
(注)  本会所属馬、本会外所属馬にかかわらず、当該年度に出走した中央競馬の

スズカマンボ　　　　　　　　　　　　　　

スズカブルーム　　　　　　　　　　　　　

グランド牧場　　　　　　　　　　　　　　

ステイゴールド　　　　　　　　　　　　　

シャドウシルエット　　　　　　　　　　　

坂東牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ブラックタイド　　　　　　　　　　　　　

タガノレヴェントン　　　　　　　　　　　

有限会社新冠タガノファーム　　　　　　　

ハーツクライ　　　　　　　　　　　　　　

セカンドノホシ　　　　　　　　　　　　　

出口牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ディープインパクト　　　　　　　　　　　

ナイトマジック　　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

ダイワメジャー　　　　　　　　　　　　　

メジロプレスト　　　　　　　　　　　　　

レイクヴィラファーム　　　　　　　　　　

マーベラスサンデー　　　　　　　　　　　

エイシンパンジー　　　　　　　　　　　　

マリオステーブル　　　　　　　　　　　　

キングカメハメハ　　　　　　　　　　　　

スモークンフローリック　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

ステイゴールド　　　　　　　　　　　　　

シャドウシルエット　　　　　　　　　　　

坂東牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ハーツクライ　　　　　　　　　　　　　　

スマートムービー　　　　　　　　　　　　

株式会社スマート　　　　　　　　　　　　

ワークフォース　　　　　　　　　　　　　

レースドール　　　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

ディープブリランテ　　　　　　　　　　　

ダイイチボタン　　　　　　　　　　　　　

北田　剛　　　　　　　　　　　　　　　　

ハービンジャー　　　　　　　　　　　　　

モルトフェリーチェ　　　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

成績を対象としています。



(注)  本会所属馬、本会外所属馬にかかわらず、当該年度に出走した中央競馬の

メイショウサムソン　　　　　　　　　　　

ランペイア　　　　　　　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

マンハッタンカフェ　　　　　　　　　　　

ベストブート　　　　　　　　　　　　　　

上水牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ブラックタイド　　　　　　　　　　　　　

コスモカラット　　　　　　　　　　　　　

田中　裕之　　　　　　　　　　　　　　　

ステイゴールド　　　　　　　　　　　　　

ウェンブリー　　　　　　　　　　　　　　

真歌田中牧場　　　　　　　　　　　　　　

モンテロッソ　　　　　　　　　　　　　　

コウユーキズナ　　　　　　　　　　　　　

エムエム、ヤマダファーム　　　　　　　　

スクリーンヒーロー　　　　　　　　　　　

グローリサンディ　　　　　　　　　　　　

中本牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤムーン　　　　　　　　　　　　

ラヴィングプライド　　　　　　　　　　　

ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社　　

アドマイヤムーン　　　　　　　　　　　　

ナイアード　　　　　　　　　　　　　　　

日進牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　　　　　　　　　　

Ｓｃｒｅｅｎ　Ｓｔａｒ　　　　　　　　　

Ｍａｒｋ　Ｊｏｈｎｓｔｏｎ　Ｒａｃｉｎｇ

ゴールドアリュール　　　　　　　　　　　

ファニーストーリー　　　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

ディープインパクト　　　　　　　　　　　

ジンジャーパンチ　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

ロージズインメイ　　　　　　　　　　　　

ベルモントベロニカ　　　　　　　　　　　

藤春　修二　　　　　　　　　　　　　　　

ヘニーヒューズ　　　　　　　　　　　　　

フィールドサンデー　　　　　　　　　　　

（有）社台コーポレーション白老ファーム　

成績を対象としています。



(注)  本会所属馬、本会外所属馬にかかわらず、当該年度に出走した中央競馬の

サウスヴィグラス　　　　　　　　　　　　

クリーペル　　　　　　　　　　　　　　　

ハクツ牧場　　　　　　　　　　　　　　　

ダイワメジャー　　　　　　　　　　　　　

プティプランセス　　　　　　　　　　　　

下河辺牧場　　　　　　　　　　　　　　　

ファーガソン　　　　　　　　　　　　　　

フレンズ　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒダカフアーム　　　　　　　　　　　　　

クロフネ　　　　　　　　　　　　　　　　

メイグレイス　　　　　　　　　　　　　　

千明牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

メジロダイボサツ　　　　　　　　　　　　

スズオリヅル　　　　　　　　　　　　　　

北田　剛　　　　　　　　　　　　　　　　

ブラックタイド　　　　　　　　　　　　　

ネイチャーガイド　　　　　　　　　　　　

下河辺牧場　　　　　　　　　　　　　　　

ネオユニヴァース　　　　　　　　　　　　

ピエナマーメイド　　　　　　　　　　　　

まるとみ冨岡牧場　　　　　　　　　　　　

リーチザクラウン　　　　　　　　　　　　

ニシノマザーアース　　　　　　　　　　　

谷川牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

サムライハート　　　　　　　　　　　　　

フォーカルスター　　　　　　　　　　　　

神垣　道弘　　　　　　　　　　　　　　　

タニノギムレット　　　　　　　　　　　　

アゲヒバリ　　　　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

リーチザクラウン　　　　　　　　　　　　

テキスタイル　　　　　　　　　　　　　　

村上　欽哉　　　　　　　　　　　　　　　

キングカメハメハ　　　　　　　　　　　　

トレアンサンブル　　　　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

Ｍｕｎｎｉｎｇｓ　　　　　　　　　　　　

Ｍｙ　Ａｎｇｕｉｌｌａ　　　　　　　　　

Ｄｅｂｒａ　Ａｎｎ　Ｓｈｅｈａｄｉ　　　

成績を対象としています。



(注)  本会所属馬、本会外所属馬にかかわらず、当該年度に出走した中央競馬の

スマートファルコン　　　　　　　　　　　

マンノヴィクトリア　　　　　　　　　　　

二風谷ファーム　　　　　　　　　　　　　

エンパイアメーカー　　　　　　　　　　　

シャドウムーン　　　　　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

ダイワメジャー　　　　　　　　　　　　　

ヤマニンカルフール　　　　　　　　　　　

錦岡牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

マンハッタンカフェ　　　　　　　　　　　

リーフィーウッド　　　　　　　　　　　　

イワミ牧場　　　　　　　　　　　　　　　

コンデュイット　　　　　　　　　　　　　

スプリングボード　　　　　　　　　　　　

岡田スタツド　　　　　　　　　　　　　　

シングンオペラ　　　　　　　　　　　　　

ジェヴォーナ　　　　　　　　　　　　　　

ヒカル牧場　　　　　　　　　　　　　　　

ノヴェリスト　　　　　　　　　　　　　　

メジロマリアン　　　　　　　　　　　　　

レイクヴィラファーム　　　　　　　　　　

エイシンフラッシュ　　　　　　　　　　　

ボーテビューティ　　　　　　　　　　　　

ガーベラパークスタツド　　　　　　　　　

ルーラーシップ　　　　　　　　　　　　　

リープオブフェイス　　　　　　　　　　　

追分ファーム　　　　　　　　　　　　　　

ステイゴールド　　　　　　　　　　　　　

ミスジョーカー　　　　　　　　　　　　　

ビッグレッドファーム　　　　　　　　　　

ベルシャザール　　　　　　　　　　　　　

マイネトップレディ　　　　　　　　　　　

モトスファーム　　　　　　　　　　　　　

モンテロッソ　　　　　　　　　　　　　　

クレバーダンス　　　　　　　　　　　　　

室田　千秋　　　　　　　　　　　　　　　

トゥザグローリー　　　　　　　　　　　　

キララチュール　　　　　　　　　　　　　

高昭牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

成績を対象としています。



(注)  本会所属馬、本会外所属馬にかかわらず、当該年度に出走した中央競馬の

アドマイヤムーン　　　　　　　　　　　　

プライムオブユース　　　　　　　　　　　

日高大洋牧場　　　　　　　　　　　　　　

マツリダゴッホ　　　　　　　　　　　　　

タニノエクセレント　　　　　　　　　　　

岡田スタツド　　　　　　　　　　　　　　

エイシンフラッシュ　　　　　　　　　　　

タニノローゼ　　　　　　　　　　　　　　

岡田スタツド　　　　　　　　　　　　　　

シングンオペラ　　　　　　　　　　　　　

アルコシエロ　　　　　　　　　　　　　　

広富牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤムーン　　　　　　　　　　　　

レッドアゲート　　　　　　　　　　　　　

小島牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ルーラーシップ　　　　　　　　　　　　　

ベストオブチャンス　　　　　　　　　　　

まるとみ冨岡牧場　　　　　　　　　　　　

Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ　　　　　　　　

Ｌｅａｎｉｎｇ　Ｔｏｗｅｒ　　　　　　　

Ｇｒｅｅｎ　Ｌａｎｔｅｒｎ　Ｓｔａｂｌｅ

ルーラーシップ　　　　　　　　　　　　　

ラヴソレイユ　　　　　　　　　　　　　　

有限会社新冠タガノファーム　　　　　　　

キンシャサノキセキ　　　　　　　　　　　

ラフアップ　　　　　　　　　　　　　　　

坂東牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ルーラーシップ　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤビアン　　　　　　　　　　　　

辻　牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

タニノギムレット　　　　　　　　　　　　

キョウモヨロシク　　　　　　　　　　　　

本桐牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ケイムホーム　　　　　　　　　　　　　　

ビューティコマンダ　　　　　　　　　　　

日本中央競馬会日高育成牧場　　　　　　　

ネオユニヴァース　　　　　　　　　　　　

フィルハーマジック　　　　　　　　　　　

下河辺牧場　　　　　　　　　　　　　　　

成績を対象としています。



(注)  本会所属馬、本会外所属馬にかかわらず、当該年度に出走した中央競馬の

ゼンノロブロイ　　　　　　　　　　　　　

レッドディクシー　　　　　　　　　　　　

スカイビーチステーブル　　　　　　　　　

ブラックタイド　　　　　　　　　　　　　

マラコスタムブラダ　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

ディープインパクト　　　　　　　　　　　

アゼリ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

ロージズインメイ　　　　　　　　　　　　

シルキードルチェ　　　　　　　　　　　　

岡田スタツド　　　　　　　　　　　　　　

テイエムオペラオー　　　　　　　　　　　

テイエムヨカオゴ　　　　　　　　　　　　

テイエム牧場日高支場　　　　　　　　　　

マンハッタンカフェ　　　　　　　　　　　

エミナ　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社　ノースヒルズ　　　　　　　　　

キングヘイロー　　　　　　　　　　　　　

ホッコーユニバース　　　　　　　　　　　

高昭牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ジャスタウェイ　　　　　　　　　　　　　

アースマリン　　　　　　　　　　　　　　

アイオイファーム　　　　　　　　　　　　

タートルボウル　　　　　　　　　　　　　

セレブリティモデル　　　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

マンハッタンカフェ　　　　　　　　　　　

アイルドフランス　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

アポロキングダム　　　　　　　　　　　　

トパーズトウショウ　　　　　　　　　　　

トウショウ産業株式会社トウショウ牧場　　

ダンスインザダーク　　　　　　　　　　　

メイプルダンス　　　　　　　　　　　　　

成隆牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｔａｋｅ　Ｃｈａｒｇｅ　Ｉｎｄｙ　　　　

Ｒａｈｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　　　　　

Ｊｉｍ　Ｆｉｔｚｇｅｒａｌｄ　＆　Ｋａｔ

成績を対象としています。



(注)  本会所属馬、本会外所属馬にかかわらず、当該年度に出走した中央競馬の

マツリダゴッホ　　　　　　　　　　　　　

タニノジュレップ　　　　　　　　　　　　

岡田スタツド　　　　　　　　　　　　　　

オルフェーヴル　　　　　　　　　　　　　

ポルトフィーノ　　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

メイショウサムソン　　　　　　　　　　　

ホーマンソレイユ　　　　　　　　　　　　

びらとり牧場　　　　　　　　　　　　　　

Ｐｉｏｎｅｅｒｏｆ　ｔｈｅ　Ｎｉｌｅ　　

Ｇｈｏｓｔｌｙ　Ｄａｒｋｎｅｓｓ　　　　

Ｈａｒｇｕｓ　Ｓｅｘｔｏｎ，　Ｓａｎｄｒ

スクリーンヒーロー　　　　　　　　　　　

グローリサンディ　　　　　　　　　　　　

中本牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ロージズインメイ　　　　　　　　　　　　

フォンティーン　　　　　　　　　　　　　

村山　光弘　　　　　　　　　　　　　　　

ルーラーシップ　　　　　　　　　　　　　

トウカイベルタ　　　　　　　　　　　　　

長浜牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

コンデュイット　　　　　　　　　　　　　

スマーティコジーン　　　　　　　　　　　

岡田スタツド　　　　　　　　　　　　　　

ステイゴールド　　　　　　　　　　　　　

コスモスプラッシュ　　　　　　　　　　　

ビッグレッドファーム　　　　　　　　　　

ハーツクライ　　　　　　　　　　　　　　

スターフェスタ　　　　　　　　　　　　　

ナカノファーム　　　　　　　　　　　　　

ルーラーシップ　　　　　　　　　　　　　

ウルトラペガサス　　　　　　　　　　　　

坂田牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

スクリーンヒーロー　　　　　　　　　　　

ロワージ　　　　　　　　　　　　　　　　

三村　卓也　　　　　　　　　　　　　　　

ステイゴールド　　　　　　　　　　　　　

アークティックミスト　　　　　　　　　　

ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社　　

成績を対象としています。



(注)  本会所属馬、本会外所属馬にかかわらず、当該年度に出走した中央競馬の

ハービンジャー　　　　　　　　　　　　　

アグネスリース　　　　　　　　　　　　　

富田牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ノヴェリスト　　　　　　　　　　　　　　

サンエルピス　　　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

ステイゴールド　　　　　　　　　　　　　

フリーヴァケイション　　　　　　　　　　

コスモヴューファーム　　　　　　　　　　

バゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラヴソレイユ　　　　　　　　　　　　　　

有限会社新冠タガノファーム　　　　　　　

トランセンド　　　　　　　　　　　　　　

ヒシエリート　　　　　　　　　　　　　　

カミイスタット　　　　　　　　　　　　　

ジャスタウェイ　　　　　　　　　　　　　

バリーバーン　　　　　　　　　　　　　　

有限会社　大作ステーブル　　　　　　　　

キングカメハメハ　　　　　　　　　　　　

マンハッタンセレブ　　　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

ブレイクランアウト　　　　　　　　　　　

マコトエンエン　　　　　　　　　　　　　

白井牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

キングカメハメハ　　　　　　　　　　　　

スズカローラン　　　　　　　　　　　　　

辻　牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

サクラプレジデント　　　　　　　　　　　

ガイヤール　　　　　　　　　　　　　　　

豊洋牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

ルーラーシップ　　　　　　　　　　　　　

プライムアクトレス　　　　　　　　　　　

社台ファーム　　　　　　　　　　　　　　

キングカメハメハ　　　　　　　　　　　　

シーザリオ　　　　　　　　　　　　　　　

ノーザンファーム　　　　　　　　　　　　

マーベラスサンデー　　　　　　　　　　　

ブルーポラリス　　　　　　　　　　　　　

加野牧場　　　　　　　　　　　　　　　　

成績を対象としています。


