
YOYOYOYO OGOGOGOG AKAKAKAK TATATATA ENENENEN SASASASA KIKIKIKI ODODODOD NINININI

1111 ラングレー ラハイナルナ グレンシーラ レーヴデトワール ダイワレジェンド サングレアル ボラーレ サトノアラジン ミッキーラブソング

2222 クールオープニング ブルーロータス トレジャーマップ ベルキャニオン ブロンシェダーム トーセンデューク ロザリンド モンドシャルナ トレクァルティスタ

3333 ボージェスト アドマイヤメテオ シャドウダンサー リラヴァティ エイシンアロンジー キミノナハセンター キュリオスティー ロザリウム ロゴマーク

4444 ジュエルプラネット トップオブスターズ テスタメント ウエスタンマンデラ ヴォルシェーブ レッドメイヴ サトノルパン オルドリン ツクバビューティ

5555 ドラゴンストリート マイフリヴァ サトノバリアント リバーソウル ロードストーム ベラフォレスタ コスモキングダム トーセンスターダム アンヴェイルド

6666 エーデルグランツ トレモロアーム オリハルコン マイネルスパイアー ライトニングロアー サンドラバローズ トーセンマタコイヤ ブルーダイアモンド ミューラルクラウン

7777 グレートアイランド アルティマプリンス ライザン スウィートレイラニ シーサイドバウンド エルノルテ ウインボナンザ プレスアテンション ブロンクスステップ

8888 オーマイベイビー カノーロ エレイン タマモビッグプレイ ナイトジャスミン プリンスダム レヴアップスピン サンエルピス フェルメッツァ

9999 ディアデルレイ カアナパリビーチ シュタインベルガー ストームインパクト ガートルード レッドウォーリア ゲットアテープ アドマイヤランディ ラブコール

10101010 パリーアーク マラムデール デリッツァリモーネ ウインマーレライ プロクリス トップアート ラテラルアーク マーブルケーキ バフチサライ

11111111 メドウラーク ステファノス ポルテシャンス ダークファンタジー スペシャルギフト エクストレミティー コスモミレディー トーセンミラージュ レインオーバー

12121212 グルーヴァー シュターツオーパー チャーマー ワンダフルワールド ブレヴァン デルカイザー サヴィルロウ アドマイヤウイング サトノスティング

13131313 オリエンタルポピー レッドアルヴィス トーセンマイティ ノービリス ロワジャルダン イトハユリ ダンスールクレール マナオラナ スズカシルバー

14141414 マリアライト セラミックロード サトノスーペリア ラヴィーネ アントファガスタ レッドレギオン ファーガソン ロワメサージュ メイショウアサツユ

15151515 ハリウッドセレブ アゼリナガッキ アルトゥーナ レッドリヴェール バイタルスパーク アピシウス エンジェルフォース クリーブラット コスモリリパット

16161616 グレナディアーズ ローハイド ストールンハートの11 カレンヴィットリア オルフェウス ワールドインパクト ヴィッセン ピュアエクセル ヒルノデイバロー

17171717 レッドラヴィータ ダンシングウインド ダノンバトゥーラ サクセスグローリー イントロダクション デイライト カラジャス プルママルカ ペンタトニック

18181818 ハイアーレート ダイワダルタニアン ミュゼクリエイター リベレイショニスト キングスバローズ リターンラルク オースミフブキ フィラデルフィア マザーシップ

19191919 タカラフローリック アドマイヤコウベ ポーシア ジャックトマメノキ トラディション マイネルヴェルス サトノセレリティ キングズオブザサン ダンツトーラス

20202020 ルミナスパレード ノットアクライシス ジャルディナージュ ホトトヤエ オールドバルディー ハブーブ ベルフィオーレ ロードプライド モントボーゲン
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YOYOYOYO OGOGOGOG AKAKAKAK TATATATA ENENENEN SASASASA KIKIKIKI ODODODOD NINININI

1111 ラヴズオンリーミー Starlight Dreams ドナブリーニ レーヴドスカー ダイワスカーレット ビワハイジ Vodka マジックストーム コイウタ

2222 ファレノプシス ピンクカメオ ポイントフラッグ クロウキャニオン スリープレスナイト スーア シーザリオ ウインドインハーヘア ハッピーパス

3333 アドマイヤグルーヴ ジェダイト ダンスインザムード シンハリーズ Ice Mint グレイトサンライズ キュー ローズバド ステレオタイプ

4444 ダイヤモンドディーバ Exhibit One ブラックエンブレム マンデラ ヴェイルオブアヴァロン シンディ エリモピクシー ムーンレディ エスユーエフシー

5555 フィラストリート マネーキャントバイミーラヴ ミルフィオリ ソニンク レディブラッサム ラスリングカプス Lu Ravi アドマイヤキラメキ ヴァイオレットラブ

6666 フォーシンズ トレアンサンブル シルヴァースカヤ Committed Actress ソブストーリー メジロサンドラ ミュージカルウェイ グレースアドマイヤ クラウンプリンセス

7777 グレースランド アルティマトゥーレ ライジングクロス ウィキウィキ スターダムバウンド シーズオールエルティッシュ コスモフォーチュン リードストーリー ダンシングエディ

8888 オールザウェイベイビー ソニックグルーヴ サマーナイトシティ ホットプレイ ウィンターコスモス マリーシャンタル オリジナルスピン2 フサイチパンドラ スキッフル

9999 ディアデラノビア シェルズレイ ロイヤルファンタジー ボンバルリーナ アンブロワーズ ダンスーズデトワール オイスターチケット ゴーオンマイウェイ レッドレターデイ

10101010 ムーンライトダンス フサイチエアデール ドルチェリモーネ コスモチェーロ ライラプス バルドウィナ タニノシスター シラユキヒメ ザレマ

11111111 アゲヒバリ ココシュニック フォーチュネイトダムゼル マジカルファンタジー スーヴェニアギフト エクソセット グレートキャティ ティエッチマンボ ダンスパートナー

12121212 イントゥザグルーヴ ディーバ ヴェルヴェットクイーン キャットアリ フレジェール シェリール ジェミードレス カリズマティックゴールド ジェットスパークル

13131313 トールポピー チャールストンハーバー カチバ ロスマリヌス アグネスショコラ リリウム スーパーバレリーナ スカーレットレディ スズカプラチナ

14141414 クリソプレーズ パーソナルレジェンド オスティエンセ レディイン ヴァルパライソ ダラバンカ シェアエレガンス チアズメッセージ アッファビリティー

15151515 マンハッタンセレブ アゼリ インディアナカーヴ ディソサード コンプリカーター プレシャスラバー ビリーヴザミラクル ブルーメンブラット エリモリリパット

16161616 ヴィートマルシェ アドアード ストールンハート カスタリア オルティア ペンカナプリンセス ダンツクレバー エリモエクセル デック

17171717 ディクシージャズ ライクザウインド グレイスティアラ サクセスビューティ ダークエンディング タイニーナイトラヴ ケアレスウィスパー ポトリザリス ポップス

18181818 スルーレート シャイニンググラス インゴット ヘルドキャプティヴ シェリーザ リターンキャスト オースミハルカ レディパステル グローバルピース

19191919 スモークンフローリック ボランス レディオブヴェニス ゴールデンジャック シネマスコープ マイネヌーヴェル ディアウィンク スティンガー オテンバコマチ

20202020 ルミナスポイント ロフティーエイム ジャルダン2 タイキジャンヌ シーカーマ シーディザーブス ワンフォーローズ レディバラード レーゲンボーゲン

POG W POG W POG W POG W 2013～2014 2013～2014 2013～2014 2013～2014 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））））



YOYOYOYO OGOGOGOG AKAKAKAK TATATATA ENENENEN SASASASA KIKIKIKI ODODODOD NINININI

1111 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 Sea The Stars ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ Sea The Stars 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 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ

2222 マンハッタンカフェ 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 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 ネオユニヴァース キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ

3333 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ ホワイトマズル ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ Sea The Stars 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 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ チチカステナンゴ

4444 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 Sea The Stars 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 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 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ

5555 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 Smart Strike キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ ネオユニヴァース マンハッタンカフェ ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ Empire Maker 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

6666 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 Dixie Union 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 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 ホワイトマズル

7777 マンハッタンカフェ キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ 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 Big Brown 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 コンデュイット フジキセキ ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ

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 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ フジキセキ 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 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ 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 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ 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

9999 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ 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 ジャングルポケット ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ 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 ステイゴールド チチカステナンゴ

10101010 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 フレンチデピュティ キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ ブライアンズタイム キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ 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 ディープスカイ キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ チチカステナンゴ

11111111 タニノギムレット 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 マンハッタンカフェ ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ スペシャルウィーク ハーツクライ コンデュイット スペシャルウィーク キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ

12121212 シンボリクリスエス シンボリクリスエス ストーミングホーム タイキシャトル ホワイトマズル キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ ダイワメジャー スペシャルウィーク フジキセキ

13131313 キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ ゴールドアリュール ダイワメジャー コマンズ キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ ブラックタイド キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ スズカマンボ

14141414 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 ハーツクライ ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ チチカステナンゴ キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ マンハッタンカフェ キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ タイキシャトル

15151515 ジャングルポケット ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ ハーツクライ ステイゴールド ワイルドラッシュ スペシャルウィーク ジャングルポケット チチカステナンゴ オンファイア

16161616 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 マンハッタンカフェ ジャングルポケット 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 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 マンハッタンカフェ

17171717 スペシャルウィーク ネオユニヴァース キングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハキングカメハメハ シンボリクリスエス デュランダル ステイゴールド ジャングルポケット ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ ジャングルポケット

18181818 ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ チチカステナンゴ ジャングルポケット 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 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 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 コンデュイット

19191919 マンハッタンカフェ フジキセキ 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 ゴールドアリュール コンデュイット ディープスカイ チチカステナンゴ アルデバラン Ⅱ

20202020 シンボリクリスエス シンボリクリスエス Bernardini サクラバクシンオー Curlin クロフネ 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 ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ

POG W POG W POG W POG W 2013～2014 2013～2014 2013～2014 2013～2014 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（種牡馬種牡馬種牡馬種牡馬））））



YOYOYOYO OGOGOGOG AKAKAKAK TATATATA ENENENEN SASASASA KIKIKIKI ODODODOD NINININI

1111 牡 牡 牡 牝 牝 牝 牡 牡 牡

2222 牡 牝 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牡

3333 牝 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牝 牝

4444 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牡 牝

5555 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牡

6666 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牝

7777 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牡 牝

8888 牝 牝 牝 牡 牝 牡 牝 牝 牡

9999 牡 牝 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牝

10101010 牡 牝 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牡

11111111 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牡

12121212 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牡

13131313 牝 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牝 牝

14141414 牝 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牝

15151515 牝 牡 牝 牝 牡 牡 牝 牡 牡

16161616 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牡

17171717 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡

18181818 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牝 牝

19191919 牝 牡 牝 牡 牝 牡 牡 牡 牡

20202020 牝 牡 牝 牝 牡 牡 牝 牡 牝

POG W POG W POG W POG W 2013～2014 2013～2014 2013～2014 2013～2014 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（性別性別性別性別））））
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