
TATATATA SASASASA ODODODOD AKAKAKAK OGOGOGOG YOYOYOYO ENENENEN NINININI KIKIKIKI

1111 ポルトドートウィユ アドマイヤロワ パルファンデュロワ レゲンデ トーセンビクトリー レーヴミストラル ダイワミランダ アッシュゴールド レッドベルダ

2222 フローレスダンサー ティルナノーグ トーセンゲイル サトノシュプリーム クローディオ タッチングスピーチ パラダイスリッジ ハーモニックソウル パピーラヴ

3333 トーセンバジル デビュタント コンテッサトゥーレ マイスフォルテ ドゥラメンテ レアリスタ アヴニールマルシェ レッドアナベル マンハッタンキング

4444 ベルラップ ダノンブライト レジメンタル リアルスティール オーサムレジェンド ラヴィダフェリース クロイツェル レガッタ カーラパワーの12

5555 ネオルミエール ペガサスボス ピンクシャンパン アンタラジー フェスタジュニーナ ペルセヴェランテ トレースオンアイス ロードユアソング コートシャルマン

6666 ディープジュエリー レッドメアラス ジュンツバサ エイムハイ ミッキーオリビエ ブライトエンブレム シュヴァルグラン サンマルティン バロネット

7777 ウインエアフォース ベラルディ キーフォーサクセス カービングパス キングパール ケースバイケース グリュイエール グラッブユアコート ヴィーヴル

8888 レッドアルティスタ ワールドリースター トールポピーの12 エイシンパライソ ダノンリバティ キングカヌヌ エイジアンドリーム エクシードリミッツ レッドマジュール

9999 ジェネラルゴジップ ルートヴィヒコード レレオーネ シェリュスドパリ ネオアトラクション コートオブアームズ アダムスブリッジ ボールドハート レクスターズ

10101010 ウィズレヴェランス レッドペルル アンドトゥモロー ルレイヴ トーセンシーギリア トウショウピスト レッドライジェル グレアチャネル カシシ

11111111 エイシンシャーマン マイアベーア ローズカリーナ アースライズ トリノレージョ クルミナル バルブランシュ バンゴール ニエロ

12121212 サウンドアラムシャ スペリオルラスター レスペランス アレスバローズ ミッキークイーン リアファル リベルタンゴ カジノプレイヤー スモークフリー

13131313 ビヨンジオール カリの12 レッドソンブレロ フロレットアレー サトノダイレンサ ネオスターダム ソルティコメント クライミングローズ アグスタ

14141414 サウンドフォース モーニン ジュモートリステ アルバートドック サトノラーゼン アクセラレート ショコラブラン エバーハーモニー スターリーウインド

15151515 エンターザスフィア スマートサイファ ブチコ レッドラミア ブロードキャスト ココスタイル デイドリーム トウケイファルコン サトノシャルマン

16161616 タンタアレグリア レッドサヴァージ ステイリッチ マイアトラクション シリウスバローズ ステラスターライト エトランドル マイネルアペックス タマモホットポット

17171717 ミュゼエイリアン アンギアーリ ロジナン ヴァルディスーザ トップインパクト レマーズガールの12 ラディカル アドマイヤゴッド マイネルベルセルク

18181818 シウダニーニャ ウェスタールンド ベッライリス レッドアフレイム ウェルブレッド ティッカーコード ブレイクエース シャルール ノーブルリーズン

19191919 アールブリュット パンデイア オメガハートソング テンダリーヴォイス シャイニングレイ シーオブラブ ダイワコンプリート ミカエルシチー エターナルクライ

20202020 マックヴァン ロードグランツ メリーモナーク マウントハレアカラ ディープフォルツァ ジェアンレーヴ シャイニングスター メニーサンクス プラパジシャン
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1111 ポルトフィーノ シーズオールエルティッシュ ブーケフレグランス ドナブリーニ トゥザヴィクトリー レーヴドスカー ダイワスカーレット オリエンタルアート エリモピクシー

2222 ダンスインザムード バイコースタル パーシステントリー スカイディーバ シーザリオ リッスン クロウキャニオン コイウタ ラヴアンドバブルズ

3333 ケアレスウィスパー モアザンベスト エアトゥーレ ディラローシェ アドマイヤグルーヴ トキオリアリティー ヴィートマルシェ アルレシャ マンハッタンフィズ

4444 ベルスリーブ ペニーズフォーチュン レジネッタ ラヴズオンリーミー パーソナルレジェンド アドマイヤハッピー ファーストバイオリン スイープトウショウ カーラパワー

5555 シルクプリマドンナ ファイトガリバー ピンクカメオ プリティカリーナ ディアウィンク ダイヤモンドビコー ファビラスターン レディバラード コートアウト

6666 ジュエルオブザナイト セイランクイーン ピンクガーター サンドリオン ザレマ ブラックエンブレム ハルーワスウィート ディアデラノビア フィジーガール

7777 Henderson Band Speedy Sunrise ダンスパートナー ハッピーパス ピンクパピヨン Vodka ウィンターコスモス グラッブユアハート レディブラッサム

8888 スタイルリスティック ワールドリープレジャー トールポピー Champagne Royale スカーレットベル スターダムバウンド エイジアンウインズ Welsh Diva マンダララ

9999 ゴジップガール リトルハーモニー ポトリザリス Taille de Guepe Attraction アーマイン シンハリーズ ラブハート ディソサード

10101010 Glorificamus フェルメールブルー キストゥヘヴン パイタ アルフォンシーヌ シーイズトウショウ サセッティ グレースランド エヴリウィスパー

11111111 セントルイスガール オンブルリジェール ロゼカラー ライジングクロス ディーバ クルソラ マストビーラヴド ローザブランカ プチノワール

12121212 メジロレーマー スペリオルパール ウインドインハーヘア タイセイエトワール ミュージカルウェイ クリソプレーズ オジャグワ ベガスナイト スモークンフローリック

13131313 サムシングナイス カリ スカーレットレディ ブルーミングアレー ラブーム アドマイヤキラメキ Salty Response ファレノプシス ソニンク

14141414 レーヴドゲラン Giggly ビスクドール ゴールデンドックエー トゥーピー オリジナルスピン2 アグネスショコラ リトルアマポーラ スターズインハーアイズ

15151515 トーワマドンナ ザフラッツ シラユキヒメ マウントコブラ アジアンミーティア ココシュニック シルクヴィーナス サンセットロード サクラサク2

16161616 タンタスエルテ ヒカルラフィーネ イスラコジーン マーキーアトラクション オールアイキャンセイイズワウ ノーブルステラ シェリール Stormin Cat ホットプレイ

17171717 エールスタンス シリアスアティテュード ナン バルドネキア レッドヴィーナス レマーズガール コンプリカーター クレヴァリー マイネヌーヴェル

18181818 Starinthemeadow ユーアンミー ベッラレイア スカーレットドレス アドアード ティッカーテープ キュー グレイトフィーヴァー カメリアローズ

19191919 イグジビットワン ムーンライトダンス オメガアイランド ミスアンコール シェルズレイ バランセラ ラスリングカプス テンシノキセキ エターナルビート

20202020 ラタフィア インディアナギャル リッチダンサー リラックススマイル チナンデガ レーヴディマン シャイニングエナジー サンクスアロット アビラ
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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 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 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 ハービンジャー《2006》 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

2222 ハービンジャー《2006》 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 ハービンジャー《2006》 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 ハービンジャー《2006》 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

3333 ハービンジャー《2006》 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 King's Best 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

4444 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 ハービンジャー《2006》 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 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 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 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 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 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 ハービンジャー《2006》 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

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 ステイゴールド 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 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 ハーツクライ ハービンジャー《2006》 ステイゴールド

7777 Indian Charlie Kitten's Joy 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 ハービンジャー《2006》 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 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 ゴールドアリュール 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

8888 ステイゴールド アドマイヤドン 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 Zensational 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 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 Exceed And Excel 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 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 Siyouni Montjeu 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 ゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイゼンノロブロイ エンパイアメーカー スニッツェル

10101010 Henrythenavigator 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 ハービンジャー《2006》 ステイゴールド ハービンジャー《2006》 ヨハネスブルグ《1999》 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

11111111 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 ハービンジャー《2006》 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 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 スウェプトオーヴァーボード 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 ステイゴールド

12121212 ハーツクライ ハーツクライ 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 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 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 Smart Strike 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

13131313 サクラプレジデント 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 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 ネオユニヴァース Smart Strike 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

14141414 ダイワメジャー Henny Hughes ハービンジャー《2006》 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 ステイゴールド クロフネ 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

15151515 ヴァーミリアン Henrythenavigator 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 ネオユニヴァース アドマイヤムーン 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

16161616 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 ステイゴールド 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 ハービンジャー《2006》 Old Fashioned キンシャサノキセキ

17171717 スクリーンヒーロー 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 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 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 ハーツクライ ハーツクライ

18181818 Leroidesanimaux 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 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 Giant's Causeway 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 ネオユニヴァース

19191919 Makfi 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 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 エンパイアメーカー ハーツクライ

20202020 キンシャサノキセキ 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 カネヒキリ 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 Montjeu 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 コンデュイット ステイゴールド

POG W POG W POG W POG W 2014～2015 2014～2015 2014～2015 2014～2015 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（種牡馬種牡馬種牡馬種牡馬））））
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1111 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牝

2222 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牝 牝 牝

3333 牡 牝 牝 牝 牡 牡 牡 牝 牡

4444 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牝

5555 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牝

6666 牝 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牡

7777 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牝 牝

8888 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牝 牝

9999 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牡

10101010 牡 牝 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牝

11111111 牡 牡 牝 牝 牝 牝 牡 牝 牝

12121212 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牝 牡 牡

13131313 牡 牡 牝 牝 牡 牡 牡 牝 牡

14141414 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牝

15151515 牡 牡 牝 牝 牡 牡 牝 牡 牝

16161616 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牡 牝

17171717 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牡

18181818 牝 牡 牝 牡 牡 牝 牡 牝 牝

19191919 牝 牝 牝 牝 牡 牝 牡 牡 牡

20202020 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牡

POG W POG W POG W POG W 2014～2015 2014～2015 2014～2015 2014～2015 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（性別性別性別性別））））



TATATATA SASASASA ODODODOD AKAKAKAK OGOGOGOG YOYOYOYO ENENENEN NINININI KIKIKIKI

1111 2012104833 2012104661 2012104373 2012104747 2012104733 2012104929 2012104278 2012104061 2012104944

2222 2012104286 2012100608 2012104764 2012104671 2012104657 2012104906 2012104604 2012104215 2012106167

3333 2012104614 2012103219 2012104153 2012104013 2012104511 2012104737 2012104552 2012104130 2012104419

4444 2012104823 2012101386 2012104050 2012104889 2012104337 2012104514 2012104350 2012103252 2012101326

5555 2012104649 2012101006 2012104344 2012104809 2012104301 2012100837 2012104347 2012102309 2012104217

6666 2012104666 2012103841 2012104777 2012100592 2012104229 2012104799 2012104759 2012104723 2012101140

7777 2012110026 2012110020 2012104289 2012104757 2012104778 2012110048 2012104541 2012104210 2012102313

8888 2012104675 2012104087 2012104744 2012110016 2012104672 2012104676 2012103500 2012110045 2012104859

9999 2012104220 2012104082 2012104832 2012110003 2012110050 2012104534 2012104652 2012100109 2012104302

10101010 2012110019 2012106319 2012104062 2012104332 2012104524 2012103249 2012104625 2012104066 2012104557

11111111 2012105577 2012104182 2012104934 2012104884 2012104077 2012104599 2012104842 2012104938 2012104807

12121212 2012102425 2012104095 2012104542 2012102017 2012104870 2012104598 2012104165 2012104387 2012104268

13131313 2012102359 2012104580 2012104673 2012104369 2012104461 2012104510 2012110084 2012100611 2012104698

14141414 2012101880 2012110091 2012104769 2012104069 2012104735 2012103981 2012104108 2012104081 2012103704

15151515 2012100892 2012103283 2012104646 2012104402 2012100577 2012104617 2012100904 2012102279 2012104222

16161616 2012104008 2012105379 2012104136 2012101390 2012106157 2012104317 2012104637 2012110023 2012105296

17171717 2012104164 2012104238 2012106230 2012104330 2012100903 2012105135 2012100590 2012104602 2012100731

18181818 2012110060 2012104882 2012104817 2012106129 2012104056 2012104719 2012104064 2012104065 2012104578

19191919 2012104535 2012104875 2012104168 2012104864 2012104638 2012104763 2012104453 2012105305 2012103978

20202020 2012104893 2012102291 2012104908 2012101814 2012104292 2012104928 2012102591 2012104227 2012104521

POG W POG W POG W POG W 2014～2015 2014～2015 2014～2015 2014～2015 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））））


