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アスクドゥラメンテ 牡3 廣崎利洋HD(株) 藤原 英昭 栗東 ●

アルクトス 牡7 山口 功一郎　氏 栗田 徹 美浦 ●

ヴァンドギャルド 牡6 (有)社台レースホース 藤原 英昭 栗東 ●

ウインマリリン 牝5 (株)ウイン 手塚 貴久 美浦 ●

ウェルカムニュース 牡3  吉田 勝己　氏 池江 泰寿 栗東 ●

ヴェローチェオロ 牡4  大野 剛嗣　氏 須貝 尚介 栗東 ●(1) ●(2)

エヒト 牡5 平井 裕　氏 森 秀行 栗東 ●(3) ●(1) ●(2)

エントシャイデン 牡7  前田 幸治　氏 矢作 芳人 栗東 ●(2) ●(1)

オーソリティ 牡5 (有)シルクレーシング 木村 哲也 美浦 ●(3) ●(2) ●(1)

カフェファラオ 牡5  西川 光一　氏 堀 宣行 美浦 ●

カフジオクタゴン 牡3  加藤 守　氏 矢作 芳人 栗東 ●

カレンモエ 牝6 鈴木 隆司　氏 安田 隆行 栗東 ●

キングオブドラゴン 牡5  窪田 芳郎　氏 矢作 芳人 栗東 ●

グットディール 牡3 安原 浩司 氏 須貝 尚介 栗東 ●(2) ●(1)

クラウンプライド 牡3 吉田 照哉　氏 新谷 功一 栗東 ●

グレイトゲイナー 牡5 田中 慶治　氏 森 秀行 栗東 ●(1) ●(2)

グローリーヴェイズ 牡7 (有)シルクレーシング  尾関 知人 美浦 ●(2) ●(1)

ケイアイターコイズ 牡6 (株)ケイアイスタリオン 新谷 功一 栗東 ●(2) ●(1)

コパノキッキング せん7 小林 祥晃　氏 村山 明 栗東 ●

コパノマーキュリー 牡5 小林 祥晃　氏 村山 明 栗東 ● ●

コンシリエーレ 牡3 吉田 和美　氏 稲垣 幸雄 美浦 ●

コンバスチョン 牡3 ゴドルフィン 伊藤 圭三 美浦 ●

ザダル 牡6 (有)キャロットファーム 大竹 正博 美浦 ●(2) ●(1)

サリオス 牡5  (有)シルクレーシング 堀 宣行 美浦 ●(2) ●(1)

サンレイポケット 牡7 永井 啓弍　氏 高橋 義忠 栗東 ●(2) ●(1)

ジャスティン 牡6  小田 吉男　氏 矢作 芳人 栗東 ●

ジャスパーグレイト 牡3 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 ●(1) ●(2)

ジャスパークローネ 牡3 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 ●(1) ●(2)

ジャスパージェット 牡3 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 ●

ジャスパープリンス 牡7 加藤 和夫　氏 森 秀行 栗東 ●(3) ●(2) ●(1)

シャフリヤール 牡4 (有)サンデーレーシング 藤原 英昭 栗東 ●(1)

ジャングロ 牡3 藤田 晋　氏 森 秀行 栗東 ●(1) ●(2)

ジュタロウ 牡3 芳賀 美知子　氏  河内 洋 栗東 ●

シュネルマイスター 牡4 (有)サンデーレーシング 手塚 貴久 美浦 ●

ステイフーリッシュ 牡7  (有)社台レースホース 矢作 芳人 栗東 ●(1) ●(2)

ステラヴェローチェ 牡4  大野 剛嗣　氏 須貝 尚介 栗東 ●(2) ●(1)

スマッシングハーツ 牡6 前田 幸治　氏 新谷 功一 栗東 ●

スリーグランド 牡5 永井商事(株) 高橋 義忠 栗東 ●(1) ●(2)

スワーヴアラミス 牡7 (株)NICKS 須貝 尚介 栗東 ●

セキフウ 牡3 中辻 明　氏 武 幸四郎 栗東 ●

ダノンザキッド 牡4 (株)ダノックス 安田 隆行 栗東 ●

ダノンファラオ 牡5  (株)ダノックス 矢作 芳人 栗東 ●

ダンシングプリンス 牡6 吉田 千津　氏 宮田 敬介 美浦 ●

チェーンオブラブ 牝5 前田 幸治　氏 小笠 倫弘 美浦 ●

チュウワウィザード 牡7 中西 忍　氏 大久保 龍志 栗東 ●

ディパッセ 牡3 村上 稔　氏 高柳 大輔 栗東 ●

デュガ 牡3 藤田 晋　氏 森 秀行 栗東 ●(1) ●(2)

テーオーケインズ 牡5 小笹 公也　氏 高柳 大輔 栗東 ●

ドウドウキリシマ 牡6  西村 新一郎　氏 村山 明 栗東 ●

ニューモニュメント 牡6  前田 葉子　氏 小崎 憲 栗東 ●

バスラットレオン 牡4  広尾レース(株) 矢作 芳人 栗東 ●(2) ●(1)

ハナキリ 牡3  大野 剛嗣　氏 森 秀行 栗東 ●

パンサラッサ 牡5  広尾レース(株) 矢作 芳人 栗東 ●(1) ●(2)

ヒシイグアス 牡6 阿部 雅英　氏 堀 宣行 美浦 ●

ヒュミドール せん6  (有)サンライズ 小手川 準 美浦 ●(3) ●(1) ●(2)

ピンクダイヤ 牡3 木村 久子　氏 森 秀行 栗東 ●

ピンシャン 牡5 冨士井 直哉　氏 森 秀行 栗東 ●(3) ●(2) ●(1)

ファーストリッキー 牡3 小林 祥晃　氏 田中 守 【高知】 ●

フォルツァエフ 牡7  大野 剛嗣　氏 森 秀行 栗東 ●(1) ●(2)

フランスゴデイナ 牡4 稻井田 有司　氏 森 秀行 栗東 ●(1) ●(2) ●(3)

ブリッツファング 牡3 西森 功　氏 大久保 龍志 栗東 ●

プルパレイ 牡3  (株)Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 栗東 ●

フルフラット 牡5  大野 剛嗣　氏 森 秀行 栗東 ●(1) ●(2)

フーリッシュホビー 牝3 吉田 千津　氏 杉山 佳明 栗東 ●

ホウオウアマゾン 牡4 小笹 芳央　氏 矢作 芳人 栗東 ●(2) ●(1)

ホウオウルーレット 牡3 小笹 芳央　氏 栗田 徹 美浦 ●

ホールシバン 牡4 ゴドルフィン 高橋 義忠 栗東 ●

マリーナ 牝4 三浦 大輔　氏 矢作 芳人 栗東 ●

マルシュロレーヌ 牝6 (有)キャロットファーム 矢作 芳人 栗東 ●

ミッキーブリランテ 牡6 野田 みづき　氏 矢作 芳人 栗東 ●(3) ●(1) ●(2)

ミューチャリー 牡6 石瀬 丈太郎 氏 矢野 義幸 【船橋】 ●

メイショウウズマサ 牡6 松本 好雄　氏 安田 隆行 栗東 ●

モナルヒ 牡3  (株)ノースヒルズ  小崎 憲 栗東 ●

ユーバーレーベン 牝4 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 美浦 ●

ヨーデル 牡3 小松 達昌　氏 森 秀行 栗東 ●

ラウダシオン 牡5 (有)シルクレーシング 斉藤 崇史 栗東 ●

リメイク 牡3 前田 幸治　氏 新谷 功一 栗東 ●

リュウノユキナ 牡7 蓑島 竜一　氏  小野 次郎 美浦 ●

レイワホマレ 牡3 松岡 研司　氏 高柳 大輔 栗東 ●

レッドルゼル 牡6 (株)東京ホースレーシング 安田 隆行 栗東 ●

レモンポップ 牡4 ゴドルフィン 田中 博康 美浦 ●

ロードジャスティス 牡3 (株)ロードホースクラブ 安田 隆行 栗東 ●

ローレルアイリス 牝5 (株)ローレルレーシング 杉山 佳明 栗東 ●

注1）カッコ（）の数字は出走希望順位がある場合の希望（第1希望、第2希望、第3希望）を示します。
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