
BU番号 育成馬名 母父 性 毛色 生月日 購買市場
購買価格

（税込・万円） 生産牧場 育成場

1 シャトルシャロンの１２ ヨハネスブルグ タイキシャトル 牡 栗 4/29 日高育成牧場 日高

2 キセキスティールの１２ ヨハネスブルグ フジキセキ 牡 鹿 4/29 日高育成牧場 日高

3 ヤマイチステルスの１２ バゴ Touch Gold 牡 黒鹿 4/4 サマー 315.0 赤田牧場 日高

4 タイセイローザの１２ バゴ キングカメハメハ 牡 黒鹿 4/21 八戸 315.0 佐々木牧場 宮崎

5 バクシンスクリーンの１２ ヨハネスブルグ サクラバクシンオー めす 栗 3/24 日高育成牧場 日高

6 フレンドリータッチの１２ ボストンハーバー ワツスルタツチ めす 鹿 4/17 日高育成牧場 日高

7 ワンモアベイビーの１２ ヨハネスブルグ ジェネラス めす 栗 4/18 日高育成牧場 日高

8 ドリームニキハートの１２ アルデバラン チーフベアハート めす 栗 2/23 日高育成牧場 日高

9 ヤワラブライトの１２ ジャングルポケット コマンダーインチーフ めす 鹿 4/14 サマー 630.0 川島牧場 日高

10 プラントオジジアンの１２ ☆ エンパイアメーカー オジジアン めす 鹿 3/4 セレクション 997.5 道見牧場 宮崎

11 シルクヴィーナスの１２ アドマイヤムーン ティンバーカントリー めす 栗 3/13 サマー 525.0 森　牧場 宮崎

12 ホッカイショコラの１２ ディープスカイ スペシャルウィーク めす 栗 3/23 サマー 525.0 川向高橋育成牧場 宮崎

13 クインオブオールディーの１２ ハーツクライ Kris S. 牡 青鹿 4/16 サマー 945.0 須崎牧場 日高

14 クロノグラフの１２ ブライアンズタイム Fusaichi Pegasus 牡 黒鹿 4/28 サマー 682.5 友田牧場 日高

15 タイフウジョオーの１２ ☆ エンパイアメーカー サンデーサイレンス 牡 鹿 4/14 セレクション 1,575.0 水上　習孝 日高

16 コロナドズベイビーの１２ ブラックタイド コロナドズクエスト 牡 青 3/20 サマー 546.0 千葉飯田牧場 宮崎

17 ロックフォーティの１２ ゴールドアリュール ロックオブジブラルタル 牡 栗 5/20 サマー 735.0 小林　仁 宮崎

18 タムロブライトの１２ ☆ エンパイアメーカー シルバーチャーム 牡 芦 3/28 セレクション 735.0 諏訪牧場 日高

19 ビービーシグナスの１２ ☆ ヴァーミリアン ホワイトマズル 牡 青鹿 2/28 サマー 840.0 高山　博 日高

20 メモリーズオブユーの１２ アドマイヤジャパン Gulch 牡 鹿 4/30 サマー 420.0 三好牧場 日高

21 メジロボンベイの１２ キャプテンスティーヴ スペシャルウィーク 牡 鹿 3/14 サマー 357.0 諏訪牧場 日高

22 ニシノボナリーの１２ バゴ ニホンピロウイナー 牡 黒鹿 2/3 サマー 367.5 高昭牧場 日高

23 アガーテの１２ ☆ エンパイアメーカー フォーティナイナー 牡 黒鹿 3/1 セレクション 1,312.5 上山牧場 日高

24 ラヴリーハントレスの１２ シンボリクリスエス Silver Hawk 牡 青鹿 4/26 サマー 735.0 下屋敷牧場 日高

25 シルクサルートの１２ ワイルドラッシュ フジキセキ めす 青鹿 3/6 サマー 840.0 アサヒ牧場 日高

26 ペイルローズの１２ ケイムホーム フジキセキ めす 青鹿 5/4 サマー 367.5 土田農場 日高

27 ルックミーウエルの１２ オンファイア Woodman めす 栗 3/28 九州 325.5 本田　土寿 宮崎

28 スイートソウルの１２ グラスワンダー ソウルオブザマター めす 青鹿 4/12 サマー 472.5 白瀬　盛雄 宮崎

29 ロージーズシスターの１２ スペシャルウィーク Royal Academy めす 黒鹿 4/9 サマー 525.0 松浦牧場 宮崎

30 バブリングブライドの１２ タニノギムレット バブルガムフェロー めす 栗 2/11 セレクション 525.0 田中　裕之 宮崎

31 ピサノアリュメールの１２ ☆ ハービンジャー サンデーサイレンス めす 黒鹿 3/5 オータム 525.0 前川　正美 日高

32 マスカラーダの１２ ☆ エンパイアメーカー スピニングワールド めす 鹿 5/1 サマー 525.0 谷川牧場 日高

33 アドマイヤアイドルの１２ バゴ ブライアンズタイム めす 青鹿 2/16 サマー 315.0 浦新　徳司 日高

34 ビオンディーナの１２ ダンスインザダーク エンドスウィープ めす 青鹿 4/18 サマー 367.5 オリエント牧場 日高

35 ゴールドデイの１２ マンハッタンカフェ Seeking the Gold めす 黒鹿 4/11 サマー 598.5 オリオンファーム 日高

36 エイシンスペインの１２ ブラックタイド ペンタイア めす 鹿 4/20 サマー 787.5 城地　清満 日高

37 スターマーチの１２ タニノギムレット フジキセキ 牡 青鹿 4/18 サマー 630.0 ガーベラパークスタツド 日高

38 モントレゾールの１２ ステイゴールド Cadeaux Genereux 牡 芦 4/15 セレクション 840.0 市川牧場 日高

39 ニシノアリスの１２ チーフベアハート サクラバクシンオー 牡 鹿 5/19 八戸 693.0 櫛桁牧場 宮崎

40 ウインクルディールの１２ アルデバラン ブライアンズタイム 牡 栗 4/23 サマー 682.5 猪野毛牧場 宮崎

41 ブルーボックスボウの１２ バゴ サンデーサイレンス 牡 青鹿 4/12 サマー 630.0 林　孝輝 宮崎

42 メジロレーマーの１２ ハーツクライ リンドシェーバー 牡 青鹿 3/20 セレクション 1,417.5 中田　英樹 宮崎

43 シャンパンセラーの１２ アルデバラン マンハッタンカフェ 牡 鹿 4/1 サマー 525.0 辻　牧場 日高

44 ナイキトライアンフの１２ ロージズインメイ ボストンハーバー 牡 栗 3/10 サマー 315.0 中川　隆 日高

45 ニューメロディの１２ ケイムホーム サクラローレル 牡 青鹿 5/3 サマー 630.0 守矢牧場 日高

46 シュウザンアイの１２ ☆ エンパイアメーカー アフリート 牡 鹿 3/24 サマー 861.0 桜井牧場 日高

47 アドマイヤイチの１２ アドマイヤムーン ヘクタープロテクター めす 鹿 3/15 サマー 378.0 杵臼牧場 日高

48 セレクトレディの１２ ファスリエフ マンハッタンカフェ めす 黒鹿 3/3 サマー 210.0 ヤマタケ牧場 日高

49 タッキーナの１２ ☆ エンパイアメーカー アグネスタキオン めす 鹿 5/13 オータム 756.0 土田農場 日高

50 オンワードスワンの１２ ケイムホーム ティッカネン めす 青鹿 3/16 八戸 525.0 石田　英機 宮崎

51 イットービコーの１２ ☆ エンパイアメーカー フォーティナイナー めす 黒鹿 5/13 サマー 756.0 山岡ファーム 宮崎

52 フィールドトラップの１２ ブラックタイド タマモクロス めす 青鹿 5/8 セレクション 525.0 坂本　春雄 宮崎

53 アラデヤの１２ タイキシャトル Machiavellian めす 鹿 4/6 サマー 630.0 富田　恭司 日高

54 ヘバラーの１２ テレグノシス Fairy King めす 黒鹿 2/17 サマー 325.5 前田　宗将 日高

55 セイカホールの１２ ジョウテンブレーヴ カーネギー めす 黒鹿 4/7 サマー 210.0 丸幸小林牧場 日高

56 マイネナデシコの１２ シニスターミニスター サツカーボーイ めす 栗 4/2 サマー 420.0 谷口牧場 日高

57 テンノフェアリーの１２ ケイムホーム フジキセキ めす 黒鹿 5/14 サマー 315.0 石原牧場 日高

58 バヒラーの１２ ディープスカイ Ashkalani めす 黒鹿 3/28 サマー 420.0 木田牧場 日高

59 ウィギングの１２ ☆ キンシャサノキセキ Warning 牡 青鹿 3/16 八戸 693.0 水丸牧場 宮崎

60 シンコウイマージンの１２ アジュディミツオー Dixieland Band 牡 栗 4/6 サマー 525.0 聖心台牧場 宮崎

61 パッションメイトの１２ グラスワンダー アグネスタキオン 牡 栗 3/10 サマー 525.0 出口牧場 宮崎

62 サニーハシレの１２ チーフベアハート サニーブライアン 牡 鹿 4/25 サマー 420.0 吉田牧場 日高

63 プルームリジェールの１２ ハーツクライ Diesis 牡 鹿 2/18 サマー 1,050.0 猿倉牧場 日高

64 セイクリッドフレイムの１２ アドマイヤムーン Rahy めす 栗 4/10 サマー 462.0 平野牧場 日高

65 リアルターキンの１２ ☆ エンパイアメーカー リアルシャダイ めす 黒鹿 4/3 サマー 703.5 前川　正美 日高

66 タイキトライアンフの１２ バゴ ファルブラヴ めす 青鹿 2/13 サマー 630.0 タガミファーム 日高

67 シャコージュノーの１２ ケイムホーム ノーザンテースト めす 鹿 5/15 サマー 210.0 嶋田牧場 日高

68 プライムオブユースの１２ タニノギムレット Deputy Minister めす 黒鹿 3/24 サマー 210.0 日高大洋牧場 日高

69 リブレットの１２ ケイムホーム マリエンバード 牡 黒鹿 3/9 サマー 546.0 木村牧場 日高

70 ボロナイビューティの１２ グラスワンダー ブラッシングジョン 牡 栗 3/23 サマー 714.0 見上牧場 日高

71 ケイアイリードの１２ ☆ カネヒキリ フォーティナイナー 牡 青鹿 2/24 サマー 525.0 石郷岡　雅樹 日高

72 ミシシッピーミスの１２ アドマイヤムーン Distinctive Pro 牡 鹿 5/5 サマー 819.0 水上　習孝 日高

73 マイスイートベスの１２ ケイムホーム Haafhd 牡 鹿 5/23 サマー 651.0 大川牧場 日高

74 スプラッシュビートの１２ ショウナンカンプ タイキブリザード めす 黒鹿 3/23 八戸 262.5 門別牧場 宮崎

75 ローズキャンディの１２ ☆ カネヒキリ Lemon Drop Kid めす 栗 3/4 サマー 525.0 松田牧場 宮崎

76 タケイチゼットの１２ アルデバラン タバスコキャット めす 栗 3/8 サマー 577.5 中神牧場 日高

77 セラフの１２ ケイムホーム ホワイトマズル めす 黒鹿 3/29 サマー 210.0 三石ファーム 日高

78 ダイワノブレスの１２ コンデュイット サンデーサイレンス めす 栗 4/23 セレクト 420.0 社台ファーム 日高

79 リリーポンドの１２ ☆ エンパイアメーカー Grand Slam めす 黒鹿 2/28 セレクション 840.0 白井牧場 日高

80 ビューティコマンダの１２ アルデバラン コマンダーインチーフ めす 栗 2/23 日高育成牧場 日高
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