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アースコネクター 牡3 (株)グリーンファーム 和田正道 美浦 ●

アカリロンドン 牡3 小林祥晃　氏 村山明 栗東 ●

アグネスドリーム 牡3 渡辺孝男　氏 森秀行 栗東 ●

アスカクリチャン 牡7 栗本博晴　氏 須貝尚介 栗東 ●(1) ●(2)

アドマイヤフライト 牡5 近藤利一　氏 橋田満 栗東 ●(2) ●(1)

アドマイヤロイヤル 牡7 近藤利一　氏 橋田満 栗東 ●

アルキメデス 牡5 Ｈ．Ｈ．シェイク・モハメド　氏 藤原英昭 栗東 ● ●

アンコイルド 牡5 (有)大樹ファーム 矢作芳人 栗東 ● ● ● ●

エアハリファ 牡5 (株)ラッキーフィールド 角居勝彦 栗東 ●

エールブリーズ 牡4 (有)社台レースホース 鮫島一歩 栗東 ● ●

エルカミーノレアル 牡3 広尾レース(株) 小崎憲 栗東 ●

オールステイ 牡3 石川秀守　氏 矢作芳人 栗東 ●

オセアニアボス 牡9 (株)グランプリ 矢作芳人 栗東 ● ●

オメガヴェンデッタ 牡3 原礼子　氏 安田隆行 栗東 ●

カオスモス 牡4 小田吉男　氏 森秀行 栗東 ●(1) ●(2)

ガンジス 牡5 林正道　氏 矢作芳人 栗東 ● ●

グランプリボス 牡6 (株)グランプリ 矢作芳人 栗東 ●

クリノスターオー 牡4 栗本守　氏 高橋義忠 栗東 ● ●

グレープブランデー 牡6 (有)社台レースホース 安田隆行 栗東 ●

ケイアイレオーネ 牡4 亀田和弘　氏 西浦勝一 栗東 ●(1) ●(2)

コパノリッキー 牡4 小林祥晃　氏 村山明 栗東 ● ●

サクラアドニス 牡6 (株)さくらコマース 村山明 栗東 ● ●

サクラゴスペル 牡6 (株)さくらコマース 尾関知人 美浦 ● ●

サトノシュレン 牡6 里見治　氏 村山明 栗東 ● ●

サトノプリンシパル 牡4 里見治　氏 矢作芳人 栗東 ● ●

ジェンティルドンナ 牝5 (有)サンデーレーシング 石坂正 栗東 ●(2) ●(1)

ジャスタウェイ 牡5 大和屋暁　氏 須貝尚介 栗東 ●(1) ●(2)

スイートジュエリー 牝5 下河邉行雄　氏 安田隆行 栗東 ●

スザク 牡3 一村哲也　氏 白井寿昭 栗東 ●

ステラウインド 牡5 前田幸治　氏 尾関知人 美浦 ● ● ●

セセリ 牡3 冨士井直哉　氏 森秀行 栗東 ●

セトアロー 牡3 難波澄子 氏 森秀行 栗東 ●

タイセイクルーズ 牡3 田中成奉　氏 矢作芳人 栗東 ●

ダイワマッジョーレ 牡5 大城敬三　氏 矢作芳人 栗東 ●

タニノエポレット 牡7 谷水雄三　氏 村山明 栗東 ● ●

チャーリーブレイヴ 牡4 林正道　氏 尾関知人 美浦 ●

テスタマッタ 牡8 吉田和美　氏 村山明 栗東 ● ●

デニムアンドルビー 牝4 金子真人ホールディングス(株) 角居勝彦 栗東 ● ● ●

トウケイヘイロー 牡5 木村信彦　氏 清水久詞 栗東 ●

トレイルブレイザー 牡7 前田幸治　氏 池江泰寿 栗東 ● ● ●

パドトロワ 牡7 吉田照哉　氏 鮫島一歩 栗東 ● ●

バンデ 牡4 林正道　氏 矢作芳人 栗東 ● ●

ビートゴーズオン 牝3 (有)社台レースホース 鮫島一歩 栗東 ●

ヒットザターゲット 牡6 前田晋二　氏 加藤敬二 栗東 ●

ブライトライン 牡5 (株)ノースヒルズ 鮫島一歩 栗東 ● ● ●

プレイズエターナル 牡4 Ｈ．Ｈ．シェイク・モハメド　氏 安田隆行 栗東 ●(2) ●(1)

ベルシャザール 牡6 (有)社台レースホース 松田国英 栗東 ●

ホッコータルマエ 牡5 矢部幸一　氏 西浦勝一 栗東 ●(2) ●(1)

ボワレット 牝3 (株)ノースヒルズ 鮫島一歩 栗東 ●

マコトナワラタナ 牝5 (株)ディアマント 鮫島一歩 栗東 ● ●

メモリアルイヤー 牝6 西村新一郎　氏 村山明 栗東 ● ●

リーゼントロック 牡3 三浦大輔　氏 矢作芳人 栗東 ●

リトルゲルダ 牝5 栗山良子　氏 鮫島一歩 栗東 ● ●

ルミナスウイング 牡4 (有)キャロットファーム 安田隆行 栗東 ●

レオンビスティー 牡5 備前島敏子　氏 矢作芳人 栗東 ●

レッドアルヴィス 牡3 (株)東京ホースレーシング 安田隆行 栗東 ●

ロゴタイプ 牡4 吉田照哉　氏 田中剛 美浦 ● ● ●

計57頭 （95競走）

美浦：計5頭 (10競走）

栗東：計52頭 （85競走）

注1）エミレーツレーシングオーソリティー(ERA)の競馬施行規程では、南半球産馬の加齢基準日は7月1日です（北半球産馬は1月1日）。

注2）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）を示します。
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