
２０１３～２０１４　POG W　ドラフトリスト一覧表

1 レーヴドスカー TA1 Starlight Dreams OG1 ドナブリーニ AK1 レーヴドスカー TA1 ダイワスカーレット EN1 レーヴドスカー TA1 Vodka KI1 マジックストーム ＯＤ1 コイウタ NI1

2 ドナブリーニ AK1 ピンクカメオ OG2 レーヴドスカー TA1 クロウキャニオン TA2 スリープレスナイト EN2 ビワハイジ SA1 シーザリオ KI2 レーヴドスカー TA1 ドナブリーニ AK1

3 ビワハイジ SA1 ジェダイト OG3 ポイントフラッグ AK2 ラヴズオンリーミー YO1 Ice Mint EN3 スーア SA2 レーヴドスカー TA1 ウインドインハーヘア ＯＤ2 ハッピーパス NI2

4 ラヴズオンリーミー YO1 ムーンレディ ＯＤ4 ハッピーパス NI2 マジックストーム ＯＤ1 ヴェイルオブアヴァロン EN4 クロウキャニオン TA2 ビワハイジ SA1 シーザリオ KI2 ステレオタイプ NI3

5 ハッピーパス NI2 シェンク －3 ジェダイト OG3 ドナブリーニ AK1 レディブラッサム EN5 ドナブリーニ AK1 ドナブリーニ AK1 グレイトサンライズ SA3 エスユーエフシー NI4

6 ファレノプシス YO2 レーヴドスカー TA1 ダンスインザムード AK3 シンハリーズ TA3 ソブストーリー EN6 ラヴズオンリーミー YO1 キュー KI3 ローズバド ＯＤ3 ウインドインハーヘア ＯＤ2

7 トゥザヴィクトリー －1 Ice Mint EN3 ラヴズオンリーミー YO1 ウインドインハーヘア ＯＤ2 スターダムバウンド EN7 グレイトサンライズ SA3 Ice Mint EN3 ムーンレディ ＯＤ4 グレイトサンライズ SA3

8 アドマイヤグルーヴ YO3 ビワハイジ SA1 ブラックエンブレム AK4 マンデラ TA4 ウィンターコスモス EN8 シェンク －3 エリモピクシー KI4 ビワハイジ SA1 ヴァイオレットラブ NI5

9 ダイワスカーレット EN1 アドマイヤグルーヴ YO3 ミルフィオリ AK5 ソニンク TA5 アンブロワーズ EN9 シンディ SA4 Lu Ravi KI5 アドマイヤキラメキ ＯＤ5 ミルフィオリ AK5

10 ブラックエンブレム AK4 ダイワスカーレット EN1 シルヴァースカヤ AK6 Committed Actress TA6 ヒストリックスター －5 ラスリングカプス SA5 ミュージカルウェイ KI6 アドマイヤグルーヴ YO3 クラウンプリンセス NI6

11 ダイヤモンドディーバ YO4 ドナブリーニ AK1 ムーンレディ ＯＤ4 ピンクカメオ OG2 シーザリオ KI2 ダンスインザムード AK3 アドマイヤキラメキ ＯＤ5 トゥザヴィクトリー －1 ダンシングエディ NI7

12 フィラストリート YO5 トゥザヴィクトリー －1 ライジングクロス AK7 ウィキウィキ TA7 ライラプス EN10 ヴァイオレットラブ NI5 コスモフォーチュン KI7 グレースアドマイヤ ＯＤ6 スキッフル NI8

13 フォーシンズ YO6 Exhibit One OG4 Ice Mint EN3 グレイトサンライズ SA3 ホットプレイ TA8 メジロサンドラ SA6 ジェダイト OG3 コイウタ NI1 レッドレターデイ NI9

14 グレースランド YO7
マネーキャントバイミーラヴ OG5 マジックストーム ＯＤ1 ハッピーパス NI2 スーヴェニアギフト EN11 フォーシンズ YO6 ミルフィオリ AK5 ピンクカメオ OG2 ザレマ NI10

15
オールザウェイベイビー YO8 トレアンサンブル OG6 グレイトサンライズ SA3 ホットプレイ TA8 フレジェール EN12 マジックストーム ＯＤ1 クラウンプリンセス NI6 リードストーリー ＯＤ7 ダンスパートナー NI11

16 ディアデラノビア YO9 アルティマトゥーレ OG7 トゥザヴィクトリー －1 ボンバルリーナ TA9 ダンスインザムード AK3 シーズオールエルティッシュ
SA7 オリジナルスピン2 KI8 フサイチパンドラ ＯＤ8 ジェットスパークル NI12

17 シンハリーズ TA3 スリープレスナイト EN2 ラヴアンドバブルズ －7 Starlight Dreams OG1 アグネスショコラ EN13 ウインドインハーヘア ＯＤ2 オイスターチケット KI9 アルティマトゥーレ OG7 スズカプラチナ NI13

18 ウインドインハーヘア ＯＤ2 ソニックグルーヴ OG8 クロウキャニオン TA2 コスモフォーチュン KI7 ヴァルパライソ EN14 ファレノプシス YO2 ダイヤモンドディーバ YO4 ゴーオンマイウェイ ＯＤ9 レーヴドスカー TA1

19 ムーンライトダンス YO10 シーザリオ KI2 シーザリオ KI2 コスモチェーロ TA10 ピンクカメオ OG2 ソブストーリー EN6 タニノシスター KI10 ヴァイオレットラブ NI5 アドマイヤキラメキ ＯＤ5

20 ヒストリックスター －5 シェルズレイ OG9 フォーシンズ YO6 Ice Mint EN3 コンプリカーター EN15 マリーシャンタル SA8 ウインドインハーヘア ＯＤ2 シラユキヒメ
ＯＤ10 アッファビリティー NI14

21 アゲヒバリ YO11 フサイチエアデール OG10 シーズオールエルティッシュ
SA7 ダンスーズデトワール SA9 オルティア EN16 フィラストリート YO5 アゲヒバリ YO11 ティエッチマンボ ＯＤ11 エリモリリパット NI15

22 シーザリオ KI2 ラヴズオンリーミー YO1 サマーナイトシティ AK8 スキッフル NI8 ダークエンディング EN17 ボンバルリーナ TA9 クロウキャニオン TA2 カリズマティックゴールド ＯＤ12
デック NI16

23 ドルチェリモーネ AK10 シルヴァースカヤ AK6 ロイヤルファンタジー AK9 シンディ SA4 シェリーザ EN18 Exhibit One OG4 グレートキャティ KI11 スカーレットレディ ＯＤ13
ポップス NI17

24 シルヴァースカヤ AK6 フォーシンズ YO6 トレアンサンブル OG6 ブラックエンブレム AK4 シネマスコープ EN19 Ice Mint EN3 ジェミードレス KI12 ダイワスカーレット EN1 グローバルピース NI18

25
ヴェイルオブアヴァロン EN4 オイスターチケット KI9 ビワハイジ SA1 ライラプス EN10 シーカーマ EN20 アドマイヤキラメキ ＯＤ5 スーパーバレリーナ KI13 Vodka KI1 オテンバコマチ NI19

26 シェンク －3 スターダムバウンド EN7 アドマイヤグルーヴ YO3 シェンク －3
エヴィータアルゼンティーナ #N/A トゥザヴィクトリー －1 シェアエレガンス KI14 ダンスパートナー NI11 レーゲンボーゲン NI20

27 クロウキャニオン TA2 ココシュニック OG11 ドルチェリモーネ AK10 シーズオールエルティッシュ
SA7 ポップス NI17 ヒストリックスター －5 フォーシンズ YO6 レクレドール －6 スペシャルリボン #N/A

28 イントゥザグルーヴ YO12 ムーンライトダンス YO10 マリーシャンタル SA8 マジカルファンタジー TA11 ミメティコ #N/A ムーンレディ ＯＤ4 ビリーヴザミラクル KI15 ディアデラノビア YO9 ウェルシュステラ #N/A

29 エリモピクシー KI4 ディーバ OG12 フォーチュネイトダムゼル AK11 エリモピクシー KI4 マサノミネルバ #N/A ポイントフラッグ AK2 ダンツクレバー KI16 ハッピーパス NI2 ジューンアナガリス #N/A

30
シーズオールエルティッシュ

SA7 ハッピーパス NI2 Lu Ravi KI5 キャットアリ TA12 ヴァイオレットラブ NI5
ダンスーズデトワール SA9 アドマイヤグルーヴ YO3 チアズメッセージ ＯＤ14 シーディザーブス SA20

31 アルティマトゥーレ OG7 ロイヤルファンタジー AK9 ヴェルヴェットクイーン AK12 ロスマリヌス TA13 エミネントピークス #N/A バルドウィナ SA10 ソニンク TA5 ブルーメンブラット ＯＤ15 ホクトブルーバード #N/A

32 スキッフル NI8
チャールストンハーバー OG13 カチバ AK13 ドルチェリモーネ AK10 エルノヴァ #N/A エクソセット SA11 ポイントフラッグ AK2 ムーンライトダンス YO10 カウガールズドントクライ #N/A

33 スターダムバウンド EN7 スキッフル NI8 シェルズレイ OG9 レディイン TA14 カリズマティックゴールド ＯＤ12
シェリール SA12 シンハリーズ TA3 エリモエクセル

ＯＤ16
レイナフェリス #N/A

34 トールポピー YO13 ラヴアンドバブルズ －7 オスティエンセ AK14 ステレオタイプ NI3 ギーニョ #N/A マジカルファンタジー TA11 ダンスーズデトワール SA9 ポトリザリス
ＯＤ17 エンプレスロッチ #N/A

AKAKAKAK ODODODODYOYOYOYO ENENENEN SASASASATATATATA KIKIKIKIOGOGOGOG NINININI



２０１３～２０１４　POG W　ドラフトリスト一覧表

AKAKAKAK ODODODODYOYOYOYO ENENENEN SASASASATATATATA KIKIKIKIOGOGOGOG NINININI

35 ファーストバイオリン －11 Lu Ravi KI5 ヴァイオレットラブ NI5 ディソサード TA15 キューティゴールド #N/A ダンスパートナー NI11 シェンク －3 レディパステル
ＯＤ18

サイレントラヴ #N/A

36 トレアンサンブル OG6 レディブラッサム EN5 ローズバド ＯＤ3 カスタリア TA16 ゴールデンドックエー －13 リリウム SA13 シェルズレイ OG9 スティンガー
ＯＤ19 バトルエンプレス #N/A

37 キュー KI3 フサイチパンドラ ＯＤ8 インディアナカーヴ AK15 サクセスビューティ TA17 ココシュニック OG11 ハッピーパス NI2 ファレノプシス YO2 レディバラード
ＯＤ20 ランニングヒロイン #N/A

38 グレイトサンライズ SA3 メジロサンドラ SA6 ストールンハート AK16 マンハッタンセレブ YO15 ゴレラ #N/A オイスターチケット KI9 ライラプス EN10 スマイルトゥモロー #N/A アスペンアベニュー #N/A

39 クリソプレーズ YO14 ローズバド ＯＤ3 グレイスティアラ AK17 シェリール SA12 サーガノヴェル #N/A ラヴアンドバブルズ －7 ラヴアンドバブルズ －7 フラワーパーク #N/A スナークサクセス #N/A

40 ソブストーリー EN6 レクレドール －6 ライラプス EN10 ヘルドキャプティヴ TA18 チケットトゥダンス #N/A ダラバンカ SA14 ケアレスウィスパー KI17 ツィンクルブライド #N/A ヒストリックスター －5

41 シンディ SA4 チアズメッセージ ＯＤ14 オイスターチケット KI9 ゴールデンジャック TA19 ライプオレンジ #N/A プレシャスラバー SA15 トールポピー YO13 ステレオタイプ NI3 グレースランド YO7

42 パーソナルレジェンド OG14 クロウキャニオン TA2 インゴット AK18 トゥザヴィクトリー －1 アンダンテ #N/A ブラックエンブレム AK4 トゥザヴィクトリー －1 オイスターチケット KI9
クロースシークレット #N/A

43 ボンバルリーナ TA9 ソルティビッド －2 アルティマトゥーレ OG7 タイキジャンヌ TA20 ヴァレンティン #N/A ペンカナプリンセス SA16 ブラックエンブレム AK4 シェンク －3 キタノサング #N/A

44 ピンクカメオ OG2 パーソナルレジェンド OG14 グレースランド YO7 ソブストーリー EN6 Tarascon －14 エリモピクシー KI4 マジックストーム ＯＤ1 ウッドマンズシック #N/A イントゥザグルーヴ YO12

45 Ice Mint EN3 アゼリ OG15 レディオブヴェニス AK19 トールポピー YO13 アビラ #N/A ソルティビッド －2 ラヴズオンリーミー YO1 スリープレスナイト EN2 モスコーバーニング #N/A

46 アグネスショコラ EN13 アドアード OG16 ジャルダン2 AK20 アグネスショコラ EN13 アスクレピアス #N/A シェルズレイ OG9 ロイヤルファンタジー AK9 ロンドンブリッジ #N/A ブラックエンブレム AK4

47 ダンスーズデトワール SA9 ライクザウインド OG17 シェリール SA12 レディオブヴェニス AK19 アドマイヤライト #N/A Starlight Dreams OG1 スーア SA2 サクラメガ #N/A ダークサファイア #N/A

48 ココシュニック OG11 ライジングクロス AK7 ホットプレイ TA8 ディクシージャズ YO17 アンナヴァン #N/A タイニーナイトラヴ SA17 オースミハルカ KI18 エアメサイア #N/A ムヒバー #N/A

49 ミルフィオリ AK5 シャイニンググラス OG18 ダイヤモンドピサ #N/A ココシュニック OG11 エンシェントヒル #N/A リターンキャスト SA18 インゴット AK18 タニノシスター KI10 ラガーシンガー #N/A

50 マリーシャンタル SA8 リードストーリー ＯＤ7 ジェミードレス KI12 Baghdaria #N/A Vodka KI1 マイネヌーヴェル SA19 ハッピーパス NI2 ポップス NI17 ツルマルローズ #N/A

51 マンハッタンセレブ YO15 ダンスパートナー NI11 ダンスーズデトワール SA9 オイスターチケット KI9
オールアイキャンセイイズワウ #N/A ダイワスカーレット EN1 ムーンレディ ＯＤ4 ライラプス EN10 ラフィンムード #N/A

52 マジックストーム ＯＤ1 ディアデラノビア YO9 タケショウレジーナ #N/A Exhibit One OG4 フレアキャスケード #N/A アルティマトゥーレ OG7 ディアウィンク KI19 チャールストンハーバー OG13 インディスユニゾン #N/A

53 ヴィートマルシェ YO16 ボンバルリーナ TA9 トールポピー YO13 ヴァイオレットラブ NI5 グランオマージュ #N/A シーディザーブス SA20 ワンフォーローズ KI20 カネスベネフィシオ #N/A ディマクコンダ #N/A

54 ディクシージャズ YO17 ダンツクレバー KI16 アゲヒバリ YO11 イクスペクトトゥシャイン #N/A チャペルコンサート #N/A パーソナルレジェンド OG14 ステレオタイプ NI3 ゴールドフォイル #N/A フェイドレス #N/A

55 スルーレート YO18 ボランス OG19 サンタフェソレイユ #N/A ジェミードレス KI12 ウェルシュステラ #N/A タドウィガ #N/A オールザチャット #N/A ポイントフラッグ AK2 スワンキーポーチ #N/A

56 Eightyfivebroadst －8 キュー KI3 ホリデイオンアイス #N/A アルスノヴァ #N/A サイレントラヴ #N/A アドアード OG16 アドマイヤハッピー #N/A ボランス OG19 デルフィーネ #N/A

57 シェリール SA12 トールポピー YO13 セシルカット #N/A インディスユニゾン #N/A デビルズコーナー #N/A レンドフェリーチェ #N/A バイザキャット #N/A ジャッキーテースト #N/A コスモヴァレンチ #N/A

58
スモークンフローリック YO19 ロフティーエイム OG20 グレースアドマイヤ ＯＤ6 Eightyfivebroadst －8 クロウキャニオン TA2 トレアンサンブル OG6 ピンクカメオ OG2 ペンカナプリンセス SA16 シーズオールエルティッシュ

SA7

59 ルミナスポイント YO20 ニキーヤ －4 ネオクラシック #N/A アドマイヤサンデー #N/A グレースアドマイヤ ＯＤ6 ロイヤルファンタジー AK9 ロンドンブリッジ #N/A オネストリーダーリン #N/A ツーソックス #N/A

60 ソルティビッド －2 アゲヒバリ YO11 ゴーオンマイウェイ ＯＤ9 ターフローズ #N/A グリントウィーク #N/A スキッフル NI8 ケイアイバラード #N/A キャッチザゴールド #N/A トウカイポピー #N/A

61 レディイン TA14 デュアルストーリー #N/A トゥースペシャル #N/A スターダムバウンド EN7 グリーンレディ #N/A アグネスショコラ EN13 スリープレスナイト EN2 マンデラ TA4 オグリエンゼル #N/A

62 ロイヤルファンタジー AK9 マリーシャンタル SA8 エルダンジュ #N/A スモークンフローリック YO19 オメガアイランド #N/A ダンツクレバー KI16 ソルティビッド －2
ダイヤモンドディーバ YO4 ショウナンダウナー #N/A

63 ペンカナプリンセス SA16 アグネスショコラ EN13 シンディ SA4 フォルクローレ #N/A オーラ #N/A キュー KI3 ターフローズ #N/A スーア SA2 メイショウユウゼン #N/A

64 サマーナイトシティ AK8 スターアイル #N/A スカーレット #N/A レーゲンボーゲン NI20 オーバーザウォール #N/A シェリーザ EN18 ヒカルラフィーネ #N/A カチバ AK13 エンジェルシード #N/A

65 Baghdaria #N/A マチカネハツシマダ #N/A ポトリザリス
ＯＤ17 アルティマトゥーレ OG7 エリモエクセル

ＯＤ16 レディオブヴェニス AK19 フサイチエアデール OG10 アイルドフランス #N/A ソルティビッド －2

66 ソニンク TA5 データ #N/A ロンドンブリッジ #N/A スーパーバレリーナ KI13 エラティス #N/A シークレットコード #N/A ランフォザドリーム #N/A ミルフィオリ AK5 ディナータイム #N/A

67 ダンスパートナー NI11 レンドフェリーチェ #N/A ミュージカルウェイ KI6 フサイチパンドラ ＯＤ8 エアメサイア #N/A シャンクシー #N/A リッチダンサー #N/A ジェダイト OG3 マイネカプリース #N/A

68 ライラプス EN10 コイウタ NI1 ショアー #N/A ストールンハート AK16 ヴェルザンディ #N/A ウッドマンズシック #N/A スターアイル #N/A ラヴズオンリーミー YO1 ピンクパピヨン #N/A

69 ヴァイオレットラブ NI5 ライムライト2 #N/A アビラ #N/A ケイアイバラード #N/A バイザキャット #N/A ヴァレンティン #N/A スカーレットレディ ＯＤ13
ココシュニック OG11 フレアキャスケード #N/A
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70 アルカイックレディ －10 エルダンジュ #N/A ドリームカムカム #N/A アイリスモレア #N/A ロンドンブリッジ #N/A ウィンドサイレンス #N/A グレイトサンライズ SA3 シルヴァースカヤ AK6 ノンストップレディ #N/A

71
アイランドファッション #N/A スプリットザナイト #N/A ターキー #N/A スタイルリスティック #N/A ラヴァーズチェイス #N/A シャピーラ #N/A アルティマトゥーレ OG7 フォーシンズ YO6 チャールストンハーバー OG13

72 スティンガー
ＯＤ19

ギーニョ #N/A シアリアスバイオ #N/A ムーンライトダンス YO10 タニノシスター KI10 センボンザクラ #N/A ウェルシュステラ #N/A スプリットザナイト #N/A フェリシタス #N/A

73 オータムメロディー －18 ゴーオンマイウェイ ＯＤ9 キャッツ #N/A キュー KI3 スイープトウショウ #N/A オリジナルスピン2 KI8 オーピーキャット #N/A データ #N/A スイートテイスト #N/A

74 ファイトガリバー #N/A ビーポジティブ #N/A エアジャメヴー #N/A アドアード OG16 ファーザ #N/A スナッチド #N/A キストゥヘヴン #N/A ライクザウインド OG17 トレノブレーヴィ #N/A

75 コスモフォーチュン KI7 ファレノプシス YO2 アグネスバラード #N/A グレースランド YO7 シーキングマイラブ #N/A ミセススノー #N/A オールザウェイベイビー YO8 ライジングクロス AK7 ライラックノカオリ #N/A

76 ブローザキャンドル #N/A ラティール #N/A メジロサンドラ SA6 ダンスフォーママ #N/A ショアー #N/A オールアイキャンセイイズワウ #N/A ストームホイッスル #N/A ライブリーチューン #N/A ブリリアントベリー #N/A

77 Starlight Dreams OG1 マストビーラヴド #N/A ウインドインハーヘア ＯＤ2 アドマイヤダンサー #N/A ブルーメンブラット ＯＤ15 ブラッシングブライド #N/A シェリーザ EN18 ディーバ OG12 レディパステル
ＯＤ18

78 ジョシュズマデリン #N/A ウィキウィキ TA7 スターフェスタ #N/A マサコチャン －9 トップモーション #N/A ニアメ #N/A ダンスインザムード AK3 トレアンサンブル OG6 ニキーヤ －4

79 オリジナルスピン2 KI8 エイジアンウインズ #N/A ファーストバイオリン －11 ロイヤルバラード －16 ディソサード TA15 アンナモンダ #N/A ダンスパートナー NI11 ロイヤルファンタジー AK9 ラフォルトゥナ #N/A

80 ベユーズラッシー #N/A レディオーキッド #N/A ボンバルリーナ TA9 テイクミーハイヤー #N/A マイノチカラ #N/A インディアナカーヴ AK15 ソニックグルーヴ OG8 メジロサンドラ SA6 プレイサイレンス #N/A

81 シェリーザ EN18 ロンドンブリッジ #N/A スリープレスナイト EN2 ペンカナプリンセス SA16 Heavenly Romance #N/A アジアンミーティア #N/A チャールストンハーバー OG13 スキッフル NI8 ミュンシー #N/A

82 サンヴィクトワール #N/A エリモピクシー KI4 レーゲンボーゲン NI20 クライウィズジョイ #N/A グレイトサンライズ SA3 ライヴ #N/A ハルーワソング #N/A シャイニンググラス OG18 イフリータ #N/A

83 ランペルティーザ #N/A ベルアリュール2 #N/A ソルティビッド －2 フィラストリート YO5 ダイヤモンドディーバ YO4 エアジャメヴー #N/A バルドウィナ SA10 エルダンジュ #N/A スカーレットレディ ＯＤ13

84 アドアード OG16 スマイルトゥモロー #N/A キュー KI3 スルーレート YO18 イントゥザグルーヴ YO12 サトノアマゾネス #N/A フェリアード #N/A ヴァンドノワール #N/A チャペルコンサート #N/A

85 ラシャルマンテ #N/A ディアウィンク KI19 アーネストデザイア #N/A シラユキヒメ
ＯＤ10

ディーバ OG12 ピンクカメオ OG2 ボンバルリーナ TA9 エアウイングス #N/A テンザンローズ #N/A

86 ライジングクロス AK7 シーズインクルーデッド #N/A スナッチド #N/A アンブロワーズ EN9 ハッピーパス NI2 ミルグレイン #N/A ライジングクロス AK7 ギーニョ #N/A ヴェスタ #N/A

87 バトルエンプレス #N/A ヴァイオレットラブ NI5 テイクミーハイヤー #N/A バイザキャット #N/A ダンスパートナー NI11 ロリータ #N/A レディイン TA14 クライウィズジョイ #N/A ココシュニック OG11

88 ライブリーチューン #N/A ヴァンドノワール #N/A ケイウーマン #N/A スロットル #N/A ハルーワソング #N/A ケイウーマン #N/A レクレドール －6
シーズインクルーデッド #N/A フォーシンズ YO6

89 ゴールドインザグラス #N/A シェリール SA12 ワーキングウーマン #N/A アルカイックレディ －10 チャールストンハーバー OG13 ターキー #N/A リトルハーモニー #N/A アグネスショコラ EN13 パーソナルレジェンド OG14

90 ジェダイト OG3 ミルフィオリ AK5 オールザウェイベイビー YO8 ネガノ #N/A ディアデラノビア YO9 ハニーローズ #N/A アズサユミ #N/A ダンツクレバー KI16 ホットプレイ TA8

91 ジャルダン2 AK20 ミュージカルウェイ KI6 レッドチリペッパー #N/A アゼリ OG15 ポイントフラッグ AK2 ベルエアシズル #N/A ゴールドインザグラス #N/A ザレマ NI10 オーシャンルミナス #N/A

92 マンデラ TA4 アイルドフランス #N/A ザレマ NI10 ロンドンブリッジ #N/A ロゼカラー #N/A ロンドンブリッジ #N/A ディクシージャズ YO17 ボンバルリーナ TA9 ワスレナイデ #N/A

93 ワイルドフラワー #N/A カチバ AK13 ファレノプシス YO2 ミルフィオリ AK5 トゥザヴィクトリー －1 キューティゴールド #N/A バブルファンタジー #N/A マリーシャンタル SA8 ダイヤモンドディーバ YO4

94 ザレマ NI10 スーア SA2 ステレオタイプ NI3 ミュージカルウェイ KI6 ムーンレディ ＯＤ4 フィバリッシュ #N/A ラスリングカプス SA5 ワンフォーローズ KI20 ムーンレディ ＯＤ4

95 ロフティーエイム OG20 マジックストーム ＯＤ1 ダイワスカーレット EN1 カチバ AK13 ジェダイト OG3 ラッシュライフ #N/A アビラ #N/A サミットヴィル #N/A データ #N/A

96 ムーンレディ ＯＤ4 ダイヤモンドディーバ YO4 アドマイヤキラメキ ＯＤ5 スーア SA2 ウインドインハーヘア ＯＤ2 アロングザシー －19
シーズオールエルティッシュ

SA7 Starlight Dreams OG1 ボンバルリーナ TA9

97 アドマイヤハッピー #N/A マンデラ TA4 ヒカルラフィーネ #N/A アドマイヤキラメキ ＯＤ5 レーヴドスカー TA1 ターフローズ #N/A レディバラード
ＯＤ20

Ice Mint EN3 クラシックローズ #N/A

98 アドマイヤサンデー #N/A グレイトサンライズ SA3 ヴェイルオブアヴァロン EN4 シルヴァースカヤ AK6 ビワハイジ SA1 バイザスポーツ #N/A スプリットザナイト #N/A Exhibit One OG4
オールアイキャンセイイズワウ #N/A

99 タニノシスター KI10 アドマイヤキラメキ ＯＤ5 Vodka KI1 ポイントフラッグ AK2 ドナブリーニ AK1 ファーストバイオリン －11 ヴァイオレットラブ NI5 0 #N/A メジロシャレード #N/A

100 Vodka KI1
ウインドインハーヘア ＯＤ2 マンデラ TA4 Vodka KI1 エリモピクシー KI4

グレイトフィーヴァー #N/A ダイワスカーレット EN1 0 #N/A リアルターキン #N/A


