
上場
番号

育成馬名 性 父 購買者名 落札 生産牧場 育成場

1 フェレット2018 牡 エスケンデレヤ 細川　智恵子 1,111 第１回入札 藤巻　則弘 日高

2 バイオレントハート2018 牡 マクフィ 迎　徹 605 第２回入札 上水牧場 日高

3 プリニア2018 牡 エスケンデレヤ サンライズ 748 第２回入札 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

4 アカカホール2018 牡 クリエイターⅡ 林　文彦 1,353 第１回入札 笠松牧場 宮崎

5 レディバゴ2018 めす ケープブランコ 大屋　高広 440 第２回入札 日本中央競馬会日高育成牧場 宮崎

6 バクシンスクリーン2018 めす バゴ 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

7 ビューティコマンダ2018 めす エスケンデレヤ 田代　洋己 671 第１回入札 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

8 イットーエンプレス2018 めす エスケンデレヤ 西森　功 396 第１回入札 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

9 トウカイライフ2018 めす ブラックタイド 2,519 第１回入札 広富牧場 日高

10 アクティビューティ2018 めす オルフェーヴル ビッグレッドファーム 1,111 第１回入札 宮内牧場 日高

11 スズカグレイス2018 めす マクフィ 吉木　伸彦 781 第１回入札 稲原牧場 日高

12 ラストワルツ2018 めす ロードカナロア 林　文彦 1,661 第１回入札 タイヘイ牧場 宮崎

13 プレンティオブラヴ2018 めす ホッコータルマエ 高橋　文男 1,111 第１回入札 村上　欽哉 宮崎

14 アドバンスクラーレ2018 牡 ドゥラメンテ 岡田　壮史 1,903 第１回入札 恵比寿興業株式会社那須野牧場 日高

15 ベガグレシヤス2018 牡 キズナ 柳内　光子 935 第１回入札 片岡　博 日高

16 セシリア2018 牡 エピファネイア 鈴木　昭和 1,760 第１回入札 天羽牧場 日高

17 チャオプラヤ2018 牡 ヘニーヒューズ 宮田　直也 2,508 第１回入札 オリエント牧場 宮崎

18 アグネスパサー2018 牡 ヴィクトワールピサ 加藤　誠 1,826 第１回入札 高昭牧場 宮崎

19 エイシンテンダー2018 牡 ルーラーシップ 猪熊　広次 1,122 第１回入札 栄進牧場 日高

20 ナショナルホリデー2018 牡 スクリーンヒーロー 田中　成奉 1,991 第１回入札 オリオンファーム 日高

21 エルメスグリーン2018 牡 クリエイターⅡ ミルファーム 825 第１回入札 恵比寿興業株式会社那須野牧場 日高

22 マヤノヴァイオラ2018 牡 リアルインパクト フィールドレーシング 1,496 第１回入札 北洋牧場 日高

23 ハイレイヤー2018 牡 マクフィ 新井　昭二 日高

24 ワイキキブリーズ2018 牡 キズナ 東豊物産 990 第１回入札 折手牧場 日高

25 イタリアンオリーブ2018 牡 キンシャサノキセキ 鈴木　慈雄 682 第３回入札 フクオカファーム 宮崎

26 イリデッセンス2018 牡 ルーラーシップ 齊藤　宣勝 902 第２回入札 大狩部牧場 宮崎

27 マイネレーヌ2018 めす エピファネイア 程田　真司 803 第１回入札 荒井ファーム 日高

28 アイギーナ2018 めす クリエイターⅡ 前田ファーム 日高

29 グランプリソフィ2018 めす ノヴェリスト 田島　大史 1,012 第１回入札 ノーザンファーム 日高

30 コパノマルコリーニ2018 めす ヴィクトワールピサ シンシアリー 1,221 第１回入札 前野牧場 日高

31 エイシンアリエル2018 めす ドゥラメンテ 栄進牧場 宮崎

32 レッドランタン2018 めす クリエイターⅡ 山元　哲二 1,276 第１回入札 青藍牧場 宮崎

33 キャニオンリリー2018 めす グランプリボス 山本　正美 946 第１回入札 谷川牧場 日高

34 チャプレット2018 めす ヘニーヒューズ 1,969 第１回入札 ヒダカフアーム 日高

35 クロワラモー2018 めす マクフィ 石川　佳弘 638 第２回入札 村田牧場 日高

36 ダイワジャンヌ2018 めす キズナ 犬塚　悠治郎 3,410 第１回入札 千代田牧場 日高

37 ダンスフェイム2018 牡 ルーラーシップ 越村　哲男 1,683 第１回入札 新井　昭二 日高

38 チーズマヨ2018 牡 クリエイターⅡ 谷和　光彦 990 第２回入札 村上　欽哉 日高

39 プリンセスルーシー2018 牡 ダイワメジャー 野村　茂雄 1,782 第１回入札 新冠橋本牧場 日高

40 オボロヅキ2018 牡 サウスヴィグラス 大谷　正嗣 726 第１回入札 沖田　哲夫 日高

41 サブラタ2018 牡 リーチザクラウン 保坂　和孝 2,035 第１回入札 清水牧場 日高

42 テンザンコノハナ2018 牡 キンシャサノキセキ 野村　茂雄 1,782 第１回入札 藤原牧場 日高

43 カルディア2018 牡 エピファネイア 築紫　洋 宮崎

44 ウインブリアン2018 牡 フリオーソ 石川　眞実 484 第１回入札 佐藤　鉄也 宮崎

45 スターカットジェム2018 牡 リオンディーズ 高橋　文男 781 第１回入札 藤本ファーム 宮崎

46 フウコウメイビ2018 牡 パイロ 田中　俊彰 693 第２回入札 中村　雅明 日高

47 グレイトグレイス2018 牡 マクフィ 山田　泰司 561 第１回入札 チャンピオンズファーム 日高

48 ショウナンガッド2018 牡 ルーラーシップ 鈴木　照雄 891 第１回入札 桑田牧場 日高

49 ハニーダンサー2018 めす スクワートルスクワート 岡　浩二 1,122 第１回入札 本田　土寿 宮崎

50 エヴァ2018 めす クリエイターⅡ 湯浅　健司 363 第１回入札 斉藤スタッド 宮崎

51 ポッドコンジュ2018 めす ヴィクトワールピサ 三岡　陽 198 第３回入札 タツヤファーム 日高

52 タッキーナ2018 めす ハービンジャー 多田　賢司 891 第１回入札 土田農場 日高

53 ワンサイドゲーム2018 めす キズナ 薗部　博之 957 第１回入札 北島牧場 日高

54 シャラントレディ2018 めす マジェスティックウォリアー 946 第１回入札 タガミファーム 日高

55 フェリスホイール2018 めす ダノンレジェンド 松田　幸生 374 第３回入札 大北牧場 日高

56 シアトルハッピー2018 めす トーセンラー 小林　祐一 462 第１回入札 谷川　博勝 宮崎

57 アイハヴアジョイ2018 めす バゴ ライフエンタープライズ 792 第１回入札 日本中央競馬会日高育成牧場 宮崎

58 ヨシカワクン2018 めす クリエイターⅡ 後藤　英成 451 第３回入札 中脇　一幸 日高

59 エーシンスピカ2018 めす リオンディーズ 小林　祐一 462 第１回入札 城地牧場 日高

60 グレイスサンセット2018 めす ダンカーク アイズスタッド株式会社 日高

61 ティンバーランド2018 牡 スウェプトオーヴァーボード 松谷　翔太 671 第１回入札 上水牧場 日高

62 アーベントロート2018 牡 クロフネ 橋川　欣司 792 第２回入札 イワミ牧場 日高

63 フェールクークー2018 牡 プリサイスエンド 高村牧場 日高

64 パープルカフェ2018 牡 キズナ 齊藤　宣勝 1,210 第１回入札 猿倉牧場 宮崎

65 テスラー2018 牡 マクフィ 澤田　孝之 242 第３回入札 杵臼牧場 宮崎

66 エレナバレー2018 牡 サウスヴィグラス 庄司　修二 418 第１回入札 片山牧場 日高

67 ニューステップ2018 牡 フリオーソ 江川　伸夫 451 第１回入札 山田　昇史 日高

68 アニー2018 牡 ベルシャザール 今中　俊平 275 第１回入札 坂本　智広 日高

69 アズマガール2018 牡 クリエイターⅡ 幡　有 209 第３回入札 増尾牧場 日高

70 スマイルビジン2018 牡 シニスターミニスター 内田　玄祥 352 第１回入札 川向高橋育成牧場 日高

71 ファンアンドゲイムス2018 牡 トゥザグローリー ライフエンタープライズ 671 第１回入札 谷口牧場 日高

72 レディアモーレ2018 めす ヴィクトワールピサ 福田　光博 451 第１回入札 嶋田牧場 宮崎

73 ドリームサンサン2018 めす サウスヴィグラス 小林　博雄 528 第２回入札 タイヘイ牧場 宮崎

74 レッドメイヴ2018 めす マクフィ 棚網　基己 825 第１回入札 ムラカミファーム 宮崎

75 ディープショコラ2018 めす エスケンデレヤ 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

76 イトククリ2018 めす パイロ 保坂　和孝 2,145 第１回入札 宮内牧場 日高

77 ティンクルハート2018 めす ルーラーシップ 間宮　秀直 660 第１回入札 今　牧場 日高

78 ユメノトキメキ2018 めす ラブリーデイ 熊田　晋作 561 第１回入札 登別上水牧場 日高

79 ルイゼリアクィーン2018 めす ケープブランコ 小林　由明 462 第１回入札 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

80 エグゼリーナ2018 めす クリエイターⅡ 手嶋　美季 231 第１回入札 有限会社　下河辺トレーニングセンター 日高

81 テンセイフジ2018 めす モンテロッソ 中本　行則 506 第１回入札 小葉松　幸雄 日高

82 ハタノリュウール2018 めす スウェプトオーヴァーボード 松谷　翔太 407 第１回入札 有限会社グッドラック・ファーム 日高

83 スノーボードロマン2018 めす バゴ 横尾　晴人 451 第１回入札 日本中央競馬会日高育成牧場 日高

平均価格　牡　（税込み） 10,393,514 円 牡　売却総額（税込み） 384,560,000 円

平均価格　牝　（税込み） 9,002,632 円 牝　売却総額（税込み） 342,100,000 円

平均価格　（税込み） 9,688,800 円 売却総額（税込み） 726,660,000 円
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