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㊝ 1 　バンドオンザラン 牡3 内田勝 川崎 A2 22,795,000

㊝ 2 　サブノジュニア 牡3 堀千亜 大井 A2 21,115,000

㊝ 3 　スアデラ 牝4 佐藤太 船橋 A1 37,800,000

㊝ 4 　アピア セ6 藤田輝 大井 A2 38,785,000

㊝ 5 　ジョーオリオン 牡8 小久智 浦和 A1 60,637,000

6 　カリスマサンスカイ 牡9 澤佳宏 大井 A1 59,848,000

7 　キープインタッチ 牡7 鈴木啓 大井 A1 69,234,000

8 　ケイアイレオーネ 牡7 佐宗応 大井 A1 148,080,000

9 　ゴーディー 牡9 赤嶺本 大井 A1 110,278,000

10 　サクラレグナム 牡8 栗田裕 大井 A1 66,790,000

11 　デュアルスウォード 牡9 香取和 大井 A1 68,888,000

12 　ドレッドノート セ9 橋本馬 大井 A1 67,070,000

13 　ミヤジマッキー 牡7 三坂盛 大井 A1 57,755,000

14 　ムサシキングオー 牡8 栗田泰 大井 A1 108,121,000

15 　ワディ 牝6 藤田輝 大井 A1 74,144,000

16 　キタサンミカヅキ 牡7 佐藤賢 船橋 A1 88,004,000

17 　コンドルダンス 牡5 齊藤敏 船橋 A1 55,418,000

18 　ストゥディウム 牡5 矢野義 船橋 A1 65,020,000

19 　シゲルカガ 牡6 鈴木義 川崎 A1 94,556,000

20 　トキノエクセレント 牡9 八木喜 川崎 A1 103,466,000

21 　アンサンブルライフ 牡4 小久智 浦和 A1 34,652,000

22 　エイシンヴァラー 牡6 藤原智 浦和 A1 55,880,000

23 　キスミープリンス 牡9 小久智 浦和 A1 60,466,000

24 　サトノタイガー 牡9 小久智 浦和 A1 136,626,000

25 　スターインパルス 牝3 小久智 浦和 A1 26,995,000

26 　タマモネイヴィー 牡6 小久智 浦和 A1 51,216,000

27 　タマモホルン 牡6 小久智 浦和 A1 51,686,000

28 　テムジン 牡8 小久智 浦和 A1 59,611,000

29 　トーセンハルカゼ 牡7 小久智 浦和 A1 59,531,000

30 　ブルドッグボス 牡5 小久智 浦和 A1 107,550,000

31 　ラッキープリンス 牡5 小久智 浦和 A1 52,990,000

32 　リアライズリンクス 牡7 小久智 浦和 A1 109,325,000

33 　キタサンウンゲツ 牡6 辻野豊 大井 A2 39,947,000

34 　キタノヘイロー 牡7 村上頼 大井 A2 37,830,000

35 　コスモカウピリ 牡6 宗形竹 大井 A2 33,006,500

36 　ニシノラピート 牝6 市村誠 大井 A2 47,990,000

37 　パーティードレス 牝6 荒山勝 大井 A2 47,060,000

38 　ブラウンレガート 牡3 阪本一 大井 A2 24,760,000

39 　ルチャドルアスール セ8 蛯名雄 大井 A2 52,814,000

40 　ゴーオン 牡5 椎名廣 船橋 A2 27,665,000
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41 　ホスト 牡6 伊藤滋 船橋 A2 36,495,000

42 　ランドマーキュリー 牡7 矢野義 船橋 A2 50,510,000

43 　タマモマズルカ 牡6 小久智 浦和 A2 31,472,000

44 　ビーインラプチャー 牝7 小久智 浦和 A2 37,390,000

45 　ファイヤープリンス 牡6 小久智 浦和 A2 43,125,000

46 　ツオイガナ 牡5 阪本一 大井 B1 23,440,000

47 　ノッキングオン 牡7 堀千亜 大井 B1 35,707,000

48 　プリサイスキング 牡5 髙橋清 大井 B1 23,595,000

49 　マルモリロイヤル 牡6 鷹見浩 大井 B1 25,675,000

50 　リアルファイト 牡3 田島寿 川崎 B3 8,310,000
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