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1111 スイートメドゥーサ エルミラドール リヤンドファミユ リジェネレーション アドマイヤキンカク ラストグルーヴ ローゼンガルテン トーセンリュー クルトメッシュ ネオウィズダム

2222 ダービーフィズ アルテミスハート エスオンマイチェス ランギロア マンインザムーン キズナ ダイワレーヌ レッドアリオン ウィンゲイル コディーノ

3333 ディオジェーヌ ドリーミートーツ ノーブルコロネット コメットシーカー ゴーナインティーン グローバルハート スカーレットポピー アウトシャイン アラバンサス ボブキャット

4444 アンジュエ フラムドグロワール カミノタサハラ ウンベラータ ヴレロワ ラウンドワールド クラージュドール アーバンレジェンド シナジーウィスパー デニムアンドルビー

5555 ヴァーティカルサン ホワイトフリート シェーンメーア エーシンヒリュー レコンダイト ワープドライブ トゥザレジェンド エグゼビア グレイトサンライズの10 クライナーヘルツ

6666 アドマイヤキンボシ パシャドーラ シーギリヤガール ロードジェネラル ヘルデンテノール ディアマイベイビー ガルム ファミーユ プランタンビジュー トパーズ

7777 アドマイヤディープ ベアトリッツ エーシンマックス アクレイムド エピファネイア ミライエ ラカ ベステゲシェンク キングベイビー ラトーナ

8888 ハッピーモーメント バリローチェ サトノノブレス グランスエルテ スクワドロン ディアデラマドレ チアズメッセージの10 レッドレイヴン フューチャステップ ドラゴンレジェンド

9999 カレンバッドボーイ レッドオーヴァル タガノラルフ ディープウェーブ バルトロメオ ローザズカレッジ タニノタキシード クラウディオス ラヴィアンフルール アドマイヤオウジャ

10101010 ポイントキセキ シンハディーパ ヒルノドンカルロ ヘミングウェイ ニューキングダム アスタラビクトリア オーキッドレイ フィールフリーリー ネコタイショウ メイショウアカフジ

11111111 シュペトレーゼ ディープサウス ファイアマーシャル アーマークラッド フェートグランド ポップジェムズ バジンガ ルナレガーロ エルシェロアスール ホアピリ

12121212 オースミミズホ ジューヴルエール ロードクロサイト ストリボーグ アメージングタクト ピュクシス サクラメガフレア マイネルストラーノ ダイヤモンドベリー レッドレガーロ

13131313 ダブルウォー エアマスカット ワナビーザベスト スピッツコール トーセンジャステス ジュールドトネール ミニョネット フレイム ルスクラリータ キネオウィン

14141414 デルマオサキ ソリーソアンジェロ カラダドリーム アルバタックス バロンドゥフォール シェアードワールド レネットグルーヴ ファーザモア アマストレ ロジヒット

15151515 スペシャルリッチ レッドセイリング キュールエアリス キングアルフォンス ダイワユニティー ヤマニンレジーナ サトノキングリー ロードクラヴィウス プリフォンテイン マイネチリペッパー

16161616 スマートパレード フルグラン ヴォルドニュイ ハイヤーゾーン ゴダール ファイブタブレット ブラマンジェ アースストライカー アービンゲイル マイネカトレア

17171717 レッドロックテラス レニンフェア マイネルエテルネル インナーアージ カウウェラ チャームドヴェール トーセンソレイユ イオンドライブ ヒカルエリントン レッドマニッシュ

18181818 トウシンモンステラ オルゲイユ ルリビタキ クロンヌヴェール ルラックデシーニュ ランポロッソ ウエストソング アマルコルド プリンセスフローラ アクションスター

19191919 シープシャンクス アメージングムーン ベルウッドテラス トーセンターキー トーセンジャスト マンボネフュー エンジェリックレイ アリエッタ ブロンドヒロイン オリジナルスマイル

20202020 メイショウキョトウ マイネチャーム テネシーワルツ ラブリーデイ アドマイヤスピカ シャンピオナ エルマンボ ダブルゴールド アルマドラーゴ マトリックスコード
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1111 ローブデコルテ アドマイヤサンデー オリエンタルアート エアトゥーレ ソニックグルーヴ エアグルーヴ ロゼカラー マイケイティーズ コイウタ ゴレラ

2222 マンハッタンフィズ ムーンレディ フェスタデルドンナ ハルーワスウィート ダンスインザムード キャットクイル ダイワスカーレット エリモピクシー リンデンルレーブ ハッピーパス

3333 フォーシンズ ローズバド ノーブルステラ ガヴィオラ Balance グローバルピース スカーレットブーケ レディブラッサム アドマイス カーラパワー

4444 キュンティア シルクプリマドンナ クロウキャニオン オンブルリジェール Believe グレースランド レクレドール パーソナルレジェンド エヴリウィスパー ベネンシアドール

5555 ヴァレラ ファインセラ Chatham エイシンマッカレン モテック リアリーハッピー トゥザヴィクトリー エグジジェ グレイトサンライズ ライジングクロス

6666 プロモーション アルゼンチンスター スパイシーキティ ワンフォーローズ ディーバ オールザウェイベイビー ライラプス キストゥヘヴン スプリングチケット ドナブリーニ

7777 シーズアン バルドウィナ Midnight angel ジェニーリンド シーザリオ アドマイヤキラメキ ダンスパートナー スーヴェニアギフト シネマスコープ レト2

8888 アドマイヤハッピー ポトリザリス クライウィズジョイ タンタスエルテ ホワットケイティーディド ディアデラノビア チアズメッセージ wonder again シンコウラブリイ レーゲンボーゲン

9999 ロレットチャペル コートアウト レディアップステージ ラリーズン フォルテピアノ ローザロバータ タニノシスター オーバーザウォール フィジーガール シーズオールエルティッシュ

10101010 ポイントフラッグ シンハリーズ ウェルカムフラワー シェルシーカー ダリシア ホワイトウォーターアフェア シェルズレイ ミスベルベール パシェンテ マストビーラヴド

11111111 ショアー ストレイトフロムテキサス ブッシュファイヤー アルーリングボイス フェートデュヴァン ポップス オイスターチケット カーリーエンジェル フォレストキティ ライラックレーン

12121212 オースミハルカ マチカネタマカズラ Folklore ワールウインド アルーリングアクト フサイチパンドラ サクラメガ マイネソーサリス ダンゼロゴールド ヤナビ

13131313 キュー エアメサイア シャープキック シュフルール データ アーマイン ビスクドール フォレストレイン ツィンクルブライド エアデジャヴー

14141414 ジェミードレス レンドフェリーチェ ケイアイメモリー タックスシェルター ラトラヴィアータ デュアルストーリー イントゥザグルーヴ ファーザ アラハ ヒットザボード

15151515 ストームティグレス チャールストンハーバー クリックヒア クイーンカアフマヌ グラッブユアハート マダニナ ファンジカ ダイワデリカシー プレミアノアール レッドチリペッパー

16161616 オーピーキャット スターミー Play Ballado テイクミーハイヤー セシルカット アグネスショコラ シラユキヒメ テキスタイル レディフェアリー タカラカンナ

17171717 スカーレットレディ レン2 For Evva Silca ミュージカルウェイ メモリアルサマー ヴェイルオブアヴァロン ウインドインハーヘア エアザイオン ディクシージャズ スティンガー

18181818 ピンクパピヨン ヒドゥンダンス エリンバード オリーブクラウン グランパドドゥ レッドキャット Elbaaha フローラルグリーン プリンセスカメリア レディオブヴェニス

19191919 ラスリングカプス ビッグテンビー リリーポンド チェリーラブ サンデーピクニック セカンドハピネス レディバラード スクエアアウェイ ランニングヒロイン エミーズスマイル

20202020 ランフォザドリーム マイネサマンサ ブロームフォンテン ポップコーンジャズ エルダンジュ ヴィクトリーバンク ティエッチマンボ ゴールドティアラ カンザスガール シークレットコード

POG W POG W POG W POG W 2012～2013 2012～2013 2012～2013 2012～2013 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（母名母名母名母名でででで表記表記表記表記））））
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1111 アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ジャングルポケット ステイゴールド アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト キングカメハメハ ホワイトマズル ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース

2222 ジャングルポケット ハーツクライ ゼンノロブロイ アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン チチカステナンゴ ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト チチカステナンゴ アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン アドマイヤジャパン キングカメハメハ

3333 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ジャングルポケット ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト Street Cry クロフネ アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ダイワメジャー

4444 アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ダイワメジャー ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン A.P. Indy ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト キングカメハメハ アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト

5555 マンハッタンカフェ クロフネ Arch アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ハーツクライ ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト キングカメハメハ ゼンノロブロイ チチカステナンゴ ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース

6666 チチカステナンゴ ハーツクライ スターリングローズ ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト シンボリクリスエス チチカステナンゴ ダイワメジャー ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース

7777 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト Dalakhani アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン シンボリクリスエス ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト キングカメハメハ ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト マンハッタンカフェ Dansili

8888 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン クロフネ キングカメハメハ キングカメハメハ Smart Strike アドマイヤムーン ステイゴールド

9999 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト スペシャルウィーク ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト タニノギムレット ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース ステイゴールド ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト

10101010 フジキセキ ウォーエンブレム マンハッタンカフェ ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース Mr. Greeley ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン サムライハート メイショウサムソン

11111111 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ハーツクライ ジャングルポケット ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト アドマイヤムーン アドマイヤジャパン キングカメハメハ

12121212 スペシャルウィーク ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト Unbridled's Song アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ウォーエンブレム シンボリクリスエス グラスワンダー ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ゼンノロブロイ

13131313 ウォーエンブレム ジャングルポケット ステイゴールド ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト クロフネ アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン

14141414 ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト アジュディケーティング キングカメハメハ ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ゼンノロブロイ キングカメハメハ アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン サブミーカー ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース

15151515 スペシャルウィーク ゼンノロブロイ ウォーエンブレム ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ダイワメジャー アドマイヤムーン アドマイヤムーン ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース

16161616 ファンタスティックライト ダイワメジャー Sky Mesa ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ウォーエンブレム マヤノトップガン クロフネ ゼンノロブロイ ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン

17171717 キングカメハメハ ダンスインザダーク Tamayaz ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト キングカメハメハ ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース ネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァースネオユニヴァース ダイワメジャー ダイワメジャー シンボリクリスエス

18181818 キングカメハメハ ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト デュランダル アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン キングカメハメハ アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン Unbridled's Song ハーツクライ キングカメハメハ アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン

19191919 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト アドマイヤムーン ステイゴールド ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト チチカステナンゴ バゴ ダイワメジャー シンボリクリスエス グラスワンダー メイショウサムソン

20202020 アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン アグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオンアグネスタキオン High Chaparral キングカメハメハ キングカメハメハ ダイワメジャー ウォーエンブレム ゴールドアリュール フサイチリシャール ハーツクライ

POG W POG W POG W POG W 2012～2013 2012～2013 2012～2013 2012～2013 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（種牡馬種牡馬種牡馬種牡馬））））



KIKIKIKI HAHAHAHA TATATATA SASASASA OGOGOGOG YOYOYOYO ODODODOD ENENENEN NINININI AKAKAKAK

1111 牝 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡

2222 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牡

3333 牝 牝 牝 牡 牡 牝 牝 牝 牝 牡

4444 牝 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牝 牝

5555 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡

6666 牡 牝 牝 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牡

7777 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牝 牡 牝 牝

8888 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡

9999 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牡

10101010 牝 牝 牡 牡 牡 牝 牝 牝 牡 牡

11111111 牝 牝 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牝 牡

12121212 牝 牡 牝 牡 牡 牝 牝 牡 牝 牡

13131313 牡 牝 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡

14141414 牝 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牝

15151515 牡 牝 牝 牡 牝 牝 牡 牡 牡 牝

16161616 牝 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牝

17171717 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牝 牡 牡 牝

18181818 牡 牝 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牝 牡

19191919 牝 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牝 牝 牡

20202020 牡 牝 牝 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牡

POG W POG W POG W POG W 2012～2013 2012～2013 2012～2013 2012～2013 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（性別性別性別性別））））



KIKIKIKI HAHAHAHA TATATATA SASASASA OGOGOGOG YOYOYOYO ODODODOD ENENENEN NINININI AKAKAKAK

1111 2010105865 2010104020 2010104396 2010103695 2010104189 2010104053 2010104368 2010104302 2010103741 2010104120

2222 2010103940 2010103957 2010103881 2010104239 2010103813 2010105827 2010103805 2010101775 2010105083 2010104236

3333 2010104264 2010104373 2010103850 2010104079 2010110016 2010102953 2010103779 2010101358 2010103671 2010100458

4444 2010105828 2010104148 2010104103 2010103719 2010110077 2010104414 2010104507 2010103866 2010104054 2010104287

5555 2010104392 2010104258 2010110017 2010104641 2010103963 2010104345 2010104224 2010104520 2010103736 2010104337

6666 2010104283 2010103676 2010100565 2010101360 2010104450 2010104069 2010104338 2010104402 2010103787 2010104230

7777 2010104156 2010103862 2010110007 2010100663 2010104155 2010104019 2010103816 2010104183 2010105836 2010104360

8888 2010104022 2010104301 2010103602 2010104444 2010104293 2010104211 2010104201 2010110014 2010100558 2010104362

9999 2010104370 2010103743 2010104509 2010104503 2010104263 2010104372 2010102599 2010104068 2010100289 2010104159

10101010 2010100767 2010104152 2010102709 2010100659 2010103810 2010103924 2010104137 2010103946 2010104944 2010104305

11111111 2010104144 2010104178 2010103899 2010104388 2010104470 2010104299 2010104067 2010104077 2010102325 2010104498

12121212 2010102122 2010104309 2010110076 2010104008 2010104387 2010104267 2010102813 2010105976 2010104540 2010103408

13131313 2010104408 2010103698 2010104143 2010103765 2010104223 2010104038 2010104246 2010104471 2010104206 2010103693

14141414 2010103773 2010104001 2010105101 2010103798 2010104343 2010104220 2010104041 2010100692 2010101536 2010102384

15151515 2010103784 2010104204 2010104528 2010100932 2010103734 2010105802 2010103876 2010102712 2010100699 2010103992

16161616 2010102189 2010104175 2010110070 2010104542 2010104186 2010103661 2010104146 2010100829 2010103475 2010105956

17171717 2010104171 2010104000 2010110064 2010104322 2010104560 2010104052 2010104045 2010103688 2010104213 2010103781

18181818 2010104256 2010101618 2010103706 2010103718 2010103735 2010104566 2010110068 2010104272 2010104279 2010104510

19191919 2010103968 2010106120 2010100307 2010102473 2010103758 2010104441 2010101354 2010105876 2010103972 2010103704

20202020 2010105602 2010105485 2010102850 2010104298 2010104059 2010104049 2010104208 2010104122 2010101524 2010103771

POG W POG W POG W POG W 2012～2013 2012～2013 2012～2013 2012～2013 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（血統登録番号血統登録番号血統登録番号血統登録番号でででで表記表記表記表記））））


