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馬名 性 所属 厩舎 父 母 母父 馬主 生産者 総賞金(万円)
ソダシ 牝 栗東 須貝尚介 クロフネ ブチコ キングカメハメハ 金子真人ホールディングス ノーザンファーム 13,437.30

ダノンザキッド 牡 栗東 安田隆行 ジャスタウェイ エピックラヴ Dansili ダノックス ノーザンファーム 11,144.20

グレナディアガーズ 牡 栗東 中内田充正 Frankel ウェイヴェルアベニュー Harlington サンデーレーシング ノーザンファーム 7,981.80

メイケイエール 牝 栗東 武英智 ミッキーアイル シロインジャー ハービンジャー 名古屋競馬 ノーザンファーム 7,760.50

ステラヴェローチェ 牡 栗東 須貝尚介 バゴ オーマイベイビー ディープインパクト 大野剛嗣 ノーザンファーム 6,869.90

レッドベルオーブ 牡 栗東 藤原英昭 ディープインパクト レッドファンタジア Unbridled's Song 東京ホースレーシング ノーザンファーム 6,437.20

モントライゼ 牡 栗東 松永幹夫 ダイワメジャー ムーングロウ Nayef キャロットファーム ノーザンファーム 5,864.60

オーソクレース 牡 美浦 久保田貴 エピファネイア マリアライト ディープインパクト キャロットファーム ノーザンファーム 5,249.40

ヨカヨカ 牝 栗東 谷潔 スクワートルスクワート ハニーダンサー Danehill Dancer 岡浩二 本田土寿 4,701.60

ワンダフルタウン 牡 栗東 高橋義忠 ルーラーシップ シーオブラブ ディープインパクト 三田昌宏 ノーザンファーム 4,558.30

サトノレイナス 牝 美浦 国枝栄 ディープインパクト バラダセール Not For Sale サトミホースカンパニー ノーザンファーム 4,370.90

デュアリスト 牡 栗東 安田隆行 ミッキーアイル デュアルストーリー エンドスウィープ サンデーレーシング ノーザンファーム 4,229.60

ホウオウアマゾン 牡 栗東 矢作芳人 キングカメハメハ ヒカルアマランサス アグネスタキオン 小笹芳央 ノーザンファーム 3,910.00

リンゴアメ 牝 美浦 菊川正達 マツリダゴッホ マイネデセール マイネルラヴ ビッグレッドファーム ビッグレッドファーム 3,852.50

ショックアクション 牡 栗東 大久保龍 Gleneagles Reset In Blue Fastnet Rock ゴドルフィン Scuderia Effevi Srl & Dioscuri Srl 3,828.50

ヨーホーレイク 牡 栗東 友道康夫 ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ 金子真人ホールディングス ノーザンファーム 3,539.60

ユーバーレーベン 牝 美浦 手塚貴久 ゴールドシップ マイネテレジア ロージズインメイ サラブレッドクラブ・ラフィアン ビッグレッドファーム 3,532.40

シュヴァリエローズ 牡 栗東 清水久詞 ディープインパクト ヴィアンローズ Sevres Rose キャロットファーム ノーザンファーム 3,428.20

ラヴケリー 牝 栗東 高柳大輔 カレンブラックヒル ダームドゥラック シンボリクリスエス 水谷昌晃 オリエント牧場 3,283.10

ゴールドチャリス 牝 栗東 武幸四郎 トゥザワールド シルバーチャリス Rainbow Quest フィールドレーシング ノーザンファーム 3,157.50

タイトルホルダー 牡 美浦 栗田徹 ドゥラメンテ メーヴェ Motivator 山田弘 岡田スタッド 3,110.00

ルクシオン 牝 栗東 河内洋 エイシンフラッシュ ヘヴンリーヴォイス アグネスタキオン ノルマンディーサラブレッドレーシング ストームファームコーポレーション 3,046.40

カイザーノヴァ 牡 栗東 矢作芳人 モーリス ステラリード スペシャルウィーク 広尾レース 木村秀則 3,020.10

ルーチェドーロ 牡 美浦 高橋裕 マクフィ アラフネ クロフネ ディアレストクラブ アラキファーム 3,005.00

フォドラ 牝 栗東 牧浦充徳 ロードカナロア セイングレンド バブルガムフェロー 吉田勝己 ノーザンファーム 2,843.90

オールアットワンス 牝 美浦 中舘英二 マクフィ シュプリームギフト ディープインパクト 吉田勝己 ノーザンファーム 2,722.60

ラーゴム 牡 栗東 斉藤崇史 オルフェーヴル シュガーショック Candy Ride 林正道 ノーザンファーム 2,695.40

ラストリージョ 牝 美浦 蛯名利弘 アグネスデジタル コスモマクスウェル アドマイヤマックス ブルースターズファーム ブルースターズファーム 2,615.00

バスラットレオン 牡 栗東 矢作芳人 キズナ バスラットアマル New Approach 広尾レース 三嶋牧場 2,587.10

アスコルターレ 牡 栗東 西村真幸 ドゥラメンテ アスコルティ Danehill Dancer サンデーレーシング ノーザンファーム 2,477.50

ブルースピリット 牡 栗東 中内田充正 Invincible Spirit Jasmine Blue Galileo ゴドルフィン Deerpark Stud & Irish National Stud 2,433.80

ダディーズビビッド 牡 栗東 千田輝彦 キズナ ケイティーズギフト フレンチデピュティ 田島大史 上水牧場 2,371.40

バクシン 牡 美浦 斎藤誠 ヘニーヒューズ アウトオブザウィム サンデーサイレンス 林正道 ノーザンファーム 2,363.60

レモンポップ 牡 美浦 田中博康 Lemon Drop Kid Unreachable Giant's Causeway ゴドルフィン Mr. & Mrs. Oliver S. Tait 2,324.50
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ブルーバード 牝 美浦 中舘英二 リーチザクラウン エーシンベタラネリ Elusive Quality サラブレッドクラブ・ラフィアン 水丸牧場 2,323.10

ランドオブリバティ 牡 美浦 鹿戸雄一 ディープインパクト ドバウィハイツ Dubawi 吉田照哉 社台ファーム 2,319.60

ポールネイロン 牝 栗東 矢作芳人 オルフェーヴル イングランドローズ Dansili 前田幸治 ノースヒルズ 2,318.20

ウインアグライア 牝 美浦 和田雄二 マツリダゴッホ ウインアルテミス Arch ウイン コスモヴューファーム 2,316.80

ジュンブルースカイ 牡 栗東 友道康夫 ドゥラメンテ ジュントップヒトミ ゼンノロブロイ 河合純二 ノーザンファーム 2,220.20

ロードマックス 牡 栗東 藤原英昭 ディープインパクト パーフェクトトリビュート Dubawi ロードホースクラブ ケイアイファーム 2,218.40

タイセイアゲイン 牡 栗東 松下武士 パイロ アーバンレジェンド アグネスタキオン 田中成奉 社台ファーム 2,152.40

キングストンボーイ 牡 美浦 藤沢和雄 ドゥラメンテ ダイワパッション フォーティナイナー 吉田和美 田上徹 2,061.70

インフィナイト 牝 栗東 音無秀孝 モーリス モルガナイト アグネスデジタル サンデーレーシング ノーザンファーム 2,010.60


