジュー 牡 鹿 3/19 坪田　晃宜 春木ファーム 37

434 デクラレーションオブウォー マコトブリジャール 牡 黒鹿 4/26 ㈲辻牧場 ㈲辻牧場 38

435 バゴ ピュアフライト ♀ 青鹿 4/13 ㈲大北牧場 ㈲大北牧場 39

436 モーニン フランチェスカ ♀ 栃栗 4/14 田中スタッド 田中スタッド 40

437 ホッコータルマエ プライムウィッシュ 牡 鹿 3/24 ㈲高村牧場 ㈲高村牧場 41

438 ヘニーヒューズ フェイスマーク 牡 鹿 4/17 今牧場 カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 42

439 インカンテーション ホームウォード ♀ 栗 3/13 ㈲谷口牧場 ㈲浦河育成センター 43

440 フェノーメノ マグナカルタ ♀ 黒鹿 4/29 渋谷牧場 ㈱Ｔホースランチ 44

441 フリオーソ マダムアグライア ♀ 栗 4/20 ㈲ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 45

442 ベストウォーリア マツリダワルツ ♀ 栗 5/4 ㈲様似堀牧場 ㈱木村育成牧場 46

443 エスポワールシチー マミーフェスト ♀ 鹿 4/20 ㈲中本牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 47

444 ヘニーハウンド マヤノブリッツ ♀ 栗 5/15 長浜　秀昭 クラックステーブル 48

445 ビッグアーサー マンハッタンガール ♀ 鹿 3/23 ㈱白井牧場 ㈱白井牧場 49

446 トビーズコーナー メヌエットシチー ♀ 鹿 4/6 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 50

447 アドマイヤムーン ヨシノファルコン ♀ 黒鹿 3/22 トド岩高原銀河農場物語㈱ ㈲日高軽種馬共同育成公社 51

448 ベストウォーリア ミスサハラ ♀ 栗 3/4 大典牧場㈲ ㈱森本スティーブル 52

449 ビーチパトロール ミスマリーン ♀ 黒鹿 4/6 ㈲シンユウファーム ㈲シンユウファーム 53

450 シルバーステート ミラクルピッチ ♀ 黒鹿 4/8 高柳　隆男 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 54

　第３日目　　9月２2日（木）　193頭　　せり12：00～
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451 ベストウォーリア ミアフィリア 牡 栗 4/5 ゼットステーブル ゼットステーブル 55

452 ホークビル ホーチャム ♀ 鹿 2/5 中山　高鹿康 福地トレーニングファーム 56

453 ワールドエース モーニングムーン 牡 鹿 4/29 中脇　栄 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 57

454 メイショウボーラー ヤマショウラッキー ♀ 鹿 5/22 ㈲豊郷牧場 ㈲豊郷牧場 58

455 ゼンノロブロイ ユアザイオン ♀ 鹿 5/10 アイズスタッド㈱ ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 59

456 スワーヴリチャード ラインキャメロン ♀ 栗 4/24 高橋　陵 ㈲福山育成牧場 60

457 アメリカンペイトリオット ラックスフィールドロード ♀ 鹿 5/5 ㈲桜井牧場 ㈲パイオニアファーム 61

458 シュヴァルグラン リアクションレート 牡 鹿 4/29 シグラップファーム ㈱木村育成牧場 62

459 ディープブリランテ リアハッピー ♀ 栗 4/23 桑原牧場 ㈱門別牧場 63

460 バゴ リュウキンカ ♀ 栗 5/30 武田　修一 ハントバレートレーニングファーム 64

461 モーニン リンノストーン ♀ 鹿 3/15 中村　雅明 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 65

462 ワールドエース ルドラ ♀ 栗 3/21 土田農場 土田農場 66

463 レーヴミストラル ラペーシュ 牡 栗 3/14 ㈱森本スティーブル ㈱森本スティーブル 67

464 アドマイヤムーン リオファンク 牡 黒鹿 5/4 対馬　正 ㈲日高軽種馬共同育成公社 68

465 ロージズインメイ レッドアモーレ ♀ 青鹿 4/18 竹中牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 69

466 モーニン レディー 牡 鹿 5/3 ㈲道見牧場 ㈲道見牧場 70

467 ダノンレジェンド レディスウィフト 牡 黒鹿 3/29 ㈲谷川牧場 ㈲谷川牧場 71

468 アドマイヤムーン レディマスグレイヴ ♀ 鹿 4/7 佐竹　学 ㈲目名共同トレーニングセンター 72

469 モーニン レンレン ♀ 栗 5/17 徳本　幸雄 ㈱白馬牧場 73

470 カレンブラックヒル レーヌビクトリア ♀ 鹿 4/27 坂牧場 三橋ステーブル 74

471 シルバーステート ロックドクトリン 牡 青鹿 5/6 ㈲松栄牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 75

472 ワールドエース ロイヤルフレア 牡 鹿 4/9 ㈱ハクレイファーム ㈱ハクレイファーム 76

473 ダノンレジェンド モエルア 牡 黒鹿 4/18 ㈱白井牧場 ㈱白井牧場 77

474 ノヴェリスト レディストレイツ 牡 鹿 6/13 田中スタッド 田中スタッド 78

475 トゥザグローリー ワンオリーブ ♀ 鹿 4/9 シグラップファーム ㈱木村育成牧場 79

476 ヘニーヒューズ ロゴマーク 牡 黒鹿 5/4 今牧場 カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 80

477 ダノンレジェンド ロフティードリーム ♀ 黒鹿 2/18 ㈲高村牧場 ㈲高村牧場 81

478 ストロングリターン ワンモアミイチュー ♀ 鹿 6/3 ㈲中館牧場 ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ． 82

479 アルアイン ラインラピット 牡 鹿 3/28 土井牧場 ㈲福山育成牧場 83

480 トビーズコーナー レモンティー ♀ 青 2/14 中山　高鹿康 ㈲日高軽種馬共同育成公社 84

481 モーニン アイスグレー ♀ 栗 2/25 シンボリ牧場 シンボリ牧場 85

482 フリオーソ アップサージ 牡 栗 3/22 白瀬　盛雄 ㈱門別牧場 86

483 マインドユアビスケッツ アデュラリア 牡 栗 3/8 ㈲ナカノファーム ㈲ナカノファーム 87

484 ミッキーグローリー アドマイヤビアン ♀ 黒鹿 6/1 ㈲様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 88

485 アジアエクスプレス アナザーガール ♀ 栗 5/11 静内ファーム 静内ファーム 89

486 アドミラブル カボスチャン ♀ 黒鹿 5/8 ㈲中本牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 90

487 カレンブラックヒル アナタゴノミ 牡 鹿 4/14 田中　裕之 ㈱木村育成牧場 91

488 ワールドエース アニー 牡 鹿 4/26 坂本　智広 坂本　智広 92

489 バンブーエール アプリコットチャン ♀ 栗 4/24 髙橋　直人 髙橋　直人 93

490 サトノクラウン アムールレジェンド 牡 黒鹿 4/2 ㈲二風谷ファーム 二風谷軽種馬共同育成センター 94

491 ディープブリランテ アラモアナワヒネ ♀ 鹿 3/20 対馬　正 対馬　正 95

492 ビッグアーサー アルマバテーム ♀ 栗 5/3 土田農場 土田農場 96

493 スノードラゴン アースリーチャンス ♀ 栗 5/7 桑原牧場 ㈱門別牧場 97

494 ブラックタイド イスルギ ♀ 青鹿 4/24 ㈱チャンピオンズファーム ㈱チャンピオンズファーム 98

495 カリフォルニアクローム イセノラヴィソン 牡 鹿 5/7 静内フジカワ牧場 ㈱森本スティーブル 99

496 ヴァンセンヌ エイシンバーサス ♀ 鹿 4/7 ㈲大北牧場 ㈲大北牧場 100

497 メイショウボーラー エイシンヴィーヴォ ♀ 鹿 5/10 高岸　順一 高岸　順一 101

498 リアルインパクト ヴァージャー ♀ 鹿 4/30 ㈱諏訪牧場 ㈲チェスナットファーム 102

499 ワールドエース ヴェルサイユパーク 牡 鹿 3/18 ㈲タニグチ牧場 ㈲ヤマダステーブル 103

500 グランデッツァ ウェーブピアサー ♀ 栗 4/11 谷藤　弘美 谷藤　弘美 104

501 スマートファルコン ウルトラエナジー 牡 鹿 5/3 ㈲ノースガーデン ㈲ノースガーデン 105

502 アニマルキングダム ヴィヴァマリアンヌ ♀ 栗 4/5 中脇　一幸 ㈱木村育成牧場 106

503 サンダースノー エイシンユートピア ♀ 鹿 3/27 栄進牧場 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 107

504 カレンブラックヒル エクセルギー ♀ 黒鹿 5/30 野島牧場 ㈱Ｔホースランチ 108

505 パイロ クラッシュオンユー 牡 栗 2/17 ㈱ホース・マネジメント・ボス ㈱ホース・マネジメント・ボス 109

506 ダノンレジェンド サクラヴァニータ 牡 黒鹿 5/14 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 110
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507 ジャングルポケット クリアソウル 牡 鹿 5/2 ㈲高山牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 111

508 コパノリッキー エイシンウィチタ ♀ 栗 3/12 スウィングフィールド牧場 ヴェルサイユファーム㈱ 112

509 ダノンレジェンド エイシンボン ♀ 黒鹿 2/25 佐々木　恵一 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 113

510 ミッキーグローリー エイシンミント 牡 黒鹿 4/28 築紫　洋 築紫　洋 114

511 ウインバリアシオン エジーサンドレ ♀ 青鹿 4/3 スプリングファーム ㈲パイオニアファーム 115

512 シャンハイボビー エピックフィリー 牡 青鹿 4/26 ㈱シンカンファーム ㈱シンカンファーム 116

513 シュヴァルグラン エミーズレシピ ♀ 鹿 4/13 ㈲高村牧場 ㈲高村牧場 117

514 ヴァンセンヌ エリザベスサクラ ♀ 鹿 4/24 鳥谷　勝彦 ㈲カタオカステーブル 118

515 ダノンレジェンド エーシンウェンディ ♀ 鹿 4/4 ㈱アフリートファーム Ｎ＆Ｓｔａｒ（同）トレーニングセンター 119

516 ミッキーグローリー エガオヨシ ♀ 黒鹿 3/23 ㈲大北牧場 ㈲大北牧場 120

517 ヴィクトワールピサ ヴェスティージ 牡 鹿 3/5 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 121

518 ジャスタウェイ ウタヒメ ♀ 鹿 4/3 シンボリ牧場 シンボリ牧場 122

519 ダノンレジェンド エンダレ 牡 黒鹿 4/12 高岸　順一 高岸　順一 123

520 モーニン オタカラハッケン ♀ 芦 4/17 ㈲様似共栄牧場 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 124

521 ワールドエース オデッタ ♀ 鹿 4/7 寺井　文秀 ディーエスファーム 125

522 レッドファルクス オメガクリスマス ♀ 芦 4/28 ㈲シンユウファーム ㈲シンユウファーム 126

523 ダノンレジェンド オスカークイーン 牡 黒鹿 4/22 中村　雅明 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 127

524 トランセンド オオカリベクイン ♀ 栗 4/3 渋谷牧場 ㈱Ｔホースランチ 128

525 トゥザワールド オンリゲットベター ♀ 青鹿 4/13 シグラップファーム ㈱木村育成牧場 129

526 ホッコータルマエ キネオマドンナ ♀ 芦 4/20 ㈱ホース・マネジメント・ボス ㈱ホース・マネジメント・ボス 130

527 ニシケンモノノフ サクラヴィオーラ ♀ 栗 4/5 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 131

528 ギンザグリングラス エタンスラント 牡 栗 4/14 蔵内　優子 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 132

529 ネロ コイスルオトメ 牡 栗 4/24 森　政巳 ㈲日高軽種馬共同育成公社 133

530 アジアエクスプレス コウヨウマリア ♀ 鹿 3/29 ㈲谷川牧場 ㈲谷川牧場 134

531 シュヴァルグラン ガラム 牡 鹿 3/20 田中　裕之 エバグリーンセールスコンサインメント 135

532 サトノアラジン キャラメルフレンチ 牡 黒鹿 4/7 惣田　英幸 ㈲チェスナットファーム 136

533 ディーマジェスティ クイーンレガシー 牡 鹿 5/5 ㈲サンコウ牧場 ㈲サンコウ牧場 137

534 ニシケンモノノフ グッドプリン ♀ 黒鹿 4/13 ㈲小泉牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 138

535 シルバーステート グランデミノル 牡 黒鹿 3/28 ㈲須崎牧場 ㈲須崎牧場 139

536 ダノンレジェンド グレインライン 牡 黒鹿 3/30 ㈲太陽牧場 ㈱木村育成牧場 140

537 ヘンリーバローズ クレバーユーミン 牡 鹿 6/5 ㈲鳥井牧場 ㈲三石軽種馬共同育成センター 141

538 スクリーンヒーロー グローバルフェイム ♀ 黒鹿 5/4 ㈲静内白井牧場 ㈲静内白井牧場 142

539 マクフィ ジオパークルビー 牡 鹿 5/5 ㈲辻牧場 ㈲辻牧場 143

540 レインボーライン スタイルオブメロン 牡 鹿 5/6 ㈲ノースガーデン ㈲ノースガーデン 144

541 アジアエクスプレス ゴールデンファレノ ♀ 栗 2/28 ㈲大栄牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 145

542 マジェスティックウォリアー ダブルミステリー 牡 鹿 3/25 99.9 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 146

543 ストロングリターン タイガーティアラ ♀ 鹿 3/26 高山　博 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 147

544 ディーマジェスティ グレイスサンセット 牡 黒鹿 5/19 アイズスタッド㈱ ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 148

545 ワンアンドオンリー グローリアスゼーレ ♀ 鹿 2/6 ㈱ホース・マネジメント・ボス ㈱ホース・マネジメント・ボス 149

546 フリオーソ サイモンパルフェ ♀ 黒鹿 5/20 白瀬　盛雄 ㈱門別牧場 150

547 サウンドボルケーノ サウンドモニカ 牡 栗 5/7 ㈲飛渡牧場 ㈱小国スティーブル 151

548 スマートファルコン サッキーシフター 牡 栗 5/22 サンバマウンテンファーム ㈱白馬牧場 152

549 サクラオリオン サクラベル 牡 鹿 4/12 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 153

550 エピカリス サクラピュアハート 牡 鹿 5/2 桑嶋　峰雄 桑嶋　峰雄 154

551 スマートファルコン サクラフォルトゥナ ♀ 栗 4/21 長浜　秀昭 クラックステーブル 155

552 エスポワールシチー サクラサクラサクラ ♀ 栗 5/17 野島牧場 ㈱Ｔホースランチ 156

553 ヴィクトワールピサ サンマルクイーン 牡 栗 3/22 笹島　政信 ㈲チェスナットファーム 157

554 ファインニードル サーブルクイーン 牡 黒鹿 2/20 ㈲田原橋本牧場 ㈱森本スティーブル 158

555 ダンカーク シェーンフレール 牡 芦 4/16 ㈲谷川牧場 ㈲谷川牧場 159

556 リアルインパクト ジャスティンラヴ 牡 黒鹿 4/21 ㈱チャンピオンズファーム ㈱チャンピオンズファーム 160

557 フリオーソ シャドークイーン 牡 黒鹿 4/17 佐竹　学 ㈲目名共同トレーニングセンター 161

558 デクラレーションオブウォー シャラントレディ ♀ 鹿 3/6 ㈱タガミファーム ㈱タガミファーム 162

559 バンブーエール ジュンレンカ 牡 栗 5/19 富田　恭司 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 163

560 エスポワールシチー ジョリガーニャント ♀ 栗 2/21 ㈲須崎牧場 ㈲須崎牧場 164

561 スズカコーズウェイ サクラフェリース ♀ 栗 4/7 （同）谷岡スタット （同）谷岡スタット 165

562 アポロケンタッキー スイレン 牡 栗 3/26 シンボリ牧場 ㈱門別牧場 166
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563 ダノンレジェンド スクリプティド ♀ 黒鹿 3/10 ㈱千里ファーム エバグリーンセールスコンサインメント 167

564 ビッグアーサー シルバーストリーク 牡 鹿 3/7 （同）小泉学 萬牧場 168

565 ワールドエース シーザライト ♀ 栗 4/14 木村　秀則 木村　秀則 169

566 エスポワールシチー ジーズドリームス 牡 鹿 5/11 高藤　茂 高藤　茂 170

567 カレンブラックヒル スカイワード 牡 栗 4/13 ㈲サンローゼン ㈱白馬牧場 171

568 タリスマニック スズカプリズム ♀ 鹿 3/12 ㈲辻牧場 ㈲辻牧場 172

569 ファインニードル ステラーホープ 牡 黒鹿 5/1 ㈲日進牧場 ㈲日進牧場 173

570 バゴ ストロンボリ ♀ 黒鹿 3/30 ㈲中田牧場 ㈲中田牧場 174

571 ウルトラカイザー ストールンブライド 牡 鹿 5/27 つつみ牧場 つつみ牧場 175

572 カレンブラックヒル スマートアルティラ ♀ 黒鹿 5/13 静内ファーム 静内ファーム 176

573 サトノダイヤモンド スワンソング ♀ 鹿 3/29 ㈲二風谷ファーム 二風谷軽種馬共同育成センター 177

574 トビーズコーナー タキオンコウショウ 牡 鹿 3/29 ㈲高昭牧場 ㈲荻伏共同育成場 178

575 リオンディーズ デイドリーム ♀ 鹿 4/26 高橋　啓 ㈲谷川牧場 179

576 リアルインパクト セキサンキセキ ♀ 鹿 5/18 笹島　政信 ㈲チェスナットファーム 180

577 オルフェーヴル セレナズヴォイス 牡 鹿 2/27 ㈲社台コーポレーション白老ファーム 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ 181

578 リオンディーズ センチュリーパーク 牡 鹿 3/17 シンボリ牧場 ㈱門別牧場 182

579 マインドユアビスケッツ ドリームバラード ♀ 鹿 3/3 ㈱タイヘイ牧場 ㈱タイヘイ牧場 183

580 アメリカンペイトリオット トーセンアイリス ♀ 鹿 4/16 ㈲ノースガーデン ㈲ノースガーデン 184

581 ニシケンモノノフ トンドゥアモール ♀ 鹿 5/2 寺井　文秀 ディーエスファーム 185

582 ロゴタイプ ダルトヴィラ 牡 黒鹿 3/10 Ａｒｒｏｗｆｉｅｌｄ　Ｇｒｏｕｐ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ． ㈲パイオニアファーム 186

583 ビーチパトロール ダーレームーン ♀ 鹿 5/17 99.9 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 187

584 エピカリス チョコダイスキ 牡 栗 5/12 谷藤　弘美 谷藤　弘美 188

585 モンテロッソ ツキノテンシ ♀ 鹿 3/25 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 189

586 ビーチパトロール ディアバビアナ 牡 黒鹿 3/13 ㈲ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト 190

587 ニシケンモノノフ ティティテア ♀ 鹿 4/21 津島　優治 津島　優治 191

588 トゥザワールド ディーズエフォート 牡 鹿 5/19 ㈲東振牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 192

589 ホークビル ドメーヌ 牡 鹿 3/31 シグラップファーム ㈲日高軽種馬共同育成公社 193
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