
2022　オータムセール別冊名簿　掲載馬一覧　（62頭）

２冊目名簿　№425　の後に上場いたします。

上場No. 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

426 レッドファルクス マクシマール 牝 栗 4/5 ㈲上水牧場 ㈲パイオニアファーム 197

427 ミッキーグローリー マサカーネ 牡 鹿 4/20 ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 198

428 トビーズコーナー メヌエットシチー 牝 鹿 4/6 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 199

429 リオンディーズ ラトーヌインパクト 牝 鹿 5/19 浦河小林牧場 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 200

430 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 201

431 ゴールドアクター リキサンフロール 牝 青 3/31 ㈲山田牧場 エレガンスファーム 202

432 トビーズコーナー レモンティー 牝 青 2/14 中山　高鹿康 ㈲日高軽種馬共同育成公社 203

433 ロージズインメイ レッドアモーレ 牝 青鹿 4/18 竹中牧場 ㈱ケイズ 204

434 アドマイヤムーン レディマスグレイヴ 牝 鹿 4/7 佐竹　学 ㈲目名共同トレーニングセンター 205

435 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 206

436 フリオーソ アップサージ 牡 栗 3/22 白瀬　盛雄 ㈱門別牧場 207

437 アドマイヤムーン ヨシノファルコン 牝 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 208

438 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 カルペディエム　メイド（奥山牧場内） 209

439 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 210

440 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 211

441 ディーマジェスティ アロゴ 牝 鹿 4/8 ㈲石田牧場 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ 212

442 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 213

443 デクラレーションオブウォー エアガガ 牝 鹿 4/13 林　孝輝 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 214

444 スピルバーグ ワイルドゲッツ 牝 鹿 4/20 ㈲キヨタケ牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 215

445 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 216

446 ファインニードル エコーズインザウインド 牝 鹿 5/11 ㈲船越牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 217

447 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 218

448 ストロングリターン キタサンモデル 牝 黒鹿 5/11 山野牧場 （同）山野勝也ステーブル 219

449 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 220

450 ヴァンセンヌ クラフトアンサー 牡 鹿 4/10 ㈱奥山ファーム Ｎ＆Ｓｔａｒ（同）トレーニングセンター 221

451 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 222

452 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 223

453 アドマイヤムーン エトワールドロゼ 牝 黒鹿 4/18 ㈲山岡牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 224

454 ヴァンセンヌ エレメンタリー 牝 鹿 4/10 蔵内　優子 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 225

455 レーヴミストラル サダムブルーハワイ 牝 栗 4/25 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 226

456 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 227

457 シニスターミニスター サンメンフィス 牝 栗 4/22 ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム 228

458 ファインニードル ジュラーレ 牝 黒鹿 5/1 ㈲松田牧場 ㈱愛知ステーブル 229

459 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 230

460 フリオーソ サイモンパルフェ 牝 黒鹿 5/20 白瀬　盛雄 ㈱門別牧場 231

461 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 232

462 ストロングリターン タイガーティアラ 牝 鹿 3/26 高山　博 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 233

463 ビーチパトロール ダーレームーン 牝 鹿 5/17 99.9 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 234

464 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 235

465 アメリカンペイトリオット トーセンアイリス 牝 鹿 4/16 ㈲ノースガーデン ㈲ノースガーデン 236

466 ヤマカツエース パシャ 牝 栗 3/22 ㈲出口牧場 ㈲賀張宝寄山育成牧場 237

467 ファインニードル タイキジャスパー 牡 鹿 5/31 山田　昇史 ㈱門別牧場 238

468 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 239

469 シュヴァルグラン ニシノゼノビア 牝 栗 3/12 棚川　祐志 棚川　祐志 240

470 トゥザワールド シックファイター 牝 青鹿 4/10 ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム 241

471 ビーチパトロール ディアブライド 牝 黒鹿 4/2 岡田スタッド 岡田スタッド 242

472 エイシンフラッシュ バアゼルローズ 牝 黒鹿 4/29 酒井　亨 ㈱ＮＹＳ 243

473 ホークビル ハーモニーフェア 牝 鹿 3/21 蔵内　優子 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム 244

474 グレーターロンドン ボルジアクイーン 牝 栗 3/21 ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 245

475 エピカリス フジヤマサクラ 牝 鹿 3/26 村上牧場 山岸ステーブル 246

476 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 247

477 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㈱ 248

478 シビルウォー ピコピコハンマー 牝 青鹿 3/10 ㈲木村牧場 ㈱木村育成牧場 249

479 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 250

480 スピルバーグ プラセール 牝 栗 5/2 中田　浩美 中田　浩美 251

481 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 252

482 メイショウボーラー ベイルリ 牝 栗 3/8 ㈲地興牧場 天馬ステーブル 253

483 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 254

484 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 255

485 レッドファルクス ポークチョップ 牝 青鹿 3/15 ㈱前田ファーム ㈱前田ファーム 256

486 ホークビル ホーチャム 牝 鹿 2/5 中山　高鹿康 福地トレーニングファーム 257

487 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 258


