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アスクワイルドモア 牡4 廣崎利洋HD(株) 藤原 英昭 栗東 〇

アドバンスファラオ 牡3 久保田 典秀　氏 森 秀行 栗東 〇(3) 〇(2) 〇(1)

アドマイヤルプス せん6 近藤 旬子　氏 加藤 征弘 美浦 〇(1) 〇(2) 〇(3)

イクイノックス 牡4 (有)シルクレーシング 木村 哲也 美浦 〇(2) 〇(1)

イズジョーノキセキ 牝6 泉 一郎　氏 石坂 公一 栗東 〇(1) 〇(2)

インヒズアイズ 牝3 江馬 由将　氏 矢作 芳人 栗東 〇(2) 〇(1)

ヴァレーデラルナ 牝4 (株)ラ・メール 藤原 英昭 栗東 〇

ヴァンドギャルド 牡7 (有)社台レースホース 藤原 英昭 栗東 〇

ウインカーネリアン 牡6 (株)ウイン  鹿戸 雄一 美浦 〇

ウインマリリン 牝6 (株)ウイン 手塚 貴久 美浦 〇

ヴェラアズール 牡6 (有)キャロットファーム  渡辺 薫彦 栗東 〇

ウシュバテソーロ 牡6 了德寺健二ホールディングス(株) 高木 登 美浦 〇

ウメムスビ 牡3 (株)紀州ほそ川飼料 新谷 功一 栗東 〇(1) 〇(2)

エクロジャイト 牡3 (有)サンデーレーシング 安田 隆行 栗東 〇

エコロアイ 牝3 原村 正紀　氏 森 秀行 栗東 〇(3) 〇(2) 〇(1)

エコロアレス 牡3 原村 正紀　氏 森 秀行 栗東 〇(3) 〇(2) 〇(1)

エヒト 牡6 平井 裕　氏 森 秀行 栗東 〇(3) 〇(1) 〇(2)

オメガタキシード 牡3 原 禮子　氏 松永 幹夫 栗東 〇

オーロラテソーロ 牡6 了德寺健二ホールディングス(株) 畠山 吉宏 美浦 〇

カフェファラオ 牡6 西川 光一　氏  堀 宣行 美浦 〇

カレンアルカンタラ 牡3 鈴木 隆司　氏 新谷 功一 栗東 〇

キュピドン 牡3 前田 幸貴　氏 森 秀行 栗東 〇

キングエルメス 牡4 広尾レース(株) 矢作 芳人 栗東 〇(1) 〇(2)

グットディール 牡4 安原 浩司　氏  須貝 尚介 栗東 〇

クラウンプライド 牡4  吉田 照哉　氏 新谷 功一 栗東 〇

クロデメニル 牝4 藤田 晋　氏 森 秀行 栗東 〇(2) 〇(1)

ケイアイターコイズ 牡7 (株)ケイアイスタリオン 新谷 功一 栗東 〇

ケイアイドリー 牡6 (株)ケイアイスタリオン 村山 明 栗東 〇 〇

ケイアイパープル 牡7 (株)ケイアイスタリオン 村山 明 栗東 〇 〇

ケンシンコウ 牡6 天野 克彦　氏 小西 一男 美浦 〇

コパノマーキュリー 牡6 小林 祥晃　氏 村山 明 栗東 〇 〇

ゴライコウ 牡3 岡 浩二　氏 新谷 功一 栗東 〇

コンティノアール 牡3 ライオンレースホース(株) 矢作 芳人 栗東 〇

サウンドビバーチェ 牝4 増田 雄一　氏 高柳 大輔 栗東 〇

サクラアリュール 牡8 (株)さくらコマース 村山 明 栗東 〇 〇

サブライムアンセム 牝4 (有)サンデーレーシング 藤原 英昭 栗東 〇(2) 〇(1)

サンライズジーク 牡3 (株)ライフハウス 矢作 芳人 栗東 〇

サンレイポケット 牡8 永井 啓弍　氏  高橋 義忠 栗東 〇

ジオグリフ 牡4 (有)サンデーレーシング 木村 哲也 美浦 〇

ジャスティン 牡7 小田 吉男　氏 矢作 芳人 栗東 〇(2) 〇(1)

ジャスパーグレイト 牡4 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 〇

ジャスパーゴールド 牡5 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 〇(2) 〇(1)

ジャスパージャック 牡7 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 〇

ジャスパープリンス 牡8 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 〇(3) 〇(2) 〇(1)

ジャスパーワールド 牡3 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 〇

シャフリヤール 牡5 (有)サンデーレーシング 藤原 英昭 栗東 〇

シャーマンロック 牡3 (有)ターフ・スポート 新谷 功一 栗東 〇

シュネルマイスター 牡5 (有)サンデーレーシング 手塚 貴久 美浦 〇

ジュンライトボルト 牡6 河合 純二　氏 友道 康夫 栗東 〇

ジョウショーホープ 牡3 熊田 義孝　氏 新谷 功一 栗東 〇

ショウナンナデシコ 牝6 国本 哲秀　氏  須貝 尚介 栗東 〇(2) 〇(1)

シルヴァーソニック 牡7 (有)社台レースホース  池江 泰寿 栗東 〇

スマッシングハーツ 牡7 前田 幸治　氏 新谷 功一 栗東 〇(2) 〇(1)

セキフウ 牡4 中辻 明　氏 武 幸四郎 栗東 〇(1) 〇(2)

セリフォス 牡4 (株)G1レーシング  中内田 充正 栗東 〇

ソラカラノチカラ 牡3 藤田 晋　氏 森 秀行 栗東 〇

ソリストサンダー 牡8 村上 稔　氏 高柳 大輔 栗東 〇

ダノンザキッド 牡5 (株)ダノックス 安田 隆行 栗東 〇

ダノンベルーガ 牡4 (株)ダノックス  堀 宣行 美浦 〇

ダンシングプリンス 牡7 吉田 千津　氏 宮田 敬介 美浦 〇

チェイスザドリーム 牝4 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 栗東 〇

ツーエムルーイー 牝3  水谷 昌晃　氏 高柳 大輔 栗東 〇

デアリングタクト 牝6 (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング 杉山 晴紀 栗東 〇

ディヴィナシオン 牡6 一村 哲也　氏 森 秀行 栗東 〇

ディサーニング せん8 ゴドルフィン 加藤 征弘 美浦 〇

ディパッセ 牡4 村上 稔　氏 高柳 大輔 栗東 〇

デュアリスト 牡5 (有)サンデーレーシング 安田 隆行 栗東 〇

デルマソトガケ 牡3 浅沼 廣幸　氏 音無 秀孝 栗東 〇

デルマルーヴル 牡7 浅沼 廣幸　氏 戸田 博文 美浦 〇

テンハッピーローズ 牝5 天白 泰司　氏 高柳 大輔 栗東 〇

テーオーケインズ 牡6 小笹 公也　氏 高柳 大輔 栗東 〇

テーオーリカード 牡3 小笹 公也　氏 高柳 大輔 栗東 〇

ドウデュース 牡4 (株)キーファーズ 友道 康夫 栗東 〇(1) 〇(2)

ドゥラエレーデ 牡3 (株)スリーエイチレーシング 池添 学 栗東 〇

ドンアミティエ 牡3 山田 貢一　氏  今野 貞一 栗東 〇(1) 〇(3) 〇(2)

ドンフランキー 牡4 早野 誠　氏 斉藤 崇史 栗東 〇(2) 〇(1)
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トーアライデン 牡3 高山ランド(株) 村山 明 栗東 〇

トーセンカンビーナ 牡7 島川 隆哉　氏 加藤 征弘 美浦 〇

ナンヨーアイボリー 牝5 中村 德也　氏 松永 幹夫 栗東 〇

ニューモニュメント 牡7 前田 葉子　氏 小崎 憲 栗東 〇(1) 〇(2)

バスラットレオン 牡5 広尾レース(株) 矢作 芳人 栗東 〇(1) 〇(3) 〇(2)

ハヤブサナンデクン 牡7 武田 修　氏 吉村 圭司 栗東 〇(1) 〇(2)

パンサラッサ 牡6 広尾レース(株) 矢作 芳人 栗東 〇(2) 〇(1)

ハードワイヤード 牡3 ゴドルフィン 加藤 征弘 美浦 〇(1) 〇(2)

ピアシック 牡7 (株)キーファーズ 森 秀行 栗東 〇(2) 〇(1)

ヒシイグアス 牡7 阿部 雅英　氏  堀 宣行 美浦 〇(2) 〇(1)

ヒューゴ 牡3 林 正道　氏 加藤 征弘 美浦 〇

ヒロシゲゴールド 牡8 (有)ウエストヒルズ 北出 成人 栗東 〇

ピンシャン 牡6 冨士井 直哉　氏 森 秀行 栗東 〇(3) 〇(2) 〇(1)

プラダリア 牡4 名古屋友豊(株) 池添 学 栗東 〇

フリッパー 牡3 谷掛 龍夫　氏 戸田 博文 美浦 〇

プリュムドール 牝5 (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング  奥村 豊 栗東 〇

フロムダスク 牡3 藤田 晋　氏 森 秀行 栗東 〇(3) 〇(1) 〇(2)

ペリエール 牡3 長谷川 祐司　氏 黒岩 陽一 美浦 〇

ボイラーハウス 牡5 永田 博之　氏 竹内 正洋 美浦 〇

ホウオウアマゾン 牡5 小笹 芳央　氏 矢作 芳人 栗東 〇(1) 〇(2) 〇(3)

マニバドラ 牡3 冨士井 直哉　氏 森 秀行 栗東 〇(3) 〇(2) 〇(1)

メタマックス 牡3 藤田 晋　氏 森 秀行 栗東 〇(1) 〇(2)

メロディーレーン 牝7 岡田 牧雄　氏 森田 直行 栗東 〇

ユニコーンライオン 牡7 ライオンレースホース(株) 矢作 芳人 栗東 〇(1) 〇(2)

ユーバーレーベン 牝5 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 美浦 〇(2) 〇(1)

ヨリノサファイヤ 牝3 辻子 依旦　氏 村山 明 栗東 〇

ライトウォーリア 牡6 (有)キャロットファーム 内田 勝義 【川崎】 〇

ラヴケリー 牝5  水谷 昌晃　氏 高柳 大輔 栗東 〇(2) 〇(1)

ラウダシオン 牡6 (有)シルクレーシング 斉藤 崇史 栗東 〇

ラップスター 牡3 藤田 晋　氏 森 秀行 栗東 〇

ラプタス  せん7 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン  松永 昌博 栗東 〇

ラブミーモナコ 牝3 小林 祥晃　氏 村山 明 栗東 〇

リチャ 牡3 前田 葉子　氏 田中 博康 美浦 〇

リメイク 牡4 前田 幸治　氏 新谷 功一 栗東 〇

リュウノユキナ 牡8 蓑島 竜一　氏 小野 次郎 美浦 〇

ルクスフロンティア 牡3 (株)ルクス 松永 幹夫 栗東 〇

レッドルゼル 牡7 (株)東京ホースレーシング 安田 隆行 栗東 〇

レモンポップ 牡5 ゴドルフィン 田中 博康 美浦 〇(2) 〇(1)

ワインワインレッド 牡3 藤田 晋　氏 森 秀行 栗東 〇

ワンダフルタウン 牡5 三田 昌宏　氏  高橋 義忠 栗東 〇


