
OGOGOGOG TATATATA YOYOYOYO AKAKAKAK ENENENEN NINININI ODODODOD KIKIKIKI

1111 ビワハイジ ラヴズオンリーミー オリエンタルアート エアグルーヴ レーヴドスカー ヒストリックスター ナイトマジック シーザリオ

2222 ウィキッドリーパーフェクト マルペンサ ポルトフィーノ ゴールデンドックエー ダイワスカーレット ステレオタイプ ドバウィハイツ クロウキャニオン

3333 ヒルダズパッション リリーオブザヴァレー ローブデコルテ ミゼリコルデ ハルーワスウィート ディアデラノビア ピンクカメオ マジックストーム

4444 ジンジャーパンチ チャールストンハーバー レーヴディソール ハッピーパス シルクプリマドンナ ダンスーズデトワール アゼリ エリモピクシー

5555 レーヴディマン グローリサンディ エアトゥーレ ダンスインザムード シンハリーズ スプリングチケット Heavenly Romance ブラックエンブレム

6666 レディドーヴィル シークレットジプシー バディーラ レクレドール スターアイル スイープトウショウ ローズバド ライラックスアンドレース

7777 シルヴァースカヤ ターフローズ オールウェイズウィリング アドマイヤサンデー ディソサード ヤマニンシュクル チャイナドール アンブロワーズ

8888 ニキーヤ マンハッタンセレブ タックスシェルター モアザンベスト ブルーメンブラット アビラ ランズエッジ ファーストバイオリン

9999 オンヴェラ アドマイヤフッキー ファンジカ ケルアモーレ クラウンプリンセス キストゥヘヴン ソルティビッド タンタスエルテ

10101010 アドアード ラドラーダ シーイズトウショウ マネーキャントバイミーラヴ クラウンピース ソーマジック シェンク ノーブルステラ

11111111 レジネッタ タイキクラリティ ムーンレディ ブロードストリート キューティゴールド エーゲリア フローラルレディ ハニーハント

12121212 ウミラージ Titan Queen ワンカラット アルレシャ ヴェイルオブアヴァロン ミスパスカリ ユキチャン ケリーケイズプレジャー

13131313 コマーサント シャルマンスタイル ストゥデンテッサ マイスウィートベイビー レディバラード ココシュニック スーア ダイワパッション

14141414 スティンガー ピラミマ リトルブック プレシャスラバー アグネスショコラ ケアレスウィスパー ディラローシェ アコースティクス

15151515 ミルフィオリ ロジャーズスー ボルドグザグ アジアンミーティア インディアナギャル アビ イスラコジーン マンハッタンフィズ

16161616 ディーバ ナスノテイラー メリッサ リアリーハッピー リトミックダンス フィロンルージュ オメガスピリット Vodka

17171717 スウィフトテンパー エービーヌードル ルミナスポイント キャタリナ Believe ルシュクル レッドディザイア ラヴアンドバブルズ

18181818 ワイ ダリシア ラスリングカプス ムードインディゴ マドモアゼルドパリ レーヴドフィユ サプレザ ランフォザドリーム

19191919 シリアスアティテュード マチカネセキガハラ ストレイキャット ミュージカルウェイ ランペルティーザ リトルアマポーラ スターリーロマンス ハニーローズ

20202020 ムーンライトダンス Coyote パーソナルレジェンド グッバイマイラブ インコグニート ティコティコタック アンプレショニスト アルティマトゥーレ
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1111 エルプシャフト プロディガルサン エストソルシエール エアグルーヴの2013 レーヴァテイン リュラ フォイヤーヴェルク リオンディーズ

2222 ハートレー サトノダイヤモンド ポルトフォイユ リライアブルエース ダイワウィズミー ナイトインブラック リーチザハイツ ラベンダーヴァレイ

3333 ジークカイザー ヴァンキッシュラン エレーデ《2013》 ミゼリコルデの2013 ヴィブロス ドレッドノータス
フライングレディ《2013》 サトノケンシロウ《2013》

4444 ケイブルグラム ミュゼモーゼス アラバスター《2013》 チェッキーノ プリンシパルスター レッドシルヴィ アゼリの2013 レッドアヴァンセ

5555 エールデュレーヴ ウインオスカー テラノヴァ カイザーバル シンハライト ブランカ ラニ アストラエンブレム

6666 レプランシュ レッドアルカナ リボンフラワー ルフォール ダノンスパーク トウショウビクター ロゼリーナ ラルク

7777 シルバーステート スターオブペルシャ アフェクテューズ アドヴェントス レッドヴェルサス ヤマニンブラズーカ チャイナドレス《2013》 テオドール《2013》

8888 レヴィンインパクト ロスカボス
タックスシェルターの2013 モアザンベストの2013 クラシックリディア アルカサル エッジースタイル グローサーザール

9999 アストロブレーム
アドマイヤフッキーの2013

ファンタサイズ ケルフロイデ ミリタリークラウン キストゥヘヴンの2013 パローマ《2013》 タンタビクトリア

10101010 ラグルーラ ティソーナ トウショウジャイロ
マネーキャントバイミーラヴの2013

シンシアズブレス ソーアメージング ジョンブリアン《2013》 サトノサンシャイン

11111111 ブリゲード フィールドシャルム ムーンレディの2013 ブロードストリートの2013
スピアザゴールド フラワーオブライフ アンドレバローズ ルナディミエーレ

12121212 ウムブルフ ストロングタイタン ワンカラットの2013 レッドブリエ ラヴェラータ マウントロブソン シロインジャー サドルオン

13131313 オーダードリブン ケルティックソード ティルヴィング ジュンキンカメ ダノンシャルマン ココファンタジア サトノジャスティス マイネルリプケン

14141414 コアコンピタンス ピラミマの2013 リトルブックの2013 レッドウィズダム アグネスショコラの2013 フレグラントブレス フォルテミニョン タイムレスメロディ

15151515 ロライマ スーセントマリー ボルドグザグの2013 ヨシノザクラ《2013》 ロードプレミアム アビの2013 イスラコジーンの2013 プレリュードフィズ

16161616 ターゲリート バンダムザマジック メリッサの2013 レッドアマビリス インジャスティス ダノンサーガ クレーデリンテ Vodkaの2013

17171717 スウィフトレイド サラザン ルミナスエレメント キャタリナの2013 Believeの2013 ブランボヌール レッドディヴェル
ラヴアンドバブルズの2013

18181818 フリーフォール サトノキングダム ラパンノワール ノガロ サトノエトワール ロジストーム シャリオドール
ランフォザドリームの2013

19191919 サプルマインド ヴェルミオン ワンブレスアウェイ ルールブリタニア ランペルティーザの2013 クィーンアマポーラ スターズストリーク ハニーローズの2013

20202020 ムーンライトダンスの2013
Coyoteの2013 プリマレジェンド チャペルオブラブ ゴールドレイ マーズアタック トレンティーノ アルティマチャーム
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1111 2013106025 2013106128 2013105312 2013105804 2013106182 2013106020 2013106000 2013105915

2222 2013105789 2013106101 2013106081 2013105316 2013105530 2013105505 2013105559 2013105855

3333 2013106021 2013105718 2013101838 2013105281 2013106007 2013105975 2013105598 2013106088

4444 2013105933 2013105194 2013106180 2013106005 2013105905 2013105540 2013105760 2013105811

5555 2013106181 2013101678 2013105397 2013105537 2013105906 2013105509 2013110045 2013106055

6666 2013106178 2013105489 2013104499 2013105335 2013105937 2013104563 2013106191 2013106126

7777 2013105903 2013105529 2013100321 2013105764 2013105554 2013101782 2013105970 2013105781

8888 2013105261 2013105662 2013105526 2013104530 2013106059 2013105771 2013106141 2013105603

9999 2013105422 2013105767 2013105602 2013105867 2013105442 2013105313 2013105954 2013105252

10101010 2013105304 2013106133 2013104560 2013106099 2013105847 2013105524 2013105469 2013105573

11111111 2013105296 2013106214 2013105679 2013100380 2013105842 2013101800 2013100374 2013106006

12121212 2013105309 2013110001 2013105748 2013105366 2013105801 2013106108 2013106122 2013103946

13131313 2013105451 2013102840 2013105938 2013106083 2013102312 2013105871 2013105517 2013102369

14141414 2013105502 2013106031 2013104598 2013102190 2013105348 2013105865 2013105257 2013105756

15151515 2013105677 2013106186 2013105639 2013101794 2013102295 2013102836 2013105375 2013105663

16161616 2013105325 2013102531 2013103999 2013106144 2013105712 2013106039 2013105416 2013110057

17171717 2013105498 2013105413 2013106165 2013102273 2013110048 2013101835 2013105730 2013104939

18181818 2013105301 2013105535 2013105700 2013106112 2013105652 2013104538 2013105462 2013101567

19191919 2013105480 2013106092 2013105322 2013106109 2013105709 2013105333 2013105500 2013100364

20202020 2013106116 2013110037 2013105587 2013101806 2013105220 2013103094 2013105371 2013105364
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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 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 ディープインパクトディー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 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 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディー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 ローエングリン《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 ディープインパクトディー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 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディー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

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 ダイワメジャー 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 ダイワメジャー ヴィクトワールピサ ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディー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 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト スクリーンヒーロー ヴィクトワールピサ エンパイアメーカー 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 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト Tapit ダイワメジャー

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 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 ヴィクトワールピサ 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 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト

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 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 ジャングルポケット スウィフトカレント 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 ハービンジャー《2006》 ハービンジャー《2006》

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 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 ディープインパクトディー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》 ドリームジャーニー ハービンジャー《2006》 ヴィクトワールピサ

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 ハービンジャー《2006》 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 ワークフォース 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 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディー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 ディープインパクトディー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 ダイワメジャー 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 ネオユニヴァース ステイゴールド ステイゴールド

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 アドマイヤムーン 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 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 ステイゴールド ファルブラヴ

12121212 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト Regal Ransom ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディー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 ハービンジャー《2006》 ステイゴールド

13131313 ディープインパクトディー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 ディープインパクトディー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 ステイゴールド ハーツクライ ダイワメジャー

14141414 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 ハーツクライ Invincible Spirit 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 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 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト

15151515 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 King's Best ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト ディープインパクトディー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 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

16161616 シンボリクリスエス スクリーンヒーロー 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 ファルブラヴ ハービンジャー《2006》 ダイワメジャー Sea The Stars

17171717 Smart Strike ハーツクライ 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 Smart Strike ディープインパクトディー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

18181818 ヴィクトワールピサ ディープインパクトディー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 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 Unbridled's Song ヴィクトワールピサ マンハッタンカフェ

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 ヴァーミリアン 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 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 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

20202020 ディープインパクトディープインパクトディープインパクトディープインパクト Dubawi ヴィクトワールピサ ハーツクライ ゴールドアリュール タイキシャトル キャプテントゥーレ 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
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OGOGOGOG TATATATA YOYOYOYO AKAKAKAK ENENENEN NINININI ODODODOD KIKIKIKI

1111 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牡 牡

2222 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牝

3333 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牝 牡

4444 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牝

5555 牝 牡 牝 牝 牝 牝 牡 牡

6666 牡 牝 牝 牝 牡 牡 牝 牝

7777 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牡

8888 牡 牡 牡 牝 牝 牡 牝 牡

9999 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牝

10101010 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牝

11111111 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡 牝

12121212 牡 牡 牝 牝 牝 牡 牝 牡

13131313 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牡 牡

14141414 牡 牝 牝 牡 牡 牝 牝 牝

15151515 牡 牝 牡 牝 牡 牝 牡 牝

16161616 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牝

17171717 牡 牡 牡 牝 牝 牝 牝 牝

18181818 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牡

19191919 牝 牡 牝 牝 牡 牝 牡 牝

20202020 牡 牝 牝 牝 牡 牝 牡 牝
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