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アムールブリエ 牝4 前田幸治　氏 松永幹夫 栗東 ● ●

アンコイルド 牡6 (有)大樹ファーム 矢作芳人 栗東 ● ● ● ● ●

エアソミュール 牡6 (株)ラッキーフィールド 角居勝彦 栗東 ●

エアハリファ 牡6 (株)ラッキーフィールド 角居勝彦 栗東 ●

エールブリーズ 牡5 (有)社台レースホース 鮫島一歩 栗東 ● ●

エピファネイア 牡5 (有)キャロットファーム 角居勝彦 栗東 ● ● ●

クリノスターオー 牡5 栗本守　氏 高橋義忠 栗東 ● ●

クリノダイスーシー　 牡3 栗本博晴　氏 高橋義忠 栗東 ●

クロスクリーガー 牡3 辻高史　氏 庄野靖志 栗東 ●

ゴールデンバローズ 牡3 猪熊広次　氏 堀宣行 美浦 ●

ゴールドシップ 牡6 合同会社小林英一ホールディングス 須貝尚介 栗東 ●

サトノプリンシパル 牡5 里見治　氏 矢作芳人 栗東 ● ● ●

サンビスタ 牝6 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 角居勝彦 栗東 ●

サンレイレーザー 牡6 永井啓弍　氏 高橋義忠 栗東 ●

ジェルブドール 牡3 山本英俊　氏 角居勝彦 栗東 ●

シャドウダンサー 牡4 飯塚知一　氏 角居勝彦 栗東 ●

ステラウインド 牡6 前田幸治　氏 尾関知人 美浦 ● ●

タイセイファントム 牡7 田中成奉　氏 矢作芳人 栗東 ● ●

タイセイラビッシュ 牡3 田中成奉　氏 矢作芳人 栗東 ●

タイセイレジェンド 牡8 田中成奉　氏 矢作芳人 栗東 ● ●

ダイワマッジョーレ 牡6 大城敬三　氏 矢作芳人 栗東 ● ●

タップザット 牡3 Ｐ．Ｇ．ファッジ　氏 池江泰寿 栗東 ●

ダノンレジェンド 牡5 (株)ダノックス 村山明 栗東 ●

ディアデラマドレ 牝5 (有)キャロットファーム 角居勝彦 栗東 ●

ディアドムス 牡3 ディアレスト 高橋裕 美浦 ●

デニムアンドルビー 牝5 金子真人ホールディングス(株) 角居勝彦 栗東 ●

トーセンマタコイヤ 牡4 島川隆哉　氏 加藤征弘 美浦 ●

ノーザンバローズ 牡3 猪熊広次　氏 角居勝彦 栗東 ●

ノンコノユメ 牡3 山田和正　氏 加藤征弘 美浦 ●

ハープスター 牝4 (有)キャロットファーム 松田博資 栗東 ● ●

ヒットザターゲット 牡7 前田晋二　氏 加藤敬二 栗東 ●

フェイムゲーム 牡5 (有)サンデーレーシング 宗像義忠 美浦 ●(2) ●(1)

ブライトライン 牡6 (株)ノースヒルズ 鮫島一歩 栗東 ● ● ●

フリートストリート 牡6 Ｈ．Ｈ．シェイク・モハメド　氏 角居勝彦 栗東 ●

ペプチドウォヘッド 牡3 沼川一彦　氏 吉村圭司 栗東 ●

ベルカント 牝4 前田幸治　氏 角田晃一 栗東 ● ●

ホッコータルマエ 牡6 矢部道晃　氏 西浦勝一 栗東 ●

マコトナワラタナ 牝6 (株)ディアマント 鮫島一歩 栗東 ● ●

ミコラソン 牡3 松島正昭　氏 小崎憲 栗東 ●

ラキシス 牝5 大島昌也　氏 角居勝彦 栗東 ●

ラストインパクト 牡5 (有)シルクレーシング 松田博資 栗東 ● ●

ランディングバース 牡3 (有)シルクレーシング 加藤征弘 美浦 ●

リトルゲルダ 牝6 栗山良子　氏 鮫島一歩 栗東 ● ●

レーザーバレット 牡7 前田葉子　氏 萩原清 美浦 ● ●

レオンビスティー 牡6 備前島敏子　氏 矢作芳人 栗東 ●

レンイングランド 牡3 田畑勝彦　氏 矢作芳人 栗東 ●

ローマンレジェンド 牡7 太田美實　氏 藤原英昭 栗東 ●

ロゴタイプ 牡5 吉田照哉　氏 田中剛 美浦 ●

ワイドバッハ 牡6 幅田京子　氏 庄野靖志 栗東 ●(1) ●(2)

ワンアンドオンリー 牡4 前田幸治　氏 橋口弘次郎 栗東 ●

計50頭 （75競走）

美浦：計9頭 (12競走）

栗東：計41頭 （63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。

 *注3）ドバイデューティフリーの競走名が「ドバイターフ」となりました。競走条件に変更はありません。
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