
性別 馬名 父馬名 母馬名 性別 馬名 父馬名 母馬名

牡馬１位 牡 スワーヴエルメ ドゥラメンテ アイムユアーズ 牡馬１位 牡 アークライト ディープインパクト ヒストリックスター

牡馬２位 牡 バッソプロフォンド ディープインパクト レディオブオペラ 牡馬２位 牡 ブエナベントゥーラ モーリス ブエナビスタ

新種牡馬限定 牡 ジュリオ リオンディーズ ヒストリックレディ 新種牡馬限定 牡 ゾディアックサイン モーリス レネットグルーヴ

牡馬3位 牡 アルマドラード キングカメハメハ ラドラーダ 牡馬3位 牡 グレナディアガーズ Frankel ウェイヴェルアベニュー

牡馬4位 牡 ミッキーセレスタ ハーツクライ セレスタ 牡馬4位 牡 サトノペルセウス ディープインパクト ダンサーデスティネイション

牡馬5位 牡 ブラウシュヴァルツ ブラックタイド マンドゥラ 牡馬5位 牡 ステラヴェローチェ バゴ オーマイベイビー

牝馬1位 牝 グラヴィル Le Havre アブソリュートレディ 牝馬1位 牝 クリーンスイープ ドゥラメンテ スイープトウショウ

牝馬2位 牝 フリーダムライター ハーツクライ バディーラ 牝馬2位 牝 パタゴニア キズナ ライフフォーセール

牝馬3位 牝 リフレイム American Pharoah Careless Jewel 牝馬3位 牝 イリマ キズナ ヴェントス

自由枠 牡 セイウンブリスク ドゥラメンテ フィールグリュック 自由枠 牡 バーデンヴァイラー ドゥラメンテ ヴィートマルシェ

性別 馬名 父馬名 母馬名 性別 馬名 父馬名 母馬名

牡馬１位 牡 ヨーホーレイク ディープインパクト クロウキャニオン 牡馬１位 牡 セブンサミット モーリス シンハライト

牡馬２位 牡 サンデーアーサー ハーツクライ シンハディーパ 牡馬２位 牡 レッドジェネシス ディープインパクト リュズキナ

新種牡馬限定 牡 オブデュモンド ドゥラメンテ クイーンオブトロイ 新種牡馬限定 牡 ダノンジェネラル ドゥラメンテ ペルヴィアンリリー

牡馬3位 牡 シャフリヤール ディープインパクト ドバイマジェスティ 牡馬3位 牡 ザレストノーウェア ディープインパクト ミュージカルウェイ

牡馬4位 牡 ヴィゴーレ キズナ ヴァイセフラウ 牡馬4位 牡 レイオブウォーター ディープインパクト ノーブルジュエリー

牡馬5位 牡 スレイマン キングカメハメハ ドナブリーニ 牡馬5位 牡 モントライゼ ダイワメジャー ムーングロウ

牝馬1位 牝 クライミングリリー ディープインパクト コンテスティッド 牝馬1位 牝 サトノレイナス ディープインパクト バラダセール

牝馬2位 牝 ヘネラルカレーラ キズナ セレブラール 牝馬2位 牝 アカイトリノムスメ ディープインパクト アパパネ

牝馬3位 牝 ビッグリボン ルーラーシップ ブリッツフィナーレ 牝馬3位 牝 オヌール ディープインパクト アヴニールセルタン

自由枠 牡 マンインザミラー ディープインパクト シルヴァースカヤ 自由枠 牡 アドマイヤハレー モーリス アドマイヤシーマ

性別 馬名 父馬名 母馬名 性別 馬名 父馬名 母馬名

牡馬１位 牡 シテフローラル ディープインパクト ジョコンダⅡ 牡馬１位 牡 リュラネブラ ロードカナロア リュラ

牡馬２位 牡 ルペルカーリア モーリス シーザリオ 牡馬２位 牡 レガトゥス モーリス アドマイヤセプター

新種牡馬限定 牡 ドゥラモンド ドゥラメンテ シーズインクルーデッド 新種牡馬限定 牡 ジェラルディーナ モーリス ジェンティルドンナ

牡馬3位 牡 オーソクレース エピファネイア マリアライト 牡馬3位 牡 カランドゥーラ モーリス ラストグルーヴ

牡馬4位 牡 ディオスバリエンテ ロードカナロア ディアデラノビア 牡馬4位 牡 サトノバトラー キングカメハメハ ベルワトリング

牡馬5位 牡 サトノブラーヴ オルフェーヴル シェルズレイ 牡馬5位 牡 （クルーク） モーリス クロノロジスト

牝馬1位 牝 サヴァニャン ディープインパクト サマーハ 牝馬1位 牝 ルナベイル ハーツクライ ピラミマ

牝馬2位 牝 フィアスプライド ディープインパクト ストロベリーフェア 牝馬2位 牝 テネラメンテ ドゥラメンテ スターアイル

牝馬3位 牝 フェットデメール エピファネイア ディアデラマドレ 牝馬3位 牝 グランワルツ ロードカナロア バウンスシャッセ

自由枠 牡 ヴィルヘルム エピファネイア カイゼリン 自由枠 牡 ルリオウ ゴールドシップ デヴェロッペ

※馬名はTARGET frontier JVの情報を利用しています。
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