
 馬名 性齢 種牡馬 母名  馬名 性齢 種牡馬 母名
牡馬１位 フィデル 牡2 ハーツクライ ラッキートゥビーミー 牡馬１位 サンセットクラウド 牡2 ディープインパクト ロードクロサイト
牡馬２位 レッドベルアーム 牡2 ハーツクライ レッドファンタジア 牡馬２位 レッドランメルト 牡2 ディープインパクト クイーンズアドヴァイス
新種牡馬 アグリ 牡2 Caravaggio オールドタイムワルツ 新種牡馬 プルパレイ 牡2 イスラボニータ マイジェン
牡馬３位 リアド 牡2 ディープインパクト タイタンクイーン 牡馬３位 ショウナンアデイブ 牡2 ディープインパクト シーヴ
牡馬４位 マカンマカン 牡2 ブラックタイド ヴァンフレーシュ 牡馬４位 トゥデイイズザデイ 牡2 ディープインパクト キトゥンズクイーン
牡馬５位 ウン 牡2 キタサンブラック マリブウィン 牡馬５位 スパイダーバローズ 牡2 ハーツクライ マラコスタムブラダ
牝馬１位 マイシンフォニー 牝2 ディープインパクト テディーズプロミス 牝馬１位 ベルクレスタ 牝2 ドゥラメンテ ベルアリュールⅡ
牝馬２位 ラクスバラディー 牝2 ドゥラメンテ リッチダンサー 牝馬２位 アストロフィライト 牝2 ディープインパクト ウェイヴェルアベニュー
牝馬３位 ナミュール 牝2 ハービンジャー サンブルエミューズ 牝馬３位 ソネットフレーズ 牝2 エピファネイア ボージェスト
未登場種牡馬 ストライクリッチ 牡2 American Pharoah オピュレンス 未登場種牡馬 クアトロマジコ 牡2 サトノアラジン ミスティークⅡ

 馬名 性齢 種牡馬 母名  馬名 性齢 種牡馬 母名
牡馬１位 コリエンテス 牡2 ディープインパクト イスパニダ 牡馬１位 ダンテスヴュー 牡2 キングカメハメハ クロウキャニオン
牡馬２位 ダノンギャラクシー 牡2 ディープインパクト ベネンシアドール 牡馬２位 キラーアビリティ 牡2 ディープインパクト キラーグレイシス
新種牡馬 ロータスペトル 牡2 イスラボニータ エクストラペトル 新種牡馬 グットディール 牡2 ビッグアーサー マリアヴァレリア
牡馬３位 シャーマンズケイブ 牡2 ハーツクライ アナアメリカーナ 牡馬３位 デヴィルズマーブル 牡2 Raven's Pass Ancient Art
牡馬４位 アバンチュリエ 牡2 モーリス パンデイア 牡馬４位 ベヴィアーモ 牡2 ロードカナロア リビアーモ
牡馬５位 ホウオウプレミア 牡2 ロードカナロア アドマイヤテンバ 牡馬５位 ショウナンハクラク 牡2 Frankel Shonan Adela
牝馬１位 レディナビゲーター 牝2 ハーツクライ レディスキッパー 牝馬１位 グラヴィタス 牝2 キングカメハメハ ヴィルシーナ
牝馬２位 イモータルフェイム 牝2 ロードカナロア フォーエバーモア 牝馬２位 スタニングスター 牝2 Frankel Stacelita
牝馬３位 ラズベリームース 牝2 ルーラーシップ ワイルドラズベリー 牝馬３位 ヴァラダムドラー 牝2 ジャスタウェイ バラダセール
未登場種牡馬 ピースワンヴェリテ 牡2 パドトロワ オーシャンレディー 未登場種牡馬 モンゴリアンキング 牡2 Kingman Minorette

 馬名 性齢 種牡馬 母名  馬名 性齢 種牡馬 母名
牡馬１位 セレブレイトガイズ 牡2 ハービンジャー ライフフォーセール 牡馬１位 コマンドライン 牡2 ディープインパクト コンドコマンド
牡馬２位 ブレスク 牡2 ルーラーシップ パララサルー 牡馬２位 グランディア 牡2 ハービンジャー ディアデラノビア
新種牡馬 シゲルローズマリー 牡2 シルバーステート ムーンライトベイ 新種牡馬 ラスール 牝2 キタサンブラック サマーハ
牡馬３位 フライシュッツ 牡2 Golden Horn ラクレソニエール 牡馬３位 リューベック 牡2 ハービンジャー ライツェント
牡馬４位 ディーンズリスター 牡2 ディープインパクト ラヴズオンリーミー 牡馬４位 ブラックボイス 牡2 ブラックタイド ソングライティング
牡馬５位 ソクラテス 牡2 ドゥラメンテ ブルーダイアモンド 牡馬５位 パラレルヴィジョン 牡2 キズナ アールブリュット
牝馬１位 グランスラムアスク 牝2 ディープインパクト ジェニサ 牝馬１位 ママコチャ 牝2 クロフネ ブチコ
牝馬２位 アドマイヤラヴィ 牝2 ロードカナロア アドマイヤミヤビ 牝馬２位 マンクスホップ 牝2 ハービンジャー キャットコイン
牝馬３位 サリエラ 牝2 ディープインパクト サロミナ 牝馬３位 ショショローザ 牝2 ロードカナロア マンデラ
未登場種牡馬 コパノオースティン 牡2 コパノリッキー マキシムカフェ 未登場種牡馬 ハイアムズビーチ 牝2 ドレフォン ユキチャン
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※馬名はTARGET frontier JVの情報を使用しました。
※10巡目は9巡目までに指名されていなかった種牡馬の産駒を指名。未登場種牡馬枠で先に選ばれた種牡馬の産駒も指名不可。
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