
※登録協会に登録された生産牧場について，本会外所属馬を含めた中央競馬における成績を対象にしています。

生産牧場ランキング P.-  -

主　な　勝　馬　名　及 び 競 走 名順　位 賞金（本賞＋付加賞）勝利回数勝馬頭数出走回数出走頭数生　　産　　牧 　場 　名

BTDA270

★は本会外所属馬

                                                                                                                                                                    2009 12 28                            0001

          ［賞金順］　　

          1    社台ファーム　　　　　　　　　　　　  　アイアムカミノマゴ　　　　　　　　　　　　　　オーロカップ　　　　　　　　　　     669        3136         256         355            7,603,193,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アウトクラトール　　　　　　　　　　　　　　　越後ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河原町ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アグネスエナジー　　　　　　　　　　　　　　　精進湖特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アグネスサクラ　　　　　　　　　　　　　　　　白藤賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アグネススターチ　　　　　　　　　　　　　　　京橋特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アグネスナチュラル　　　　　　　　　　　　　　ＴＶｈ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アグネスワルツ　　　　　　　　　　　　　　　　白菊賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アサクサキングス　　　　　　　　　　　　　　　京都記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪神大賞典（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アスクデピュティ　　　　　　　　　　　　　　　ウェルカムステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アブソリュート　　　　　　　　　　　　　　　　富士ステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京新聞杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アルティマトゥーレ　　　　　　　　　　　　　　豊橋特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレビユー福島賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントウルステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アーバニティ　　　　　　　　　　　　　　　　　韓国馬事会杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夕刊フジオーシャンＳ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヴィクトワールピサ　　　　　　　　　　　　　　ラジオＮＩＫＫＥＩ杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都２歳ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エイシンフラッシュ　　　　　　　　　　　　　　エリカ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エオリアンハープ　　　　　　　　　　　　　　　鳥屋野特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　オメガファルコン　　　　　　　　　　　　　　　両国特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松戸特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　カリオンツリー　　　　　　　　　　　　　　　　雅ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　キャプテントゥーレ　　　　　　　　　　　　　　朝日チャレンジカップ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　クィーンスプマンテ　　　　　　　　　　　　　　エリザベス女王杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みなみ北海道Ｓ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　クラウンプリンセス　　　　　　　　　　　　　　米子ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポートアイランドＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　グラスキング　　　　　　　　　　　　　　　　　摩周湖特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白秋ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　クリムゾンベガ　　　　　　　　　　　　　　　　若潮賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　コロナグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サイレントフォース　　　　　　　　　　　　　　いわき特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サトノエクスプレス　　　　　　　　　　　　　　古町特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サトノエンペラー　　　　　　　　　　　　　　　松前特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ザレマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京成杯オータムハンデ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シェリルピンク　　　　　　　　　　　　　　　　五色沼特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ジェルミナル　　　　　　　　　　　　　　　　　フェアリーステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シビルウォー　　　　　　　　　　　　　　　　　北総ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ジュエルオブナイル　　　　　　　　　　　　　　小倉２歳ステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ショウワモダン　　　　　　　　　　　　　　　　東風ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディセンバーＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シルバーブレイズ　　　　　　　　　　　　　　　ジューンステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シングライクバード　　　　　　　　　　　　　　陣馬特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シンゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白富士ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟大賞典（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エプソムカップ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スターシップ　　　　　　　　　　　　　　　　　下総ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スペシャルポケット　　　　　　　　　　　　　　桑名特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ゼンノグッドウッド　　　　　　　　　　　　　　春日特別
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               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪―ハンブルクＣ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンシャインＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダイワマックワン　　　　　　　　　　　　　　　札幌日刊スポーツ杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長岡特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　タケミカヅチ　　　　　　　　　　　　　　　　　ダービー卿チャレンジ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダノンブライアン　　　　　　　　　　　　　　　南総特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダンスオールナイト　　　　　　　　　　　　　　初音ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ツバサドリーム　　　　　　　　　　　　　　　　立春賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　デリキットピース　　　　　　　　　　　　　　　忘れな草賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トリビュートソング　　　　　　　　　　　　　　浦佐特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南武特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トーセンファントム　　　　　　　　　　　　　　いちょうステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ニードルポイント　　　　　　　　　　　　　　　富里特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ノーワンエルス　　　　　　　　　　　　　　　　カンナステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ハシッテホシーノ　　　　　　　　　　　　　　　三面川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　バブルスプリングス　　　　　　　　　　　　　　太宰府特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　パールシャドウ　　　　　　　　　　　　　　　　ルスツ特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ファイナルスコアー　　　　　　　　　　　　　　春風ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ファルカタリア　　　　　　　　　　　　　　　　フリーウェイＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フサイチピージェイ　　　　　　　　　　　　　　愛宕特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドンカスターＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベテルギウスＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フジヤマラムセス　　　　　　　　　　　　　　　奥の細道特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　プリンセストロイ　　　　　　　　　　　　　　　北大路特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　プリンセスメモリー　　　　　　　　　　　　　　ダリア賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　プルシアンオリーブ　　　　　　　　　　　　　　長良川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　プレミアムボックス　　　　　　　　　　　　　　京阪杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＢＣ賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フレンチノワール　　　　　　　　　　　　　　　舞浜特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　プレンティフェスタ　　　　　　　　　　　　　　羊ヶ丘特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　プロヴィナージュ　　　　　　　　　　　　　　　三春駒特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元町ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ブーケフレグランス　　　　　　　　　　　　　　難波ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヘヴンリークルーズ　　　　　　　　　　　　　　朝日岳特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ベストロケーション　　　　　　　　　　　　　　市川ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須賀川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ボランタス　　　　　　　　　　　　　　　　　　招福ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ポルカマズルカ　　　　　　　　　　　　　　　　阿寒湖特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ボーダレスワールド　　　　　　　　　　　　　　ＳＴＶ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　播磨特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイエンブレム　　　　　　　　　　　　　　　　天草特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイディアサン　　　　　　　　　　　　　　　　シャングリラ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マチカネハヤテ　　　　　　　　　　　　　　　　石清水ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マルカハンニバル　　　　　　　　　　　　　　　稲荷特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マルカフリート　　　　　　　　　　　　　　　　ウトナイ湖特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ミリオンディスク　　　　　　　　　　　　　　　栗東ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カペラステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メイビリーヴ　　　　　　　　　　　　　　　　　初風特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　リクエストソング　　　　　　　　　　　　　　　福寿草特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　リーチザクラウン　　　　　　　　　　　　　　　きさらぎ賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ルミナスハーバー　　　　　　　　　　　　　　　飯豊特別
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               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　レインフォーレスト　　　　　　　　　　　　　　ひめさゆり賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　レッドディザイア　　　　　　　　　　　　　　　秋華賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルフィンステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　レッドリップス　　　　　　　　　　　　　　　　汐留特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会津特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ローズカットダイヤ　　　　　　　　　　　　　　伊吹山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ロールオブザダイス　　　　　　　　　　　　　　赤富士ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ワンカラット　　　　　　　　　　　　　　　　　フィリーズレビュー（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ワールドコンパス　　　　　　　　　　　　　　　ガーベラ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月岡温泉特別

          2    ノーザンファーム　　　　　　　　　　  　アイアンルック　　　　　　　　　　　　　　　　毎日杯（Ｇ）　　　　　　　　　     641        2943         222         301            7,341,529,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アドマイヤスワット　　　　　　　　　　　　　　梅田ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アドマイヤメジャー　　　　　　　　　　　　　　三田特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アニメイトバイオ　　　　　　　　　　　　　　　サフラン賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アパパネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪神ジュベナイルＦ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤松賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アプレザンレーヴ　　　　　　　　　　　　　　　テレビ東京杯青葉賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アルナスライン　　　　　　　　　　　　　　　　日経賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アンライバルド　　　　　　　　　　　　　　　　若駒ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皐月賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フジＴＶスプリングＳ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　イースター　　　　　　　　　　　　　　　　　　山城ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ウォータクティクス　　　　　　　　　　　　　　アルデバランＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンタレスステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エックスダンス　　　　　　　　　　　　　　　　二本松特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊野特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エノク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太秦ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡月橋ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　オウケンブルースリ　　　　　　　　　　　　　　京都大賞典（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　オープンセサミ　　　　　　　　　　　　　　　　恋路ケ浜特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　カルカソンヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　夏木立賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　カンパニー　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎日王冠（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天皇賞（秋）（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マイルチャンピオンＳ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　キタサンアミーゴ　　　　　　　　　　　　　　　山吹賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　キングスエンブレム　　　　　　　　　　　　　　上賀茂ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　キングレオポルド　　　　　　　　　　　　　　　ベゴニア賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ギンザボナンザ　　　　　　　　　　　　　　　　ひいらぎ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　クリスタルウイング　　　　　　　　　　　　　　日高特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　クーデグレイス　　　　　　　　　　　　　　　　織姫賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　コンティネント　　　　　　　　　　　　　　　　富嶽賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ザサンデーフサイチ　　　　　　　　　　　　　　紫野特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サバース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春日山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ジャンバティスト　　　　　　　　　　　　　　　苫小牧特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ショウナンラノビア　　　　　　　　　　　　　　ラジオ関西賞仲春特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卯月ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スズジュピター　　　　　　　　　　　　　　　　昇仙峡特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スパラート　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒桜賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スピリタス　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲東特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　セイクリッドバレー　　　　　　　　　　　　　　信濃川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水仙賞
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               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダイバーシティ　　　　　　　　　　　　　　　　湾岸ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダノンカモン　　　　　　　　　　　　　　　　　秋嶺ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダークエンジェル　　　　　　　　　　　　　　　十勝岳特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダークメッセージ　　　　　　　　　　　　　　　門松ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　テイエムザエックス　　　　　　　　　　　　　　四国新聞杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　デイトユアドリーム　　　　　　　　　　　　　　苗場特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ディバインフレイム　　　　　　　　　　　　　　積丹特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　テラノファントム　　　　　　　　　　　　　　　東雲賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トライアンフマーチ　　　　　　　　　　　　　　キャピタルステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トランスワープ　　　　　　　　　　　　　　　　稲村ヶ崎特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ピイラニハイウェイ　　　　　　　　　　　　　　指宿特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンタクロースＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北國新聞杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヒカルアマランサス　　　　　　　　　　　　　　君子蘭賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ピサノカルティエ　　　　　　　　　　　　　　　山桜賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ファイアーフロート　　　　　　　　　　　　　　藻岩山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールデンホイップＴ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ファルクス　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤湯特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みちのく特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フィッツロイ　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉城特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑後川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ブエナビスタ　　　　　　　　　　　　　　　　　優駿牝馬（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チューリップ賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜花賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フォゲッタブル　　　　　　　　　　　　　　　　生田特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステイヤーズＳ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フォーリクラッセ　　　　　　　　　　　　　　　白嶺ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　プロフェッショナル　　　　　　　　　　　　　　響灘特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイティースルー　　　　　　　　　　　　　　　セレブレイション賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春菜賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マゼラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糸魚川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マハーバリプラム　　　　　　　　　　　　　　　岩室温泉特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ミクロコスモス　　　　　　　　　　　　　　　　大倉山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メインストリーム　　　　　　　　　　　　　　　天竜川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青嵐賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メトロノース　　　　　　　　　　　　　　　　　摩耶ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　モルガナイト　　　　　　　　　　　　　　　　　夕月特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラインドリーム　　　　　　　　　　　　　　　　インディアトロフィー

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラターシュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラドラーダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユートピアステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラフィナール　　　　　　　　　　　　　　　　　赤倉特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ランザローテ　　　　　　　　　　　　　　　　　プロキオンステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羅生門ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ランフォルセ　　　　　　　　　　　　　　　　　黒竹賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラークキャロル　　　　　　　　　　　　　　　　ミモザ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　リコリス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーネーションカップ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　リルダヴァル　　　　　　　　　　　　　　　　　野路菊ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　リーチコンセンサス　　　　　　　　　　　　　　こでまり賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　レッドシャガーラ　　　　　　　　　　　　　　　知床特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ロジユニヴァース　　　　　　　　　　　　　　　東京優駿（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報知杯弥生賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ローザブランカ　　　　　　　　　　　　　　　　都井岬特別
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               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ローズキングダム　　　　　　　　　　　　　　　東京スポーツ杯２歳Ｓ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝日フューチュリティ（Ｇ）

          3    （有）社台コーポレーション白老ファー  　アリゼオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホープフルステークス　　　　　　     247        1155          71          98            2,284,271,000

               ム　　　　　　　　　　　　　　　　　  　イネオレオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆきやなぎ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヴィーヴァヴォドカ　　　　　　　　　　　　　　フラワーカップ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ウォーゲーム　　　　　　　　　　　　　　　　　睦月賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　カホマックス　　　　　　　　　　　　　　　　　くるみ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　グッドルッキング　　　　　　　　　　　　　　　浅口特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サンカルロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロッカスステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュージーランドＴ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ショウナンライジン　　　　　　　　　　　　　　千葉日報杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　タガノエリザベート　　　　　　　　　　　　　　ＫＢＳファンタジーＳ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　タガノプルミエール　　　　　　　　　　　　　　ゴールデンブーツＴ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トウカイオスカー　　　　　　　　　　　　　　　新潟日報賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ドリームジャーニー　　　　　　　　　　　　　　宝塚記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有馬記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産経大阪杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ナリタキングパワー　　　　　　　　　　　　　　木曽川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海ハンデキャップ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ナリタクリスタル　　　　　　　　　　　　　　　逆瀬川ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北野特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヒカルオオゾラ　　　　　　　　　　　　　　　　武庫川ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フライングメリッサ　　　　　　　　　　　　　　秩父特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヘッドライナー　　　　　　　　　　　　　　　　尾張ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斑鳩ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ムクドク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立冬特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ムードインディゴ　　　　　　　　　　　　　　　府中牝馬ステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　リトルアマポーラ　　　　　　　　　　　　　　　愛知杯（Ｇ）

          4    下河辺牧場　　　　　　　　　　　　　  　オールタイムベスト　　　　　　　　　　　　　　西日本スポーツ杯　　　　　　　　     158         692          51          65            1,308,649,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サンクスノート　　　　　　　　　　　　　　　　醍醐ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくらんぼ特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サンライズベガ　　　　　　　　　　　　　　　　館山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本海ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スカイリュウホー　　　　　　　　　　　　　　　タイランドカップ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダイワディライト　　　　　　　　　　　　　　　初日の出ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＳＴ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室町ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダッシャーゴーゴー　　　　　　　　　　　　　　ききょうステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ドモナラズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　不知火特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明石特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　パッションローズ　　　　　　　　　　　　　　　驀進特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邁進特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ピサノパテック　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＨＢ杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ブロードストリート　　　　　　　　　　　　　　スイートピーＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西ＴＶローズＳ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　モンテクリスエス　　　　　　　　　　　　　　　ダイヤモンドＳ（Ｇ）

          5    千代田牧場　　　　　　　　　　　　　  　アルトップラン　　　　　　　　　　　　　　　　美唄特別　　　　　　　　　　　　     159         724          47          67            1,137,909,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　クリールパッション　　　　　　　　　　　　　　大通り特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報知杯大雪ハンデ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師走ステークス
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               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サトノロマネ　　　　　　　　　　　　　　　　　黄梅賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ストロングガルーダ　　　　　　　　　　　　　　ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エーデルワイスＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ストロングバサラ　　　　　　　　　　　　　　　白馬岳特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉テレビ杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダイワジャンヌ　　　　　　　　　　　　　　　　粟島特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トシギャングスター　　　　　　　　　　　　　　ポインセチア賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ドリームゼニス　　　　　　　　　　　　　　　　五頭連峰特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南港特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヒラボクオウショー　　　　　　　　　　　　　　両津湾特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フォーチュンワード　　　　　　　　　　　　　　相模湖特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フサイチセブン　　　　　　　　　　　　　　　　層雲峡特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アカシヤ特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マチカネカミカゼ　　　　　　　　　　　　　　　松浜特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔｖｋ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マチカネコロモガワ　　　　　　　　　　　　　　桜草特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マヤノスターダム　　　　　　　　　　　　　　　阪神ジャンプＳ（Ｊ・Ｇ）

          6    ビッグレッドファーム　　　　　　　　  　ドリームキューブ　　　　　　　　　　　　　　　許波多特別　　　　　　　　　　　     118         561          31          37              914,640,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ドリームフォワード　　　　　　　　　　　　　　つわぶき賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ホクトグレイン　　　　　　　　　　　　　　　　習志野特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイネトゥインクル　　　　　　　　　　　　　　高千穂特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイネルキッツ　　　　　　　　　　　　　　　　天皇賞（春）（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイネルファルケ　　　　　　　　　　　　　　　秋風ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアマリンＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイネルモデルノ　　　　　　　　　　　　　　　筑前特別

          7    ノースヒルズマネジメント　　　　　　  　アーネストリー　　　　　　　　　　　　　　　　御堂筋ステークス　　　　　　　　      96         418          24          35              871,232,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夕刊フジ杯大原Ｓ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中日新聞杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヴィクトリアアイ　　　　　　　　　　　　　　　有松特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ウィルビーキング　　　　　　　　　　　　　　　峡特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヴェンティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　有明特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エテルノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　境港特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　オディール　　　　　　　　　　　　　　　　　　西海賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ストラテジー　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌スポニチ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダイシンプラン　　　　　　　　　　　　　　　　博多ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダノンアスカ　　　　　　　　　　　　　　　　　赤穂特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トランセンド　　　　　　　　　　　　　　　　　麒麟山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レパードステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ベストメンバー　　　　　　　　　　　　　　　　若葉ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都新聞杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒竹賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラナンキュラス　　　　　　　　　　　　　　　　りんどう賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラベ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青島特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　リディル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイリー杯２歳Ｓ（Ｇ）

          8    カントリー牧場　　　　　　　　　　　  　ヴィーヴァミラコロ　　　　　　　　　　　　　　揖斐川特別　　　　　　　　　　　      21         139          11          14              712,001,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ウオッカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴィクトリアマイル（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャパンカップ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ザザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マカオＪＣトロフィー

is#7
タイプライターテキスト
蓬莱
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          9    追分ファーム　　　　　　　　　　　　  　オーロマイスター　　　　　　　　　　　　　　　猪苗代特別　　　　　　　　　　　      81         382          31          39              672,063,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながつきステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スペルバインド　　　　　　　　　　　　　　　　新春ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダノンプログラマー　　　　　　　　　　　　　　久多特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　デルフォイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムーニーバレーＲＣ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ファイアレッド　　　　　　　　　　　　　　　　遠賀川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ボンバルリーナ　　　　　　　　　　　　　　　　檜原湖特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ポーラーライツ　　　　　　　　　　　　　　　　小牧特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ミッキーパンプキン　　　　　　　　　　　　　　修学院ステークス

         10    グランド牧場　　　　　　　　　　　　  　ケイアイスイジン　　　　　　　　　　　　　　　妙高特別　　　　　　　　　　　　     101         507          32          43              629,531,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スズカコーズウェイ　　　　　　　　　　　　　　宇治川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朱雀ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京王杯スプリングＣ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ミダースタッチ　　　　　　　　　　　　　　　　桃山ステークス

         11    三嶋牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ダブルウェッジ　　　　　　　　　　　　　　　　アーリントンカップ（Ｇ）　　　      69         341          25          30              583,153,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　チェレブリタ　　　　　　　　　　　　　　　　　京都牝馬ステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メイショウゴルゴ　　　　　　　　　　　　　　　由布院特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メイショウベルーガ　　　　　　　　　　　　　　弥彦特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古都ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メイショウラッシー　　　　　　　　　　　　　　早鞆特別

         12    谷岡牧場　　　　　　　　　　　　　　  　サクラエルドール　　　　　　　　　　　　　　　百日草特別　　　　　　　　　　　      48         206          13          19              512,001,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サクラオリオン　　　　　　　　　　　　　　　　函館記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヨタ賞中京記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サクラデジタル　　　　　　　　　　　　　　　　二王子特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サクラメガワンダー　　　　　　　　　　　　　　金鯱賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サクラロミオ　　　　　　　　　　　　　　　　　ラジオ福島賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直江津特別

         13    錦岡牧場　　　　　　　　　　　　　　  　イコピコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白百合ステークス　　　　　　　　      38         218           8          12              500,322,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸新聞杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ジョリーダンス　　　　　　　　　　　　　　　　サンスポ杯阪神牝馬Ｓ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヤマニンウイスカー　　　　　　　　　　　　　　あすなろ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＴＢ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヤマニンキングリー　　　　　　　　　　　　　　札幌記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヤマニンリュバン　　　　　　　　　　　　　　　金蹄ステークス

         14    辻　弘毅　　　　　　　　　　　　　　  　アドマイヤアトム　　　　　　　　　　　　　　　燕特別　　　　　　　　　　　　　      59         261          18          26              490,054,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アドマイヤスバル　　　　　　　　　　　　　　　オアシスステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大沼ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アドマイヤダンク　　　　　　　　　　　　　　　桶狭間ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　アドマイヤフジ　　　　　　　　　　　　　　　　日刊スポ賞中山金杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エーシンラクーリエ　　　　　　　　　　　　　　村上特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ゴールディーロック　　　　　　　　　　　　　　五泉特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平ヶ岳特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メイショウイエミツ　　　　　　　　　　　　　　はこべら賞

         15    岡田スタツド　　　　　　　　　　　　  　ヴェリタス　　　　　　　　　　　　　　　　　　飛竜特別　　　　　　　　　　　　     100         462          26          32              469,388,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マツリダゴッホ　　　　　　　　　　　　　　　　産経賞オールカマー（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メリッサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州短距離Ｓ
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               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　モトヒメ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島２歳ステークス

         16    ヤナガワ牧場　　　　　　　　　　　　  　ウェディングフジコ　　　　　　　　　　　　　　パールステークス　　　　　　　　      74         346          19          23              462,494,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ターコイズステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　オシャレキング　　　　　　　　　　　　　　　　和布刈特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　コパノオーシャンズ　　　　　　　　　　　　　　水無月特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　テーオーストーム　　　　　　　　　　　　　　　富良野特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ブラボーデイジー　　　　　　　　　　　　　　　壇之浦特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島牝馬ステークス（Ｇ）

         17    エクセルマネジメント　　　　　　　　  　インカム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淀ジャンプステークス　　　　　　      60         282          16          24              441,391,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛若丸ジャンプＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エリモファイナル　　　　　　　　　　　　　　　ストークステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エリモマキシム　　　　　　　　　　　　　　　　新潟ジャンプＳ（Ｊ・Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　セレスハント　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪スポーツ杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペルセウスステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダノンエクスプレス　　　　　　　　　　　　　　柏崎特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダノンエリモトップ　　　　　　　　　　　　　　咲花特別

         18    川上　悦夫　　　　　　　　　　　　　  　キングジョイ　　　　　　　　　　　　　　　　　中山大障害（Ｊ・Ｇ）　　　　　      89         407          14          17              432,940,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　グランシュヴァリエ　　　　　　　　　　　　　　釧路湿原特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　タカオセンチュリー　　　　　　　　　　　　　　伊勢佐木特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麦秋ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ハツカリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夕張特別

         19    岡田牧場　　　　　　　　　　　　　　  　サンエムパーム　　　　　　　　　　　　　　　　橿原ステークス　　　　　　　　　      55         273          18          26              432,402,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シゲルダイセン　　　　　　　　　　　　　　　　なでしこ賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ショウリュウケン　　　　　　　　　　　　　　　三木ホースランドＪＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ホットフレイバー　　　　　　　　　　　　　　　新涼特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヤマカツマリリン　　　　　　　　　　　　　　　中京日経賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　リキアイダンディ　　　　　　　　　　　　　　　水路閣特別

         20    西山牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ニシノコンドコソ　　　　　　　　　　　　　　　白鷺特別　　　　　　　　　　　　      87         384          18          22              404,643,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ニシノナースコール　　　　　　　　　　　　　　名鉄杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ニシノブルームーン　　　　　　　　　　　　　　鎌ケ谷特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　府中ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ニシノメイゲツ　　　　　　　　　　　　　　　　芙蓉ステークス

         21    坂東牧場　　　　　　　　　　　　　　  　アクシオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　江の島特別　　　　　　　　　　　      31         158           6          11              398,693,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八坂ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳴尾記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ビービーガルダン　　　　　　　　　　　　　　　阪急杯（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キーンランドカップ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ビービーファルコン　　　　　　　　　　　　　　迎春ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ブリッツェン　　　　　　　　　　　　　　　　　小特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川新聞杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ペプチドルビー　　　　　　　　　　　　　　　　すばるステークス

         22    村田牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ケイアイドウソジン　　　　　　　　　　　　　　ロベリア賞　　　　　　　　　　　      27         137          10          13              392,033,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白井特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マヤノツルギ　　　　　　　　　　　　　　　　　ニューイヤーＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ローレルゲレイロ　　　　　　　　　　　　　　　高松宮記念（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スプリンターズＳ（Ｇ）
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         23    トウショウ産業株式会社トウショウ牧場  　トウショウウェイヴ　　　　　　　　　　　　　　アメジストステークス　　　　　　      48         210           9          15              369,063,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オクトーバーＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トウショウカレッジ　　　　　　　　　　　　　　バレンタインＳ

         24    メジロ牧場　　　　　　　　　　　　　  　メジロシリング　　　　　　　　　　　　　　　　飛ステークス　　　　　　　　　      64         308          20          20              312,037,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メジロチャンプ　　　　　　　　　　　　　　　　サロベツ特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メジロティモン　　　　　　　　　　　　　　　　成田特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メジロフォーナ　　　　　　　　　　　　　　　　野島崎特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メジロラフィキ　　　　　　　　　　　　　　　　鶴橋特別

         25    フジワラフアーム　　　　　　　　　　  　セブンシークィーン　　　　　　　　　　　　　　おおぞら特別　　　　　　　　　　      56         274          15          19              302,878,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桂川ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　バブルウイズアラン　　　　　　　　　　　　　　知多特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メイショウダグザ　　　　　　　　　　　　　　　飛梅賞

         26    ケイアイファーム　　　　　　　　　　  　シンメイフジ　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟２歳ステークス（Ｇ）　　　      26         115          10          14              293,570,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　レディハニー　　　　　　　　　　　　　　　　　朝里川特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　レディルージュ　　　　　　　　　　　　　　　　あじさいステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ロードバリオス　　　　　　　　　　　　　　　　クリスマスキャロル賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ロードパンサー　　　　　　　　　　　　　　　　くちなし賞

         27    谷川牧場　　　　　　　　　　　　　　  　コウヨウウェーブ　　　　　　　　　　　　　　　春麗ジャンプＳ　　　　　　　　　      38         170           9          10              292,747,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　サクセスブロッケン　　　　　　　　　　　　　　フェブラリーＳ（Ｇ）

         28    日高大洋牧場　　　　　　　　　　　　  　アズマタイショウ　　　　　　　　　　　　　　　わらび賞　　　　　　　　　　　　      55         273          12          16              292,432,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ブレイクナイン　　　　　　　　　　　　　　　　山藤賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラインプレアー　　　　　　　　　　　　　　　　貴船ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なにわステークス

         29    Ｗｉｎｃｈｅｓｔｅｒ　Ｆａｒｍ　　　  　エアマックール　　　　　　　　　　　　　　　　総武ステークス　　　　　　　　　      24         150          14          18              287,785,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エーシンエフダンズ　　　　　　　　　　　　　　船橋ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エーシンコンファー　　　　　　　　　　　　　　利尻特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊明特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エーシンジーライン　　　　　　　　　　　　　　白川特別

         30    フクダファーム　　　　　　　　　　　  　ワンダーアキュート　　　　　　　　　　　　　　オークランドＲＣＴ　　　　　　　      13          66           4          10              275,507,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あおぎりステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シリウスステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京中日Ｓ杯武蔵野Ｓ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ワンダースピード　　　　　　　　　　　　　　　東海ステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安ステークス（Ｇ）

         31    高昭牧場　　　　　　　　　　　　　　  　カネトシコウショウ　　　　　　　　　　　　　　ヒヤシンスステークス　　　　　　      60         279          18          20              272,008,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ホッコービクトリー　　　　　　　　　　　　　　菅名岳特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳴滝特別

         32    栄進牧場　　　　　　　　　　　　　　  　エーシンディーエス　　　　　　　　　　　　　　京都ジャンプＳ（Ｊ・Ｇ）　　　      34         140          12          16              268,072,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エーシンモアオバー　　　　　　　　　　　　　　千歳特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しらかばステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラジルカップ

         33    幾千世牧場　　　　　　　　　　　　　  　エスポワールシチー　　　　　　　　　　　　　　マーチステークス（Ｇ）　　　　      14          92           6           7              264,290,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャパンカップダート（Ｇ）
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         34    パカパカファーム　　　　　　　　　　  　アップグレーデッド　　　　　　　　　　　　　　香取特別　　　　　　　　　　　　      40         155          11          16              261,586,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ウインヴェロシティ　　　　　　　　　　　　　　香住特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ドラゴンファング　　　　　　　　　　　　　　　雲雀ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥多摩ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヒシオフェンス　　　　　　　　　　　　　　　　春望ステークス

         35    笠松牧場　　　　　　　　　　　　　　  　サンライズクォリア　　　　　　　　　　　　　　もちの木賞　　　　　　　　　　　      34         155           9          11              258,301,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　テイクザホーク　　　　　　　　　　　　　　　　福島中央テレビ杯

         36    大栄牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ゴールデンダリア　　　　　　　　　　　　　　　テレビ静岡賞　　　　　　　　　　      31         147           8          11              245,447,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スマートギア　　　　　　　　　　　　　　　　　晩春ステークス

         37    武　牧場　　　　　　　　　　　　　　  　スリーロールス　　　　　　　　　　　　　　　　野分特別　　　　　　　　　　　　      23          92           4           6              243,769,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊花賞（Ｇ）

         38    原　武久　　　　　　　　　　　　　　  　ミヤビランベリ　　　　　　　　　　　　　　　　目黒記念（Ｇ）　　　　　　　　       6          44           3           5              236,395,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七夕賞（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルゼンチン共和国杯（Ｇ）

         39    タイヘイ牧場　　　　　　　　　　　　  　キングストリート　　　　　　　　　　　　　　　名古屋日刊スポーツ杯　　　　　　      37         191          10          11              228,991,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シルポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　セイカジーベック　　　　　　　　　　　　　　　米沢特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　タイガーストーン　　　　　　　　　　　　　　　長岡京ステークス

         40    協和牧場　　　　　　　　　　　　　　  　シャウトライン　　　　　　　　　　　　　　　　周防灘特別　　　　　　　　　　　      35         177           8          13              213,828,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駿風ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーデンバーデンＣ

         41    上水牧場　　　　　　　　　　　　　　  　スノークラッシャー　　　　　　　　　　　　　　初咲賞　　　　　　　　　　　　　      32         143           9          10              210,892,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メトロポリタンＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スマイルジャック　　　　　　　　　　　　　　　関屋記念（Ｇ）

         42    杵臼牧場　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      53         248          13          15              207,168,000

         43    藤川フアーム　　　　　　　　　　　　  　ジェイケイセラヴィ　　　　　　　　　　　　　　福島民友カップ　　　　　　　　　      11          87           8          14              206,499,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白河特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内房ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スパーブスピリット　　　　　　　　　　　　　　鶴ヶ城特別

         44    竹島　幸治　　　　　　　　　　　　　  　トーホウアタック　　　　　　　　　　　　　　　天白川特別　　　　　　　　　　　      15          70           7          11              205,065,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トーホウオルビス　　　　　　　　　　　　　　　大須特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トーホウドルチェ　　　　　　　　　　　　　　　鳴門ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安芸ステークス

         45    宮内牧場　　　　　　　　　　　　　　  　トップサンダー　　　　　　　　　　　　　　　　日田特別　　　　　　　　　　　　      40         183           9          12              201,204,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ボストンオー　　　　　　　　　　　　　　　　　心斎橋ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道頓堀ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥羽特別

         46    藤原牧場　　　　　　　　　　　　　　  　エアジパング　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌日経オープン　　　　　　　　      36         151          10          12              197,355,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　エアシャトゥーシュ　　　　　　　　　　　　　　宗谷特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嵯峨野特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トレノジュビリー　　　　　　　　　　　　　　　伏見ステークス
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               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレビ愛知オープン

         47    テイエム牧場　　　　　　　　　　　　  　テイエムトッパズレ　　　　　　　　　　　　　　京都ハイジャンプ（Ｊ・Ｇ）　　      30         107           4           6              195,196,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京ハイジャンプ（Ｊ・Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　テイエムヨカドー　　　　　　　　　　　　　　　十日町特別

         48    富田牧場　　　　　　　　　　　　　　  　キタサンガイセン　　　　　　　　　　　　　　　ビオラ賞　　　　　　　　　　　　      28         141           9          11              187,195,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メイショウカーター　　　　　　　　　　　　　　鞍ケ池特別

         49    稲原牧場　　　　　　　　　　　　　　  　エアクラマン　　　　　　　　　　　　　　　　　燧ヶ岳特別　　　　　　　　　　　      22         120           5           7              186,903,000

         50    浦河小林牧場　　　　　　　　　　　　  　トシザコジーン　　　　　　　　　　　　　　　　舞子特別　　　　　　　　　　　　      27         126           6           9              185,135,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トシナギサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　横手特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳都ステークス

         51    中村　雅明　　　　　　　　　　　　　  　アドバンスウェイ　　　　　　　　　　　　　　　瀬波温泉特別　　　　　　　　　　      23         101           7          10              184,661,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観月橋ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヒシカツリーダー　　　　　　　　　　　　　　　ジャニュアリーＳ

         52    タニグチ牧場　　　　　　　　　　　　  　グッドバニヤン　　　　　　　　　　　　　　　　英彦山特別　　　　　　　　　　　      20          98           5           6              183,430,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　テイエムプリキュア　　　　　　　　　　　　　　日経新春杯（Ｇ）

         53    松浦牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ラッキーバニヤン　　　　　　　　　　　　　　　西部日刊スポーツ杯　　　　　　　      30         135           9          13              182,606,000

         54    シンボリ牧場　　　　　　　　　　　　  　スイートブレナム　　　　　　　　　　　　　　　石打特別　　　　　　　　　　　　      45         184           8          12              180,877,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定山渓特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ラインブラッド　　　　　　　　　　　　　　　　マーガレットＳ

         55    有限会社新冠タガノファーム　　　　　  　タガノエルシコ　　　　　　　　　　　　　　　　飛鳥ステークス　　　　　　　　　      24         122           6           6              180,558,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　タガノファントム　　　　　　　　　　　　　　　江坂特別

         56    アラキフアーム　　　　　　　　　　　  　シティボス　　　　　　　　　　　　　　　　　　伏拝特別　　　　　　　　　　　　      20         103           8          10              179,401,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ワンダーポデリオ　　　　　　　　　　　　　　　鎌倉ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霜月ステークス

         57    信岡牧場　　　　　　　　　　　　　　  　マストビートゥルー　　　　　　　　　　　　　　長篠ステークス　　　　　　　　　      18         107           3           6              178,942,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪城ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉日経オープン

         58    日西牧場　　　　　　　　　　　　　　  　メイショウナイト　　　　　　　　　　　　　　　千種特別　　　　　　　　　　　　      47         242           9          10              174,560,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ユウキタイティ　　　　　　　　　　　　　　　　門司ステークス

         59    ハッピーネモファーム　　　　　　　　  　ジョーカプチーノ　　　　　　　　　　　　　　　萌黄賞　　　　　　　　　　　　　       4          16           2           5              172,926,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中スポ賞ファルコンＳ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＨＫマイルカップ（Ｇ）

         60    新井牧場　　　　　　　　　　　　　　  　サワヤカラスカル　　　　　　　　　　　　　　　うずしおステークス　　　　　　　      15          77           4           4              171,671,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ナカヤマフェスタ　　　　　　　　　　　　　　　セントライト記念（Ｇ）

         61    浜本牧場　　　　　　　　　　　　　　  　カノヤザクラ　　　　　　　　　　　　　　　　　アイビスサマーＤ（Ｇ）　　　　      20         115           6           7              169,939,000

         62    松田　三千雄　　　　　　　　　　　　  　ケイアイアストン　　　　　　　　　　　　　　　礼文特別　　　　　　　　　　　　      24         135           6          10              169,640,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サロマ湖特別
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               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　納屋橋ステークス

         63    上村　清志　　　　　　　　　　　　　  　ウォーターセレネ　　　　　　　　　　　　　　　若戸特別　　　　　　　　　　　　      10          66           5           8              166,910,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　グランプリエンゼル　　　　　　　　　　　　　　橘ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　函館スプリントＳ（Ｇ）

         64    川島牧場　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      28         147           9           9              166,571,000

         65    八田ファーム　　　　　　　　　　　　  　ナムラクレセント　　　　　　　　　　　　　　　阿賀野川特別　　　　　　　　　　       9          47           4           7              165,910,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西宮ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンドロメダＳ

         66    ガーベラパークスタツド　　　　　　　  　ゲットブラック　　　　　　　　　　　　　　　　三河特別　　　　　　　　　　　　      18          88           6           7              164,110,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　スーパーホーネット　　　　　　　　　　　　　　読売マイラーズカップ（Ｇ）

         67    矢野牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ダノンパッション　　　　　　　　　　　　　　　黄菊賞　　　　　　　　　　　　　      19          88           5           6              163,020,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ランチボックス　　　　　　　　　　　　　　　　白老特別

         68    酒井牧場　　　　　　　　　　　　　　  　チュニジアンブルー　　　　　　　　　　　　　　オーロラ特別　　　　　　　　　　      19          89           7          10              159,524,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芍薬賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　チョウカイファイト　　　　　　　　　　　　　　ノベンバーステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレビ山梨杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ベルベットロード　　　　　　　　　　　　　　　セントポーリア賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オリエンタル賞

         69    中村　和夫　　　　　　　　　　　　　  　アポロフェニックス　　　　　　　　　　　　　　サンライズステークス　　　　　　      21          86           4           5              158,958,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春雷ステークス

         70    須崎牧場　　　　　　　　　　　　　　  　タマモクリエイト　　　　　　　　　　　　　　　久留米特別　　　　　　　　　　　      28         153           7           9              158,354,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香嵐渓特別

         71    森本牧場　　　　　　　　　　　　　　  　シルクメビウス　　　　　　　　　　　　　　　　くすのき賞　　　　　　　　　　　       7          30           2           5              157,742,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　端午ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニコーンステークス（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トパーズステークス

         72    Ａｒｒｏｗｌｅａｖｅ　Ｊｏｉｎｔ　Ｖ  　キンシャサノキセキ　　　　　　　　　　　　　　毎日放送賞スワンＳ（Ｇ）　　　       3          17           2           4              155,847,000

               ｅｎｔｕｒｅ　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪神カップ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　クリュギスト　　　　　　　　　　　　　　　　　矢作川特別

         73    バンブー牧場　　　　　　　　　　　　  　キングバンブー　　　　　　　　　　　　　　　　フィリピントロフィー　　　　　　      21         106           7          10              152,815,000

         74    水上　習孝　　　　　　　　　　　　　  　エイシンタイガー　　　　　　　　　　　　　　　葵ステークス　　　　　　　　　　      14          63           5           8              151,721,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京洛ステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ダイアナバローズ　　　　　　　　　　　　　　　紫苑ステークス

         75    サンシャイン牧場　　　　　　　　　　  　アロマンシェス　　　　　　　　　　　　　　　　上総特別　　　　　　　　　　　　      28         128           7           8              148,671,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シャランジュ　　　　　　　　　　　　　　　　　鷹巣山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　レト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒松賞

         76    アイオイファーム　　　　　　　　　　  　サンディエゴシチー　　　　　　　　　　　　　　クローバー賞　　　　　　　　　　      15          62           4           6              148,226,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌２歳ステークス（Ｇ）
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         77    桑田牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ショウナンカザン　　　　　　　　　　　　　　　賢島特別　　　　　　　　　　　　      26         126           3           6              145,733,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾瀬特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セプテンバーＳ

         78    日進牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ストーリーテリング　　　　　　　　　　　　　　高瀬川ステークス　　　　　　　　      24         120           8          11              144,039,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マリエンベルク　　　　　　　　　　　　　　　　山国川特別

         79    信成牧場　　　　　　　　　　　　　　  　タマモナイスプレイ　　　　　　　　　　　　　　須磨特別　　　　　　　　　　　　      10          65           4           6              142,564,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三宮特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュライステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　チャームポット　　　　　　　　　　　　　　　　石狩特別

         80    メイプルファーム　　　　　　　　　　  　カレイジャスミン　　　　　　　　　　　　　　　豊栄特別　　　　　　　　　　　　      13          60           6           8              141,453,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ケイアイライジン　　　　　　　　　　　　　　　若竹賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プリンシパルＳ

         81    服部　牧場　　　　　　　　　　　　　  　テーオーケンジャ　　　　　　　　　　　　　　　きんもくせい特別　　　　　　　　      21         114           6           9              139,383,000

         82    対馬　正　　　　　　　　　　　　　　  　アイノレグルス　　　　　　　　　　　　　　　　御嶽特別　　　　　　　　　　　　      16          81           7           7              139,252,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　キルシュブリューテ　　　　　　　　　　　　　　吾妻小富士賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　タマモサポート　　　　　　　　　　　　　　　　スポニチ賞京都金杯（Ｇ）

         83    白井牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ナリタスプリング　　　　　　　　　　　　　　　プラタナス賞　　　　　　　　　　      41         178           8          10              137,272,000

         84    待兼牧場　　　　　　　　　　　　　　  　マチカネニホンバレ　　　　　　　　　　　　　　横浜ステークス　　　　　　　　　      11          57           4           7              137,075,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブリリアントＳ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マリーンステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルムステークス（Ｇ）

         85    コスモヴューファーム　　　　　　　　  　マイネエスポワール　　　　　　　　　　　　　　小豆島特別　　　　　　　　　　　      28         106           6           8              135,865,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイネルクラリティ　　　　　　　　　　　　　　フリージア賞

         86    野島牧場　　　　　　　　　　　　　　  　スマートセントラル　　　　　　　　　　　　　　開成山特別　　　　　　　　　　　      16          56           5           7              134,221,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マイネルスターリー　　　　　　　　　　　　　　ポプラステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイルランドＴ

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライラック賞

         87    村下　明博　　　　　　　　　　　　　  　ハギノジョイフル　　　　　　　　　　　　　　　尾頭橋特別　　　　　　　　　　　      17          92           3           5              133,291,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松籟ステークス

         88    有限会社　レキシントンファーム　　　  　アーバンストリート　　　　　　　　　　　　　　シルクロードＳ（Ｇ）　　　　　      23         112           6           7              133,135,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　タートルベイ　　　　　　　　　　　　　　　　　桜島特別

         89    ベルモントファーム（早田牧場新冠支場  　ベルモントヤマユリ　　　　　　　　　　　　　　初茜賞　　　　　　　　　　　　　      29         116           7          10              132,867,000

               共有）　　　　　　　　　　　　　　　  　ベルモントルパン　　　　　　　　　　　　　　　鹿野山特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グレイトフルＳ

         90    カミイスタット　　　　　　　　　　　  　マンハッタンスカイ　　　　　　　　　　　　　　巴賞　　　　　　　　　　　　　　      16          84           6           7              132,416,000

         91    雅　牧場　　　　　　　　　　　　　　  　シャイニーブラウン　　　　　　　　　　　　　　琵琶湖特別　　　　　　　　　　　      24         111           5           8              130,162,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フォルミダービレ　　　　　　　　　　　　　　　河口湖特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ブライティアパルス　　　　　　　　　　　　　　摂津特別
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         92    南部　功　　　　　　　　　　　　　　  　ディアジーナ　　　　　　　　　　　　　　　　　菜の花賞　　　　　　　　　　　　       2          12           1           3              129,047,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイリー杯クイーンＣ（Ｇ）

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンスポ賞フローラＳ（Ｇ）

         93    新冠橋本牧場　　　　　　　　　　　　  　ケイアイコンセプト　　　　　　　　　　　　　　種市特別　　　　　　　　　　　　      32         138           6          10              128,845,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦星賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　シゲルキリガミネ　　　　　　　　　　　　　　　矢車賞

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ジャコスキー　　　　　　　　　　　　　　　　　アプローズ賞

         94    畠山牧場　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      30         151           3           4              128,468,000

         95    日の出牧場　　　　　　　　　　　　　  　メイショウアツヒメ　　　　　　　　　　　　　　夙川特別　　　　　　　　　　　　      10          59           4           4              127,008,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　メイショウキトリ　　　　　　　　　　　　　　　洛陽ステークス

         96    木戸口牧場　　　　　　　　　　　　　  　トップカミング　　　　　　　　　　　　　　　　アザレア賞　　　　　　　　　　　       6          31           2           4              125,832,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晩秋特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オリオンステークス

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　トップゾーン　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶっぽうそう特別

         97    杵臼斉藤牧場　　　　　　　　　　　　  　インプルーヴ　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラッドストーンＳ　　　　　　　      20         103           6           8              125,395,000

         98    清水牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ワイルドコンコルド　　　　　　　　　　　　　　テレビ埼玉杯　　　　　　　　　　      15          85           7           8              124,897,000

         99    北西牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ウエスタンヒート　　　　　　　　　　　　　　　トリトンステークス　　　　　　　      20          77           4           5              122,789,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ウエスタンマックス　　　　　　　　　　　　　　立夏ステークス

        100    正和山本牧場　　　　　　　　　　　　  　キストゥヘヴン　　　　　　　　　　　　　　　　中山牝馬ステークス（Ｇ）　　　       8          34           4           6              120,683,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　マルブツリード　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＢＣ杯

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿蘇ステークス

        101    岡本牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ピエナグッドラック　　　　　　　　　　　　　　高雄特別　　　　　　　　　　　　      12          76           3           4              120,431,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ピエナビーナス　　　　　　　　　　　　　　　　クイーンステークス（Ｇ）

        102    山際牧場　　　　　　　　　　　　　　  　トーセンクラウン　　　　　　　　　　　　　　　スピカステークス　　　　　　　　      16          89           3           3              117,909,000

        103    ヒカル牧場　　　　　　　　　　　　　  　サンライズマックス　　　　　　　　　　　　　　小倉大賞典（Ｇ）　　　　　　　       7          48           4           4              117,698,000

        104    ダイイチ牧場　　　　　　　　　　　　  　スマートステージ　　　　　　　　　　　　　　　奥只見特別　　　　　　　　　　　       7          66           3           6              117,632,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西郷特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ホーマンファラオ　　　　　　　　　　　　　　　天の川ステークス

        105    本桐牧場　　　　　　　　　　　　　　  　マサライト　　　　　　　　　　　　　　　　　　三条特別　　　　　　　　　　　　      21          96           6           8              117,540,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磐梯山特別

        106    大典牧場　　　　　　　　　　　　　　  　ダンツホウテイ　　　　　　　　　　　　　　　　木津川特別　　　　　　　　　　　      10          51           4           6              117,530,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清滝特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ヤエノアカハチ　　　　　　　　　　　　　　　　安房特別

        107    猿倉牧場　　　　　　　　　　　　　　  　マルカベスト　　　　　　　　　　　　　　　　　小石原特別　　　　　　　　　　　      14          60           4           8              114,993,000

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有田特別

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マレーシアカップ

        108    タバタファーム　　　　　　　　　　　  　ゴールデンシャイン　　　　　　　　　　　　　　秋陽ジャンプＳ　　　　　　　　　      13          54           5           6              113,989,000




