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番号

育成馬名 性 購買市場
購買価格
（税込･万円） 生産牧場 育成場

1新規 タキオンメーカーの17 アルデバラン 牡 日高育成牧場 日高

2新規 クリスコンフリクトの17 ケープブランコ 牡 日高育成牧場 日高

3新規 シャトルシャロンの17 ヨハネスブルグ 牡 日高育成牧場 宮崎

4新規 プリニアの17 ケープブランコ 牡 日高育成牧場 日高

5新規 エーシンマリポーサの17 ☆ エスケンデレヤ めす サマー 540.0 木田牧場 宮崎

6新規 イットーエンプレスの17 ヨハネスブルグ めす 日高育成牧場 日高

7新規 アグネスリースの17 ☆ ワールドエース めす サマー 540.0 カタオカファーム 日高

8新規 エアベルヘザーの17 ☆ スピルバーグ めす サマー 540.0 稲原牧場 日高

9 パーティークィーンの17 ☆ エスケンデレヤ めす セレクション 1,134.0 タイヘイ牧場 日高

10 チョウカイクリスの17 ☆ キズナ めす セレクト 1,296.0 バンブー牧場 日高

11 パレスジェイドの17 サウスヴィグラス めす サマー 756.0 グローリーファーム 日高

12 ナムラメロディーの17 ☆ ゴールドシップ めす サマー 561.6 いとう牧場 宮崎

13 ジプシーマイラブの17 ジャスタウェイ めす セレクション 756.0 長浜牧場 宮崎

14 キャニオンリリーの17 キンシャサノキセキ 牡 サマープレミアム 1,026.0 谷川牧場 日高

15 ニシノミラクルの17 ☆ キズナ 牡 サマープレミアム 1,080.0 ガーベラパークスタッド 日高

16 レオアルテミスの17 ヨハネスブルグ 牡 サマー 1,404.0 二風谷ファーム 日高

17 マチュアードの17 ブラックタイド 牡 セレクション 1,404.0 矢野牧場 宮崎

18 ウィローパドックの17 ルーラーシップ 牡 セレクション 1,080.0 三木田牧場 宮崎

19 スウィートクレメンタインの17 バゴ 牡 サマー 648.0 栄進牧場 日高

20 ミラクルフラッグの17 ☆ エスケンデレヤ 牡 サマープレミアム 1,620.0 出口牧場 日高

21 マンチャの17 ☆ カレンブラックヒル 牡 サマー 540.0 門別牧場 日高

22 ダイワエタニティーの17 ダンカーク 牡 セレクション 1,080.0 大北牧場 日高

23 ランダムトークの17 ヴィクトワールピサ 牡 サマー 918.0 前田ファーム 日高

24 オペラフォンテンの17 アーネストリー 牡 サマー 604.8 寺井　文秀 日高

25 デュプレの17 ゼンノロブロイ 牡 サマープレミアム 648.0 富田　恭司 宮崎

26 イミラカチャの17 ☆ スピルバーグ 牡 サマー 702.0 前田ファーム 宮崎

27 レースドールの17 ジャスタウェイ めす セレクション 1,296.0 天羽牧場 日高

28 スマイルビジンの17 シニスターミニスター めす サマー 756.0 川向高橋育成牧場 日高

29 デュエットの17 タニノギムレット めす サマー 324.0 藤沢牧場 日高

30 クサナギノツルギの17 スクワートルスクワート めす サマー 378.0 ラークヒルズ 日高

31 タイムトラベリングの17 ☆ フェノーメノ めす セレクト 864.0 ストームファームコーポレーション 宮崎

32 スターキャンドルの17 トーセンラー めす 八戸 334.8 千代田牧場 宮崎

33 ネオイリュージョンの17 ノヴェリスト めす サマープレミアム 864.0 秋田牧場 日高

34 ミラクルモーメントの17 ヘニーヒューズ めす サマー 669.6 小泉　学 日高

35 スイートレーヌの17 ☆ キズナ めす サマー 669.6 富田牧場 日高

36 エーシンパナギアの17 ☆ エスケンデレヤ めす サマー 1,080.0 木田牧場 日高

37 カワイコチャンの17 ☆ ワールドエース 牡 サマー 669.6 山際牧場 日高

38 フォワードカールの17 ダノンシャンティ 牡 サマー 540.0 城地牧場 日高

39 ファーレサルティの17 ジャスタウェイ 牡 セレクション 1,296.0 小島牧場 日高

40 ブレイジングの17 キンシャサノキセキ 牡 セレクション 1,620.0 チャンピオンズファーム 日高

41 セインツプレイの17 ダンカーク 牡 サマー 561.6 佐々木　恵一 日高

42 ネオヴェリーフェズの17 ショウナンカンプ 牡 八戸 453.6 荒谷牧場 宮崎

43 シンギングセンセーションの17 ヴィクトワールピサ 牡 サマープレミアム 1,080.0 恵比寿興業那須野牧場 宮崎

44 ネオイユドゥレーヌの17 ☆ トゥザワールド 牡 サマー 583.2 乾　皆雄 宮崎

45 リッジローズの17 サウスヴィグラス 牡 サマー 540.0 前川　隆範 日高

46 ミステリアスガールの17 ☆ エスケンデレヤ 牡 サマープレミアム 864.0 猿倉牧場 日高

47 ジーニマジックの17 ☆ スピルバーグ 牡 サマー 1,134.0 天羽牧場 日高

48 アーリースプリングの17 ☆ キズナ めす サマープレミアム 648.0 野坂牧場 宮崎

49 プラチナアリュールの17 フリオーソ めす 九州 399.6 田上　勝雄 宮崎

50 イエスアイキャンの17 キンシャサノキセキ めす サマー 723.6 沖田牧場 日高

51 チョコレートリリーの17 ハーツクライ めす オータム 723.6 上水牧場 日高

52 ストームイメージの17 ハービンジャー めす サマープレミアム 540.0 松浦牧場 日高

53 ティンクルハートの17 クロフネ めす サマー 939.6 今牧場 日高

54 ラブミークリームの17 メイショウボーラー めす サマー 432.0 三石川上牧場 日高

55 タムロウイングの17 スマートファルコン めす サマー 648.0 宮内牧場 宮崎

56 カディッシュの17 ケープブランコ めす 八戸 410.4 水丸牧場 宮崎

57 トウカイライフの17 ☆ キズナ めす サマー 540.0 広富牧場 日高

58 レインボーマグナムの17 ☆ エスケンデレヤ めす セレクション 864.0 千葉飯田牧場 日高

59 フェスティヴレディの17 メイショウサムソン めす サマー 324.0 北星村田牧場 日高

60 メイショウアリスの17 ダンカーク 牡 サマー 1,080.0 鮫川ファーム 日高

61 ラソーミュロワーズの17 タートルボウル 牡 サマー 324.0 岡田スタッド 日高

62 アファーブルの17 ヴィクトワールピサ 牡 サマー 788.4 岡本　昌市 日高

63 ラフォルトゥナの17 ☆ エスケンデレヤ 牡 セレクション 756.0 笠松牧場 宮崎

64 パルティールの17 ノヴェリスト 牡 サマープレミアム 540.0 今牧場 宮崎

65 デジタルゴールドの17 ☆ トゥザワールド 牡 オータム 561.6 坪田　信作 日高

66 ヘイローマジックの17 ☆ フェノーメノ 牡 サマー 486.0 様似共栄牧場 日高

67 シャレーポピーの17 ヨハネスブルグ 牡 サマー 540.0 チャンピオンズファーム 日高

68 ミズホユウセイの17 シニスターミニスター 牡 サマー 831.6 王蔵牧場 日高

69 グレイスフルアートの17 ☆ エピファネイア 牡 セレクト 972.0 北洋牧場 日高

70 オランジェットの17 エイシンフラッシュ めす サマープレミアム 756.0 ストームファームコーポレーション 宮崎

71 ディープショコラの17 ケープブランコ めす 日高育成牧場 宮崎

72 ワンダーサークルの17 アルデバラン めす 八戸 216.0 山口　義彦 宮崎

73 スイートフィズの17 ☆ エスケンデレヤ めす サマー 540.0 シンボリ牧場 日高

74 マイベストスターの17 アルデバラン めす サマー 345.6 マルシチ牧場 日高

75 キスショットの17 ジャスタウェイ めす サマー 777.6 友田牧場 日高

76 ハローマリリンの17 ☆ ウインバリアシオン めす サマー 216.0 青南ムラカミファーム 日高

77 クールトップレディの17 ☆ リアルインパクト めす サマー 216.0 大栄牧場 日高

78 ラインキャメロンの17 ☆ マジェスティックウォリアー めす サマー 432.0 高橋　修 日高

79 ミスアモンの17 ☆ フェノーメノ めす サマー 702.0 平岡牧場 日高

80 ゴッドビラブドミーの17 カジノドライヴ めす サマー 432.0 芳住　鉄兵 日高

※全80頭中欠場10頭（4/22現在）

　4番　プリニアの17

　8番　エアベルヘザーの17

　34番　ミラクルモーメントの17

　76番　ハローマリリンの17

ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド

父（☆は新種牡馬）

ＪＲＡホームブレッド
ＪＲＡホームブレッド

ＪＲＡホームブレッド

　69番　グレイスフルアートの17

　71番　ディープショコラの17

　41番　セインツプレイの17

　42番　ネオヴェリーフェズの17

　38番　フォワードカールの17 　60番　メイショウアリスの17


