
母 タイキジャスパー（06栗 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
クニサキゴメスタア（13牝栗 オレハマッテルゼ）入着，�１勝
カロス（14牡栗 スクリーンヒーロー）１勝
リアルヴィジョン（18�黒鹿 リアルインパクト）�出走

２代母 ＊デアリングヴァース（93 USA栗 Opening Verse）USA出走
キャンディヴァースCandy Verse（99 牝 Candy Stripes）USA６勝
テキーラムーンTequilla Moon（00� Peaks and Valleys）USA７勝
＊ジンクライシス（01牡 Subordination）４勝，ジャパンＣダート‐Jpn1 ３着，エル

ムＳ‐Jpn3 ２着（２回），平安Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，�３勝�入着，マイルＣ
ｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着，etc.

パトリオツサンダーPatriot's Thunder（02� ＊サンダーガルチ）USA３勝
ヒミノオオタカ（10牡 ＊クロフネ）３勝，大雪Ｈ，�１勝�２勝��
カネトシタシナミ（11牝 ＊クロフネ）入着３回，�２勝��
セイウンアサヒ（12牡 ＊パイロ）��３勝	１勝�３勝
ヒロイックサーガ（13� ＊パイロ）��２勝��８勝�

３代母 パワービダー Power Bidder（87 USA鹿 Lines of Power）USA５勝，Sp
ectacular H‐L，Jam N Jellie H

４代母 デアリングビダーDaring Bidder（82 USA黒鹿 Bold Bidder）不出走
［子］ イライザ Eliza（90 牝 Mt. Livermore）USA５勝，サンタアニタオークス

‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アーリントンワシントン
ラッシーＳ‐G2，etc.

ディナールDinard（88牡 Strawberry Road）USA４勝，サンタアニタ
ダービー‐G1，サンラファエルＳ‐G2，Los Feliz S‐R，etc.

［孫］ スペイシートレイシー Spacy Tracy（05牝 Awesome Again）USA６勝，
トップフライトＨ‐G2，Justakiss S

ランイット Run It（06 牡 Cherokee Run）USA９勝，バークリーＳ‐G3，
Alcatraz S‐L，Alamedan H，種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

583 タイキジャスパー２０２０ 牡・鹿 ５／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンタイキジャスパー
＊ Opening Verse

��
��
�デアリングヴァース栗 2006 Power Bidder

37
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 タイコ（16黒鹿 ヴィクトワールピサ）出走
初仔

２代母 ＊シンバルⅡ（05 IRE 鹿 Singspiel）FR・GER４勝，Nereide‐Rennen‐L，
G.P. du Lion d'Angers‐L ２着
ライル Layl（10 牡 Street Cry）GB・UAE３勝，アルマクトゥームチャレンジＲ１

‐G2 ２着，ブルジナハール‐G3 ３着，Dubai Creek Mile‐L ３着
シゲルシチフクジン（12牝 ＊ストーミングホーム）１勝，��６勝��１勝
エメンタールベルン（13牝 ディープスカイ）��３勝�
ドラム（15牡 アドマイヤムーン）���１勝�10 勝
ジャポニカスタイル（17牝 ＊キングズベスト）�１勝

３代母 ヴァルダラ Valdara（91 GB鹿 Darshaan）FR１勝，レゼルヴォワール賞
‐G3 ３着
ヴァレリアValleria（96 牝 Sadler's Wells）IRE 入着

ハッカル Hakkar（07 牡 Halling）TUR５勝，Celal Bayar‐L，Jockey Cl
ub of Turkey C‐L，Turkish St.Leger‐L，etc.，種牡馬

ガリパンGaliphan（11牡 Halling）TUR８勝，Fetih S‐L，Ismet Inonu
S‐L ２着，Buyuk Taarruz S‐L ２着，etc.

ムーシャメールMusha Merr（98 牡 Sadler's Wells）GB・FR・UAE・SAU２勝，
Michael Seely Memorial Glasgow S‐L，Al Rashidiya‐L，種牡馬

クイーンズカラーズQueen's Colours（99 牝 RainbowQuest）FR・IRE２勝
シリンダービーチ Cylinder Beach（12� Showcasing）AUS６勝，ＢＲＣガ

ンシンドクラシック‐G3，BRC Bernborough H‐L，Tatts QLD Rec
ognition S‐L，etc.

ヴィクトリーエイト Victory Eight（13� Nadeem）�AUS11 勝，SCTCW
ayneWilson S‐L

オファーOffer（09� Montjeu）IRE・AUS８勝，ＡＴＣシドニーＣ‐G1，ＡＴＣ
チェアマンズＨ‐G2，ＢＪＣベンディゴＣ‐G3，etc.

４代母 ヴァルヴェルダValverda（84 USA鹿 Irish River）FR１勝
［孫］ プラダロ Pradaro（15� Penny's Picnic）�FR・SPA８勝，グロシェー

ヌ賞‐G2

販売申込者・所有者： 芳住 鉄兵＝新冠町大富 �0146-47-2931
生 産 牧 場： 芳住 鉄兵
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

584 タイコ２０２０ �・鹿 ４／２１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアタイコ
＊ Singspiel

��
��
�シンバルⅡ黒鹿 2016 Valdara

5h
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ダイストウショウ（10鹿 サクラバクシンオー）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ショウナンアイビー（18牡鹿 トゥザワールド）�１勝

２代母 メイトウショウ（99鹿 ＊ジェネラス）不出走
トウショウブリッツ（04牡 サクラバクシンオー）５勝，銀蹄Ｓ，陽春Ｓ２着，水路

閣特別３着，江差特別３着，基坂特別３着，�８勝�８勝
トウショウセレクト（07牡 マイネルセレクト）１勝，�４勝�１勝�10 勝�入着，

金沢スプリントＣ，東海桜花賞２着
ヴィーガトウショウ（09牝 ＊アグネスデジタル）１勝，�３勝
トウショウスレッジ（13牡 カネヒキリ）１勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
タバサトウショウ（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

バージントウショウ（99牝 フジキセキ）不出走
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，etc.，���
��入着４回�，さきたま杯‐Jpn2 ３着，黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優古牝

トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝�
��	入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐G1
４着，エリカ賞

トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，
関ケ原Ｓ，etc.

ウイッチトウショウ（00牝 ＊ジェイドロバリー）出走
トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳

Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，��１勝

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

585 ダイストウショウ２０２０ �・青鹿 ３／ ７
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellゼンノロブロイ

＊
＊マイニング

��
��
�ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモダイストウショウ ＊ジェネラス

��
��
�メイトウショウ鹿 2010 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
テスコボーイM4×M5

価格： 購買者：



母 ダイナルシャトー（99鹿 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－９（30）〕
キングセンプー（05牡鹿 マヤノトップガン）�４勝
ウエストフィールド（06牝鹿 スターリングローズ）�３勝��入着２回
ハニーハート（09牝黒鹿 サムライハート）��２勝
キマイラ（10牡鹿 オンファイア）��１勝�
フェブグレイトフル（12牡黒鹿 サムライハート）�１勝
タルトフリュイ（14牝鹿 ＊ファスリエフ）�７勝
クレイジーダイヤ（15牡鹿 スターリングローズ）���２勝�４勝
エスケイエンジェル（16牝鹿 エスポワールシチー）��２勝��	１勝・２勝
ヒカリエンペラー（17牡青鹿 ローレルゲレイロ）��１勝
タツノエクスプレス（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 スイートパトリシア（83鹿 ＊パーソロン）不出走
スイートアプサラス（87牝 ＊エンペリー）３勝，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，フローラ

Ｓ‐OP ３着

３代母 ＊スイートフランス（72 USA栗 Exclusive Native）不出走
スイートネイテイブ（77牝 ＊パーソロン）８勝，安田記念，牝馬東タイ杯，七夕賞，etc.，

優古牝
ジュネーブシンボリ（85牡 ＊モガミ）６勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，東スポ

杯‐OP，エイプリルＳ‐OP，etc.
アンジユレスイート（79牝 カーネルシンボリ）１勝

スイートミトゥーナ（87牝 ミスターシービー）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，福島
３歳Ｓ‐OP
アドマイヤヘッド（04
 アドマイヤコジーン）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２
着，葵Ｓ‐L ２着，マーガレットＳ‐L ２着，etc.，障害１勝

スイートキヤサリン（81牝 ＊パーソロン）３勝，鹿島特別
エアポーリヤ（89牝 ＊モガミ）２勝，ＴＶ埼玉杯２着，節分賞３着
エアヴァルジャン（98牡 ダンスインザダーク）４勝，ＮＺトロフィー
‐Jpn2 ３着，ハイセイコーメモリアル，礼文特別

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

586 ダイナルシャトー２０２０ 牡・鹿 ５／１１

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousダイナルシャトー ＊パーソロン

��
��
�スイートパトリシア鹿 1999 ＊スイートフランス

23b
Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 タカミツスズラン（11鹿 ＊タイキシャトル）２勝，伏拝特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ビトエノスター（18牡青鹿 ブラックタイド）�出走

２代母 イーサンラヴ（04青鹿 ＊マイネルラヴ）３勝
マザックヤース（13牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 アイティーシャイン（96黒鹿 ニホンピロウイナー）入着３回
アバンティイモン（02牝 ＊マイネルラヴ）��１勝�11 勝�

４代母 フラッシュアワー（91鹿 ＊フラツシユオブステイール）不出走
［子］ バーデンフォンテン（98牝 サクラバクシンオー）４勝，疾風特別，鏑矢特

別２着（２回），驀進特別２着，etc.
マイネエンプレス（97牝 トウカイテイオー）１勝
ブラウンアーマー（06牡 スターリングローズ）�１勝�11 勝��

［孫］ パンドラフォンテン（14牝 アドマイヤジャパン）２勝，���入着
スイフトフォンテン（11牡 ＊イーグルカフェ）１勝，��６勝
バルトフォンテン（15牡 アンライバルド）�１勝
ヘンリーフォンテン（09牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

５代母 セレーザ（79鹿 トウシヨウボーイ）６勝，春日特別，ディセンバーＳ，羅生門
特別，壬生特別，白梅賞
［子］ ナルシスノワール（86牡 ＊ステイールハート）７勝，スワンＳ‐Jpn2，ス

プリングＳ‐Jpn2，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
テンパイ（93牡 ＊ジェイドロバリー）７勝，プロキオンＳ‐Jpn3，ＴＶ山
梨杯，元町Ｓ，etc.

［孫］ ナムラカイソク（00牡 ビワタケヒデ）４勝，三峰山特別，利根川特別２着，etc.，
�２勝，スプリングＣ，etc.

トップレディスター（97牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，まりも特別３着
［曾孫］ ストーンリバー（14牡 ＊ホワイトマズル）��入着２回�６勝��４勝�

	�入着４回�，鎌倉記念，ダービーＧＰ３着，ブリーダーズゴール
ドジュニアＣ，etc.

エルステイ（10牡 ＊ファンタスティックライト）�12 勝，黒潮皐月賞２着

販売申込者・所有者： 新井 弘幸＝日高町豊郷 �01456-2-6118
生 産 牧 場： 新井 弘幸
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

587 タカミツスズラン２０２０ 牡・栗 ５／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンタカミツスズラン ＊マイネルラヴ

��
��
�イーサンラヴ鹿 2011 アイティーシャイン

＊プリンセスリタ 2c
Halo S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 タキオンレディー（12栗 ＊クロフネ）２勝
初仔

２代母 キョウエイタキオン（04栗 アグネスタキオン）２勝
マイネルバローネ（14牡 ＊シンボリクリスエス）��９勝��３勝
ミヤギウイング（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，���入着２回
サンエイキングダム（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）��３勝

３代母 イエローウイング（98栗 ＊ジェイドロバリー）１勝

４代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
［子］ テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬

記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2
２着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.

タガノコウテイ（99牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，
�４勝�入着�

キャプテンクック（97牡 ＊デインヒル）４勝，室町特別，醍醐特別２着，
壬生特別３着

ビクトリーマッハ（89牝 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特
別２着

［孫］ テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

メイショウシスタス（99牝 バブルガムフェロー）４勝，新涼特別
メイショウトンボ（03牡 ＊オペラハウス）２勝，唐津特別２着

［曾孫］ ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３
着，七夕賞‐G3 ２着，etc.

メイショウソラーレ（10牡 メイショウサムソン）５勝，東大路Ｓ，日吉特
別，ＢＳイレブン賞３着，etc.，障害３勝

ビッグリバティ（09牡 ＊スタチューオブリバティ）５勝，妙見山Ｓ，夏至
Ｓ２着，麦秋Ｓ２着，etc.，�１勝	６勝

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特
別２着，�４勝

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

588 タキオンレディー２０２０ 牡・青鹿 ２／２４

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュータキオンレディー アグネスタキオン

��
��
�キョウエイタキオン栗 2012 イエローウイング

＊ワンスウエド 4m
Halo S5×M5 Blushing Groom S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ダブルハッピー（11黒鹿 ＊タイキシャトル）�３勝，フローラルＣ（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
キナコ（15牝栗 アッミラーレ）��９勝
ダストデビル（16牡黒鹿 ゴールドヘイロー）���１勝�２勝
ダブルウーマン（17牝栗 エスポワールシチー）��１勝��１勝
ピッカ（18牝青鹿 エイシンヒカリ）��２勝�
ダブルラッキー（19牡青鹿 ベルシャザール）�地方未出走

２代母 アプリシエイト（04鹿 ＊コマンダーインチーフ）�入着３回
モルフェバレー（09牝 フサイチコンコルド）�１勝�１勝	入着�
シャインメソッド（10牝 ＊サウスヴィグラス）�７勝
エンジェルズソング（13牝 ＊フレンチデピュティ）�２勝�入着	

３代母 ＊バルチックチル（87 USA鹿 Danzig）USA５勝，Begonia H‐L，Harb
or Place S‐L，Pearl Necklace S‐LR ２着，Twixt S‐LR ２着，Japan
Racing Association H‐L ２着，etc.
ファンドリマヤサン（98
 ＊ブライアンズタイム）３勝，皿倉山特別，遠州灘特別３

着，道新スポーツ賞３着
ソーユアフロスト（01牡 ＊コマンダーインチーフ）６勝，ウェルカムＳ，本栖湖特別，

信濃川特別，etc.，	２勝

４代母 コ－ルドハ－テド Cold Hearted（74 USA鹿 The Axe）USA３勝，Poin
settia S
［子］ カヴェアト Caveat（80 牡 Cannonade）USA６勝，ベルモントＳ‐G1，

Derby Trial S‐L，Prince John S，etc.，種牡馬
デュ－ラインDew Line（79牡 Cannonade）USA８勝，レイザーバック
Ｈ‐G3，ローマーＨ‐G3，アメリカンダービー‐G1 ２着，etc.

［孫］ トランクイリティレイク Tranquility Lake（95牝 Rahy）USA11 勝，ゲイ
ムリーＨ‐G1，イエローリボンＳ‐G1，サンタバルバラＨ‐G2，etc.

ベンチマーク Benchmark（91 牡 Alydar）USA７勝，デルマーＢＣＨ‐G2，
米グッドウッドＨ‐G2，サンベルナルディノＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �0156-62-4454
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �0156-62-4454

589 ダブルハッピー２０２０ �・鹿 ２／２３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンダブルハッピー ＊コマンダーインチーフ

��
��
�アプリシエイト黒鹿 2011 ＊バルチックチル

3n
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タオルチャン（10栗 ＊クロフネ）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メディアジャッカル（18牝栗 グランプリボス）���１勝
マナフェアリー（19牝鹿 ワンアンドオンリー）�地方未出走

２代母 ＊ブロードマインディド（01 USA鹿 Broad Brush）USA２勝

３代母 ニンブルマインドNimble Mind（92 USA栗 Lyphard）FR・USA２勝，イエ
ルバブエナＨ‐G3 ２着，リヴァーシティーズＳ‐G3 ２着，Estrapade S‐L ２
着，P. des Lilas‐L ２着，カリフォルニアジョッキークラブＨ‐G3 ３着，etc.
ジェントルマインドGentle Mind（99牝 Seattle Slew）USA出走

マインドルーラーMind Ruler（07 牝 Roman Ruler）PR13 勝，C.Prensa Hi
pica‐L ２着，C.Roberto Clemente‐L ３着

インスタントソート Instant Thought（00 牝 Kris S.）GB出走
マーケティングミクスMarketing Mix（08 牝 Medaglia d'Oro）USA・CAN1

0勝，ゲイムリーＳ‐G1，ロデオドライヴＳ‐G1，ダンススマートリーＳ
‐G2，etc.

プロモーショナル Promotional（12 牝 Artie Schiller）USA３勝，ダウイジャー
Ｓ‐G3 ２着，Pleasant Acres Stallions Distaff Turf S‐R ３着

４代母 ニンブルフォリーNimble Folly（77 USA栗 Cyane）不出走
［子］ コントルダンス Contredance（82牝 Danzig）USA８勝，アーリントン

ワシントンラッシーＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，New Year
H‐L，etc.

スキンブル Skimble（89 牝 Lyphard）GB・USA９勝，ダリアＨ‐G2，ウ
ィルシャーＨ‐G2，リヴァーシティーズＳ‐G3（２回），etc.

［孫］ スキミング Skimming（96牡 Nureyev）GB・FR・USA８勝，パシフィ
ッククラシック‐G1（２回），カリフォルニアンＳ‐G2，サンディエゴ
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

ウィンスWince（96牝 Selkirk）GB・IRE４勝，英１０００ギニー‐G1，フレ
ッドダーリングＳ‐G3，Star S‐L ２着

販売申込者・所有者： 門別 敏朗＝日高町門別本町 �01456-2-5158
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

590 タオルチャン２０２０ 牡・栗 ３／２１
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュータオルチャン
＊ Broad Brush

��
��
�ブロードマインディド栗 2010 Nimble Mind

4r
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ダマスクローズ（03栗 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
ダマスクインゴット（11牡栗 ＊ロージズインメイ）�１勝��入着５回�
ロゾヴァドリナ（12牝栗 ＊スニッツェル）��２勝�４勝，ＯＲＯＣ（芝 1700）
（３回），オパールＣ（芝 1700），ジュニアＧＰ（芝 1600）２着

サニーサウス（14牝栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
ビッグロジールーフ（19牝黒鹿 ロゴタイプ）�出走

２代母 バースデイローズ（95栗 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）３着
ローズギャラリー（01牝 バブルガムフェロー）２勝
レッドフォーリア（06牝 ダンスインザダーク）入着，�１勝
トーセンファントム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ‐L，東スポ杯２歳

Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
ジャストジョーイ（09牝 ＊クロフネ）１勝

アオイシンゴ（14� ダノンシャンティ）�３勝，葉山特別２着（２回），秩父特
別２着

トーセンスパンキー（12牡 スペシャルウィーク）１勝，��４勝�４勝�２勝	入着
フェアウェルローズ（13牝 ヴィクトワールピサ）
３勝

３代母 エリザベスローズ（89栗 ＊ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ‐Jpn3，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，コーラルＳ‐OP，葵Ｓ‐OP，アネモネＳ‐OP ２着，etc.
フサイチゼノン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，弥生賞‐Jpn2，こぶし賞，種牡馬
アグネスゴールド（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさら

ぎ賞‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
リミットレスビッド（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，��３勝�２勝�１勝�	

入着５回，東京盃‐Jpn2（２回），さきたま杯‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3
（２回），etc.，種牡馬

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

４代母 ＊ノーベンバーローズ（82 USA黒鹿 Caro）USA１勝
［子］ クリスマスローズ（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，宝ケ池特別，くすの

き賞，伊良湖Ｓ２着
［孫］ ローズパレード（00牡 ジェニュイン）�５勝，サンライズＣ２着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

591 ダマスクローズ２０２０ �・黒鹿 ５／１０
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラダマスクローズ ＊トニービン

��
��
�バースデイローズ栗 2003 エリザベスローズ

＊ノーベンバーローズ 16a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダンシングクイーン（06青鹿 Giant's Causeway）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（11）〕
サクセスラディウス（11牡青鹿 ゴールドアリュール）１勝，�３勝
ダンスパープル（13牝鹿 ステイゴールド）入着２回，�１勝
ハミングパッション（14牝青鹿 ハーツクライ）１勝，��５勝�入着�
ジャベルアンドレ（15牝鹿 ダイワメジャー）�２勝���
クリノプレミアム（17牝栗 オルフェーヴル）�３勝，松島特別（芝 1800），春菜賞
（芝 1400）２着，由比ヶ浜特別（芝 1400）３着

トーホウラビアン（19牝鹿 トーホウジャッカル）�入着

２代母 ＊パーフェクトワールド（00 USA青鹿 GoneWest）USA１勝
サクセスカロリーナ（12牝 ＊コンデュイット）�１勝

３代母 ポシブリーパーフェクト Possibly Perfect（90 USA鹿 Northern Baby）FR・U
SA11 勝，ビヴァリーディＳ‐G1，イエローリボン招待Ｓ‐G1，ラモナＨ‐G1，サンタ
バルバラＨ‐G1，サンタアナＨ‐G1，ゲイムリーＨ‐G1，ウィルシャーＨ‐G2，etc.
プロモントリーゴールド Promontory Gold（97牡 GoneWest）USA３勝，ヒル

プリンスＳ‐G3，Hill Rise H‐L ２着，種牡馬
パーフェクトコーズPerfect Cause（04牝 Giant's Causeway）GB出走

テンプトレスTemptress（10 牝 Tapit）USA２勝
テンフォールド Tenfold（15 牡 Curlin）�USA４勝，ジムダンディＳ‐G2，
ピムリコスペシャルＳ‐G3，プリークネスＳ‐G1 ３着，etc.

ドニゴールムーンDonegal Moon（13牡 Malibu Moon）USA３勝，ペガサ
スＳ‐G3，モンマスＣ‐G3 ２着

ポシブリーアテンPossibly a Ten（06牝 Seeking the Gold）GB出走
ヴァルカンズフォージ Vulcan's Forge（13牡 Giant's Causeway）USA４勝，

ウェストチェスターＳ‐G3 ２着，トボガンＳ‐G3 ２着

４代母 アヴァサンドAvasand（85 USA栗 Avatar）USA２勝
［孫］ コーイル Coil（08 牡 Point Given）USA７勝，サンタアニタスプリントＣ

ｈ．Ｓ‐G1，ハスケル招待Ｓ‐G1，サンパスカルＳ‐G2，etc.，種牡馬
カイロプラクター Chiropractor（12� Kitten's Joy）USA３勝，ハリウ
ッドダービー‐G1

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �01456-7-2315
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

592 ダンシングクイーン２０２０ 牡・栗 ４／１３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormダンシングクイーン
＊ GoneWest

��
��
�パーフェクトワールド青鹿 2006 Possibly Perfect

3n
Roberto S3×M5 Mr. Prospector S3×M4 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5 Secretariat M5×M5
価格： 購買者：



母 ダンシングハート（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），海外－１（４），地方－６（16）〕
リキサンヒーロー（07牡栗 ＊グランデラ）１勝，障害１勝
マヤノチェラブ（08牡栗 ＊グラスワンダー）�３勝
ナユタ（09牝栗 ＊アルカセット）�１勝�入着
デインジャーゾーンDanger Zone（10�栗 マヤノトップガン）SIN４勝
アイディンスターズ（11牝鹿 ＊アルカセット）�２勝�
シビックハート（12牝栗 ＊バゴ）入着２回，��３勝
シュシュ（13牝黒鹿 ＊ベーカバド）�５勝��１勝�入着�
ソンサー（14牝鹿 ＊ファスリエフ）��１勝�	入着５回�
セツメンノトビウオ（17牡芦 ＊クロフネ）
１勝，山桜賞（芝 2000）３着
ヤマイチキャプテン（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）
入着

２代母 ＊アイレスバリーヒル（93 USA栗 Woodman）GB入着４回
シルヴァーアピール（99牡 Silver Hawk）１勝
ビッグサクセス（01牡 スペシャルウィーク）３勝，	２勝��入着２回�
サルトリーガール（03牝 スペシャルウィーク）１勝

マヤノカデンツァ（09牡 マヤノトップガン）２勝，檜山特別，檜山特別２着，
�２勝�２勝�入着２回

ラインルーフ（12牡 ＊フレンチデピュティ）７勝，ブラジルＣ‐L，名鉄杯‐L，ポ
ルックスＳ‐OP ２着，鳳雛Ｓ‐OP ２着，アルデバランＳ‐OP ３着，etc.

アローベアタキオン（06牡 アグネスタキオン）１勝

３代母 ゴールデンオリオールGolden Oriole（83 USA栗 Northern Dancer）IRE１勝
デヴォンウッドDevonwood（94牡 Woodman）USA４勝，マンハッタンＨ‐G1 ２

着，サンセットＨ‐G2 ３着，ロレンスリアリゼイションＨ‐G3 ２着，種牡馬
カースルガンドルフォ Castle Gandolfo（99 牡 GoneWest）GB・FR・IRE・US

A３勝，ベレスフォードＳ‐G3，レイシングポストトロフィ‐G1 ２着，クリテ
リヨムドサンクルー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ダンスフィーヴァーDance Fever（02 牝 Fusaichi Pegasus）不出走
エストレラモナルコス Estrela Monarchos（10 牝 Monarchos）BRZ７勝，ホ

ベルト＆ネルソンＧセアブラ大賞‐G1，ガヴェアオズワルドアランハ大賞
‐G2，アダイルエイラスデアラウジョ大賞‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

593 ダンシングハート２０２０ 牡・栗 ４／ ２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellダンシングハート
＊ Woodman

��
��
�アイレスバリーヒル栗 2002 Golden Oriole

8f
Buckpasser M5×M5

価格： 購買者：



母 ダンシングママ（02鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－６（17）〕
ケイティードラゴン（10牡芦 ＊スピードワールド）���１勝・７勝
シャモ（11牡鹿 ＊パーソナルラッシュ）��１勝
ネコエース（12牡鹿 マイネルセレクト）��１勝
ネコピース（14牡鹿 タイムパラドックス）��１勝
ワイエスフリー（15牝栗 フリオーソ）�１勝
レイニーウェイ（17牡鹿 ＊バトルプラン）��３勝��２勝
スマイルハライト（18牝栗 ＊バトルプラン）�出走
タレンティドワン（19牝鹿 ＊ベーカバド）�地方未出走

２代母 トウジンシーワン（93鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
ユウヤノコイビト（01牝 ＊エリシオ）�１勝

３代母 トウジンシクレノン（80黒鹿 キタノカチドキ）５勝，洲本特別，山陽特別２着
シクレノンルージュ（88牝 ＊スルーザドラゴン）不出走

クリスタルトウジン（96牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝，若竹賞２着
ハートフルソング（98牝 マルゼンスキー）�２勝�入着，新春ペガサスＣ２着

４代母 ナオユキ（69黒鹿 ＊ジルドレ）４勝，牝馬東タイ杯２着，クイーンＣ２着，か
んなづき賞
［子］ ミスターシクレノン（85牡 ＊ミルジヨージ）５勝，鳴尾記念‐Jpn2，ダイ

ヤモンドＳ‐Jpn3，天皇賞（春）‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
ミスタートウジン（86牡 ＊ジユニアス）11勝，ウインターＳ‐Jpn3 ３着
（２回），平安Ｓ‐OP，ガーネットＳ‐OP，etc.，��入着	�，種牡馬

シロキタイサミ（75牡 ＊セントクレスピン）３勝，中冬特別，障害２勝
［孫］ コバノシルベスタ（85牡 トウシヨウルチエー）２勝，デイリー杯３歳Ｓ

‐Jpn2 ２着，きんもくせい特別，りんどう賞２着
コバノサンデー（88牡 ＊ノーリユート）２勝，ジュニアＣ‐OP ３着，矢作
川特別３着

ケイエイホープ（86牡 ＊モガミ）５勝，ＳＴＶ杯，北洋特別，古都Ｓ３着，etc.，
��１勝

ロングオーカン（91牡 ロングハヤブサ）３勝，五色沼特別，磐梯山特別３着

販売申込者・所有者： 横山 浩司＝浦河町荻伏町 �0146-25-2174
生 産 牧 場： 横山 浩司
飼 養 者： 横山 浩司＝浦河町荻伏町 �0146-25-2174

594 ダンシングママ２０２０ �・黒鹿 ２／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandダンシングママ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウジンシーワン鹿 2002 トウジンシクレノン

＊プロポンチス 4d
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ダンスフェイム（10鹿 ＊ファルブラヴ）入着
〔産駒馬名登録数：３〕
イワナ（18牡鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 ダンスオールナイト（03鹿 ＊エルコンドルパサー）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，
初音Ｓ，パールＳ２着，初音Ｓ２着
ダンスアミーガ（11牝 サクラバクシンオー）５勝，ターコイズＳ（重賞）‐L ２着，仲

秋Ｓ，長岡Ｓ，五頭連峰特別，有松特別３着
ヨカグラ（13� ＊ハービンジャー）１勝，障害４勝，小倉サマージャンプ‐JG3，東

京ハイジャンプ‐JG2 ２着

３代母 ダンスパートナー（92鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，オークス‐Jpn1，エリ
ザベス女王杯‐Jpn1，京阪杯‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ２着，etc.，FR・HKG入着，優３牝，優古牝
ロイヤルパートナー（99牝 ＊エリシオ）３勝，熱田特別，金山特別，湯川特別３着，etc.
ドリームパートナー（00� ＊エリシオ）４勝，弥彦特別，ウェルカムＳ２着，オクト

ーバーＳ２着，etc.
フェデラリスト（07牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，中山記念‐G2，中山金杯‐G3，

産経大阪杯‐G2 ２着，etc.，��１勝�１勝，種牡馬
ロンギングダンサー（09牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，新潟記念‐G3 ３着，新潟

競馬場開設５０周年記念，テレ玉杯，etc.，障害２勝，種牡馬

４代母 ＊ダンシングキイ（83 USA鹿 Nijinsky）不出走
［子］ ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，

ヴィクトリアマイル‐Jpn1，etc.，USA・HKG１勝，キャッシュコー
ルＳ‐G3，etc.，優３牝，優古牝

ダンスインザダーク（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，菊花賞‐Jpn1，
京都新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬

エアダブリン（91牡 ＊トニービン）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，青葉賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

［孫］ ダンスファンタジア（08牝 ＊ファルブラヴ）３勝，フェアリーＳ‐G3，ポ
ートアイランドＳ‐L ３着，赤松賞，etc.

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

595 ダンスフェイム２０２０ 牡・鹿 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightダンスフェイム ＊エルコンドルパサー

��
��
�ダンスオールナイト鹿 2010 ダンスパートナー

＊ダンシングキイ 7
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 チアズフィアレス（02鹿 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
トロンボーン（10牝栗 アグネスタキオン）出走

ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝�入着３回，金沢ヤングＣｈ３着
モードザナゲット（14牝黒鹿 ハーツクライ）�２勝
パーフェクトクイン（15牝鹿 マツリダゴッホ）��３勝

２代母 チアズフラワー（90鹿 Al Nasr）出走
チアズトニー（95牡 ＊トニービン）１勝
チアズグレイス（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，コスモス賞
‐OP，etc.，優３牝
チアズガディス（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ダンツアトラス（10牡 ＊バゴ）２勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，御在所特別３
着，五泉特別３着

マイティティー（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，御陵Ｓ，愛宕特別，�
１勝��，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3

チアズシュタルク（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，毎日杯‐Jpn3，共同通信杯
‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3 ２着

３代母 ＊デュカイナ（81 IRE 鹿 Northfields）GB・IRE１勝，Strensall S‐L ３着
ダルーラDaroura（88牝 Forli）不出走

ダラワールDarawar（92 牡 Shernazar）FR１勝，P. Ridgway‐L ２着

４代母 デュムカDumka（71 FR鹿 Kashmir）FR２勝，仏１０００ギニー‐G1，P. des
Reservoirs‐L ２着
［子］ ドユーンDoyoun（85牡 Mill Reef）GB３勝，英２０００ギニー‐G1，クレ

イヴァンＳ‐G3，英ダービー‐G1 ３着，etc.，種牡馬
ドルプールDolpour（86 牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE３勝，ゴード
ンリチャーズＳ‐G3，Winter Hill S‐L，英チャンピオンＳ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

ダファイナDafayna（82牝 Habitat）GB・FR・IRE４勝，コーク＆オラ
リーＳ‐G3，Blue Seal S‐L，ジュライＣ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

596 チアズフィアレス２０２０ 牡・鹿 ４／ ２
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileチアズフィアレス Al Nasr

��
��
�チアズフラワー鹿 2002 ＊デュカイナ

21a
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 チャイナドール（01鹿 スペシャルウィーク）４勝，伊良湖特別（Ｄ1700），早鞆特
別（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（26）〕
ラプスドール（08牝鹿 キングカメハメハ）入着６回，�１勝��
チャイナキッス（09牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�８勝���
ボーンチャイナ（10牝栗 ジャングルポケット）�３勝
モーリーファ（14牝黒鹿 ヴァーミリアン）�10 勝
エンペラーズベスト（15牡鹿 ＊ワークフォース）�４勝
ケルト（18牡栗 ＊ノヴェリスト）�出走

２代母 ダイナチヤイナ（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，ユートピアＳ，阿武隈特別，
原町特別，ノベンバーＳ２着，清里特別２着
ビスキットスロー（90牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，セントポーリア賞３着
フサイチスター（92牡 ＊クリエイター）４勝，万代特別，金北山特別，睦月賞２着，

三木特別２着
アグネスカミカゼ（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，目黒記念‐Jpn2，メイＳ，Ｔ

Ｖ埼玉杯，しゃくなげＳ３着，種牡馬
レットルダムール（94牝 ＊トニービン）３勝，アジアＪＳ（２），日高特別２着

アーネストリー（05牡 ＊グラスワンダー）10勝，宝塚記念‐G1，オールカマー
‐G2，札幌記念‐G2，金鯱賞‐G2，中日新聞杯‐G3，etc.，種牡馬

ドリームゴスペル（07牡 ＊アグネスデジタル）４勝，芦ノ湖特別，グッドラック
Ｈ，	２勝，鏡山賞，唐津湾賞，はがくれ大賞典２着

フサイチトマホーク（95牡 ＊トニービン）３勝，能勢特別
ゴールドレジェンド（96
 ＊ゴールデンフェザント）３勝，積丹特別
オッティミスタ（02牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，高瀬川特別，タイランドＣ２着，

瀬戸特別２着
シャンスイ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

ネオフレグランス（14牝 ネオユニヴァース）３勝，帆柱山特別

３代母 アスコツトラツプ（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
ギヤロツプダイナ（80牡 ＊ノーザンテースト）10勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

597 チャイナドール２０２０ �・栗 ５／ ６

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールチャイナドール ＊ノーザンテースト

��
��
�ダイナチヤイナ鹿 2001 アスコツトラツプ

＊デイープデイーン 3n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 チャームアップ（06芦 ＊シルバーチャーム）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
セイカヒカワザカ（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�７勝

２代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，冬至Ｓ２着，オクトーバーＳ２着，etc.
ホットキャスケード（97牝 ＊フォーティナイナー）１勝
サンデーブレーヴ（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３
着，福島記念‐G3 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，スピカＳ，etc.

コウギョウマシーン（01牡 ＊デヒア）１勝
ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走

サンデームーティエ（14� タニノギムレット）３勝，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，
稲城特別，箱根特別２着，本栖湖特別３着

トーセンキンボシ（05� ＊ボストンハーバー）１勝

３代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.

＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，プリークネ
スＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，スーパーダービー‐G1，サンタアニタダービー
‐G1，カリフォルニアンＳ‐G1，サンフェリペＨ‐G2，etc.，種牡馬

＊サンデーズシス（90牝 Halo）USA１勝
セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂津特

別２着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂Ｓ
‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

＊サンデーウィッシュ（96牝 Sadler's Wells）不出走
パワーブリッツ Power Blitz（05� Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，N

ew Year Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

598 チャームアップ２０２０ 牡・芦 ３／１１

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerチャームアップ
＊ Halo

��
��
�ペニーアップ芦 2006 WishingWell

3e
Hail to Reason M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ディープスタイル（15栗 ディープブリランテ）不出走
初仔

２代母 ガーデンスタイル（05栗 ＊デヒア）１勝
ウインストアヘッド（13牡 ヴァーミリアン）�１勝�入着３回
コスモカンナム（14牡 ディープブリランテ）��１勝�
ジョーパティオ（17牝 ジョーカプチーノ）��２勝�３勝��１勝
サイダイゲンカイ（18牡 ジョーカプチーノ）��２勝��１勝，栄冠賞

３代母 ＊サークリング（94 USA栗 Irish River）USA１勝
オフィサー（02牡 Fusaichi Pegasus）５勝，ギャラクシーＳ‐L，霜月Ｓ‐L ２着，etc.，

��１勝	入着��，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
マカハ（09牡 キングカメハメハ）４勝，相模湖特別，相馬特別，石清水Ｓ２着，etc.

４代母 マジックサークルMagic Circle（81 USA鹿 Alydar）USA５勝，North So
uth Gal S‐R ３着
［子］ マジックスコールMagic Squall（96
 Summer Squall）USA９勝，

Puss N Boots S３着
［孫］ サークルオヴライフ Circle of Life（97 牝 Belong to Me）USA３勝，スピ

ナウェイＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1 ３着，メイトロンＳ‐G1 ３着，etc.
ミスアドヴェンチャーMiss Adventure（08 牝 Added Edge）USA２勝，
Iowa Legacy Stallion S‐R ３着

［曾孫］ サーキュラーキー Circular Quay（04牡 ＊サンダーガルチ）USA５勝，
ホープフルＳ‐G1，ニューオーリンズＨ‐G2，ルイジアナダービー
‐G2，etc.，種牡馬

アイスロケット Ice Rocket（06
 Cape Canaveral）USA３勝，Nor
thern Lights Futurity‐R

ラギドエッジ Ragged Edge（09
 Added Edge）USA・CAN５勝，
Blair's Cove S‐R

ザラウンドハウス The Roundhouse（05牡 Fusaichi Pegasus）USA６
勝，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，チャーチルダウンズＳ‐G2 ３
着，サンフォードＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ㈲本桐牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

599 ディープスタイル２０２０ �・栗 ３／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズディープスタイル ＊デヒア

��
��
�ガーデンスタイル栗 2015 ＊サークリング

1p
Riverman S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 テラザパピヨン（12鹿 ＊トワイニング）��入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
ガミラスチェルシー（18牝栗 テラザクラウド）��入着３回

２代母 パピヨンフラッグ（93黒鹿 ＊リンドシェーバー）��２勝
クィーンビオラ（99牝 サマーサスピション）��１勝�２勝，白百合特別２着，北

関東クイーンＣ３着
マイティミシエロ（01牡 ＊ミシエロ）１勝，君子蘭賞３着
マイティスプリング（02牡 ＊トワイニング）４勝，ギャラクシーＳ‐L
アルジオラス（05牡 ＊アジュディケーティング）��１勝
ヴァンテージ（08牡 エイシンサンディ）��１勝
テラザインパクト（10牡 ＊トワイニング）��10 勝
イーサンボンバー（11牡 スターリングローズ）��２勝

３代母 スイートカシオペヤ（82黒鹿 ＊パーソロン）出走
ペルターフラッグ（91牝 サクラチヨノオー）�２勝

ミカワウエスタン（97牡 ワカオライデン）�12 勝��入着２回，こまくさ賞

４代母 スイートフラツグ（64栗 ＊ダイハード）７勝，金杯，牝馬東タイ杯，オールカ
マー，京王杯オータムＨ，桜花賞２着，etc.
［子］ シヤトードシンボリ（72牡 スピードシンボリ）３勝，府中３歳Ｓ‐OP，黄菊賞

マーシヤルシンボリ（71牡 ＊パーソロン）４勝，天の川特別
スイートコーセン（79牝 ＊シルバーシヤーク）３勝，清里特別
スイートカルダン（74牝 スピードシンボリ）２勝，相模特別

［孫］ スイートシャリマー（88牝 シンボリルドルフ）４勝，織姫賞，勿来特別２
着，松川浦特別２着（２回），etc.

シンボリハイデン（86牡 ＊エンペリー）２勝，葉牡丹賞
スイートシルビー（83牝 ＊モガミ）３勝，羽黒山特別
スイートコルティナ（86牝 ＊エンペリー）３勝，鷹巣山特別２着

［曾孫］ シンボリベルソア（85牡 ＊モガミ）４勝，九十九里特別，美濃特別，木曽
川特別２着，etc.，	２勝

フジコニャック（86牡 ＊エンペリー）１勝，伊万里特別２着

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

600 テラザパピヨン２０２０ 牡・鹿 ３／２８
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rose Parkトランセンド ＊トニービン

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeテラザパピヨン ＊リンドシェーバー

��
��
�パピヨンフラッグ鹿 2012 スイートカシオペヤ

＊星旗 16h
Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 テレキネシス（11鹿 ダイワメジャー）�入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ミユキアウグストス（17牡栗 ＊シニスターミニスター）���２勝�３勝
マイユリシス（18牝栗 ジャングルポケット）��出走�１勝
アダラ（19牝青鹿 ＊ロージズインメイ）��出走

２代母 ＊シンプリーラヴリー（02 CAN黒鹿 Bold Executive）USA・CAN３勝，F
anfreluche S‐R，Muskoka S‐R，Victorian Queen S‐R，La Prevoya
nte S‐R ２着，Jammed Lovely S‐R ２着，etc.
コンフィデンシャル（07牝 Fusaichi Pegasus）出走

タイガートゥーレ（15牡 キャプテントゥーレ）１勝
ラプレシオーサ（13牝 ダノンシャンティ）�２勝�２勝	１勝���入着２回，プ

リンセスＣ２着
イナロア（15牝 ロードカナロア）�５勝
タイセイアルディ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）��入着��１勝
マルカアドラビーレ（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝�

３代母 ベルアフェアBelle Affair（95 CAN芦 Stalwart）USA２勝
ガリペットGalipette（04 牝 Bold n' Flashy）USA・CAN３勝，La Prevoyante

S‐R ２着

４代母 サザンアフェア Southern Affair（88 USA芦 Spectacular Bid）USA出走
［子］ ミュージカルアフェアMusical Affair（93
 Stop the Music）USA13 勝，

Briartic H３着
［孫］ ワンモアディールOne More Deal（09
 Survivalist）CAN２勝，Bu

ll Page S‐R ３着

５代母 フィフスアヴェニューレイディFifth Avenue Lady（78 USA黒鹿 Rising Market）
USA１勝
［子］ ヘイルアキャブ Hail a Cab（83牝 Hail the Pirates）USA11 勝，スピン

スターＳ‐G1，Fairway Fun S‐L，Dogwood S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

601 テレキネシス２０２０ �・鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケテレキネシス
＊ Bold Executive

��
��
�シンプリーラヴリー鹿 2011 Belle Affair

8f
Bold Ruckus M4×S5

価格： 購買者：



母 テーオーティアラ（06鹿 スペシャルウィーク）３勝，五頭連峰特別（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：３〕

２代母 ＊デローベ（93 NZ鹿 Pompeii Court）AUS５勝，ＳＡＪＣサウスオーストラリ
アンオークス‐G1，VRC Let's Elope S‐L，MRC Tranquil Star S‐L，ＭＲＣ１
０００ギニー‐G1 ２着，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1 ３着，etc.
デボラ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝
ショートローブス（00牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，

九十九里特別，浄土平特別，米沢特別，館山特別２着，etc.
デュヴァル（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，ｔｖｋ賞２着，千葉ＴＶ杯３着，ド

ンカスターＣ３着，�１勝�４勝����
デビュタントローブ（02牝 アドマイヤベガ）不出走

ボンデイガー Bondeiger（11 牡 War Pass）AUS７勝，ＳＡＪＣロードレイムズ
Ｓ‐G3，ＴＴＣランセストンＣ‐G3，ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1 ２着

デュカス（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
ダノンシーガルズ（05牡 ＊ウォーエンブレム）１勝
ローランズソング（10牡 デュランダル）入着，�４勝

３代母 プティットヴォルーズPetite Voleuse（82 NZ鹿 Brigand）AUS１勝
ウェストウィズナイトWestWith Night（91 牝 Pompeii Court）AUS出走

ポンペイルーラー Pompeii Ruler（02� ジェニュイン）AUS・UAE・SIN８
勝，ＡＴＣクイーンエリザベスＳ‐G1，ＶＲＣオーストラリアンＣ‐G1，
ＭＲＣセントジョージＳ‐G2，etc.

４代母 バンカバンカBanka Banka（68 NZ黒鹿 ＊テストケイス）AUS２勝
［子］ デカンカDecanka（78牝 Decies）NZ12 勝，ギャラクシーＳ‐G3，ノー

ブルハイツＳ‐G3，Avondale West End S‐L，etc.
［孫］ レディトゥイクスプロード Ready to Explode（88牡 ＊パレスミュージック）

AUS６勝，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，ＭＶＲＣムーニーヴァリーＳ
‐G2，ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ リメリック Limerick（94 牝 Grosvenor）AUS・NZ５勝，サンテーヌＳ
‐G3，Wairarapa Thoroughbred Breeders' S‐L，ＮＺチャンピ
オンシップＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 森 政巳＝新ひだか町三石美野和 �090-9083-6421
生 産 牧 場： 森 政巳
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

602 テーオーティアラ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２６
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールテーオーティアラ
＊ Pompeii Court

��
��
�デローベ鹿 2006 Petite Voleuse

2b
サンデーサイレンスM3×S4 Damascus S5×M5

価格： 購買者：



母 チーズマヨ（09鹿 ＊シンボリクリスエス）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（４）〕
ハイチーズ（15牡鹿 ＊タートルボウル）�入着，���１勝�入着
デンコウハピネス（16牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
キタノコマチ（17牝黒鹿 ＊タートルボウル）�１勝�入着���
ケルンクリエイター（18	栗 ＊クリエイターⅡ）�出走
メンタイマヨ（19牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）���２勝

２代母 マルカコマチ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪
杯‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，小倉大賞
典‐Jpn3 ３着，etc.
マルカアイチャン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう賞２着，

あけび賞３着
シルバーウエイブ（09牡 ジャングルポケット）２勝，水仙賞
セトノフラッパー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，西郷特別，瀬戸内海特別２着，

太宰府特別２着，粟島特別２着，久多特別３着，etc.
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュリテ

ィＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP
アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L

３着，ウェルカムＳ，尖閣湾特別２着，鳥屋野特別２着
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイ

ルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

３代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，札幌日

経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝
２勝�１勝，種牡馬
ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福島ＴＶＯ

Ｐ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.
ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，織姫賞，

西郷特別２着，etc.
ナショナルホリデー（04牝 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �0146-49-5113
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

603 チーズマヨ２０２０ �・栗 ３／ ４
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayチーズマヨ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカコマチ鹿 2009 ナショナルフラッグ

＊ハニードリーマー 23b
サンデーサイレンスM3×S4 Roberto M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 トスカーナ（08栗 Medicean）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（20）〕
キャンティ（14牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）�３勝��３勝�３勝�入着
ティーズロワール（15牝栗 エスポワールシチー）���３勝�１勝
サンエイロイヤル（16牡栗 カネヒキリ）��５勝��入着３回
ノーブルゲート（18牡栗 エスポワールシチー）���２勝

２代母 ＊ロワージ（97 GB芦 Green Desert）GB１勝，Sandown National S‐L，
クイーンメアリーＳ‐G3 ２着
マイネルパラディ（14� スクリーンヒーロー）�４勝，千種川特別，２０１７ＷＡＳＪ

第１戦２着，渡月橋Ｓ３着，こうやまき賞３着，障害１勝

３代母 パメラピーチPamela Peach（86 GB芦 Habitat）GB・USA１勝
マールMarl（93 牝 Lycius）GB１勝

グリーンラインGreen Line（99� Green Desert）GB・USA・CAN８勝，
Live the Dream H‐L ２着，Bob Harding S２着

メドーMeadow（01牝 Green Desert）GB・IRE１勝
デインヒルコーディアクDanehill Kodiac（13� Kodiac）�GB・HKG
５勝，カンバーランドロッジＳ‐G3，オーモンドＳ‐G3 ２着，ジョン
ポーターＳ‐G3 ２着，etc.

フラワーマーケット Flower Market（03 牝 Cadeaux Genereux）GB１勝
スピルウェイ Spillway（10� Rail Link）GB・AUS５勝，ＶＲＣオースト
ラリアンＣ‐G1，ＡＴＣＪＲＡプレイト‐G3，ＭＲＣＪＪリストンＳ
‐G2 ２着，etc.

メドリーMedley（04牝 Danehill Dancer）GB・USA４勝，Sceptre S‐L，
Politely S２着，Pavilion S‐L ３着，etc.
ライトミュージック Light Music（13 牝 Elusive Quality）GB２勝，Ra
dley S‐L，チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ２着

ダヴォスキーDavoski（94� Niniski）GB２勝，Washington Singer S‐L ３着，
GB障害 10勝

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

604 トスカーナ２０２０ �・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

メディチアン Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Medicean Mystic Goddessトスカーナ
＊ Green Desert

��
��
�ロワージ栗 2008 Pamela Peach

3g
Halo S4×M5 Storm Bird M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 トレノブレーヴィ（06鹿 ＊アグネスデジタル）入着４回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（15）〕
ラズライトブルー（11牝鹿 サムライハート）入着３回，�３勝�入着
ポッドガゼール（13牝青鹿 ドリームジャーニー）１勝，��１勝，ユングフラウ賞
（Ｄ1400）２着，しらさぎ賞（Ｄ1400）３着，ロジータ記念（Ｄ2100）３着

アタゴタイゼン（14牡鹿 フリオーソ）���１勝�10 勝
サトノサンドピット（17牡黒鹿 ベルシャザール）���入着３回
クロステイア（18牝栗 ワールドエース）�出走

２代母 ラピーナラピド（00鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
オジロ（05牡 ＊カコイーシーズ）�９勝
イリマレイ（11牝 ＊タイキシャトル）�２勝��５勝

３代母 アクティブサンサン（95鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
リスティアエナー（01牝 ＊アジュディケーティング）３勝

ドラマクイーン（12牝 ＊パイロ）�６勝�１勝�入着�，のじぎく賞３着

４代母 ポトマツクチエリー（81鹿 ＊ノーザンテースト）入着５回
［子］ ネイティヴハート（98牡 ＊スターオブコジーン）４勝，オーシャンＳ

‐Jpn3，オーシャンＳ‐L，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，etc.，	３勝
���，ＮＡＲ優短距，種牡馬

バリアントウイナー（90牡 ニホンピロウイナー）３勝，クリスタルＣ
‐Jpn3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ３着，アメジストＳ‐OP

キャリイアウト（89牝 ＊ノーアテンシヨン）４勝，津軽海峡特別，ローズ
マリー賞，中津川特別２着，etc.

ポトマックピット（87
 ＊ピツトカーン）２勝，くすのき賞，しゃくなげ
Ｓ２着

［孫］ マーブルチーフ（00牡 ＊チーフベアハート）３勝，京都新聞杯‐Jpn2，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2 ２着，日経新春杯‐Jpn2 ２着（２回），etc.

サクセスストレイン（98牝 ＊ティッカネン）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，フ
ェアリーＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.

［曾孫］ ゴールドストレイン（05
 ゴールドアリュール）１勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3
３着

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

605 トレノブレーヴィ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawトレノブレーヴィ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ラピーナラピド鹿 2006 アクティブサンサン

＊サンサン 7c
Danzig S4×M5 ノーザンテースト S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊トロピカルブラッサム（98 USA鹿 ＊サンダーガルチ）USA３勝，Star Ball H，
ミレイディＨ‐G1 ３着，クレメントＬハーシュＨ‐G2 ３着，Chou Croute H
‐L ２着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－７（15），地方－５（12）〕
ピイラニハイウェイ（05牡黒鹿 Silver Deputy）６勝，アルデバランＳ‐OP
（Ｄ1900），ベテルギウスＳ‐OP（Ｄ2000）３着，サンタクロースＳ（Ｄ1800），
北國新聞杯（Ｄ1800），指宿特別（Ｄ1700），四国新聞杯（Ｄ1800）２着，etc.，
���１勝��１勝���，浦和記念‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3，ダイオライト
記念‐Jpn2 ２着，かしわ記念‐Jpn1 ５着

シルバーミスト（07牡芦 ＊クロフネ）入着，�２勝
アドマイヤエレノア（08牝鹿 ディープインパクト）１勝
カラフルブラッサム（10牝鹿 ハーツクライ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐G1 ５着，千里山特別（芝 2000）２着，ビオラ賞（芝 2000）２着，恋路ケ浜特別
（芝 2000）３着，江坂特別（芝 2400）３着，境港特別（芝 2200）３着，木曽川特別
（芝 2200）３着，四国新聞杯（芝 2000）３着，黄菊賞（芝 1800）３着

スマートガイア（12	鹿 ゼンノロブロイ）１勝
プラネットブルー（13牡栗 ゴールドアリュール）１勝，
��２勝
パガットケーブ（14牡青鹿 ハーツクライ）２勝，
�３勝��１勝
エバートロピカル（15牝黒鹿 ハーツクライ）入着２回，�２勝�入着４回��
ノワールフレグラン（17牝青鹿 トーセンホマレボシ）
１勝

２代母 バーバラスー Barbara Sue（84 USA黒鹿 Big Spruce）USA12 勝，Carris
Memorial H，Chaparral Breeders' Cup H，Furl Sail H，Truly Bound
S，Cornucopia H，etc.
ダイアモンドオンザランDiamond on the Run（95牝 Kris S.）USA２勝，ダヴォ

ナデイルＳ‐G2，フリゼットＳ‐G1 ２着，メイトロンＳ‐G1 ２着，フォワー
ドギャルＳ‐G3 ２着，Harold C. Ramser Sr. H‐L ２着

トラディションロックスTradition Rocks（99	 ＊スピニングワールド）USA10 勝
バーベット Barbette（03 牝 High Yield）USA５勝，Jersey Lilly S，Possibly

Perfect S，Indian Maid H‐L ２着，HBPA H２着，Blushing K. D.
H３着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

606 トロピカルブラッサム２０２０ �・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊

＊ Gulch

�
�
�
�
�

��
��

�サンダーガルチ Line of Thunderトロピカルブラッサム バーバラスー Big Spruce

��
��
�Barbara Sue鹿USA 1998 Maytide

19
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊トップチョイス（04 USA鹿 Cryptoclearance）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（21）〕
トップオブザシーズ（09牡栗 ゴールドアリュール）��４勝
マクベスバローズ（10牡黒鹿 ステイゴールド）１勝
テイクユアチョイス（11牝栗 ゴールドアリュール）��２勝，桜花賞（Ｄ1600）３着

マサハヤサン（18牝 ルーラーシップ）２勝
メイクマイチョイス（13牝鹿 アサクサキングス）��１勝��１勝�４勝
モガドール（14牝栗 ヴィクトワールピサ）�１勝�１勝��入着３回
チュウワファースト（15牝黒鹿 ハーツクライ）��５勝
フィスラー（18牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）���２勝

２代母 ハーシークレットHer Secret（96 USA栗 ＊マイニング）USA１勝
ルーミノシティ Luminosity（01 牝 Honor Grades）USA１勝

ノータンクスNo Tanks（11 牝 Canadian Frontier）�USA９勝
カルマンディア Carmandia（02 牝 ＊ワイルドラッシュ）USA６勝，ベッドオーロー

ジズＨ‐G2，ファーストフライトＨ‐G2，Kentucky C Juvenile Fillies S‐L
２着，Thirty Flags S２着
ワイルドチャイルドWild Child（10 牝 Hook and Ladder）USA５勝
ガールアバウタウンGirlaboutown（11牝 A.P. Indy）USA４勝
クラッチカーゴーClutch Cargo（14牡 Tapit）USA３勝

ベイシティキティBaycity Kitty（06 牝 Victory Gallop）USA２勝
ルートフォミージャスティンRootformejustin（12� Harlan's Holiday）USA１勝

３代母 レアーレヴュー Rare Review（91 USA栗 Groovy）USA３勝，Mata Hari
Breeders' Cup S.‐L ２着
ミシズグリーリーMrs. Greeley（97 牝 Mr. Greeley）不出走

クロージングアーギュメント Closing Argument（02 牡 Successful Appeal）
USA３勝，ホーリーブルＳ‐G3，N.A.T.C. Futurity‐R，ケンタッキ
ーダービー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

オーラルアーギュメントOral Argument（05 牝 Outofthebox）USA１勝
タパンシーリンクス Tupancy Links（11 牝 Kodiak Kowboy）USA３勝，
Hilltop S２着，Gin Talking S２着

販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

607 トップチョイス２０２０ 牡・青鹿 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

クリプトクリアランス Fappiano

�
�
�
�
�

��
��

�Cryptoclearance Naval Orangeトップチョイス ハーシークレット ＊マイニング

��
��
�Her Secret鹿USA 2004 Rare Review

4r
Mr. Prospector M4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ニエロ（12青鹿 ステイゴールド）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 プチノワール（05青 Singspiel）不出走
ウィズザフロウ（09牝 アグネスタキオン）不出走

キタサンバルカン（16牡 ルーラーシップ）�３勝，ゆりかもめ賞２着，稲城特
別３着

ローブティサージュ（10牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐G1，キーンランドＣ‐G3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ２
着，ファンタジーＳ‐G3 ２着，etc.，優２牝
リアンティサージュ（17牡 オルフェーヴル）�４勝，フリーウェイＳ，仲春特

別，小豆島特別３着
ステイオンザトップ（14牡 ステイゴールド）�３勝，六波羅特別，道頓堀Ｓ２着，

蓬莱峡特別２着，鷹巣山特別２着，オリエンタル賞２着，etc.
ブレイニーラン（15牡 ディープインパクト）�２勝，御在所特別，山中湖特別２着，

豊川特別３着
ブランノワール（16牝 ロードカナロア）�４勝，エルフィンＳ‐L ２着，京都牝馬Ｓ

‐G3 ３着，うずしおＳ，夕月特別
ヴァンタブラック（17牡 ブラックタイド）�１勝，沈丁花賞２着

３代母 ＊リッチアフェアー（00 GB青 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies
S‐L ３着
アドマイヤロケット（12牡 ゼンノロブロイ）４勝，ブラジルＣ‐LR ２着，白川郷Ｓ

４代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
［子］ ＊ホワイトウォーターアフェア（93牝 Machiavellian）GB・FR・IRE４勝，

ポモーヌ賞‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，Lupe S‐L，etc.
［孫］ ヴィクトワールピサ（07牡 ネオユニヴァース）７勝，有馬記念‐G1，皐月

賞‐G1，etc.，FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古
牡，種牡馬

＊アサクサデンエン（99牡 Singspiel）８勝，安田記念‐G1，京王杯スプリ
ングＣ‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： Arrowfield Group Pty Ltd.＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123
生 産 牧 場： ㈲スガタ牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

608 ニエロ２０２０ �・青鹿 ３／１１

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュニエロ Singspiel

��
��
�プチノワール青鹿 2012 ＊リッチアフェアー

8d
Bustino S4×M5 Mr. Prospector S4×M5 Coup de Folie S4×M5
Halo M4×S5×M5
価格： 購買者：



母 ニシノキュアノス（07青鹿 ＊アジュディケーティング）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（13）〕
タイムクライシス（15牝鹿 タイムパラドックス）��１勝
ブルーリップグロス（16牝青鹿 ＊タイキシャトル）��入着３回�10 勝
ブラウンアイズ（17牝黒鹿 タイムパラドックス）���２勝

２代母 ニシノカメリア（96鹿 ＊アフリート）３勝，麒麟山特別２着
ニシノシュテルン（05牡 ジャングルポケット）１勝，二本松特別３着
ニシノシトラス（08牝 ＊カリズマティック）�１勝�入着４回
カイソク（09牡 タイムパラドックス）�１勝�
ニシノオタフク（10牝 ＊フレンチデピュティ）	４勝
ニシノハイツリー（11牡 アッミラーレ）１勝

３代母 ブランドカメリア（90黒鹿 ＊ニシノエトランゼ）４勝，サンライズＳ，桐花賞，
ミモザ賞３着

４代母 ＊デユプリシト（85 USA鹿 Danzig）不出走
［子］ ニシノフラワー（89牝 Majestic Light）７勝，桜花賞‐Jpn1，スプリンタ

ーズＳ‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝，優短距
ニシノタカラヅカ（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ
‐Jpn3 ３着

［孫］ ネロ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）８勝，京阪杯‐G3（２回），ラピスラズリＳ
‐L，セントウルＳ‐G2 ２着，etc.，���入着３回，種牡馬

ニシノアンサー（03牡 スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ‐L，クロ
ーバー賞‐L ２着，木更津特別２着，etc.，�１勝��

ニシノマナムスメ（04牝 アグネスタキオン）４勝，マイラーズＣ‐G2 ２
着，愛知杯‐G3 ２着，カシオペアＳ‐L ３着，etc.

ニシノシンフォニー（00牡 メジロライアン）２勝，セントライト記念
‐Jpn2 ２着，マカオＪＣＴ，高雄特別３着，etc.

ニシノマオ（04牝 サクラバクシンオー）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
フェアリーＳ‐Jpn3 ３着

ニシノデュー（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，福島民報杯‐L ３着，都
大路Ｓ‐L ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

609 ニシノキュアノス２０２０ 牡・黒鹿 ５／３１
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverニシノキュアノス ＊アフリート

��
��
�ニシノカメリア青鹿 2007 ブランドカメリア

＊デユプリシト 2s
Mr. Prospector S3×M4 Danzig M3×M5 Northern Dancer M4×S5
Nashua S5×S5
価格： 購買者：



母 ニシノキュベレー（06栗 サクラバクシンオー）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（７）〕
ニシノレゾネ（10牡栗 ＊グランデラ）１勝
ティエンラン（15牝鹿 リーチザクラウン）��５勝�１勝
タイセイシャルマン（16牝栗 ダノンシャンティ）�１勝�
クリノテルチャン（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）１勝

２代母 ＊ニューサイエダッティ（95 USA栗 Shadeed）不出走
クイーンズコンカーQueen's Conquer（02 牝 ＊キングズベスト）FR３勝

エスペーロ Espero（09� Verglas）FR８勝，G.P. de la Riviera Cote d'Azur
‐L，G.P. de la Riviera Cote d'Azur‐L ２着，P. Policeman‐L ２着，
エクスビュリ賞‐G3 ３着

クイーンズドーターQueen's Daughter（10 牝 American Post）FR・CAN３
勝，P. Ceres‐L

デイラDeira（03 牝 Green Desert）GB２勝
カウントドルセー Count d'Orsay（16� Dandy Man）�GB・IRE５勝，A

chilles S‐L ３着
ニシノフェリーチェ（04牝 Silver Hawk）１勝
ニシノクエーサー（08牡 ＊ストラヴィンスキー）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着

３代母 デュビアンDubian（82 GB鹿 High Line）GB・IRE・ITY・USA４勝，リ
ディアテシオ賞‐G1，ロイヤルホイップＳ‐G3，英オークス‐G1 ３着，愛オーク
ス‐G1 ３着，フィーニクスチャンピオンＳ‐G1 ４着，etc.
サイエダティ Sayyedati（90 牝 Shadeed）入着，GB・FR・IRE・USA６勝，英１００

０ギニー‐G1，ジャックルマロワ賞‐G1，サセックスＳ‐G1，チヴァリーパー
クＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，etc.

ゴールデンスネイクGolden Snake（96牡 Danzig）GB・FR・IRE・GER・ITY６
勝，ガネー賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，オイロパ賞‐G1，伊ジョッキークラブ
大賞‐G1，etc.，種牡馬

レイスリーダー Race Leader（97 牡 GoneWest）GB・FR・USA２勝，Thirsk Cl
assic Trial‐L，サラマンドル賞‐G1 ２着，Acomb S‐L ３着，種牡馬

デュバイタイフーンDubai Typhoon（03牡 ＊サンダーガルチ）GB・SAU１勝，
Easter S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2446
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

610 ニシノキュベレー２０２０ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモニシノキュベレー
＊ Shadeed

��
��
�ニューサイエダッティ栗 2006 Dubian

9c
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノヘレンド（07黒鹿 Oasis Dream）入着３回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
シェナオーロラ（12�青鹿 ゼンノロブロイ）�６勝��
ルンルンヘレンド（16牝鹿 ＊タイキシャトル）��４勝
ゴーゴーヘレンド（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）入着，��２勝
タイセイブレイズ（18牡鹿 ワールドエース）�入着

２代母 ＊パラディナ（02 FR鹿 Rahy）FR１勝
ニシノユメマクラ（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝，��３勝
ニシノカチヅクシ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，コスモス賞‐OP ２着，木津川特別，

錦Ｓ３着，�５勝��
ニシノプレリュード（11牝 タイムパラドックス）	５勝
ニシノヒナマツリ（14牝 マツリダゴッホ）１勝
ニシノウララ（15牝 リーチザクラウン）２勝
スターペスユキコ（16牝 ＊クロフネ）�	５勝

３代母 フンバメラ Khumba Mela（95 IRE 鹿 Hero's Honor）FR・USA５勝，ノー
ブルダムゼルＨ‐G3，クロエ賞‐G3，P. Roland de Chambure‐L，ダイアナＨ
‐G2 ２着，アスタルテ賞‐G2 ３着，etc.
マディヤMadhya（01牝 GoneWest）FR２勝，P. Solitude‐L

マディヤナMadhyana（10牝 Monsun）GER２勝
ミシカMythica（16 牝 Adlerflug）�FR・GER１勝，Dusseldorfer BM
WPreis‐L ２着，Kolner Stutenpreis‐L ２着

ミティコMythico（18牡 Adlerflug）�FR・GER２勝，独２０００ギニー‐G2，
ヘルツォークフォンラティボルレネン‐G3，ドクトルブッシュ記念
‐G3 ２着，etc.

ウィルキWilki（05 牝 Oasis Dream）FR・USA２勝，Criterium du Bequet‐L，
アランベール賞‐G3 ２着，ボワ賞‐G3 ２着，etc.

フルールドゥセル Fleur de Sel（06 牝 Linamix）不出走
ソルトレイクシティ Salt Lake City（15 牡 Holy Roman Emperor）�FR５

勝，P. Francois Boutin‐L ３着
テリチャン Terrichang（18牝 Dandy Man）�GB入着２回，Ripon Champ

ion 2‐Y‐O Trophy‐L ３着

販売申込者・所有者： 秋場牧場＝浦河町野深 �0146-27-4228
生 産 牧 場： 秋場牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

611 ニシノヘレンド２０２０ �・鹿 ２／１８

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

オアシスドリーム Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Oasis Dream Hopeニシノヘレンド
＊ Rahy

��
��
�パラディナ黒鹿 2007 Khumba Mela

20d
Rahy M3×S4 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ネバーグレイス（05鹿 ＊スキャターザゴールド）入着，��１勝��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（24）〕
セレナイト（12牝栗 タニノギムレット）�２勝�１勝�７勝�入着��
コパデグレース（13牝鹿 ＊タイキシャトル）�２勝
ミッドホエール（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）	�４勝��３勝
ウルフオブウォー（15牡黒鹿 ヒルノダムール）	
入着２回�２勝��２勝
マッドシティ（17牝鹿 メイショウボーラー）	��１勝

２代母 ＊ノーノーネヴアー（85 USA栗 Nijinsky）FR３勝，ミュゲ賞‐G3 ３着，P. d
u Pin‐L ３着
リキアイワカタカ（94牡 Machiavellian）６勝，白川郷Ｓ，サンタクロースＳ，橿

原Ｓ，羅生門Ｓ２着，種牡馬
ストップザネバー（95牝 ＊タイトスポット）３勝，立待岬特別，江差特別３着

リキアイダンディ（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，水路閣特別，塩屋埼特別，米
山特別，立待岬特別２着，尾瀬特別３着，�４勝���

タイタン（08牡 ＊デビッドジュニア）４勝，ＨＴＢ賞，大森浜特別，サンシャイ
ンＳ２着，臥牛山特別２着，名鉄杯３着，障害２勝

ノクターン（96牝 ＊クリスタルグリツターズ）�２勝
ホットフレイバー（04牝 ＊タバスコキャット）３勝，新涼特別，夙川特別２着，

銀嶺Ｓ３着
リキアイタイカン（98牡 ＊アフリート）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，マイルＣｈＳ‐Jpn1

３着，高松宮記念‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ２着，春雷Ｓ‐L ２着，etc.
サンエムウラノス（00牡 ＊ウォーニング）３勝，茨城新聞杯２着
アマランス（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

デンコウインパルス（12牡 ＊バゴ）３勝，白鷺特別，小倉城特別，兵庫特別２着，
鳴滝特別３着，阿賀野川特別３着，etc.

ヤマカツシリウス（04牡 ＊クロフネ）１勝，有明特別３着

３代母 カヴォート Cavort（78 USA栗 Foolish Pleasure）USA３勝，Marlboro
Nursery S２着，Colleen S２着，Blue Hen S３着

＊ブライダルディナー（86牝 Slew o' Gold）USA１勝，アストリアＳ‐G3 ４着
シニョレッタ Signoretta（93 牝 El Gran Senor）FR・USA３勝，Bug Brush S

‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
生 産 牧 場： 岡田 猛
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

612 ネバーグレイス２０２０ �・芦 ３／ ２

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsラニ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyネバーグレイス
＊ Nijinsky

��
��
�ノーノーネヴアー鹿 2005 Cavort

11g
Mr. Prospector M3×S5 Nijinsky M3×S5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ネローリ（01栗 ＊ラムタラ）��５勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（24）〕
ヴェアリアスローズ（10牝栗 スターリングローズ）１勝
シークロム（12牡青鹿 ローレルゲレイロ）��８勝�１勝���１勝・７勝，青藍

賞（Ｄ1600），イーハトーブマイル（Ｄ1600），スプリングＣ（Ｄ1600），はまな
す賞（芝 1600）２着，北斗盃（Ｄ1600）２着，シアンモア記念（Ｄ1600）３着

イワバシル（13牝栗 スターリングローズ）�３勝�入着
シンシン（14牡鹿 ＊ベーカバド）��２勝�１勝�入着２回
ブラックネロ（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 ファビラスターン（94黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞３着，�１勝
シャドウゲイト（02牡 ＊ホワイトマズル）６勝，中京記念‐G3，中山金杯‐G3，ＡＪ

ＣＣ‐G2 ２着，etc.，��入着，川崎記念‐Jpn1 ３着，etc.，GB・IRE・HK
G・SIN２勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，種牡馬

ファビュラスセンス（06牝 ＊グラスワンダー）１勝，鳥屋野特別３着
シゲルオテンバ（18牝 ロードカナロア）�１勝，デイジー賞２着

サトノタイガー（08牡 キングカメハメハ）５勝，カペラＳ‐G3 ２着，etc.，��３
勝�	入着３回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５
着，アフター５スター賞，川崎マイラーズ，etc.，ＮＡＲ優短距

３代母 カッティングエッジ（86栗 ＊フアバージ）６勝，クイーンＣ‐Jpn3，ＴＶ東京
３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，ニューイヤーＳ‐OP，クリスマス
Ｓ‐OP（２回）
プロミネントカット（95牝 ＊トニービン）不出走

ガンダーラプソディ（00牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
イコピコ（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，菊花賞
‐Jpn1 ４着，白百合Ｓ‐OP

ハノハノ（08牡 アドマイヤコジーン）６勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，京洛
Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ３着，etc.

マイネルスパーダ（03牡 ＊マイネルラヴ）２勝，遠賀川特別２着，湯浜特別２着，白
藤賞３着

テーオーギャング（04牡 スペシャルウィーク）３勝，須賀川特別，筑紫特別，桂川
Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6699-0027

613 ネローリ２０２０ 牡・栗 ４／１７
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊ Nijinsky

�
�
�
�
�

��
��

�ラムタラ Snow Brideネローリ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ファビラスターン栗 2001 カッティングエッジ

＊ナイトライト 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ドラゴンラッシュ（06鹿 ＊ワイルドラッシュ）�出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（20）〕
カンナカムイ（11牡鹿 ＊フォーティナイナーズサン）入着，��６勝
アルアンデス（13牡鹿 ゴールドアリュール）�７勝
マジカルチャレンジ（14牝鹿 ＊ケイムホーム）�５勝�入着�
アグネア（16牝鹿 エスポワールシチー）�１勝��
ストレートダンディ（18牡鹿 ワールドエース）	��１勝

２代母 ＊ドラゴンティーナ（92 USA鹿 Danzig）FR出走
ドリームティーナ（98牝 Kingmambo）１勝
アルドラゴン（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，�２勝�18 勝���，名古屋大賞

典‐Jpn3，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，名
古屋大賞典‐Jpn3 ２着，オッズパークＧＰ，etc.

アドマイヤグレイト（03牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�１勝

３代母 シャルマント Charmante（85 USA栗 Alydar）IRE・USA３勝，Wassl Ra
ce‐L
チャーロック Charlock（93 牝 Nureyev）IRE１勝，愛メイトロンＳ‐G3 ３着，

Solonaway S‐L ３着，Brownstown Stud S‐L ３着
コンファイディングConfiding（99牝 Lear Fan）FR出走
エロイーズ Eloise（07 牝 Glory of Dancer）IND４勝，S A Poonawalla
Multi Million‐LR，Dr. S. C. Jain Sprinters' Championship‐L ２着，
Fillies Trial S‐LR ３着

レインリリーRain Lily（00 牝 Red Ransom）IRE・SWI２勝
ラナウェイ Runaway（07
 Slickly）FR・GER・SWI７勝，ハンザ賞‐G2，
ゲルリンク賞‐G2 ２着，Grand Prix Jockey Club‐L ２着，etc.

アミュレットAmulette（98 牝 Mark of Esteem）GB・FR２勝
トークンオヴラヴ Token Of Love（12牝 Al Maher）AUS６勝，ＶＲＣメイ

トリアークＳ‐G2 ３着
アイカエアイAe Kae Ae（02牝 ＊キングオブキングス）不出走

アルモラディ Almoradi（14 牡 Top Hat）	UAE・URU14勝，P. Alfredo de
Castro Perez.‐L，P. Asociacion Uruguaya Propietarios‐L，P. Ze
lmar Michelini‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

614 ドラゴンラッシュ２０２０ �・鹿 ４／ ２
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkドラゴンラッシュ
＊ Danzig

��
��
�ドラゴンティーナ鹿 2006 Charmante

8h
Danzig M3×S5 Northern Dancer M4×S5 Alydar M4×S5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 トップギャル（10鹿 ＊ワイルドラッシュ）�８勝
〔産駒馬名登録数：２〕
モリデンギャル（19牝鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 マイマスタートップ（00鹿 ＊ウォーニング）１勝
マイソールビーム（05牡 アグネスタキオン）入着３回，�１勝
マイプレファランス（06牝 ナリタトップロード）入着，�４勝�
マイソールネスト（09牡 ＊ファンタスティックライト）入着，��８勝
チャンピオンルパン（11� ハーツクライ）４勝，五頭連峰特別，三条特別，月岡温

泉特別，湘南Ｓ２着，春興Ｓ２着，etc.，��出走
マルシゲジャパン（12牡 ＊アグネスデジタル）入着，�１勝	入着２回

３代母 チェリーコウマン（89鹿 ＊スプレンデイドモーメント）５勝，ウインターＳ
‐Jpn3，ガーネットＳ‐OP ２着，市川Ｓ，瀬波特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.
マイマスターピース（97� サツカーボーイ）３勝，昇竜Ｓ‐OP，�入着
，兵庫Ｃ

ｈＳ‐Jpn3 ３着
マイソールラブ（01牝 ＊エルコンドルパサー）２勝

ラブギャラクシー（08牝 ネオユニヴァース）１勝
ガブリキック（14牡 スターリングローズ）	９勝
��，佐賀桜花賞，ロ
ータスクラウン賞３着

マイソールカラー（02牝 フジキセキ）１勝，若菜賞３着
マイプラーナ（06牝 マンハッタンカフェ）４勝

ランスオブプラーナ（16牡 ＊ケープブランコ）�３勝，毎日杯‐G3，きさらぎ賞
‐G3 ３着，アルメリア賞，etc.

エスポワールミノル（17牡 ＊ケープブランコ）�入着，鳥栖特別３着
アンバルブライベン（09牝 ＊ルールオブロー）８勝，シルクロードＳ‐G3，京阪杯

‐G3，福島民友Ｃ‐L，etc.

４代母 チエリーガール（82栗 ＊クラウンドプリンス）不出走
［子］ ヒシカツリズム（90牡 ＊プルラリズム）３勝，堂島特別，鳥海山特別，咲

花特別２着

５代母 チエリービーナス（76黒鹿 ＊パーソロン）３勝，姫川特別

販売申込者・所有者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561
生 産 牧 場： トモファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

615 トップギャル２０２０ �・鹿 ３／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkトップギャル ＊ウォーニング

��
��
�マイマスタートップ鹿 2010 チェリーコウマン

＊エスサーデイー 6a
Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ニシノシュクラン（08鹿 Pulpit）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ニシノオクタゴン（15牡青鹿 リーチザクラウン）�１勝
セクシーサンキュー（16牡芦 キャプテントゥーレ）入着，���１勝

２代母 ＊アラビックソング（99 IRE 鹿 Alhaarth）FR・USA４勝，Osunitas H‐R，
ハニムーンＨ‐G2 ２着，サンタアナＨ‐G2 ３着，サンクレメンテＨ‐G2 ３着，
P. Zeddaan‐L ３着
マクシオムMaxiom（06牡 Pulpit）CAN１勝
サウディセレネイド Saudi Serenade（07牝 Forestry）USA２勝
セイウンラードゥガ（10牝 アドマイヤムーン）入着２回，�２勝��入着 13回
ニシノマイスター（13牡 ヴァーミリアン）�１勝��

３代母 ブルーハートップBlew Her Top（93 USA鹿 ＊ブラッシングジョン）不出走
ミュージカルハイMusical High（03牝 Mozart）GB・USA３勝

ストライクトワイス Strike Twice（11牝 More Than Ready）USA１勝，L
a Senorita S‐L ３着

４代母 シーユーアトザトップ See You At the Top（78 USA鹿 Riva Ridge）US
A１勝
［子］ ライフアトザトップ Life At the Top（83牝 Seattle Slew）USA９勝，マ

ザーグースＳ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ロングルックＨ‐G2，etc.
［孫］ エリザベスベイ Elizabeth Bay（90牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA

７勝，エクリプス賞‐G3，Just A Game S‐L，コロネイションＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ ラルジャン Largent（16� Into Mischief）�USA６勝，フォートローダ
デイルＳ‐G2，Edward P. Evans S‐R，ペガサスワールドＣターフ
招待Ｓ‐G1 ２着，etc.

バイユー Bayeux（01� Red Ransom）GB・USA・UAE５勝，リヴァ
ーシティＨ‐G3，フランクＥキルローマイル‐G1 ２着，サマーヴィ
ルタタソールＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �0146-49-5113
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

616 ニシノシュクラン２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ４
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amerifloraスクリーンヒーロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

プルピット A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Pulpit Preachニシノシュクラン
＊ Alhaarth

��
��
�アラビックソング鹿 2008 Blew Her Top

9f
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ノーモアクライ（03 USA鹿 Cozzene）３勝，湯沢特別（芝 1200），伏拝特別
（芝 1200），飯豊特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－１（１）〕
ネリヤカナヤ（13牝黒鹿 ＊タイキシャトル）出走

ハートプレイス（18牡 ネオユニヴァース）���１勝�１勝，優駿スプリント
２着，平和賞３着，イノセントＣ２着

ランディーニ（14牝黒鹿 ブラックタイド）�１勝�
シュガリートリーツ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
アマゾーヌ（17牝黒鹿 エピファネイア）１勝
ウインスーリール（18牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，りんどう賞（芝 1400）２着
エシェロン（19牡黒鹿 トーセンラー）�出走

２代母 レインシンフォニーRain Symphony（91 USA鹿 Fappiano）不出走
＊エイシンコジーン（97牡 Cozzene）６勝，ポートアイランドＳ‐OP ３着，京洛Ｓ，

轟Ｓ，疾風特別，伊吹山特別，etc.
＊シンシアナスワン（99� Mountain Cat）１勝，�５勝��入着７回
＊グッドリーズン（06牡 Alphabet Soup）	８勝���，園田ＦＣスプリント２着

３代母 レイズアンエアレスRaise an Heiress（83 USA栗 Raise a Native）USA２勝
レイズアカーターRaise a Carter（90 牝 Dr. Carter）USA２勝

＊レッドチリペッパー（96牝 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士Ｓ
‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，etc.
パッションレッド（04牝 アグネスタキオン）３勝，アネモネＳ‐L ３着，木
津川特別，玄海特別２着，etc.

プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５勝，ホイ
ムジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ‐G3 ２着，etc.

スライストブレッド Sliced Bread（11牝 Noonmark）不出走
カンタカ Kanthaka（15� Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィ
センテＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

ダナラDanara（92牝 Danzig）USA２勝
ダナウェイDanaway（05牝 Giant's Causeway）不出走
ダナレイクDanalake（10牝 Friends Lake）USA３勝，Our Mims S，
Blue Hen S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �090-3118-2811
生 産 牧 場： ㈲山岡牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

617 ノーモアクライ２０２０ �・鹿 ２／１３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊

コジーン Caro

�
�
�
�
�

��
��

�Cozzene Ride the Trailsノーモアクライ レインシンフォニー Fappiano

��
��
�Rain Symphony鹿USA 2003 Raise an Heiress

10a
Fappiano M3×S5 Raise a Native M4×M5

価格： 購買者：



母 タムロウイング（06鹿 ＊ブラックホーク）３勝，噴火湾特別（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
ワイルドグラス（14�鹿 ＊グラスワンダー）１勝
タムロドリーム（16牝鹿 ジャスタウェイ）１勝
ウイングウインド（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）�入着

２代母 ノーブルエターナル（96栗 ＊アフリート）�１勝�６勝
エクセレントカット（02牝 タヤスツヨシ）�２勝�
ヌーサ（03牡 サクラローレル）１勝，�２勝
マイネルグラシュー（04牡 メジロライアン）５勝，美浦Ｓ，初霜特別２着，牡丹賞２着
ユズリープ（05牝 サクラローレル）�３勝�８勝
マイネルスピリドン（07牡 ビッグサンデー）１勝
エターナルムーン（10牝 ＊マイネルラヴ）４勝，初風特別，秋元湖特別，福島中央Ｔ

Ｖ杯２着，からまつ賞２着，サフラン賞２着，etc.
エターナルダイヤ（17牡 ジョーカプチーノ）�２勝，西郷特別３着

モルトベーネ（12牡 ディープスカイ）７勝，アンタレスＳ‐G3，東海Ｓ‐G2 ２着，
東海Ｓ‐G2 ３着，アルデバランＳ‐OP，花のみちＳ，etc.，��９勝�２勝�

３代母 クイーンズメモリー（89栗 ＊デイクタス）不出走

４代母 オンワードウイツチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ ジョウノカオルコ（92牝 シンボリルドルフ）１勝，サンスポ４歳牝馬特別

‐Jpn2 ３着，若駒Ｓ‐OP ２着
ジョウノバタフライ（91牝 シンボリルドルフ）２勝，クイーンＳ‐Jpn3
２着，大阪城Ｓ‐OP ２着，富里特別

ハードイチヤ（88� ＊ハードツービート）４勝，みちのく特別，信夫山特
別，揖斐川特別，etc.

ジョウノデイリー（00牡 ＊アフリート）４勝，茨城新聞杯，美唄特別２着，
�１勝

［曾孫］ リアライズノユメ（08牝 ＊アフリート）１勝，�４勝�１勝	
入着�，
兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，エーデルワイス賞‐Jpn3，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

618 タムロウイング２０２０ 牡・鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

��
��
�キャットクイル青鹿 2010 Pacific Princess

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックホーク ＊シルバーレーンタムロウイング ＊アフリート

��
��
�ノーブルエターナル鹿 2006 クイーンズメモリー

＊スズカケⅡ 14b
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ネオザフラッシュ（08栗 タニノギムレット）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ネオヴィヴィッド（14牝芦 キャプテントゥーレ）�１勝
フラッシュイメル（15牝栗 ディープブリランテ）��２勝
クリノワンダフル（16牡栗 キャプテントゥーレ）�２勝
メイショウギンレイ（17牡芦 キャプテントゥーレ）入着，��１勝

２代母 キャスケードブーケ（03鹿 スペシャルウィーク）出走
ダノンキャスケード（09牡 キングカメハメハ）１勝，積丹特別２着
レッドエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）３勝

３代母 スカーレットブーケ（88栗 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京
都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ３着，etc.
スカーレットメール（94牝 ＊トニービン）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
スリリングサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，若駒Ｓ‐OP ２着，鳴滝特

別，兵庫特別，etc.，種牡馬
ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝

馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
ダイワバーガンディ（06牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
サヴァ（18牡 ＊アイルハヴアナザー）�２勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，寒椿賞

ダイワファルコン（07牡 ジャングルポケット）８勝，福島記念‐G3（２回），カ
シオペアＳ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.

ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣｈＳ
‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，毎日王冠‐G2，マイラーズ
Ｃ‐G2，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬

ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリザベス女
王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，
優３牝，優父内

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットリボン（85牝 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

619 ネオザフラッシュ２０２０ �・黒鹿 ３／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルネオザフラッシュ スペシャルウィーク

��
��
�キャスケードブーケ栗 2008 スカーレットブーケ

＊スカーレツトインク 4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バイタルスタイル（07栗 スペシャルウィーク）４勝，鎌ケ谷特別（芝 1800），三春
駒特別（芝 2000），ひめさゆり賞（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
クイーンズスタイル（14牝鹿 キングカメハメハ）入着，�１勝���入着 13回
ラッキーロード（16牡鹿 ロードカナロア）��出走�入着 10回
ヴェルザスカ（17牝鹿 キズナ）�２勝

２代母 ヒシバイタル（96栗 ＊トニービン）１勝，矢車賞２着
ゴールドキング（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，種牡馬
ファンタジーゲート（06牝 ＊ワイルドラッシュ）入着，��２勝
ソルレヴァンテ（09牡 キングカメハメハ）４勝，オリエンタル賞，南相馬特別，日

高特別２着，東雲賞２着
ルーベンスクラフト（10牝 スペシャルウィーク）１勝
サトノバイタル（11牡 ゼンノロブロイ）�１勝�１勝��

３代母 ＊バードキャット（89 USA栗 Storm Cat）不出走
アンシェルブルー（07牝 マンハッタンカフェ）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，セント

ウルＳ‐G2 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

４代母 ウィールドWield（78 USA黒鹿 ＊ジヤツジヤー）不出走
［孫］ トウキュウキング（01牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，カトレア賞２着

ケイローン（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，知床特別３着
［曾孫］ マクシマイズMaximise（03� Inner City）IND５勝，Darley Arabia

n S‐LR，Stayers' Cup‐L ２着，C.N. Wadia Gold Cup‐L
３着，etc.

ドラルネグロDolar Negro（96牡 Clackson）BRZ11 勝，P. Semana In
t.‐L ２着，種牡馬

ケンブリッジレーザ（03牡 ＊タイキシャトル）４勝，小倉記念‐Jpn3 ３着，
淡路特別，背振山特別，etc.

プレイザフィールド（97牝 ＊スキャン）５勝，函館日刊スポーツ杯，知立
特別，礼文特別，etc.

トリノ（08牡 ステイゴールド）３勝，是政特別，ＢＳイレブン賞３着
クラッチヒット（05牡 ＊アフリート）２勝，茨城新聞杯３着

販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

620 バイタルスタイル２０２０ 牡・鹿 ２／ ８
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールバイタルスタイル ＊トニービン

��
��
�ヒシバイタル栗 2007 ＊バードキャット

5h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハヤブサピクシー（14鹿 ジャングルポケット）�１勝
初仔

２代母 ユウサンポリッシュ（97鹿 ＊エルセニョール）入着
マルブツスピーディ（02牡 サクラバクシンオー）３勝，さくらんぼ特別
スーパーホーネット（03牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）10勝，マイラーズＣ‐G2，毎日

王冠‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，スワンＳ‐G2，ポートアイランドＳ‐L，etc.，
種牡馬

ブラストオフ（05牡 フジキセキ）１勝
ドレッシー（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝
タツグレート（09牡 ダイワメジャー）１勝
レーヴドプランス（10� アドマイヤムーン）入着７回，石狩特別３着，�３勝�２

勝��入着

３代母 ＊エルゼビアー（84 USA鹿 Elocutionist）USA入着
ゴッドゼヴィアGodzevir（88 牝 Godswalk）AUS３勝

デアリングフォーチュンDaring Fortune（02� Dare and Go）AUS８勝，
QLD Tattersall's Mile‐L，BRCMembers H‐L ３着

ベルゼヴィア Bellzevir（90� Bellotto）AUS12 勝，ＳＡＪＣグッドウッドＨ‐G1，
ＢＲＣカンタスＣ‐G2，VRC Chester Manifold S‐L，etc.

ミスマース（98牝 ＊ジェネラス）３勝，生田特別，木曽川特別３着
ポイントセブン（02牡 サクラバクシンオー）４勝，仲冬特別，筑紫特別，醍醐特別

３着，etc.

４代母 フレンドリーリレイションズ Friendly Relations（66 CAN栗 Nearctic）US
A１勝
［孫］ エンダウ Endow（86牡 Flying Paster）USA６勝，カリフォルニアダー

ビー‐G3，Thomas D.NashMemorial H‐L，Sausalito S‐L，etc.，
種牡馬

アイリッシュフォレヴァー Irish Forever（91 牝 Irish River）GB・USA
５勝，セリマＳ‐G3，Hilltop S‐L，Salem County S，etc.

＊モーニングフローリツク（75牡 Grey Dawn）USA11勝，カナディアンターフ
Ｈ‐G3，Appleton H，パンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 市正牧場＝浦河町富里 �0146-25-2124
生 産 牧 場： 市正牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

621 ハヤブサピクシー２０２０ �・黒鹿 ３／２０

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーハヤブサピクシー ＊エルセニョール

��
��
�ユウサンポリッシュ鹿 2014 ＊エルゼビアー

8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バカニシナイデヨ（11栗 ＊チーフベアハート）１勝，�１勝�２勝�入着３回��，
春望賞（Ｄ1400）２着，サイネリア賞（Ｄ1400）２着，師走賞（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アマクミナイデヨ（19牝栗 コパノリチャード）��１勝

２代母 チキリランバダ（04鹿 ＊メイショウドトウ）１勝
タカノヒーロー（10牡 ＊プリサイスエンド）１勝
スガノランバダ（13牝 ＊ケイムホーム）入着２回，�６勝���
ラヴタクティクス（14牝 ＊バトルプラン）１勝，���５勝�入着

３代母 ユウキサンパワー（96栗 ＊リンドシェーバー）不出走
チキリワンダー（02牝 トウカイテイオー）�７勝

４代母 ユウキサンガール（90鹿 ＊トニービン）３勝，花背特別２着，寒梅賞２着
［子］ ユウキタイタン（99牡 ＊リアルシヤダイ）入着，�２勝

ユウキワンボーイ（01牡 ＊キンググローリアス）�１勝�入着

５代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ シーズグレイス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
ジョウノエンジェル（91牝 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着

［孫］ トーセンシャナオー（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記
念‐Jpn2，プリンシパルＳ‐L ３着，若葉Ｓ‐L ３着，�１勝

シャドウスケイプ（99牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，
	１勝����入着５回，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.

アーバンウィナー（07牡 タヤスツヨシ）４勝，いちょうＳ‐L ２着，札幌
２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，二本松特別３着

リンリンリン（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，浦安特別２着，越後Ｓ
３着，�１勝

［曾孫］ ジョウノボヘミアン（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，東大路Ｓ，猪苗
代特別，白馬岳特別

コスモノビリス（12牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�６勝	入着２回，
スプリングＣ３着

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �01456-7-2315
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

622 バカニシナイデヨ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ １
＊ Seeking the Gold

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マイネルラヴ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Heart of Joyポアゾンブラック ＊チーフベアハート

��
��
�サンライトチーフ青 2009 サンライトコール

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartバカニシナイデヨ ＊メイショウドトウ

��
��
�チキリランバダ栗 2011 ユウキサンパワー

＊リリーオブザナイル 10a
チーフベアハートM2×S3 Gold Digger S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ハルノアシオト（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ハジヲシレ（18牝黒鹿 リオンディーズ）��入着
ボルドサタン（19牡黒鹿 ゼンノロブロイ）�地方未出走

２代母 ハルワカ（03鹿 ワカオライデン）��２勝
ハルサンサン（08牝 ＊サウスヴィグラス）��５勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，東京シン

デレラマイル２着，ロジータ記念２着，戸塚記念３着
ロングジャーニー（18牝 モーリス）�１勝

ハルノメザメ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝 ヴァーミリアン）��１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝 キズナ）��２勝

３代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
キリンジ（05牡 ワカオライデン）�３勝��１勝，九州ジュニアＣｈ３着

４代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
［子］ ベルランス（92牡 ＊ベルマン）�７勝，新潟ジュニアＣ３着

５代母 イチワカ（78栗 ＊コントライト）入着
［子］ キオイドリーム（86牝 ＊マグニテユード）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1

５着，キャピタルＳ‐OP，札幌日刊スポーツ杯‐OP，etc.
［孫］ ドリーミーオペラ（02牡 ＊オペラハウス）５勝，卯月Ｓ，松島特別，秋嶺

Ｓ３着
サンライズテースト（98	 ＊ノーザンテースト）６勝，なにわＳ，橿原Ｓ
２着，門松Ｓ２着，etc.

［曾孫］ ウィンガールハート（05牝 ニューイングランド）��１勝，ローレル賞３着
パワースラッガー（11牡 ウインラディウス）４勝，富里特別，古作特別，
黄梅賞，etc.

ヤマノレオ（10	 ＊グラスワンダー）４勝，芦屋川特別，芦屋川特別２着，
フィリピンＴ３着，�３勝

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

623 ハルノアシオト２０２０ 牡・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudハルノアシオト ワカオライデン

��
��
�ハルワカ黒鹿 2013 ホリワカ

＊星若 3
In Reality S4×M5

価格： 購買者：



母 パレスメダーリア（09鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
イノデギャルソン（14牡黒鹿 フリオーソ）���５勝

２代母 マルゼンミケーラ（93黒鹿 マルゼンスキー）不出走
パレスエース（01牡 ＊シャンハイ）４勝，鶴ヶ城特別，ポインセチア賞，夙川特別２

着，妙高特別２着，プラタナス賞２着，etc.，種牡馬
パレストップガン（03牡 マヤノトップガン）入着４回，�１勝
パレスショットガン（04牡 マヤノトップガン）４勝，白嶺Ｓ，舞鶴特別，こぶし賞３着
パレスミサイル（05� マーベラスサンデー）２勝，三条特別２着，樅の木賞２着
ヤマイチサプライズ（08牡 ＊ムーンバラッド）�４勝�
ヤマイチジャスミン（11牝 ＊ファスリエフ）不出走

モリノラスボス（15牡 エスポワールシチー）��２勝	１勝��入着４回�，
ジュニアＧＰ

モリノブレイク（17牡 ＊ベーカバド）���１勝�３勝	１勝，南部駒賞，イノ
セントＣ２着

３代母 ＊ニアリーウェッド（84 USA鹿 Alleged）GB・USA３勝，ロングアイランド
Ｈ‐G2 ４着，クイーンシャーロットＨ‐G3 ２着

＊ビーマイアリ（91牝 Alydar）USA２勝
ニシノディセンシー（96牝 Nureyev）不出走
ニシノアレックス（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，�入着��，北海道
２歳優駿‐Jpn3 ２着

４代母 ラナウェイブライドRunaway Bride（62 GB鹿 Wild Risk）GB・FR・IRE
入着３回
［子］ ブラッシンググルーム Blushing Groom（74牡 Red God）GB・FR７勝，

仏２０００ギニー‐G1，仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，etc.，
種牡馬

＊ベイラーン（71牡 Red God）FR５勝，セーネオワーズ賞‐G3，シェーヌ
賞‐G3，フォレ賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ロイヤルキングダム Royal Kingdom（97牡 Fairy King）GB・FR・IRE
３勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，Tyros S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

624 パレスメダーリア２０２０ �・黒鹿 １／３１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスパレスメダーリア マルゼンスキー

��
��
�マルゼンミケーラ鹿 2009 ＊ニアリーウェッド

22d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バアゼルザウバー（10鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カーヴィーレーザー（17�鹿 エイシンフラッシュ）��３勝�
リュバリサノジョウ（18牡鹿 ＊クロフネ）���入着２回
ディオアステリア（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

２代母 ダイヤモンドピサ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ピサライコネン（07牡 ＊クロフネ）３勝
オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），中山牝馬

Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，愛知杯‐G3 ３着，etc.
アナザーラブソング（16牡 ＊ハービンジャー）�２勝，小豆島特別２着
ディモールト（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，萌黄賞，九州スポーツ杯２着

ピサノベッテル（09牝 ＊クロフネ）３勝
アナザープラネット（13牡 ＊ワークフォース）４勝，中京スポーツ杯，��出走�入着��

３代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３勝，

Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）�IR

E１勝，Polonia S‐L ２着
シルクジュリエット（99牝 マーベラスサンデー）１勝

ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝	１勝，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Honeybee S，
Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.
イルーシヴテンパー Elusive Temper（07 牝 Elusive Quality）USA２勝，L

ittle Silver S‐L ３着
シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）USA

４勝，Omnibus S２着
セイントルーイ St. Louie（12� Arch）�USA６勝，John's Call S‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

625 バアゼルザウバー２０２０ �・鹿 ２／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayバアゼルザウバー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイヤモンドピサ鹿 2010 ＊ジョード

1s
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ハルトリーゲル（09黒鹿 ＊ファスリエフ）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
ステラピンク（15牝鹿 ＊バトルプラン）��１勝�２勝��３勝
シーバックソーン（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）���入着５回
フレーゲル（18牡鹿 トゥザワールド）�入着
ネンキン（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊デサイデローザ（93 USA鹿 Mt. Livermore）USA３勝，Colleen S‐L ２着
クラシックタッチClassic Touch（98牝 ＊デヒア）USA１勝

イークラシックE Classic（08 牝 E Dubai）USA２勝
イーレイテド E Rated（16� Special Rate）�USA３勝，Texas Thor
oughbred Futurity‐R ２着

シルクゲイナー（02牡 ＊パントレセレブル）３勝，七重浜特別２着

３代母 デジルーDesireux（89 USA黒鹿 Fappiano）不出走
ケイジャンキャットCajun Cat（94 牝 Storm Cat）USA出走

アワマライアOur Mariah（00牝 Mt. Livermore）USA４勝，Buckland S
２着，Klassy Briefcase S２着
サムシングエクストラ Something Extra（08� Indian Charlie）USA・
CAN９勝，ハイランダーＳ‐G2，コノートＣ‐G2（２回），シェイカー
タウンＳ‐G3，etc.

ホットチポトレHot Chipotle（01 牝 Victory Gallop）USA２勝
ニコールエイチNicole H（07牝 Mr. Greeley）USA10 勝，ディスタフＨ
‐G2，Daylily S‐L，Endine S‐L，etc.

ミスノーマンMiss Norman（03牝 Artax）USA１勝，メイトロンＳ‐G1 ２着，
ファンタジーＳ‐G2 ２着

ポップアイトップPop I Top（04牝 Stephen Got Even）不出走
リオデファルダス Lio de Faldas（14 牝 PegasusWind）�PER３勝，P. Hi

podromo de Santa Beatriz‐L ２着
ミスペヨーテMiss Peyote（07 牝 Orientate）USA入着

ジルズアホットメス Jill's a Hot Mess（18 牝 Laoban）�USA２勝，New Y
ork Stallion Series S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

626 ハルトリーゲル２０２０ �・青鹿 ４／ ７

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessハルトリーゲル
＊ Mt. Livermore

��
��
�デサイデローザ黒鹿 2009 Desireux

13
Nureyev M3×S5 Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Fappiano S4×M4

価格： 購買者：



母 ハルノヒダマリ（14鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 カワカミプリンセス（03鹿 キングヘイロー）５勝，オークス‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，スイートピーＳ‐L，エリザベス女王杯‐G1 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，etc.，
優３牝，優父内
ミンナノプリンセス（12牝 ＊コマンズ）２勝
ミュゲプリンセス（13牝 ＊エンパイアメーカー）入着２回，�１勝
カズアピアーニ（15� ＊ヘニーヒューズ）��４勝�１勝�１勝�２勝
グランプリアルザン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��１勝

３代母 ＊タカノセクレタリー（96 USA鹿 Seattle Slew）出走
メイショウホンマル（07牡 キングヘイロー）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着

４代母 サマーセクレタリー Summer Secretary（85 USA栗 Secretariat）USA11 勝，
ボーゲイＨ‐G3（２回），Atlantic City H‐L，マッチメイカーＳ‐G2 ３着，
バックラムオークＨ‐G3 ２着，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，etc.
［子］ デイジョブDayjob（94� Dayjur）USA９勝，Bob Feller S‐L，Io

wa Sprint H‐L，Rushing Man S（２回），etc.
［孫］ アイテマイズ Itemise（00 牝 Kris S.）GB・AUS２勝，ATCWinter C

‐L，ＡＴＣメトロポリタンＨ‐G1 ２着，Wyong RCWyong Gol
d Cup‐L ３着，etc.

マイスイートヴァラーMy Sweet Valor（05 牝 Vindication）USA３勝，
Ponca City S，Prima Donna S２着，La Fiesta H３着

ファミリービジネス Family Business（01 牝 Saint Ballado）USA３勝，
Truly Bound H２着，アンアランデルＳ‐G3 ３着

［曾孫］ タリー Tally（12� Street Cry）AUS10 勝，ＭＲＣコールフィールドオー
タムクラシック‐G2，ＭＶＲＣアリスタークラークＳ‐G2，ＭＲＣエ
クリプスＳ‐G3，etc.

トルーパー Trooper（15 牡 Gemologist）�USA１勝，Mine That Bird
Derby３着

ミスアンブライドルドキャットMiss Unbridled Cat（16 牝 Broken Vow）
USA１勝，Our Dear Peggy S３着

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

627 ハルノヒダマリ２０２０ �・鹿 １／２３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudハルノヒダマリ キングヘイロー

��
��
�カワカミプリンセス鹿 2014 ＊タカノセクレタリー

4m
Seattle Slew S3×M4 Secretariat S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 パイライトパワー（09鹿 ＊ケイムホーム）１勝，�２勝��４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ミチノギャング（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）���５勝
ジークガンビット（18牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）���出走

２代母 パイクーニャン（04栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
ヨウメイモン（10牡 ＊ファスリエフ）�６勝�
パイメイメイ（11牝 ＊ファルブラヴ）４勝，北陸Ｓ２着，尾頭橋特別２着，越後Ｓ３

着，岩室温泉特別３着
ペイシャンスパイ（12牝 ＊ザール）��１勝
パイルーチェ（14牝 ナカヤマフェスタ）４勝，河口湖特別，織姫賞２着
ショーム（15牡 エスポワールシチー）�５勝，グリーンチャンネルＣ‐L ２着，バレ

ンタインＳ‐OP，安達太良Ｓ，薫風Ｓ２着，茨城新聞杯２着，etc.
デアフルーグ（16牡 ＊ベーカバド）�３勝，師走Ｓ‐L ３着，伏竜Ｓ‐OP，青竜Ｓ

‐OP ２着，アハルテケＳ‐OP ３着，黒竹賞
ネヴァタップアウト（17牡 エスポワールシチー）�２勝

３代母 パイアン（98鹿 Cozzene）５勝，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，耶馬渓特別，雲
仙特別
パイパールヴァティ（08牝 ＊ストラヴィンスキー）�９勝，トレノ賞２着
パイクーヤ（09牡 ジャングルポケット）�15 勝�４勝��，長月賞２着

４代母 ＊ウッドマンズシック（94 USA鹿 Woodman）不出走
［子］ カノヤザクラ（04牝 サクラバクシンオー）６勝，セントウルＳ‐G2，アイ

ビスサマーダッシュ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3，etc.
カノヤトップレディ（05牝 キングヘイロー）２勝，北大路特別２着，木津
川特別３着，甲東特別３着

［孫］ ラブリーイレブン（15牝 タイムパラドックス）２勝，鳴海特別３着，はこ
べら賞３着，��入着

コウエイアンカ（15	 ＊プリサイスエンド）３勝，小郡特別３着，��１勝��

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

628 パイライトパワー２０２０ �・栗 ４／１１

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayパイライトパワー ＊フレンチデピュティ

��
��
�パイクーニャン鹿 2009 パイアン

＊ウッドマンズシック 9h
Deputy Minister S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 パクスアジアーナ（15鹿 ＊ノヴェリスト）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
シゲルペガサス（19牡鹿 ダイワメジャー）�未出走

２代母 ＊マシュール（03 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
ナリタムーンライト（08牡 アグネスタキオン）１勝
セシリア（09牝 アグネスタキオン）２勝

セントセシリア（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，羊ヶ丘特別３着
ワールドリバイバル（18牡 エピファネイア）�２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3 ２着，あすなろ賞
センセーション（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，仲春特別，マカオＪクラブＴ，御室

特別２着，猪名川特別３着

３代母 ＊ヴェイルオブアヴァロン（97 USA鹿 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，
ドラローズＨ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，Fortune S
‐L ２着，Sceptre S‐L ２着，etc.
リルダヴァル（07牡 アグネスタキオン）６勝，都大路Ｓ‐L，カシオペアＳ‐L，ＮＨ

ＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.
ヴォルシェーブ（11牡 ネオユニヴァース）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，

宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，
きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝��１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

629 パクスアジアーナ２０２０ �・青鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonパクスアジアーナ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2015 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
ウインドインハーヘアS3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 テーオーディオネ（12鹿 ヴァーミリアン）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
テーオーブルベリー（17牝鹿 ＊カジノドライヴ）���入着３回�１勝�１勝�１

勝�，桜花賞（Ｄ1600）２着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，のじぎく賞
（Ｄ1700），ラブミーチャン記念（Ｄ1600），園田プリンセスＣ（Ｄ1400）２着

ダイエービルベリー（18牝栗 コパノリチャード）���入着４回

２代母 ＊ヴァリッドアンセム（97 USA栗 Valid Appeal）USA６勝
ヤマイチステルス（06牝 Touch Gold）出走

メイショウエクサ（11牡 ＊ブラックホーク）�５勝��
プレミアハート（07牝 ＊タイキシャトル）�２勝
メイショウルンバ（11牝 マツリダゴッホ）２勝，障害１勝

３代母 インディアンアンセム Indian Anthem（88 USA栗 Oh Say）USA14 勝，
What A Summer S‐LR ３着
レイディオディフューザーRadiodifusor（96 牡 Valid Appeal）USA３勝
ディアブロズアンセムDiablo's Anthem（98牝 ＊ディアブロ）PR１勝
ジョーアイノー Joe I Know（99牡 Valid Expectations）USA１勝
リアーニ Liani（04 牝 Virtua Cop）PR１勝

エラズドリームEras Dream（09牝 My Favorite Dream）PR１勝
モンヴァMon Va（06	 My Favorite Dream）PR３勝

４代母 ラージプターナ Rajputana（76 USA栗 Raja Baba）USA６勝，Furl Sail H
２着，Jeanne d'Arc Prep２着，Mary Duvall H２着，Jeanne d'Arc S
３着
［子］ カリファ Calipha（91牝 Two Punch）USA８勝，リーヴシュライジュ

ニアＳ‐G2，ブラックアイドスーザンＳ‐G2，Geisha H‐R，etc.
マウントアブーMt. Abu（85牡 Smarten）USA６勝，種牡馬
サイヴァ Saiva（89牝 Oh Say）USA５勝
スリップザパンチ Slip the Punch（90	 Two Punch）USA１勝

販売申込者・所有者： 森 政巳＝新ひだか町三石美野和 �090-9083-6421
生 産 牧 場： 森 政巳
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

630 テーオーディオネ２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディテーオーディオネ
＊ Valid Appeal

��
��
�ヴァリッドアンセム鹿 2012 Indian Anthem

16
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 テルミークィーン（09黒鹿 キングカメハメハ）�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ジャックアバンティ（17牡鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝
フジノジャイアント（18牡鹿 トランセンド）���１勝

２代母 ダンツプリンセス（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，スイートピーＳ‐OP ２
着，瀬戸内海特別，三国特別，キャピタルＳ２着，如意ヶ嶽特別２着，etc.
セフティパラダイス（01牝 ＊パラダイスクリーク）３勝
フレアキャスケード（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝

ダイワスキャンプ（12� ＊ヨハネスブルグ）２勝，浦安特別２着，富嶽賞２着，
弥彦特別２着

スパーキングジョイ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，富良野特別
チカノワール（14牝 ＊ハービンジャー）３勝，玄海特別，雲雀Ｓ２着，スピカＳ

３着，不知火特別３着
レオコックブルー（15牝 ＊ベーカバド）�３勝，玄海特別，北大路特別２着，博

多Ｓ３着，トルマリンＳ３着
メイショウエグル（04牡 ＊ティンバーカントリー）３勝，伏竜Ｓ‐OP
ピエナプリンセス（05牝 ＊デヒア）１勝
セブンシークィーン（06牝 ＊コロナドズクエスト）５勝，駿風Ｓ，桂川Ｓ，おおぞら

特別，下関Ｓ２着
プレジールミノル（18牡 ＊ケープブランコ）�１勝，なでしこ賞３着

カズノタイショウ（07牡 キングカメハメハ）２勝，�５勝��
スパーブクィーン（08牝 ＊グラスワンダー）１勝
グッドジーン（10牡 ＊グラスワンダー）１勝，�２勝

３代母 ミラクルミユキ（90鹿 ＊ノーザンテースト）出走
メイショウホクシン（02牡 フジキセキ）１勝，マラヤンＲＡＴ２着，�２勝

４代母 タニノベンチヤ（71黒鹿 ＊ヴエンチア）１勝
［子］ カツラギエース（80牡 ＊ボイズイーボーイ）10勝，ジャパンＣ‐Jpn1，宝

塚記念‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
ラビットボール（87牝 ＊ラツキーソブリン）９勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京
都牝馬特別‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐OP（２回），etc.

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

631 テルミークィーン２０２０ 牡・鹿 ３／２１

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファステルミークィーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダンツプリンセス黒鹿 2009 ミラクルミユキ

＊アベイブリツジ 14c
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トチノマドンナ（13黒鹿 ＊パイロ）�10 勝
初仔

２代母 サマークイーン（08栗 ネオユニヴァース）出走
ハルネセジール（14牝 オウケンブルースリ）��１勝
ラララライ（15牝 ＊ロードアルティマ）��入着�３勝
オオエストロング（16牡 ローエングリン）��４勝
ヤマジュンレイワ（18牝 ＊モンテロッソ）���１勝

３代母 ロニーサンライズ（99栃栗 ＊ブラックタイアフェアー）１勝

４代母 ＊メモリーズオブロニー（92 USA青鹿 Storm Cat）USA３勝，Bloomfield C
ollege S
［子］ ツルマルジャパン（06� マンハッタンカフェ）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3

３着，マリーゴールド賞‐OP
ツルマルオトメ（02牝 ＊タイキシャトル）４勝，ダリア賞‐OP ２着，桶狭
間特別，西日本スポーツ杯，etc.

トーホウファイター（01牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，芦屋川特別，日
南特別，マラヤンＲＡＴ，etc.

［孫］ サムシングジャスト（16牝 ヴィクトワールピサ）４勝，アイルランドＴ府
中牝馬Ｓ‐G2 ３着，初音Ｓ，宝ケ池特別，etc.

シンジュボシ（10牝 ダイワメジャー）４勝，祇園特別，伊万里特別，天草
特別２着，etc.

５代母 パスアウェイ Pass Away（71 USA鹿 Swing Pass）USA９勝，Sunland P
ark Derby３着
［子］ パッシングシップス Passing Ships（84� Fifth Marine）USA16 勝，ギ

ャラントフォックスＨ‐G2，ディスプレイＨ‐G3
ロケットシティ Rocket City（91� Fred Astaire）USA５勝，オーシャ
ンポートＨ‐G3 ３着

ボナルド Bonaldo（82牡 Baldski）USA２勝，Victoria S３着
［孫］ パウダージェイ Powderjay（98 牝 With Approval）USA５勝，Pleas

ant Temper S，Miss Moneypenny S‐R

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

632 トチノマドンナ２０２０ 牡・栗 ４／ ８
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

�
�
�
�
�
�
�
�
� Severn Bridgeジャングルポケット

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionトチノマドンナ ネオユニヴァース

��
��
�サマークイーン黒鹿 2013 ロニーサンライズ

＊メモリーズオブロニー 12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 トゥルーゴールド（07栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（12）〕
ゴールドエフォート（13牝栗 カンパニー）１勝，�１勝�２勝��
ティモシーブルー（14牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，��８勝��，金沢スプリ

ングＣ（Ｄ1900），中日杯（Ｄ2000），百万石賞（Ｄ2100），利家盃（Ｄ2000）２着，
イヌワシ賞（Ｄ2000）２着，利家盃（Ｄ2000）３着，百万石賞（Ｄ2100）３着

ポンドウェリスク（17牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝
ブランニューミー（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 キャッチザゴールド（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，淡路特別，和田岬特
別，犬山特別２着
アドマイヤクーガー（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，別府特別２着，合馬特

別２着，周防灘特別３着
アドマイヤシルク（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回

タガノパッション（18牝 キングカメハメハ）�２勝，スイートピーＳ‐L，オー
クス‐G1 ４着

タガノエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，逢坂山特
別，藻岩山特別２着，道新スポーツ賞２着，羊ヶ丘特別２着，etc.

ワイドリーザワン（12牡 キングカメハメハ）４勝，大島特別３着
ゴールデンフィジー（15牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，etc.，UAE・HKG２勝，香港ヴァーズ‐G1，ドバイシーマクラシッ
ク‐G2，特別賞，種牡馬

レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ
‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.

キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回
ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，秋華

賞‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優古牝
メルヴェイユドール（07牝 フジキセキ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，壇之浦特別，

紫竹山特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ㈲信成牧場
飼 養 者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569

633 トゥルーゴールド２０２０ �・栗 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandトゥルーゴールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャッチザゴールド栗 2007 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M3 Hold Your Peace S4×M4

価格： 購買者：



母 トーセンジュエル（16鹿 ヴィクトワールピサ）出走
初仔

２代母 ＊ローズジプシー（98 GB鹿 Green Desert）GB・FR・IRE２勝，仏１０００ギニ
ー‐G1，Athasi S‐L ２着，Round Tower S‐L ３着
チャイニーズマンダリン Chinese Mandarin（03牡 Kingmambo）IRE・SWE・DEN

７勝，スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3，スカンディナヴィアオープンＣ
ｈ．‐G3 ２着，Skanska Faltrittklubbens Jubileums‐L ２着，種牡馬

ローズカットRose Cut（07 牝 Montjeu）不出走
セカトゥール Secateur（12� Danehill Dancer）GB・FR・AUS２勝，No

el Murless S‐L ２着
＊ジプシーハイウェイ（08牝 High Chaparral）FR２勝，ミエスク賞‐G3 ２着，P.

Luth Enchantee‐L ３着
アマルフィコースト（15牝 ダイワメジャー）２勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，京都

牝馬Ｓ‐G3 ３着，ファンタジーＳ‐G3 ３着，ポートアイランドＳ‐L ３
着，中京２歳Ｓ‐OP，etc.

コルデトゥリーニ（16牝 ダイワメジャー）１勝，つわぶき賞３着
ジプシーマイラブ（09牝 Manduro）１勝
ナリタピクシー（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，西海賞３着

３代母 クリサリアKrisalya（86 GB鹿 Kris）GB１勝
クリスタルカヴァーンCrystal Cavern（92牝 Be My Guest）GB・USA３勝

クリスタルスター Crystal Star（00 牝 Mark of Esteem）GB・FR２勝，Ra
dley S‐L，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着
ヒルスター Hillstar（10 牡 Danehill Dancer）GB・CAN・UAE４勝，カ
ナディアンインターナショナルＳ‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，
ニューベリーアークトライアル‐G3，etc.，種牡馬

クリスタルオーシャン Crystal Ocean（14牡 Sea The Stars）GB８勝，
プリンスオヴウェイルズＳ‐G1，ハードウィックＳ‐G2，ゴードンリチ
ャーズＳ‐G3（２回），etc.，種牡馬

ワイラWaila（10 牝 Notnowcato）GB２勝，Aphrodite S‐L，Silver Cu
p‐L ２着，Pontefract Castle S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

634 トーセンジュエル２０２０ 牡・栗 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアトーセンジュエル
＊ Green Desert

��
��
�ローズジプシー鹿 2016 Krisalya

7a
サンデーサイレンス S3×M4 Kris M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 パナマックス（05芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（19）〕
ミラフローレス（10牝黒鹿 ダンスインザダーク）入着，�２勝
パセンジャーシップ（12牝芦 ダイワメジャー）２勝
スーパープルーム（13牝鹿 ネオユニヴァース）�２勝��４勝
クレマン（15牝芦 ダノンシャンティ）��４勝
ハーモニーブレイブ（16牡鹿 ドリームジャーニー）���３勝�２勝
バルボア（17牡芦 マツリダゴッホ）１勝，��１勝�
アレックス（18�黒鹿 ファーガソン）���１勝

２代母 マキシマムデニール（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
マキシマムプレイズ（95� ＊サンデーサイレンス）１勝，障害３勝，京都ジャンプＳ

‐JG3 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着
レットミーマックス（98牡 ニホンピロウイナー）３勝，水無月特別３着
ウッドカッター（99� ＊ティンバーカントリー）４勝，麒麟山特別，伊勢佐木特別２着
エポレット（00牝 ＊リアルシヤダイ）出走

シルクシュナイダー（08牡 ＊アグネスデジタル）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，
平安Ｓ‐G3 ３着，アルデバランＳ‐OP ２着，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，
いぶき賞‐OP ３着，etc.

コパノビジン（13牝 ゴールドアリュール）２勝，��２勝，東京シンデレラマ
イル３着

ボードスウィーパー（01牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ‐L（２回），コーラルＳ
‐L ３着，ギャラクシーＳ‐L ３着，太秦Ｓ，河原町特別，etc.

ネバーエンディング（02牝 ＊エンドスウィープ）２勝
グラビテーション（16牡 ベルシャザール）��１勝，ハイセイコー記念３着，

鎌倉記念３着
セブンサミッツ（06牡 フジキセキ）４勝，猪苗代特別，野分特別３着

３代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
ノーザンセレナード（93牝 ＊ノーザンテースト）２勝

ラッシュストリート（05� マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，etc.，�１勝	
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �0146-49-5113
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

635 パナマックス２０２０ 牡・芦 ２／２６
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューパナマックス ＊ノーザンテースト

��
��
�マキシマムデニール芦 2005 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ハートオブスワロー（14黒鹿 ハーツクライ）１勝，デイジー賞（芝 1800）３着
初仔

２代母 イソノスワロー（02鹿 ＊デヒア）入着，�４勝
トラストワン（08牡 ＊マイネルラヴ）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，クローバー賞

‐L ２着，大阪城Ｓ‐L ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，日本海Ｓ，etc.
モンストール（09牡 アドマイヤマックス）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，石和特別，ノエ

ル賞２着
ラーストチカ（10牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝
サングラスポテト（13牡 ディープスカイ）１勝，��５勝
ディアマンミノル（17牡 オルフェーヴル）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，御堂

筋Ｓ，高雄特別，金山特別，梅花賞２着，etc.

３代母 イソノルーブル（88鹿 ＊ラシアンルーブル）６勝，オークス‐Jpn1，報知４歳
牝馬特別‐Jpn2，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ５着，エルフィン
Ｓ‐OP，etc.
イソノウイナー（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，ガーネットＳ‐Jpn3 ２着，

栗東Ｓ‐OP ２着，ギャラクシーＳ‐OP ２着，etc.
イソノフラワー（97牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

ニューブラウン（07牡 マーベラスサンデー）�１勝�４勝，サンライズＣ３着

４代母 キテイテスコ（80芦 ＊テスコボーイ）出走
［孫］ スライストップ（99� ＊クリスタルグリツターズ）３勝，両津湾特別２着，

西湖特別３着，岳特別３着

５代母 キテイオンワード（68芦 ＊ナスアロー）不出走
［子］ ゴールドマスター（74牡 ＊バルバール）３勝，毎日杯３着，醍醐特別，葵

賞，種牡馬
ラツキーハーケン（77牝 ＊ハーケン）４勝，たんぽぽ賞
ヒウガシヤイン（81牝 ＊ビービービー）入着３回，�８勝，サラブレッド
大賞典２着

ナカハマオー（73牡 ＊ハーケン）��５勝，羽田盃３着，サマーＣ

販売申込者・所有者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454
生 産 牧 場： ㈲村下農場
飼 養 者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454

636 ハートオブスワロー２０２０ 牡・鹿 ４／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハートオブスワロー ＊デヒア

��
��
�イソノスワロー黒鹿 2014 イソノルーブル

＊モウテイ 14a
サンデーサイレンスM3×S4 トニービン S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートノイヤリング（08栗 ハーツクライ）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
ダブルスプリット（14牡栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝，��入着��
タオルデスカーフ（15牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，��未出走���１勝・１勝
タイセイアーメット（18牡栗 ＊タートルボウル）�１勝

２代母 サワヤカプリンセス（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，飛騨特別
リフレシングムード（93牡 ＊キャロルハウス）４勝，讃岐特別，伊丹特別，フィリピ

ンＴ２着，大和特別２着，鳴門Ｓ３着，etc.，�３勝�１勝�
サイキョウザクラ（95牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，葵Ｓ‐OP ３着，鷹取特別２

着，伊万里特別２着，鹿屋特別３着，筑紫特別３着，etc.
サイキョウワールド（02牡 ＊パントレセレブル）５勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，サ

ンタクロースＳ，ラジオ福島賞，庄内川特別，醍醐特別２着，etc.
サイキョウサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ

‐Jpn3，シルクロードＳ‐Jpn3 ２着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，淀短距離
Ｓ‐OP，ファイナルＳ‐OP，etc.

マルカサワヤカ（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，小倉日経ＯＰ‐L ３着，北九州
短距離Ｓ‐OP ３着，久多特別，文月特別，芦屋川特別，etc.

デュランダル（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，マイルＣｈＳ‐G1，マイルＣｈＳ
‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，ニューイヤーＳ‐L，スプリンターズＳ
‐G1 ２着，etc.，優短距（2回），種牡馬

プリティプリンセス（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，久多特別，夕月特別３着
リトルブレッシング（02牝 バブルガムフェロー）出走

プリンセスメモリー（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）６勝，オーロＣ‐L，
クイーンＣ‐G3 ２着，ラピスラズリＳ‐OP，ダリア賞‐OP，ラピスラズ
リＳ‐OP ２着，etc.

ダンシングプリンス（16牡 パドトロワ）�４勝，京葉Ｓ‐L，カペラＳ‐G3 ３着，
外房Ｓ，彦星賞，��３勝

トーセンイマジゲン（04牡 アグネスタキオン）５勝，新春Ｓ，浅口特別，舞子特別，
六甲アイランドＳ２着，種牡馬

３代母 ＊スコツチプリンセス（70 USA栗 Creme dela Creme）USA２勝

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199

637 ハートノイヤリング２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ９
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハートノイヤリング ＊ノーザンテースト

��
��
�サワヤカプリンセス栗 2008 ＊スコツチプリンセス

11f
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ＊ハーベストシーズン（03 USA鹿 Tale of the Cat）４勝，夙川特別（Ｄ1200），
七重浜特別（Ｄ1000），室町Ｓ（Ｄ1200）２着，若菜賞（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
コラム（10牡栗 リンカーン）�１勝
キャピシーヌ（12牡栗 デュランダル）１勝
アビーシュート（17牝栗 グランプリボス）��出走

２代母 プレパレイションPreparation（93 USA鹿 Easy Goer）不出走
＊スシトレイン（00牡 Deputy Minister）２勝，黒竹賞

３代母 オーホワットアダンスOhWhat a Dance（87 USA鹿 Nijinsky）不出走
ヘヴンリープライズ Heavenly Prize（91 牝 Seeking the Gold）USA９勝，アッ

プルブラッサムＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1，フリゼットＳ‐G1，アラバマＳ‐G1，
ガゼルＨ‐G1，ジョンＡモリスＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ゴーフォーワ
ンドＳ‐G1，etc.
ジャストリウォード Just Reward（99牝 Deputy Minister）USA１勝

＊パーシステントリー（06牝 Smoke Glacken）USA４勝，パーソナルエン
サインＳ‐G1，フリゼットＳ‐G1 ２着，ベルダムＳ‐G1 ３着，etc.

グッドリウォードGood Reward（01牡 Storm Cat）USA５勝，ハリウッドダ
ービー‐G1，マンハッタンＨ‐G1，Storm Cat S‐L，etc.，種牡馬

エンハンシングEnhancing（08牝 Forestry）USA１勝
インスティルドリガード Instilled Regard（15牡 Arch）USA５勝，マン
ハッタンＳ‐G1，フォートマーシーＳ‐G2，フォートローダデイルＳ
‐G2，etc.，種牡馬

ハンティングハード Hunting Hard（92牡 Seeking the Gold）USA３勝，ディス
カヴァリーＨ‐G3 ２着，種牡馬

オーホワットアウィンドフォールOhWhat aWindfall（96 牝 Seeking the Gold）U
SA４勝，メイトロンＳ‐G1，ナッソーカウンティＳ‐G3，テンプテドＳ‐G3，etc.

ダンシングインマイドリームズDancinginmydreams（98牝 Seeking the Gold）
USA１勝，メイトロンＳ‐G1 ２着
ダンシングフォレヴァーDancing Forever（03 牡 Rahy）USA５勝，マンハッタ

ンＨ‐G1，エルクホーンＳ‐G2，Our Dear Peggy S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲三好牧場＝浦河町姉茶 �0146-25-2342
生 産 牧 場： ㈲三好牧場
飼 養 者： 三好 悠太＝浦河町姉茶 �0146-26-7333

638 ハーベストシーズン２０２０ 牡・栗 ５／１４

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Tale of the Cat Yarnハーベストシーズン プレパレイション Easy Goer

��
��
�Preparation鹿USA 2003 OhWhat a Dance

20b
Mr. Prospector M4×S5 Narrate M4×S5 Nijinsky M4×S5
Northern Dancer M5×M5 Raise a Native M5×M5
価格： 購買者：



母 ニシノバニーガール（03黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（23）〕
アラミテタノネ（10牝鹿 テレグノシス）�２勝
クラウンミネリ（12牝黒鹿 アドマイヤオーラ）�２勝�６勝��３勝�
クォーターバック（15牡黒鹿 ローレルゲレイロ）１勝
ニコシーナ（16牝鹿 カネヒキリ）��８勝
フェイスタロー（17牡黒鹿 ＊ベーカバド）��入着２回��２勝

２代母 ＊ビーマイアリ（91 USA鹿 Alydar）USA２勝
ニシノディセンシー（96牝 Nureyev）不出走

ニシノアレックス（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，�入着��，北海道２歳
優駿‐Jpn3 ２着

ニシノテンカ（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，富里特別２着
ニシノリョーウン（97牡 ＊パラダイスクリーク）４勝，猪苗代特別２着，福島放送賞

３着（２回）
ニシノムスタング（98牡 ＊パラダイスクリーク）入着２回，	３勝
１勝�１勝
ニシノアイビーム（99牡 フジキセキ）２勝，春菜賞２着，うぐいす賞３着
ニシノカリブ（02� ＊ラムタラ）�５勝���

３代母 ＊ニアリーウェッド（84 USA鹿 Alleged）GB・USA３勝，ロングアイランド
Ｈ‐G2 ４着，クイーンシャーロットＨ‐G3 ２着

４代母 ラナウェイブライドRunaway Bride（62 GB鹿 Wild Risk）GB・FR・IRE
入着３回
［子］ ブラッシンググルーム Blushing Groom（74牡 Red God）GB・FR７勝，

仏２０００ギニー‐G1，仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，etc.，
種牡馬

＊ベイラーン（71牡 Red God）FR５勝，セーネオワーズ賞‐G3，シェーヌ
賞‐G3，フォレ賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ロイヤルキングダム Royal Kingdom（97牡 Fairy King）GB・FR・IRE
３勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，Tyros S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

639 ニシノバニーガール２０２０ 牡・鹿 ４／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayニシノバニーガール
＊ Alydar

��
��
�ビーマイアリ黒鹿 2003 ＊ニアリーウェッド

22d
Nureyev S4×S5 Hail to Reason M4×S5 Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 ニシノブーケトス（07鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
マリーブーケトス（11牝鹿 ＊グラスワンダー）�１勝
マックスルーラー（12�栗 タイムパラドックス）��１勝
クラルテアンジュ（13牝栗 ＊アサクサデンエン）�６勝���
ジャギーチェーン（17牝栗 トゥザグローリー）��１勝
シンライティエルナ（19牝鹿 トゥザグローリー）	地方未出走

２代母 ニシノチャペル（97栗 サツカーボーイ）入着
ニシノドコマデモ（02牡 キングヘイロー）２勝，いちょうＳ‐L，青葉賞‐Jpn2 ２

着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，�４勝�
ニシノイツマデモ（03牡 ＊パラダイスクリーク）１勝，いちょうＳ‐L ２着
ニシノコンドコソ（04牡 ＊カリズマティック）４勝，白鷺特別，箱根特別，ジューン

Ｓ２着，烏丸Ｓ２着，烏丸Ｓ３着，
13 勝
ニシノノイジー（05� ＊ムーンバラッド）１勝
ニシノピンヒール（06牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝

３代母 シスターミル（90栃栗 ＊ミルジヨージ）不出走
セイウンスカイ（95牡 ＊シェリフズスター）７勝，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，

札幌記念‐Jpn2，日経賞‐Jpn2，京都大賞典‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 スイトアンジユレ（85鹿 ＊モガミ）不出走

５代母 アンジユレスイート（79栗 カーネルシンボリ）１勝
［子］ スイートミトゥーナ（87牝 ミスターシービー）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，

福島３歳Ｓ‐OP
［孫］ アドマイヤヘッド（04� アドマイヤコジーン）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3

２着，葵Ｓ‐L ２着，マーガレットＳ‐L ２着，etc.，障害１勝
シンボリクラウン（95牡 シンボリルドルフ）３勝，ポプラＳ，アマリリス
賞，冬至Ｓ２着，etc.，
２勝��

カネシンシャルード（94牡 ＊シャルード）��９勝，高崎皐月賞３着，か
もしか賞３着

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2446
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

640 ニシノブーケトス２０２０ �・鹿 ４／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールニシノブーケトス サツカーボーイ

��
��
�ニシノチャペル鹿 2007 シスターミル

＊スイートフランス 23b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ノーブルビューティ（07鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
ビレッジマウンテン（14牡栗 ＊タイキシャトル）�４勝
ピュアマーチ（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝�入着３回
アリストクラシー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝
ウルマ（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）���１勝

２代母 ビバムールフィユ（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
ハッピーメール（08牝 キングカメハメハ）出走

ラスベガスシチー（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，稲城特別３着
トラストネモフィラ（09牝 タニノギムレット）��５勝
エッフェルスパーク（10牝 タニノギムレット）出走

ストロングキック（15牡 ストロングリターン）�２勝，北海優駿３着
ロンリーウーマン（13牝 メイショウサムソン）�１勝��入着２回��
サンノーマン（15牝 ＊キングズベスト）�１勝�

３代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝
ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）�AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，

ATC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.
ピサノバーキン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫風Ｓ，
ポインセチア賞，etc.

サトノデプロマット（10� ＊ブライアンズタイム）４勝，船橋Ｓ，	３勝��入着

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着
［孫］ ＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1（２回），etc.，FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距
（2回），年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

641 ノーブルビューティ２０２０ 牡・鹿 ５／２２
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスノーブルビューティ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビバムールフィユ鹿 2007 ＊ビバムール

4d
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ビウイッチアス（09黒鹿 ダイワメジャー）３勝，バーデンバーデンＣ‐L（芝 1200），
フィリーズレビュー‐G2 ２着，カンナＳ‐OP（芝 1200），福島２歳Ｓ‐OP
（芝 1200）２着，ＵＨＢ賞‐OP（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ゴールドプラネット（16牝黒鹿 ＊ケープブランコ）��１勝
ツクバマサカド（17牡青鹿 ルーラーシップ）入着，���入着２回
ナムラスパロー（18牝青鹿 エピファネイア）入着２回，��出走

２代母 ＊フィールドソング（92 USA鹿 Gulch）３勝，室蘭特別，さざんか賞，北斗賞
２着（２回），涼秋Ｓ３着，室蘭特別３着
フィールドバースト（99牡 ナリタブライアン）３勝
フィールドブラスト（01牡 ＊ウォーニング）１勝
フィールドマーチ（04牡 ＊カリズマティック）１勝
ナムラウィッシュ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，こぶし賞３着，白菊賞３着，

�１勝��
マイディアソング（08牝 ディープインパクト）３勝，御池特別２着

３代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，Daddy's Dats
un H，C.T.B.A. S，etc.
キスフォーシックスKiss for Six（88 牝 Saratoga Six）USA２勝

アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B.Thoughtful S‐R，etc.

＊シンコウエンジェル（93牝 ＊オジジアン）２勝，勝浦特別２着，羊ケ丘特別２着
クィーンズバーン（08牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，阪神牝

馬Ｓ‐G2 ３着，ディープインパクトＣ‐OP ２着，etc.
＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�１勝�１勝

�入着���，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.
キシンマイフレンズKissin My Friends（01 牝 Crafty Friend）USA２勝

キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カルロス
カンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシスコバエサソ
トマヨル賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

642 ビウイッチアス２０２０ 牡・栗 ４／２６
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケビウイッチアス
＊ Gulch

��
��
�フィールドソング黒鹿 2009 A Kiss for Luck

3d
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プレイフォーマザー（11鹿 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
プラヴィーナ（19牝鹿 トーセンジョーダン）���出走

２代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２着，

外房Ｓ，北海道新聞杯，立冬特別２着，etc.
レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，

オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，江の島特別２着，八ケ岳特別２着，etc.
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイルフ

ィリーズ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP ２着，��１勝，関東オークス‐Jpn2
フェリス（10牝 ジャングルポケット）出走
ロードマイウェイ（16牡 ジャスタウェイ）�６勝，チャレンジＣ‐G3，ポ
ートアイランドＳ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，長岡Ｓ，八ヶ岳特別，etc.

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，
セントライト記念‐Jpn2 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，東風Ｓ‐L
２着（２回），etc.

ピサノグラフ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，初風特別，
市川Ｓ２着，ユートピアＳ２着，八雲特別２着，etc.
ムイトオブリガード（14牡 ルーラーシップ）�６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，ＡＲ

共和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，町田特別，青嵐賞，etc.
ロードアルファード（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，ゴールデンブーツＴ２着，

石和特別２着，稲荷特別２着，小牧特別２着，北洋特別２着，etc.
マザーウェル（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着８回，�１勝

タイセイトレイル（15牡 ハーツクライ）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，メト
ロポリタンＳ‐L ３着，札幌日経ＯＰ‐L ３着，万葉Ｓ‐OP ３着，丹頂Ｓ
‐OP ３着（２回），etc.

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着

販売申込者・所有者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

643 プレイフォーマザー２０２０ 牡・鹿 ２／１１

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビプレイフォーマザー
＊ Caerleon

��
��
�シンコウラブリイ鹿 2011 ＊ハッピートレイルズ

4d
Northern Dancer S4×M5 Round Table S5×M5

価格： 購買者：



母 ピエモンテ（09栗 フジキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
カンパーニャ（16牡栗 ジャングルポケット）�入着８回，�２勝
セストリエール（17牝栗 トーセンジョーダン）���１勝
クーネオ（18牝黒鹿 トーセンジョーダン）��１勝�

２代母 ブレッシング（94鹿 マルゼンスキー）１勝
ピサノパテック（02牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＵＨＢ杯‐L，セントライト記念

‐Jpn2 ３着，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.
アグネスマジカル（03牝 アグネスタキオン）出走

アグネスハビット（09牡 ＊アグネスワールド）３勝，はなのき賞，鷹ケ峰特別２
着，八代特別２着，巌流島特別２着

アグネススターダム（13牡 ＊アグネスデジタル）２勝，川俣特別，筑後川特別３着
アグネスジュレップ（14牝 ＊アグネスデジタル）１勝，くるみ賞３着

ベネディーレ（07牝 ＊クロフネ）１勝
ガンサリュート（14牡 ダノンシャンティ）１勝，京成杯‐G3 ２着
パブロフテソーロ（16牡 ＊タイキシャトル）１勝，クローバー賞‐OP ２着

サンライズイーグル（08牡 フジキセキ）２勝
サトノジェミニ（10牡 ネオユニヴァース）１勝
アズマシャトル（11牡 ゼンノロブロイ）４勝，小倉記念‐G3，白富士Ｓ‐L，Ｒ－Ｎ

ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，カシオペアＳ‐L ２着，ポートアイランドＳ‐L
２着，etc.

３代母 ＊ブラダマンテ（86 USA栗 Roberto）不出走
ビッグバイアモン（93牡 ＊バイアモン）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，プリンシパルＳ

‐OP ３着，ほうせんか賞
フローラルレディ（97牝 ＊トニービン）２勝

ザタイキ（07牡 アグネスタキオン）２勝，アーリントンＣ‐G3 ２着
スティルインラブ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，オークス‐Jpn1，桜花賞

‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 村下 清志＝浦河町野深 �0146-27-4252
生 産 牧 場： 村下 清志
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

644 ピエモンテ２０２０ 牡・栗 ３／１６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーピエモンテ マルゼンスキー

��
��
�ブレッシング栗 2009 ＊ブラダマンテ

10d
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ピサノバーキン（01栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－７（17）〕
トシギャングスター（07牡芦 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫風Ｓ
（Ｄ1600），ポインセチア賞（Ｄ1400），中京競馬場グランドＯＰ記念（Ｄ1400）
２着，羅生門Ｓ（Ｄ1400）２着，初日の出Ｓ（Ｄ1200）２着

ダノンスプリーム（08牡栗 ＊ブライアンズタイム）入着３回，�２勝��入着４回
サトノデプロマット（10�黒鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，船橋Ｓ（芝 1200），�

３勝��入着
サトノピスケス（12牡栗 ＊クロフネ）���１勝�
ヌーベルデフィー（13牝栗 ＊クロフネ）�４勝
ダズリングテソーロ（14牡芦 ＊クロフネ）入着，��１勝
セルヴィエット（15�黒鹿 ルーラーシップ）１勝
ボニーソックス（16牝黒鹿 ルーラーシップ）入着，��３勝
ベストユエンモン（17牡鹿 ＊キングズベスト）入着，�３勝
ハイオプターレ（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
トゴ（19牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，秋華賞‐Jpn1
４着，かえで賞，優２牝
モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢ

Ｃ賞３着，かささぎ賞３着
ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）�AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，

ATC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，Ｖ
ＲＣザバートカミングズＳ‐G3 ３着

３代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000 Guineas T

rial S‐L，Mint Julep H‐L ２着
＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1（２回），etc.，FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距（2回），
年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱リーディング＝千葉県山武郡芝山町 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

645 ピサノバーキン２０２０ 牡・黒鹿 ５／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellピサノバーキン
＊ Caerleon

��
��
�ビバムール栗 2001 Muffitys

4d
サンデーサイレンスM2×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ヒシバラード（00 USA青 Saint Ballado）不出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（21）〕
ヒシクリッパー（04牝黒鹿 ジャングルポケット）出走

クラウンアトラス（10� ネオユニヴァース）１勝，�２勝��，由布岳賞，開
聞岳賞３着，佐賀弥生賞３着

ヒシソロモン（06牡青鹿 キングカメハメハ）２勝
ヒシクリスエス（07�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ヒシラスティ（08牝鹿 フサイチコンコルド）�７勝��
ヒシタイフーン（09牡青鹿 フジキセキ）入着，�２勝�７勝��３勝
ヒシガーネット（10牝青鹿 マンハッタンカフェ）２勝，知立特別（芝 1400）３着
マリノアマゾネス（14牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�入着８回
ジャニス（17牝青 キズナ）	�入着

２代母 ＊ヒシアマゾン（91 USA黒鹿 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪
神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，オールカマー‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，
ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝

＊ヒシシルバーメイド（99牝 Silver Deputy）１勝
アミカブルナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，ターコイズＳ‐L ３着，雲雀

Ｓ，相模湖特別，ガーベラ賞，奥多摩Ｓ２着，etc.
アルピナブルー（10牝 フジキセキ）出走
カリオストロ（17牝 エイシンフラッシュ）	３勝，橘Ｓ‐L，信越Ｓ‐L ２着，
万両賞

＊ヒシラストガイ（10牡 Corinthian）１勝，花見山特別２着，
１勝

３代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

＊ホワットケイティーディド（89牝 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P. Tantieme
‐L，Preis von Koln‐L ２着，P. Lovelace‐L ３着，etc.
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞

‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �01456-7-2315
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

646 ヒシバラード２０２０ 牡・黒鹿 ４／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊

セイントバラード Halo

�
�
�
�
�

��
��

�Saint Ballado Balladeヒシバラード
＊ Theatrical

��
��
�ヒシアマゾン青USA 2000 Katies

7f
Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 ビップチャチャチャ（16栗 ディープブリランテ）不出走
初仔

２代母 レイズユアグラス（99黒鹿 ＊アジュディケーティング）�１勝��１勝
バトルブリンディス（05牡 タニノギムレット）３勝，千葉ＴＶ杯３着，障害１勝，

�６勝��
ザバトルプラウド（06牡 スペシャルウィーク）�４勝
キョウエイカルラ（07牝 ＊アフリート）６勝，ジャニュアリーＳ‐OP，内房Ｓ
マックスガイ（09牡 アドマイヤマックス）４勝，初春賞２着，舞浜特別３着
キョウエイカプリス（11牝 ゴールドアリュール）１勝
ラブアストン（12牡 タニノギムレット）��１勝�入着�
ヴァルト（14� ダイワメジャー）	
４勝
マイウェイアムール（15牝 ロードカナロア）３勝，富嶽賞
プロージット（18牝 ＊キンシャサノキセキ）	�１勝�

３代母 ＊レイズアプランサー（80 USA栗 Raise a Native）USA１勝
スカートレイザー Skirt Raiser（86 牝 Al Nasr）USA１勝

レイディガーソーン Lady Garthorn（92牝 Garthorn）USA６勝，Violet S
‐R ２着

ディクシーサンライズDixie Sunrise（90 牝 Dixieland Band）不出走
ディクシートゥーサウザンドDixie Two Thousand（98牡 Private Interview）

USA９勝，Friendly Lover H‐R，Great Falls S‐L ２着，Bernie
Dowd H‐R ２着，etc.

ディクシーサンセットDixie Sunset（09 牝 Private Interview）USA入着２回
ウィンディクシーウィンWindixiewin（15牝 Hey Chub）	USA３勝，
Pinot Grigio H‐R ２着

ハイフレンドアトム（96牡 ＊フオテイテン）�２勝��３勝，青雲賞

４代母 ダンシングホステスDancing Hostess（64 USA栗 Sword Dancer）USA２勝
［子］ ルースンアップ Loosen Up（73牡 Never Bend）GB・FR１勝，P. de l

'Avre‐L，P. des Epinettes‐L ２着，種牡馬
パラディウム Palladium（69� T.V. Lark）USA７勝，Morvich H，
ハリウッドエクスプレスＨ‐G3 ２着，シエラマドレＨ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： モリナガファーム＝日高町豊田 �01456-5-2716
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

647 ビップチャチャチャ２０２０ 牡・鹿 ４／１７

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズビップチャチャチャ ＊アジュディケーティング

��
��
�レイズユアグラス栗 2016 ＊レイズアプランサー

4d
Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 ファイナルリリー（07黒鹿 ＊ロージズインメイ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
リリースタイル（13牝鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
リーガルリリー（15牝栗 ＊ヨハネスブルグ）２勝
レサイヤ（16牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
ウェディングリリー（17牝栃栗 スマートファルコン）��出走
ニケテア（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

２代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
リンデンジョオー（93牝 ＊リアルシヤダイ）入着２回

コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，黄菊

賞３着
コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山城Ｓ２

着，壬生特別２着
コマノアクラ（08牝 フジキセキ）入着
コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着

リンデンシラユリ（94牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着

マスイデア（09牝 リンカーン）４勝，美利河特別，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ杯３着，
萌黄賞３着

ヤマカツリリー（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，
阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ３着，ローズＳ
‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，竹尾特

別，石打特別，etc.，障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ハナイチリン（03牝 ＊ボストンハーバー）４勝

ヒラソール（16� マツリダゴッホ）�４勝，名鉄杯‐OP ３着，天保山Ｓ‐OP
３着，高瀬川Ｓ

３代母 ラドンナリリー（79栗 キタノカチドキ）��２勝，東京３歳優駿牝馬

販売申込者・所有者： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

648 ファイナルリリー２０２０ �・青鹿 ３／ ９

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretファイナルリリー ＊ミルジヨージ

��
��
�リンデンリリー黒鹿 2007 ラドンナリリー

＊シユリリー 7d
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ビューティーモズ（08黒鹿 ネオユニヴァース）４勝，瀬波温泉特別（Ｄ1800）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（15）〕
モズノーブルギフト（15牡黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）１勝，��７勝��入着，星

雲賞（Ｄ1600）３着，コスモバルク記念（Ｄ1800）３着
モズフォーナイン（17牡青 グランプリボス）���３勝�５勝
モズオールビー（18牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）��出走

２代母 ペルファヴォーレ（97栃栗 ＊アフリート）�入着
カネマサデューク（01牡 ＊ソウルオブザマター）入着３回，富里特別３着，猪苗代特

別３着，�１勝��５勝�１勝，平和賞３着
サチノスイーティー（03牝 カリスタグローリ）５勝，アイビスサマーダッシュ

‐Jpn3，オーシャンＳ‐Jpn3 ２着，エニフＳ‐L ２着，京葉Ｓ‐OP，etc.，�
１勝�	入着２回，かきつばた記念‐Jpn3 ２着
コンカラー（16牡 ネオユニヴァース）４勝，梅田Ｓ，川西特別，九州スポーツ

杯３着
シンメイジョアー（04牝 カリスタグローリ）�８勝，東海クイーンＣ，サラ・クイ

ーンＣ，若草賞，駿蹄賞２着，新春ペガサスＣ２着，etc.
ビッグローズ（05牝 ＊アジュディケーティング）１勝，�１勝�３勝
ナニハトモアレ（06牡 ＊ブラックホーク）４勝，アンタレスＳ‐G3 ２着，マーチＳ

‐G3 ２着，霜月Ｓ‐L ２着，ペルセウスＳ‐L ２着，関越Ｓ‐L ３着，etc.
モズペルファ（10牝 サクラバクシンオー）�６勝��入着
モズカタクラ（14牡 ＊キングズベスト）１勝，障害１勝
モズファヴォリート（16牡 グランプリボス）��６勝

３代母 コンアモール（92栗 ＊アサティス）入着７回
ビーボーン（03牝 ＊テンビー）１勝，呉竹賞３着，�３勝��，リリーＣ，赤レンガ

記念３着，etc.
パルパディア（04牡 ＊カリズマティック）�１勝��２勝
入着３回，戸塚記念２着

４代母 ブロケード（78栗 ＊イエローゴツド）６勝，桜花賞，阪神４歳牝馬特別，スプ
リンターズＳ，牝馬東タイ杯，安田記念２着（２回），etc.
［孫］ マイシーズン（96牡 ＊ホワイトマズル）３勝，�１勝�入着����，グラ

ンシャリオＣ‐Jpn3，名古屋優駿‐Jpn3 ２着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着

販売申込者・所有者： ㈱目黒牧場＝日高町豊郷 �090-3393-4946
生 産 牧 場： ㈱目黒牧場
飼 養 者： ㈱目黒牧場＝日高町豊郷 �090-3393-4946

649 ビューティーモズ２０２０ �・黒鹿 ４／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスビューティーモズ ＊アフリート

��
��
�ペルファヴォーレ黒鹿 2008 コンアモール

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ヒカルヨザクラ（10芦 ＊チチカステナンゴ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ホワイトハッカー（16牝芦 スマートファルコン）�１勝��
リュウノサンジ（17牡芦 エピファネイア）��出走�１勝��入着２回�

２代母 シティオブライト（04鹿 ＊フレンチデピュティ）不出走
シラクサ（09牝 キングヘイロー）�１勝�入着
サプライズライン（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ブレヴェスト（13牡 ソングオブウインド）２勝，�２勝
ハテ（14牡 ソングオブウインド）�１勝	３勝

３代母 リビングデイライツ（97鹿 フジキセキ）５勝，醍醐特別３着
リビングストン（06
 タニノギムレット）１勝，熱田特別２着，ＨＢＣ賞３着，�

２勝�１勝

４代母 ＊グリーンポーラ（88 USA鹿 Nijinsky）FR２勝，カルヴァドス賞‐G3
［子］ ケープリズバーン（95牝 Bering）４勝，オリオンＳ，鳴滝特別，��１勝，

ＴＣＫ女王盃‐Jpn3
ジェダイト（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞‐OP，エルフ
ィンＳ‐OP ２着，赤松賞

レッドシャガーラ（06牡 ネオユニヴァース）３勝，知床特別，鳴滝特別２
着，ＨＢＣ賞２着，etc.

ヴェルデマーレ（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，和田岬特別，駒ケ岳
特別２着，尾頭橋特別３着，etc.，�１勝

モビーディック（99
 ＊サンデーサイレンス）１勝，白藤賞２着，あやめ
賞２着，君子蘭賞２着，etc.

［孫］ ガイヤースヴェルト（10牡 ダイワメジャー）１勝，毎日杯‐G3 ２着，Ｎ
ＨＫマイルＣ‐G1 ５着，由比ヶ浜特別２着，etc.

オージャイト（13牝 キングカメハメハ）３勝，ポプラ特別３着（２回），�
入着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着

ジェードグリーン（14
 カンパニー）１勝，萩Ｓ‐LR ３着

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

650 ヒカルヨザクラ２０２０ 牡・栗 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラヒカルヨザクラ ＊フレンチデピュティ

��
��
�シティオブライト芦 2010 リビングデイライツ

＊グリーンポーラ 16c
サンデーサイレンス S3×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピンクリップス（01鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－１（２）〕
ネオアレクサンドラ（09牝鹿 アグネスタキオン）２勝，�２勝
ネオヴィクトリア（10牝黒鹿 ディープインパクト）２勝
ジュンヴァルカン（13牡鹿 ネオユニヴァース）５勝，阿蘇Ｓ‐OP（Ｄ1700）３着，

桃山Ｓ（Ｄ1900），松籟Ｓ（芝 2400），三田特別（芝 2200），あずさ賞（芝 2400），
アザレア賞（芝 2400）２着，フリージア賞（芝 2000）２着，セントポーリア賞
（芝 1800）３着，��出走��出走

ランクアップ（17牡鹿 キズナ）��出走

２代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ２着，ハニムー
ンＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，紅梅Ｓ‐OP，白菊賞２着

ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ
ーネーション特別，衣笠特別３着，福寿草特別３着
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３着，

小倉大賞典‐G3 ２着，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，若葉Ｓ‐LR ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
グラスジュリ（02牝 ＊グラスワンダー）１勝
サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，府中牝馬
Ｓ‐G3 ２着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

３代母 ピンクダヴPink Dove（84 USA栗 Argument）USA１勝
モーニングダヴMorning Dove（93牝 Fortunate Prospect）USA１勝

フライイングマーリン Flying Marlin（99 牝 Marlin）USA４勝
＊タピッツフライ（07牝 Tapit）USA７勝，ジャストアゲイムＳ‐G1，ファ

ーストレイディＳ‐G1，ハニーフォクスＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565
生 産 牧 場： ㈱レイクヴィラファーム
飼 養 者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565

651 ピンクリップス２０２０ �・鹿 ４／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceピンクリップス
＊ Baldski

��
��
�マリスターⅡ鹿 2001 Pink Dove

3o
Mr. Prospector S4×M4 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ピュアゴシップ（09 USA栗 Pure Prize）USA２勝，ミスグリジョＳ‐G3
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
シゲルジャコウネコ（14牝黒鹿 ＊ハードスパン）�３勝
シゲルタケノコ（15�栗 オルフェーヴル）�２勝��入着
エリーキャナル（16牝栗 ＊ノヴェリスト）１勝，����１勝�

２代母 ディクシーランドアチーヴァーDixieland Achiever（01 USA栗 Dixieland Band）
不出走
ディクシーローアDixielore（06� Western Expression）USA１勝
レイディヴァイ Lady Vi（08 牝 Tale of the Cat）USA３勝，Lady Fingers S‐R
ジルバブ Jillbab（15牡 Kappa）�SAU５勝
モズヒルMoz'hill（16 牡 Roaring Fever）�SAU３勝

３代母 サンダーアチーヴァー Thunder Achiever（93 USA栗 Thunder Puddles）
USA７勝，ファーストフライトＨ‐G2，New York Stallion Fifth Avenue S‐R，
East View S‐R，Iroquois H‐R ２着，New York Stallion Park Avenue
S‐R ２着
サンダラスリーThunderously（99 牝 Wild Again）USA出走

サンダーエスティメイト Thunderestimate（04� Western Expression）US
A４勝，New York Stallion Cab Calloway S‐R

サンダラスジェム Thunderous Gem（16牝 Gemologist）USA２勝，Arlin
gton‐Washington Lassie S‐L ２着，Animal Kingdom S２着，A
ustintown Filly Sprint S２着，etc.

ストリートゲイム Street Game（08牡 Street Cry）USA８勝，ヒルプリンスＳ
‐G3，Dave S，Ashley T. Cole S‐R ３着，etc.

４代母 アンセニアンガール Anthenian Girl（85 USA栗 Noble Nashua）USA３勝，
Niagara S‐R ２着，Bouwerie S‐LR ３着
［子］ アンセニアンサンダー Anthenian Thunder（96 牝 Cure the Blues）US

A３勝，Bouwerie S‐R，Park Avenue S‐R ３着
フォクシースカーレット Foxy Scarlet（92 牝 Scarlet Ibis）USA３勝，
East View S‐R ２着，Dearly Precious S‐L ３着，New Yor
k Stallion S‐R ３着

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

652 ピュアゴシップ２０２０ 牡・鹿 ３／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊

ピュアプライズ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Pure Prize Heavenly Prizeピュアゴシップ ディクシーランドアチーヴァー Dixieland Band

��
��
�Dixieland Achiever栗USA 2009 Thunder Achiever

1l
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ブランシェール（08鹿 ディープインパクト）入着２回，��１勝��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（１）〕
ゴールドダスト（14牡鹿 ＊カジノドライヴ）�１勝
レッドランサー（15牡黒鹿 ロードカナロア）�２勝
レッドライデン（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）�２勝，葉山特別（芝 1600）２着，

相模湖特別（芝 1400）３着
ナッシングオンユー（18牝鹿 ペルーサ）�出走
ノアペルーサ（19牡鹿 ペルーサ）�未出走

２代母 ＊アドヴァーシティ（99 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA入着３回
レッドバリオス（07牡 Dynaformer）１勝，ゆきやなぎ賞２着
レッドエクスプレス（09牡 ディープインパクト）１勝
ルノンキュール（12牝 ゼンノロブロイ）１勝
レッドオーガー（14牡 ＊カジノドライヴ）４勝，オキザリス賞３着

３代母 ディスピュートDispute（90 USA鹿 Danzig）USA９勝，ケンタッキーオークス
‐G1，スピンスターＳ‐G1，ベルダムＳ‐G1，ガゼルＨ‐G1，ボニーミスＳ‐G2，etc.
プレインティフPlaintiff（96 牝 Seeking the Gold）USA１勝

ギャラニーGearanai（07 牝 Toccet）IRE 出走
ギアアップGear Up（18牡 Teofilo）�GB・FR３勝，クリテリヨムドサ
ンクルー‐G1，エイコムＳ‐G3

＊プレインズウーマン（13牝 Zensational）ARG４勝，マヌエルＪギラルデス賞
‐G3，P. Luis Monteverde‐L ２着，P. Bayakoa‐L ２着，etc.

パーフェクトソルーションPerfect Solution（01牝 Seeking the Gold）不出走
ラピーバ La Piba（13牝 Lookin At Lucky）USA４勝，West Virginia Sena

te President's S，Ellis Park Turf S３着
モービルソルーションMobil Solution（15� Mobil）�USA12 勝，Govern

or's Buckeye Cup‐R，Joshua Radosevich Memorial S‐R
ラニングディスピュートRunning Dispute（04 牝 Cherokee Run）不出走

キャントビーロング Can't BeWrong（13� Broken Vow）USA６勝，Richar
d King Turf S‐R，Texas Horse Racing Hall of Fame S‐R（２回）

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

653 ブランシェール２０２０ �・黒鹿 ４／１１

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアブランシェール
＊ Seeking the Gold

��
��
�アドヴァーシティ鹿 2008 Dispute

5f
Halo M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フェアリースマイル（11鹿 ジャングルポケット）�入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ハナイロコマチ（16牝鹿 ＊トビーズコーナー）入着２回，��３勝�入着
スイートティアラ（17牝鹿 シビルウォー）��２勝�

２代母 レモンバーム（97鹿 フジキセキ）３勝，御在所特別，ＨＴＢ杯３着，恵那特別
３着，浄土平特別３着
オーミメリッサ（04牝 ＊デザートキング）�７勝
アンノルーチェ（05牡 サツカーボーイ）６勝，小倉日経ＯＰ‐L，中京記念‐G3 ３着，

清水Ｓ，九州スポーツ杯，シドニーＴ，etc.
ミステリューズ（06牝 ナリタトップロード）出走

ロードブレス（16牡 ダノンバラード）�５勝，ＢＳＮ賞‐L，アンタレスＳ‐G3
３着，etc.，��１勝�入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2，浦和記念‐Jpn2 ２着，
名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

ミステリーベルン（17牝 ニホンピロアワーズ）�３勝�１勝�入着２回���，
金沢シンデレラＣ，フローラルＣ，若草賞２着，秋の鞍３着

マインリーバー（12牡 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝��

３代母 ラビットボール（87鹿 ＊ラツキーソブリン）９勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝
馬特別‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐OP（２回），カシオペアＳ‐OP ２着，渡月橋Ｓ
ロールタイド（99	 フジキセキ）４勝，神奈川新聞杯，行川特別２着，千里山特別３着
セトノヒット（01牡 ＊エンドスウィープ）３勝，
９勝�２勝��，金杯，二十四万

石賞，ファイナルＧＰ，etc.
バトルルビー（04牝 フジキセキ）�入着３回

バトルマグマ（09牡 タニノギムレット）入着２回，�２勝��，名古屋でら馬
スプリント３着，尾張名古屋杯３着

スペシャルハート（05牡 ＊フォーティナイナー）５勝，のぞみ賞，相模湖特別

４代母 タニノベンチヤ（71黒鹿 ＊ヴエンチア）１勝
［子］ カツラギエース（80牡 ＊ボイズイーボーイ）10勝，ジャパンＣ‐Jpn1，宝

塚記念‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
ナムラエース（84牡 ＊マラケート）５勝，平尾台特別，姫路特別２着，祇
園特別３着，etc.，�３勝

販売申込者・所有者： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

654 フェアリースマイル２０２０ �・鹿 ５／１５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーフェアリースマイル フジキセキ

��
��
�レモンバーム鹿 2011 ラビットボール

＊アベイブリツジ 14c
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 フォルクスオーパー（06栗 テイエムオペラオー）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
オペラアクター（15牡栗 ＊シニスターミニスター）２勝
アルナージ（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝
パンダリオン（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ＊ゴールデンハピネス（93 USA栗 Sanglamore）FR入着
ヒシサンダー（00牡 ＊サンダーガルチ）３勝
ダイゴカムイ（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，�１勝�
セイウンメイリー（05牝 アグネスタキオン）１勝

クレセントシティー（15牡 ＊トビーズコーナー）��４勝�，ハイセイコー記念２着
デンファレ（07牝 フジキセキ）２勝，由比ヶ浜特別，秋川特別２着，立春賞２着，

雲雀Ｓ３着，�２勝
クラッシュアゲン（08牡 マンハッタンカフェ）１勝，�５勝

３代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝
グロリアスバラッド（98牝 Kingmambo）入着

グローバルソング（04牝 ＊ブライアンズタイム）不出走
バスタータイプ（12牡 ＊ホワイトマズル）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，総武
Ｓ‐OP，アレキサンドライトＳ，etc.

４代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）USA２勝
［子］ グローリアスソングGlorious Song（76牝 Halo）USA17 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，etc.
デヴィルズバッグDevil's Bag（81牡 Halo）USA８勝，米シャンペインＳ
‐G1，ローレルフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ シングスピール Singspiel（92 牡 In TheWings）１勝，ジャパンＣ‐G1，
GB・FR・USA・CAN・UAE９勝，ヨークインターナショナルＳ
‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬

スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，
ハリウッドターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

655 フォルクスオーパー２０２０ 牡・栗 ４／２１

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�テイエムオペラオー ＊ワンスウエドフォルクスオーパー
＊ Sanglamore

��
��
�ゴールデンハピネス栗 2006 ＊マプティットジョリィ

12c
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 フォーモサアピール（05栗 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（13）〕
マダムアルディ（13牝黒鹿 スズカマンボ）��９勝�３勝
トミケンバディリ（15牡鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着，�１勝�入着３回��
モンチ（18牡栗 カレンブラックヒル）�入着２回
セフティパース（19牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�地方未出走

２代母 ＊リアフォーモサ（91 USA栗 Nureyev）１勝，グラジオラス賞２着
ホッコーダグラス（98牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，すいれん賞，インディアＴ２

着，矢車賞２着，ムーニーバレーレーシングＣ賞３着
シークェンス（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，清津峡特別２着
サクセスパシュート（08牡 ハーツクライ）５勝，迎春Ｓ，磐梯山特別，行川特別，

クリスマスＣ２着，青嵐賞２着，etc.

３代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
＊トライマイベスト（75牡 Northern Dancer）GB・IRE４勝，デューハーストＳ‐G1，

ヴォクソールトライアルＳ‐G3，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬
エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）GB・IRE７勝，

愛ダービー‐G1，英２０００ギニー‐G1，デューハーストＳ‐G1，愛ナショナルＳ
‐G2，etc.，種牡馬

ゴールデンオリオールGolden Oriole（83 牝 Northern Dancer）IRE１勝
ダンスフィーヴァーDance Fever（02 牝 Fusaichi Pegasus）不出走
エストレラモナルコス Estrela Monarchos（10 牝 Monarchos）BRZ７勝，
ホベルト＆ネルソンＧセアブラ大賞‐G1，ガヴェアオズワルドアラン
ハ大賞‐G2，アダイルエイラスデアラウジョ大賞‐G2，etc.

＊ロッタレース（92牝 Nureyev）不出走
フサイチパンドラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

札幌記念‐Jpn2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，��入着
アーモンドアイ（15牝 ロードカナロア）10勝，ジャパンＣ‐G1（２回），オー
クス‐G1，桜花賞‐G1，etc.，UAE１勝，年代表（2回），優３牝，優古牝

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

656 フォーモサアピール２０２０ 牡・鹿 ４／２８

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンフォーモサアピール
＊ Nureyev

��
��
�リアフォーモサ栗 2005 Sex Appeal

8f
Nureyev M3×S5 Mr. Prospector S4×S5 Buckpasser M4×S5

価格： 購買者：



母 フジドリーム（09鹿 ＊オペラハウス）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（２）〕
シェナフィリア（15牝鹿 スターリングローズ）�１勝
エクレアスピード（16�鹿 メイショウボーラー）�２勝，ＴＶ山梨杯（芝 1400）３

着，新発田城特別（芝 1400）３着
イルソーニョ（17牝栗 タイムパラドックス）��１勝�入着９回��
アクアカレイド（18牝鹿 ＊ベーカバド）��入着２回

２代母 コスモハイクラス（00鹿 ＊ウォーニング）入着３回，	
１勝
ドリームキューブ（05牡 メジロブライト）４勝，京橋特別，許波多特別，三田特別２着
テラザトゥーレ（06牝 ＊チーフベアハート）��１勝
チャメ（07牝 ＊ホワイトマズル）�２勝

リンクスゼロ（14牡 アドマイヤマックス）２勝，ダリア賞‐OP，��出走�６
勝���

マイネルハイセンス（08牡 シックスセンス）２勝，清洲特別２着，五泉特別２着
アルマエルモ（12牝 ＊クロフネ）１勝

パールプレミア（18牝 エスポワールシチー）��４勝�１勝，若草賞，のじぎ
く賞２着

デジタルキャット（13牝 ＊アグネスデジタル）�１勝

３代母 チェリールーラー（92鹿 Clever Trick）不出走
アラビアンナイト（01牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，日

向特別３着

４代母 ＊バンキングアワーズ（84 USA栗 Key to the Mint）USA１勝
［子］ ゴールデンイースト（97牡 イブキマイカグラ）��15 勝，埼玉新聞杯，Ｔ

Ｖ埼玉杯２着
［曾孫］ ハロウィーンデイ Halloween Day（07牝 A. P. Five Hundred）CHI４

勝，カルロスＡナバロ賞‐G3 ３着

販売申込者・所有者： イワミ牧場＝新冠町明和 �090-5076-6539
生 産 牧 場： イワミ牧場
飼 養 者： イワミ牧場＝新冠町明和 �090-5076-6539

657 フジドリーム２０２０ 牡・栗 ２／１８
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinフジドリーム ＊ウォーニング

��
��
�コスモハイクラス鹿 2009 チェリールーラー

＊バンキングアワーズ 5f
Sadler's Wells M3×S5 Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 プリミティブラブ（11鹿 ゼンノロブロイ）入着，�１勝
初仔

２代母 サンセットバレー（98鹿 ＊グルームダンサー）出走
カウントオンミー（03牝 バブルガムフェロー）１勝，�２勝

ドライヴナイト（13� ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L，福島民友Ｃ‐L ２
着，ギャラクシーＳ‐OP ３着，貴船Ｓ，etc.，��１勝�入着���，兵
庫大賞典３着，etc.

ケイサンフリーゼ（18牝 リオンディーズ）�１勝，寒椿賞２着
クリムゾンベガ（04牡 アドマイヤベガ）４勝，若潮賞，汐留特別，天竜川特別２着，

浦佐特別２着，ひめさゆり賞２着，etc.，	２勝

ブライドムーン（05牝 ＊ムーンバラッド）	８勝
セトノメジャー（07牡 ゴールドアリュール）４勝，ＨＴＢ賞３着

３代母 スカーレットリボン（85栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，紅梅賞，etc.
リボンアンドボウ（93牡 ＊クリエイター）４勝，玄海特別，英彦山特別
タヤスアンティーム（95牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，関越Ｓ‐OP ２

着，北陸Ｓ‐OP ２着，etc.
リボンアート（01牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，西部日刊スポーツ杯，小

郡特別，etc.
リボントリコロール（10牝 ＊チチカステナンゴ）２勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，秋華

賞‐G1 ５着，出雲崎特別

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットブーケ（88牝 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，

京都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
［孫］ ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬
ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，etc.，優３牝，優父内

ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，
阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

658 プリミティブラブ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルプリミティブラブ ＊グルームダンサー

��
��
�サンセットバレー鹿 2011 スカーレットリボン

＊スカーレツトインク 4d
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ピュアシンフォニー（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）��４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－４（11）〕
ピュアノアール（12牝鹿 ブラックタイド）３勝
コクスイセン（13牡黒鹿 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ（Ｄ1800），濃尾特別
（Ｄ1800）２着，��１勝

ピュアアモーレ（14牝鹿 マツリダゴッホ）入着，��３勝
ピュアセレニティー（16牝鹿 ブラックタイド）���４勝�１勝�
スリーシンフォニー（17牡鹿 スマートファルコン）��２勝
エトワールジェンヌ（19牝鹿 ブラックタイド）�出走

２代母 ＊ピュアブラウン（01 CAN鹿 Indian Charlie）２勝，ベゴニア賞，咲花特別２
着，��入着，関東オークス‐Jpn3 ３着
ピュアオパール（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，カンナＳ‐OP，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
ピュアダイヤモンド（09牝 フジキセキ）２勝

ピュアインペリアル（17牝 ＊クロフネ）�２勝���入着３回，金沢シンデレラ
Ｃ３着

プレツィオーゼ（12� ハーツクライ）入着，�４勝��
テイエムサンピラー（13牝 ＊クロフネ）入着２回，	９勝，春望賞，鶴見岳賞，サイ

ネリア賞３着
ギンジ（17� キズナ）���２勝�１勝
ラカン（18牡 キズナ）�１勝

３代母 オンザフックOn the Hook（95 USA栗 Phone Trick）USA入着２回

４代母 ヴィクトリアスガールVictorious Girl（84 USA栗 Raise a Man）USA１勝
［孫］ ウォーブリングWarbling（06 牝 Unbridled's Song）USA３勝，インサ

イドインフォメイションＳ‐G2，プリンセスルーニーＨ‐G1 ２着，
バレリーナＳ‐G1 ２着，etc.

ビッグスコアー Big Score（00 牝 Grand Slam）USA６勝，Kindergar
ten S‐L，Czaria H，Santa Teresa H，etc.

インディアングレイシー Indian Gracey（08牝 Indian Ocean）USA３勝，
California State Fair Sprint H‐L，オークリーフＳ‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝登別市上鷲別町 �0143-44-4435
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

659 ピュアシンフォニー２０２０ �・栗 ４／２４

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomピュアシンフォニー
＊ Indian Charlie

��
��
�ピュアブラウン鹿 2007 On the Hook

7f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒラリータイザン（08黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）��入着４回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（８）〕
トシチャン（13牝栗 サムライハート）��１勝
モリデンスケサン（16牡黒鹿 サムライハート）��入着�１勝��１勝�
モリデンハッピー（17牡鹿 ヴァンセンヌ）��１勝�１勝
モリデンカイドウ（18牡青鹿 ゼンノロブロイ）��２勝�
モリデンブラック（19牡黒鹿 トゥザワールド）��１勝

２代母 ＊バヴィーラ（00 GB鹿 Seattle Slew）FR・USA１勝
ディクシージョーDixie Jo（05 牝 Dixie Union）USA１勝
サトノホクト（07牡 ＊タイキシャトル）１勝

３代母 フォーンブースPhone Booth（89 USA鹿 Phone Trick）USA１勝

４代母 ロッジ Lodge（69 USA黒鹿 ＊ボールドラツド）USA３勝，オープンファイア
Ｓ３着
［子］ グイネヴィアズフォリーGuinevere's Folly（76 牝 Round Table）USA

４勝，Seashore S，Open Fire S，Flirtation S３着
［孫］ シクラ Shicklah（80牝 The Minstrel）GB・GER３勝，ツークンフツレ

ネン‐G2
プリーズサインイン Please Sign In（96 牝 Doc's Leader）USA７勝，
Honky Star S，マイチャーマーＨ‐G3 ２着，ハニーフォクスＨ
‐G3 ２着，etc.

オーヴァートゥユーOver to You（94� Rubiano）GB・USA12 勝，
Cavalier Cup S‐R，R.R.M.Carpenter Jr.Memorial S‐L ２着，
Alysheba S２着，etc.

レイディバイウル Lady Baiul（92 牝 Tasso）USA５勝，Lady Reming
ton Breeders' Cup S

［曾孫］ スワーヴダンサー Suave Dancer（88 牡 Green Dancer）FR・IRE５勝，
仏ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，etc.，種牡馬

サーティファイ Certify（10 牝 Elusive Quality）GB・UAE５勝，フィリ
ーズマイル‐G1，ケイプヴァーディＳ‐G2，メイヒルＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561
生 産 牧 場： トモファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

660 ヒラリータイザン２０２０ 牡・鹿 ２／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkヒラリータイザン
＊ Seattle Slew

��
��
�バヴィーラ黒鹿 2008 Phone Booth

4r
Drone S5×M5

価格： 購買者：



母 フレイムミーティア（10鹿 ＊ファンタスティックライト）�１勝�４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
イントゥザスカイ（17牡黒鹿 フェノーメノ）���２勝�２勝
ココリホウオウ（18牡鹿 ワールドエース）�１勝
ニシキアラジン（19牡鹿 サトノアラジン）��出走

２代母 レディクローリス（01鹿 ＊フォーティナイナー）２勝
ブルーパラダイス（15牝 ロードカナロア）�１勝��２勝
テンプテーション（16牡 ジャスタウェイ）入着，���３勝�４勝
クローリスノキセキ（18牝 ＊キンシャサノキセキ）�入着２回，すずらん賞‐OP ２

着，しゃくなげ賞２着，�２勝

３代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２着，

外房Ｓ，etc.
レディベローナ（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着

マイネエポナ（09牝 キングカメハメハ）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着，アネモ
ネＳ‐LR ２着

レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，
オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，etc.
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイル

フィリーズ‐Jpn1 ５着，etc.，��１勝，関東オークス‐Jpn2
トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，

セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
ピサノグラフ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，初風特別，

市川Ｓ２着，etc.
ムイトオブリガード（14牡 ルーラーシップ）�６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，ＡＲ

共和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，etc.
マザーウェル（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着８回，�１勝

タイセイトレイル（15牡 ハーツクライ）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，メト
ロポリタンＳ‐L ３着，札幌日経ＯＰ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
生 産 牧 場： 岡田 猛
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

661 フレイムミーティア２０２０ �・鹿 １／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodフレイムミーティア ＊フォーティナイナー

��
��
�レディクローリス鹿 2010 ＊シンコウラブリイ

4d
Halo S4×M5 Nijinsky M4×S5×M5 Mr. Prospector M4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 フレンチフレイバー（05鹿 ＊フレンチデピュティ）��入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（12）〕
マリンフレイバー（10牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
ノースフェスタ（13牡鹿 ナカヤマフェスタ）��１勝
リュウノクレセント（14牝鹿 ディープブリランテ）��出走�１勝�５勝��
ヴオロス（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
ペイシャフレンチ（17牝鹿 タイムパラドックス）��１勝
コウジクン（18�鹿 ワールドエース）１勝，��１勝

２代母 ＊ウエストオブコディ（90 USA黒鹿 GoneWest）USA入着
テイエムエポック（98牡 ＊エルハーブ）１勝
フラワーオーカン（99牝 フジキセキ）�１勝�２勝	
コールアウト（02牡 ＊ヘネシー）１勝，��２勝�入着２回	
テイエムポラリス（03牡 ＊ボストンハーバー）１勝
セトウチサンダー（06牡 ダンスインザダーク）入着，��６勝	�

３代母 ヘレンスカ Helenska（84 USA鹿 Nijinsky）USA４勝，ヴァインランドＨ
‐G3，Golden Isles S‐R
カリフォルニアラッシュ California Rush（92牝 ＊フォーティナイナー）USA３勝，

Pimlico Nobiliary S３着
シャスタティー Shasta T（02牝 Forestry）USA１勝
ウープズヴィルスルーOopsville Slew（08牝 Evansville Slew）USA１
勝，Ladies On the Lawn S‐R ２着

プライヴェトパスート Private Pursuit（94 牝 Private Account）USA４勝，アル
シバイアディズＳ‐G2 ３着，Opening Bid S‐R ２着，My Charmer S
‐L ３着，etc.

バテンキル Battenkill（97 牝 Rahy）USA４勝，Twixtslusive H‐L ２着，レイ
クジョージＳ‐G3 ３着，Beautiful Day S３着
ウォーキルWar Kill（06 牝 War Chant）USA４勝，ボーモントＳ‐G2

４代母 インジオフィング In the Offing（73 USA鹿 Hoist the Flag）USA３勝
［孫］ リストレインド Restrained（86牝 Robellino）GB・FR６勝，G.P. de L

yon‐L，Le Vase d'Argent‐L，G.P. de Marseille‐Vivaux‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750
生 産 牧 場： ㈲赤石牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

662 フレンチフレイバー２０２０ 牡・鹿 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

�
�
�
�
�
�
�
�
� キャンペンガールリーチザクラウン Seattle Slew

��
��
�クラウンピース青鹿 2006 ＊クラシッククラウン

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチフレイバー
＊ GoneWest

��
��
�ウエストオブコディ鹿 2005 Helenska

4r
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M4×S5 Secretariat S5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 プーカ（10黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
グランエクシト（15牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）入着，���入着３回�入着
エメリミット（17牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���７勝，東京ダービー
（Ｄ2000），東京湾Ｃ（Ｄ1700）２着，ＮＡＲ優３牡

２代母 ペニーホイッスル（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯
‐L，アネモネＳ‐L，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，オーロＣ‐L ２着，福島民友Ｃ‐L
３着，etc.
ファドーグ（11� ＊シンボリクリスエス）４勝，初茜賞，オークランドＲＣＴ３着，

松戸特別３着，日野特別３着，�５勝，黒潮マイルＣｈＳ２着，etc.
フィップル（14牝 ルーラーシップ）１勝，�４勝�１勝��
カヴァル（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，マレーシアＣ

３代母 ＊ラークホイッスル（94 CAN黒鹿 Silver Deputy）USA２勝，ShadyWell S
‐R，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Princess Elizabeth S‐R ２着，MyD
ear S‐L ３着
タブアキャットTab a Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）不出走

ミスターソウルMr. Soul（04� Aptitude）USA５勝，Jim RasmussenMem
orial H２着

イードバイデルオチョ Edubai Del Ocho（06牡 E Dubai）PAN15勝，P. Ar
ias Paredes y Alberto Arias Espinosa‐L

アップルビーガーデンズ Appleby Gardens（00 牝 A.P. Indy）USA２勝，Shad
y Well S‐R，フリゼットＳ‐G1 ３着

モエレソーブラッズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着，クローバー賞‐L ３着，�
５勝	１勝��１勝，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ優２歳

ストームホイッスル（04牝 ＊ブライアンズタイム）出走
メイケイペガスター（10牡 フジキセキ）３勝，共同通信杯‐G3，キャピタルＳ

‐L ３着，若駒Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

663 プーカ２０２０ �・青鹿 ３／２７
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスプーカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ペニーホイッスル黒鹿 2010 ＊ラークホイッスル

9e
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M5 Nureyev S4×M5
Nashua S5×S5
価格： 購買者：



母 マサカーネ（05栗 ＊トワイニング）�１勝�
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ルスカ（14牝鹿 キングヘイロー）�２勝�入着３回
パレスドラゴン（16牡青鹿 ローレルゲレイロ）��入着２回�入着４回��
イシノビバーチェ（17牡鹿 キングヘイロー）���１勝
エムエスゴールド（18牝栗 ＊バトルプラン）��入着

２代母 ナイスジュノー（91栗 ＊ナイスダンサー）出走
ガルシア（97牡 ＊セレスティアルストーム）��１勝
イブキリムジンオー（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，上賀茂Ｓ，加古川特別，鷹取

特別，釧路湿原特別，etc.，障害１勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�１勝
ナイスドラゴン（00牡 マーベラスサンデー）��５勝
アドマイヤプラウド（04牡 ＊アフリート）�７勝�１勝
アマテラスAmateras（06 牝 ＊シルバーチャーム）KOR１勝
レアリサール（08牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝

３代母 ミスデルモント（82栗 ＊ゲイルーザツク）�１勝
ニホンピロナーリー（89牡 ＊タツプオンウツド）４勝，京都記念‐Jpn2 ３着，白嶺

Ｓ，初霜特別，etc.，	２勝
アスクウルフ（93
 ヤマニンスキー）１勝，障害１勝
アスクファンタジー（94牝 ＊トニービン）４勝，阿寒湖特別，湯川特別２着，古都Ｓ

３着，etc.
アスクジュビリー（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，若草Ｓ‐OP，下鴨Ｓ，

再度山特別，etc.
アイムゾンターク（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
トモロマイスター（07牡 マーベラスサンデー）２勝，二王子特別２着

シルクガーランド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
イシノイングランド（06牡 ニューイングランド）�２勝，ジュニアＧＰ２着

４代母 スピードハクセス（73栃栗 ＊ダイハード）��出走

５代母 チヤイナスピード（66栗 ＊チヤイナロツク）��東京王冠賞，東京ダービー２着，関東
オークス ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

664 マサカーネ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeマサカーネ ＊ナイスダンサー

��
��
�ナイスジュノー栗 2005 ミスデルモント

＊チツプトツプ 4m
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 マリンブルー（12鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝�入着４回�
〔産駒馬名登録数：１〕
チョンリマ（19牝鹿 グランプリボス）�地方未出走

２代母 ドラゴンマリーン（96鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，黄菊賞，りんどう賞２着
ビッグマリーン（01牝 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，りんどう賞２着

マストバイアイテム（07牝 ＊アフリート）３勝
ヨハン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�４勝，ＴＶ静岡賞，カトレア賞３着

サンライズポパイ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別，中京スポニチ
賞２着，喜多方特別２着，五色沼特別２着

サンライズカラー（09牡 キングカメハメハ）２勝
サンライズセナ（15牡 ＊カジノドライヴ）�３勝，日進特別，花園Ｓ２着，花の

みちＳ３着，リボン賞３着
ビッグブルー（16牡 ＊タートルボウル）�１勝

マリサット（05牡 アドマイヤベガ）�４勝
ティキマハロ（07牡 ＊バゴ）１勝，小倉城特別２着，岩船特別３着，白藤賞３着，�１勝
キャストロメファ（10牝 ＊トワイニング）２勝

３代母 ＊パーフェクトポイント（82 USA鹿 Nijinsky）USA８勝，Rumson H‐L，
Susquehanna H，ダイアナＨ‐G2 ２着，クイーンシャーロットＨ‐G2 ３着，
ニューヨークＨ‐G2 ３着，etc.

４代母 チャームスクールCharm School（70 USA栗 Dr. Fager）不出走
［孫］ パースエイシヴ Persuasive（88 牝 EndsWell）USA11 勝，Rosenna S

３着
［曾孫］ ジーナコーズ Zina Cause（00� Cause for Pause）USA８勝，Inau

gural H
ドライヴジアヴェニューDrive the Avenue（94� Avenue of Flags）
USA・CAN17勝，Ky Alta S２着

ベンデルボネット Bendel Bonnet（91 牝 Fred Astaire）USA６勝，B
ayou H‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲三輪牧場＝日高町賀張 �01456-5-2661
生 産 牧 場： ㈲三輪牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

665 マリンブルー２０２０ 牡・鹿 ４／１０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretマリンブルー ＊リアルシヤダイ

��
��
�ドラゴンマリーン鹿 2012 ＊パーフェクトポイント

1l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベアフルート（09栗 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
クレイジーアクセル（15牝栗 ＊ロージズインメイ）���１勝・４勝�１勝�１勝

�，クイーン賞‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，東京湾Ｃ（Ｄ1700），ロジ
ータ記念（Ｄ2100）２着，戸塚記念（Ｄ2100）３着，ビューチフルドリーマーＣ
（Ｄ1900），ノースクイーンＣ（Ｄ1800），ＮＡＲ優古牝

メイレー（16牡栗 ＊ダンカーク）��２勝
プレストルーチェ（17�栗 ＊マジェスティックウォリアー）���２勝
ダイナストーン（18牝栗 ＊ダンカーク）�３勝

２代母 エアジンクス（01栗 スペシャルウィーク）出走
バジリス（06牝 ＊トワイニング）��１勝�14 勝
サンポウ（07牝 ＊フレンチデピュティ）��３勝�２勝
ハリケーンタマ（08牝 ＊クロフネ）	２勝
デルマボウズダヌキ（10牝 ＊トワイニング）	３勝��

３代母 エアラグドール（96栗 Storm Cat）不出走
ラムタムタガー（06牡 ダンスインザダーク）２勝，五泉特別３着，	１勝��
エクストラセック（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，柏崎特別，白鳥大橋特別２着，三

国特別２着
マキャヴィティ（11牡 デュランダル）５勝，ジャニュアリーＳ‐OP，etc.，�入着

���，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

４代母 ＊ステラマドリッド（87 USA鹿 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ
ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，Bridgework S，etc.
［子］ ダイヤモンドビコー（98牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ

‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝
＊アイルドフランス（95牝 Nureyev）FR・USA６勝，ヒルズバーロウＨ

‐G3，ミネルヴ賞‐G3，Criterium de l'Ouest‐L，etc.
［孫］ ＊ライラックスアンドレース（08牝 Flower Alley）USA３勝，アシュラン

ドＳ‐G1，California Oaks‐L，Corte Madera S‐L ２着
バーナードループ（17牡 ロードカナロア）�２勝，�１勝��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

販売申込者・所有者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111
生 産 牧 場： 天羽 禮治
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

666 ベアフルート２０２０ 牡・鹿 ４／２３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモベアフルート スペシャルウィーク

��
��
�エアジンクス栗 2009 エアラグドール

＊ステラマドリッド 6a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ペキンドール（13黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
シナノラニオー（19牡鹿 ＊ラニ）���出走

２代母 ザペキンハート（00青鹿 サンデーウェル）�６勝，九州ダービー栄城賞，ル・
プランタン賞
コマンドタワー（06牡 オリオンザサンクス）�６勝
マイワクワクソング（09牝 ソングオブウインド）��１勝
オリオンザヒーロー（10牡 ＊ストーミングホーム）１勝
ヨヨギマック（11牡 スクリーンヒーロー）５勝，ベテルギウスＳ‐OP ３着，花園Ｓ，

梅田Ｓ２着，御陵Ｓ３着，土湯温泉特別３着
サノノゲーム（12牡 ハイアーゲーム）�１勝�
ダイユウライラック（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）���３勝�１勝

３代母 ＊コマンディンレイ（88 USA栗 Commemorate）不出走
タマノセイフウ（94牝 アズマイースト）�９勝

ナセ（03牡 サイレントハンター）�７勝�２勝，ロータスクラウン賞，飛燕賞，
九州ジュニアＣｈ，etc.

４代母 スプラウティドライ Sprouted Rye（77 USA鹿 Spouting Horn）USA19 勝，
Poinciana H，Addy Boy H‐R，Mary Duvall H，Candy Eclair S
，Constellation S，etc.
［孫］ マッツミニストリスMatt's Ministress（93 牝 Sir Eric）USA８勝，Mr

s. Penny S‐R（２回），Channel Three S‐R ２着，Pistol Packe
r H‐R ３着

リサズリルデヴォン Lisa's Lil Devon（94牝 Sir Eric）USA４勝，Fox
y J.G. S‐R

［曾孫］ ヴェスタルヴァージン Vestal Virgin（08 牝 King Bull）USA４勝，Li
ncoln H‐R ２着

販売申込者・所有者： 荒木 貴宏＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2749
生 産 牧 場： 荒木 貴宏
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

667 ペキンドール２０２０ �・黒鹿 ４／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayペキンドール サンデーウェル

��
��
�ザペキンハート黒鹿 2013 ＊コマンディンレイ

4i
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ベルライン（10栗 ダイワメジャー）３勝，秋明菊賞（芝 1400）３着，�５勝�１勝，
六甲盃（Ｄ2400），オータムＣ（Ｄ1900）２着，秋桜賞（Ｄ1400）２着，梅見月杯
（Ｄ1900）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊カリズマティックゴールド（03 USA栗 ＊カリズマティック）USA入着２回
アドマイヤウイング（11牝 スペシャルウィーク）２勝
クラシコ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）３勝，飛翼特別２着，シャングリラ賞２着，

茨城新聞杯２着，横手特別２着，猪苗代特別２着，etc.
エンヴァール（13牡 ダイワメジャー）４勝，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，須磨特別，垂

水Ｓ２着，フォーチュンＣ２着
アドマイヤデルタ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，長万部特別，���出走

３代母 カラーオヴゴールドColor of Gold（96 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
＊タップゴールド（02牝 Pleasant Tap）USA３勝，Lady's Secret S‐L ２着，L

ong Look S２着
＊ローブデコルテ（04牝 Cozzene）３勝，オークス‐Jpn1，阪急杯‐G3 ３着，桜花

賞‐Jpn1 ４着，etc.

４代母 スレマイフ Sulemeif（80 USA栗 Northern Dancer）FR・USA３勝，スワ
ニーリヴァーＨ‐G3，Flower Girl H，オーキッドＨ‐G2 ３着，Key Largo S
３着
［子］ ウィズオ－ルプロバビリティWithallprobability（88 牝 Mr. Prospector）

USA９勝，ボニーミスＳ‐G2，フォワードギャルＳ‐G2，シカゴＢＣ
Ｈ‐G3，etc.

［孫］ ジェモロジストGemologist（09 牡 Tiznow）USA５勝，ウッドメモリア
ルＳ‐G1，ケンタッキージョッキークラブＳ‐G2，種牡馬

スティルインラブ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，オークス‐Jpn1，
桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，etc.，優３牝

ウィズアビリティWith Ability（98 牝 A.P. Indy）USA７勝，シクステ
ィセイルズＨ‐G3，ネクストムーヴＨ‐G3，Fashion S‐L，etc.

ビッグバイアモン（93牡 ＊バイアモン）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，プリン
シパルＳ‐OP ３着，ほうせんか賞

販売申込者・所有者： 厚賀古川牧場＝日高町豊田 �090-8896-0500
生 産 牧 場： 厚賀古川牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

668 ベルライン２０２０ 牡・黒鹿 ５／１５

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケベルライン
＊

＊カリズマティック

��
��
�カリズマティックゴールド栗 2010 Color of Gold

10d
Weekend Surprise S4×M5 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ベイリービーズ（10青鹿 ＊ワイルドラッシュ）���１勝・３勝�入着�
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊ジェニアリータ（97 USA鹿 GoneWest）１勝
テレプシコール（03牝 フジキセキ）��１勝
フェアリーライド（04牝 ＊サザンヘイロー）入着，呉竹賞３着，�２勝，エーデルワ

イス賞‐Jpn3 ３着，フローラルＣ
シュヴァイツァー（06牡 マンハッタンカフェ）１勝，��１勝��
ディオーサ（07牝 マンハッタンカフェ）２勝，汐留特別３着
ヴィゴーレ（08牡 ＊フィガロ）�１勝
ベンダバール（11牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝�入着２回
ケンアルテミス（13牝 ＊フィガロ）���２勝

３代母 ゴールデンソネット（89鹿 マルゼンスキー）２勝，コスモス賞‐OP
＊ノースドール（99牝 Miswaki）��５勝

シュベリーン（06牝 マンハッタンカフェ）不出走
アジュバント（17牡 ＊フィガロ）��２勝��，サンライズＣ２着，ブリー
ダーズゴールドジュニアＣ２着

ベルガマスク（07牝 ネオユニヴァース）�９勝��６勝，道営スプリント３着
オリークック（08牝 ＊フィガロ）��３勝，ローレル賞

４代母 ゴールデンハインド（82栗 ＊イエローゴツド）不出走
［孫］ オルレアン（01牝 ＊アフリート）３勝，���入着３回，スパーキングＬＣ

‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ２着
ティムガッド（04牡 ＊サザンヘイロー）３勝，登別特別，函館日刊スポー
ツ杯２着，etc.，	２勝�，トウケイニセイ記念

ゴールドサンセット（02
 ＊スターオブコジーン）３勝，稲妻特別，閃光
特別２着，春菜賞３着

トワイライトワルツ（02牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，成田特別３着，
�１勝��，ノースクイーンＣ３着

［曾孫］ プーラヴィーダ（09
 ＊フィガロ）２勝，��３勝�入着�，兵庫ＣｈＳ
‐Jpn2 ３着，勝島王冠，東京ダービー２着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 西野 春樹
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

669 ベイリービーズ２０２０ �・青鹿 ３／３０

＊

＊
＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceプリサイスエンド プリサイスリー Summing

��
��
�PreciselyUSA 黒鹿 1997 Crisp 'n Clear

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkベイリービーズ
＊ GoneWest

��
��
�ジェニアリータ青鹿 2010 ゴールデンソネット

＊ソーダストリーム 3e
Mr. Prospector S4×M4 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ハヤブサショコラ（11黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊アイチェックユー（97 USA鹿 Miswaki）３勝
イチゴイチエ（04牝 マンハッタンカフェ）３勝，かもめ島特別２着，ＨＴＢ杯３着，

遊楽部特別３着
ダイシンサンダー（11牡 アドマイヤムーン）５勝，米子Ｓ‐L ３着，鞍馬Ｓ‐OP

３着，錦Ｓ，下鴨Ｓ，北大路特別，etc.，種牡馬
ハヤブサレジェンド（15牡 ＊ヘニーヒューズ）４勝，ＢＳＮ賞‐L ２着，安達太

良Ｓ，白河特別，福島中央ＴＶ杯２着
オボロヅキ（05牝 ＊カリズマティック）��２勝

ラブミークン（12牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，コスモス賞‐OP ３着，夙川特
別２着，�１勝��６勝�

ジュンアイノキミ（14牝 ＊セイントアレックス）�３勝��入着，ブロッサムＣ，
フローラルＣ２着

グレイトロータリー（06牡 マンハッタンカフェ）３勝
ハヤブサペコチャン（10牝 アグネスタキオン）３勝

３代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1

３着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
［子］ ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特

別‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
［孫］ ブエナビスタ（06牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ‐G1，天皇賞

（秋）‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，UAE入着，優２牝，優３牝，
年代表，優古牝（2回）

ジョワドヴィーヴル（09牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイル
フィリーズ‐G1，チューリップ賞‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル
‐G1 ４着，優２牝

アドマイヤオーラ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念‐G2，弥生賞
‐Jpn2，シンザン記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

670 ハヤブサショコラ２０２０ 牡・鹿 ３／ ９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジハヤブサショコラ
＊ Miswaki

��
��
�アイチェックユー黒鹿 2011 ＊ジョーンズギフト

16c
Santa Luciana M4×M5

価格： 購買者：



母 ホオポノポノ（10鹿 タニノギムレット）１勝，クリスマスローズＳ‐OP（芝 1200）２着
本馬の他に産駒あり

２代母 キョウエイフルハム（01黒鹿 ＊ジェリ）１勝
ウインドワード（08牝 ブラックタキシード）�１勝�７勝��
シンゼンレンジャー（09牡 ＊ケイムホーム）４勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，ヴィクトリアレー

シングクラブ賞，浜名湖特別２着，茶臼山高原特別２着，はなみずき賞２着，etc.
トワエモア（12牝 ＊エンパイアメーカー）２勝

レスプロンディール（18牝 オルフェーヴル）�１勝

３代母 ケイシュウアップ（92鹿 Sovereign Dancer）��入着３回
インターランスター（99牡 ＊リンドシェーバー）５勝，御宿特別，ハッピーエンドＣ

２着，春望Ｓ３着
フォワードダンサー（03� サクラバクシンオー）３勝，遠野特別，�６勝��入着

４回�

４代母 ＊アップザアパラッチ（84 USA鹿 Apalachee）USA14 勝，アラバマＳ‐G1，
フェアグラウンズオークス‐G3，Imp H‐L，Carousel H‐L，Lady Halli
e H‐L，etc.
［孫］ ワルキューレ（04牝 ステイゴールド）４勝，ＳＴＶ杯，木更津特別，関ケ

原Ｓ２着，etc.
［曾孫］ シグルーン（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝，アルテミスＳ‐G3 ３着

５代母 パーティアップParty Up（70 USA鹿 Malicious）USA７勝
［子］ スターオヴアパラチー Star of Apalachee（91牝 Apalachee）USA４勝，

White Tail S，Miss St. Louis H３着
オーヴァージアパラチーOver the Apalachee（87� Apalachee）USA
12 勝，Taylor's Special H３着

［曾孫］ ラルース La Luz（10牝 Minister Eric）�USA３勝，Dessie & Fern Sawye
r Futurity‐R ２着，C.O. Ken Kendrick Memorial S‐R ３着

ブロス Bloss（13 牝 Diabolical）USA６勝，NewMexico Classic Lassi
e Championship S‐R ２着，C.O. Ken Kendrick Memorial S‐R
３着

販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

671 ホオポノポノ２０２０ 牡・鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルホオポノポノ ＊ジェリ

��
��
�キョウエイフルハム鹿 2010 ケイシュウアップ

＊アップザアパラッチ 14f
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ボロンベルラルーン（10鹿 アドマイヤムーン）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
アウェイクニング（17牡黒鹿 キングヘイロー）��出走�出走
キングタロウ（18牡栗 キングヘイロー）��入着

２代母 ＊タカノセクレタリー（96 USA鹿 Seattle Slew）出走
カワカミプリンセス（03牝 キングヘイロー）５勝，オークス‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，

スイートピーＳ‐L，エリザベス女王杯‐G1 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，etc.，
優３牝，優父内

メイショウホンマル（07牡 キングヘイロー）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着

３代母 サマーセクレタリー Summer Secretary（85 USA栗 Secretariat）USA11 勝，
ボーゲイＨ‐G3（２回），Atlantic City H‐L，マッチメイカーＳ‐G2 ３着，
バックラムオークＨ‐G3 ２着，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，etc.
カンパニービネスCompany Binness（93 牝 ＊シアトルダンサーⅡ）不出走

アイテマイズ Itemise（00 牝 Kris S.）GB・AUS２勝，ATCWinter C‐L，
ＡＴＣメトロポリタンＨ‐G1 ２着，Wyong RCWyong Gold Cup‐L
３着，etc.
タリー Tally（12� Street Cry）AUS10 勝，ＭＲＣコールフィールドオー
タムクラシック‐G2，ＭＶＲＣアリスタークラークＳ‐G2，ＭＲＣエク
リプスＳ‐G3，etc.

ファミリービジネス Family Business（01 牝 Saint Ballado）USA３勝，Tr
uly Bound H２着，アンアランデルＳ‐G3 ３着

ビュローキャットBureaucat（07 牝 Tale of the Cat）USA１勝
トルーパー Trooper（15 牡 Gemologist）�USA１勝，Mine That Bird D
erby３着

ミスアンブライドルドキャットMiss Unbridled Cat（16 牝 Broken Vow）
USA１勝，Our Dear Peggy S３着

デイジョブDayjob（94� Dayjur）USA９勝，Bob Feller S‐L，Iowa Sprint
H‐L，Rushing Man S（２回），etc.

デスティンドDestined（97牝 Deputy Minister）不出走
マイスイートヴァラーMy Sweet Valor（05 牝 Vindication）USA３勝，P

onca City S，Prima Donna S２着，La Fiesta H３着

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

672 ボロンベルラルーン２０２０ 牡・鹿 ４／２０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズボロンベルラルーン
＊ Seattle Slew

��
��
�タカノセクレタリー鹿 2010 Summer Secretary

4m
Mr. Prospector S4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ホワイトポピー（10芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，妙高特別（Ｄ1200）
２着，浦安特別（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ホワイトガーベラ（19牡芦 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ヴァージンスノー（05芦 スペシャルウィーク）不出走

３代母 ＊ノベンバーサンライズ（90 USA芦 Danzig）不出走
シルバーベル（97牝 Red Ransom）入着２回

ゴールドベル（09� ステイゴールド）５勝，豊明Ｓ，清洲特別，御在所特別，
�１勝

ラトーヌサンライズ（00牝 ＊タイキシャトル）３勝
ラトーヌインパクト（09牝 ディープインパクト）不出走

アイスフィヨルド（15牡 ＊クリストワイニング）�３勝，隅田川特別３着（２回）
ビッグホワイト（02牡 フジキセキ）４勝，久留米特別，ジャニュアリーＳ２着，日

向特別２着，etc.
ノベンバーペガサス（08牝 サンライズペガサス）１勝，苗場特別３着，岩室温泉特

別３着，�２勝
ハイランドジャガー（09牡 ＊ロージズインメイ）３勝，指宿特別

４代母 タイムリーローマンTimely Roman（73 USA芦 Sette Bello）不出走
［子］ タイムリーライター TimelyWriter（79 牡 Staff Writer）USA９勝，フロ

リダダービー‐G1，フラミンゴＳ‐G1，米シャンペインＳ‐G1，etc.
タイムリーアサーション Timely Assertion（84牝 Assert）USA５勝，サ
ンタアニタオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G2，ラカニャーダＳ
‐G1 ４着，etc.

［孫］ トピックガラピアト Topic Gallapiat（93 牝 Gallapiat）USA８勝，Way
ward Lass S，Detroit Miss H，Birmingham H３着，etc.

ワッチザクロックWatch the Clock（92 牝 Mtoto）GB２勝，Sweet S
olera S‐L ３着

［曾孫］ パーペチュイティ Perpetuity（04� China Visit）IND２勝，General
Rajendrasinhji Trophy‐L ２着，Ramniwas Ramnarain Ruia Gol
d Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： 新井 弘幸＝日高町豊郷 �01456-2-6118
生 産 牧 場： 新井 弘幸
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

673 ホワイトポピー２０２０ �・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceホワイトポピー スペシャルウィーク

��
��
�ヴァージンスノー芦 2010 ＊ノベンバーサンライズ

9b
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ポワンセティ（15鹿 ロードカナロア）�入着�
初仔

２代母 アドマイヤカグラ（07栗 スペシャルウィーク）入着
アドマイヤナイト（12牝 アドマイヤムーン）４勝，千葉日報杯，別府特別，セプテ

ンバーＳ２着（２回），北九州短距離Ｓ２着，水無月Ｓ２着，etc.
キングラディウス（13牡 キングカメハメハ）３勝，ニセコ特別２着，��９勝
ストームフレイバー（14牡 ＊クロフネ）���５勝
ローレルアイリス（17牝 アドマイヤムーン）�入着，�１勝�２勝�

３代母 ＊シーズライクリオ（96 USA鹿 Boundary）USA２勝，Lucky Lavender Girl
H３着
シーサイドリトリート Seaside Retreat（03� King Cugat）USA・CAN７勝，ニ

ジンスキーＳ‐G2，Charley Barley S‐L，Display S‐L，etc.
サダムグランジュテ（08牝 キングカメハメハ）５勝，初日の出Ｓ，鶴見特別，アク

アラインＳ２着，etc.
アルセスト（17牡 スクリーンヒーロー）１勝，岩船特別

リオグランデ（10牝 ディープインパクト）１勝，三条特別２着，土湯温泉特別３着，
筑後川特別３着

４代母 リーディングライム Leading Rhyme（90 USA黒鹿 Mr. Leader）不出走

５代母 ゲイソネットGay Sonnet（69 USA黒鹿 Sailor）USA２勝
［子］ スイーテストチャント Sweetest Chant（78 牝 Mr. Leader）USA12 勝，オ

ーキッドＨ‐G2，アーリントンメイトロンＨ‐G2，Stroh's H，etc.
［孫］ ネヴァーリトリートNever Retreat（05 牝 Smart Strike）USA・CAN11

勝，ファーストレイディＳ‐G1，カナディアンＳ‐G2，ジェニーワイ
リーＳ‐G2，etc.

カサレリア Cassaleria（79 牡 Pretense）USA５勝，エルカミノレアルＳ
‐G2，ロングエイカーズダービー‐G3，El Camino Real Derby，etc.，
種牡馬

ダンジグズビューティDanzig's Beauty（87 牝 Danzig）USA３勝，ガー
デニアＳ‐G2，エイコーンＳ‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

674 ポワンセティ２０２０ 牡・鹿 ５／３１
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムポワンセティ スペシャルウィーク

��
��
�アドマイヤカグラ鹿 2015 ＊シーズライクリオ

9f
サンデーサイレンス S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ホーリーフルーツ（13鹿 ＊ワークフォース）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 レッドリップス（06栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，会津特別，汐留特別
レッドチェイサー（15� キングヘイロー）��１勝�７勝��入着４回
イチゴチャン（16牝 ＊ノヴェリスト）��５勝
ブラッククリスマス（17牡 ＊ノヴェリスト）��２勝
ゴーストレート（18牡 エイシンフラッシュ）�１勝

３代母 オレンジブロッサム（98栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，つわぶき賞３着
オレンジシュプール（05牝 ジャングルポケット）２勝，中京日経賞３着
オレンジティアラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，フェ

ニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，etc.

４代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
［子］ オレンジピール（94牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特

別‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
メローフルーツ（91牝 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ
‐Jpn3 ２着，桜花賞‐Jpn1 ４着

ダイワサイレンス（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，富嶽賞，袖ケ浦特
別３着

ダイイチノボル（92牡 ＊ノーザンテースト）３勝，若鮎賞，内外タイムス
杯２着，雅Ｓ２着，etc.，	１勝
�入着

［孫］ ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，etc.，
��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

ブラックコンドル（01牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，
トパーズＳ‐L ３着，etc.，障害２勝，�入着，佐賀記念‐Jpn3 ３着

シャドウデイル（05牡 ＊アグネスワールド）２勝，すずらん賞‐OP ２着，
�１勝

ボンジュールメロン（07牝 サクラバクシンオー）２勝，湯沢特別
［曾孫］ カークランド Kirkland（14� Highly Recommended）�NZ２勝，W

anganui Guineas‐L ２着

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

675 ホーリーフルーツ２０２０ 牡・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonホーリーフルーツ ＊フレンチデピュティ

��
��
�レッドリップス鹿 2013 オレンジブロッサム

＊バッフドオレンジ 3c
サンデーサイレンス S3×M4 Hold Your Peace S4×M5

価格： 購買者：



母 フロールシータ（11栗 エアジハード）１勝，�１勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
チャクシンアリ（19牝栗 ＊トビーズコーナー）�未出走

２代母 ナショナルホリデー（04栗 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別
マルカベッカム（13牡 ＊ワークフォース）１勝
ナショナルアンセム（17牝 ロードカナロア）��１勝
タイセイマーベル（18牡 スクリーンヒーロー）�１勝

３代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，札幌日

経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝�２勝�１勝，種牡馬
マルカコマチ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.
マルカアイチャン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう賞

２着，あけび賞３着
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュ
リティＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP

アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑
Ｓ‐L ３着，ウェルカムＳ，etc.
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫ
マイルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福島ＴＶＯ
Ｐ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.

ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
ブレークビーツ（10� ジャングルポケット）３勝，日高特別，北斗特別，etc.，

�２勝��	，桂樹杯，etc.
フラッグサルート（15牝 ＊タートルボウル）１勝，長良川特別３着，��	出走


出走
フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，織姫賞，

西郷特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 門別 敏朗＝日高町門別本町 �01456-2-5158
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

676 フロールシータ２０２０ 牡・青鹿 ５／ １
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�エアジハード アイシーゴーグルフロールシータ ダンスインザダーク

��
��
�ナショナルホリデー栗 2011 ナショナルフラッグ

＊ハニードリーマー 23b
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ブイルージュ（99鹿 ＊ウォーニング）３勝，寒桜賞（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（16）〕
ブイコナン（07牡鹿 フサイチコンコルド）２勝
ソラコマチ（09牝鹿 サクラバクシンオー）１勝

ジェネティクス（17牡 ＊サウスヴィグラス）�５勝，りんくうＳ‐OP，天王山Ｓ
‐OP ３着，藤森Ｓ

メデューサノヒトミ（11牝鹿 ＊タイキシャトル）�２勝�入着２回
ノーブルカイザー（12牡鹿 ＊アグネスデジタル）��１勝
サンスペンサー（13牝鹿 デュランダル）��５勝�１勝�１勝
マラビージャ（15牡鹿 ディープブリランテ）���１勝・２勝
キングリアリティー（17牡鹿 リアルインパクト）��３勝	入着
マテラドリム（18牡黒鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ハツピーガーランド（84鹿 ＊フリートウイング）１勝
パローニアクレスト（94牝 ＊キンググローリアス）
13 勝

ダークマター（01牡 ダンスインザダーク）４勝，北斗賞，山吹賞２着，
３勝��
ラブスプラッシュ（04牝 ＊タバスコキャット）��４勝
ビッグスプラッシュ（11牝 サイレントディール）�１勝�６勝�，高知優
駿３着

ユビキタス（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，欅Ｓ‐L ２
着，ペルセウスＳ‐L ２着，武蔵野Ｓ‐G3 ３着，昇竜Ｓ‐OP，etc.

キングポローニア（95� ＊キンググローリアス）
５勝�２勝入着２回
サンライトハッピー（98牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，�１勝
３勝	入着�
ラヴィール（01牝 ＊キンググローリアス）�２勝��２勝

グランドファシナ（11牝 ＊アグネスデジタル）�１勝	
入着３回�，園田プリ
ンセスＣ３着

スティールティアラ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��６勝��，サッポロクラシ
ックＣ２着，フローラルＣ２着

ギンガスター（03牡 サクラローレル）
11 勝�入着

３代母 シングルワン（74栗 ＊ヴイエナ）�６勝
ハツピープログレス（78牡 ＊フリートウイング）11勝，安田記念‐Jpn1，京王杯スプ

リングＨ‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲村上牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2508
生 産 牧 場： ㈲村上牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

677 ブイルージュ２０２０ �・黒鹿 ３／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ Known Fact

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーニング Slightly Dangerousブイルージュ ＊フリートウイング

��
��
�ハツピーガーランド鹿 1999 シングルワン

＊レスリーカーター 16g
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 マイディアソング（08青鹿 ディープインパクト）３勝，御池特別（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（７）〕
ティーアウリイ（15牝黒鹿 ルーラーシップ）��６勝
ディザイアソング（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
アメージングラン（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝，��１勝
キトゥンズマーチ（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�１勝
ナムラタタ（19牡芦 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊フィールドソング（92 USA鹿 Gulch）３勝，室蘭特別，さざんか賞，北斗賞
２着（２回），涼秋Ｓ３着，室蘭特別３着
フィールドバースト（99牡 ナリタブライアン）３勝
フィールドブラスト（01牡 ＊ウォーニング）１勝
フィールドマーチ（04牡 ＊カリズマティック）１勝
ナムラウィッシュ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，こぶし賞３着，白菊賞３着，

�１勝��
ビウイッチアス（09牝 ダイワメジャー）３勝，バーデンバーデンＣ‐L，フィリーズレビ

ュー‐G2 ２着，カンナＳ‐OP，福島２歳Ｓ‐OP ２着，ＵＨＢ賞‐OP ３着，etc.

３代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，Daddy's Dats
un H，C.T.B.A. S，etc.
キスフォーシックスKiss for Six（88 牝 Saratoga Six）USA２勝

アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B.Thoughtful S‐R，etc.

＊シンコウエンジェル（93牝 ＊オジジアン）２勝，勝浦特別２着，羊ケ丘特別２着
クィーンズバーン（08牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，阪神牝

馬Ｓ‐G2 ３着，ディープインパクトＣ‐OP ２着，etc.
＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�１勝�１勝

�入着���，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.
キシンマイフレンズKissin My Friends（01 牝 Crafty Friend）USA２勝

キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カルロス
カンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシスコバエサソ
トマヨル賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

678 マイディアソング２０２０ �・鹿 ５／１４

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアマイディアソング
＊ Gulch

��
��
�フィールドソング青鹿 2008 A Kiss for Luck

3d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 マイネウインク（05栗 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
オッドアイ（13牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）���４勝�３勝
ウインクバック（14牝栗 ＊アイルハヴアナザー）入着８回，�２勝
マイネルカピターノ（16牡鹿 エイシンフラッシュ）��７勝

２代母 コスモピューピル（99芦 ＊ティッカネン）入着２回
マルヒロヒナチャン（07牝 ＊コマンダーインチーフ）��１勝

３代母 チヤーミングアイ（84鹿 ＊ノーザリー）不出走
カバティーナ（92牝 ＊ゲイメセン）５勝，府中Ｓ，両国特別，アカシヤＳ，etc.

マイネルソリスト（04牡 アグネスタキオン）２勝，黄菊賞
チャーミングブロー（93牝 ＊アレミロード）２勝，葛飾特別３着，村上特別３着

４代母 メイワキミコ（74黒鹿 Gallant Man）７勝，スプリンターズＳ（２回），ＣＢ
Ｃ賞２着，牝馬東タイ杯３着，アマリリス賞
［子］ メインディッシュ（83牝 ＊サンシー）４勝，カーネーションＣ‐OP，山藤

賞，ラジオ福島賞２着，etc.
ウインザーローズ（88牝 ウインザーノツト）３勝，土湯特別，黒松賞２着
トップレーザー（89牝 ＊メンデス）１勝，雄国沼特別３着

［孫］ マイネデセール（02牝 ＊マイネルラヴ）２勝，カンナＳ‐OP
マイネルプレスト（99牡 ＊スキャン）３勝，江坂特別，フリージア賞，北
野特別２着，etc.，�６勝���

アラビアンナイト（93牡 ビゼンニシキ）３勝，アマリリス賞２着，みちの
く特別３着

レーマン（92牝 ＊キンググローリアス）３勝，べにばな賞３着，グラジオ
ラス賞３着

［曾孫］ リンゴアメ（18牝 マツリダゴッホ）�２勝，函館２歳Ｓ‐G3
メイショウサライ（01牡 マーベラスサンデー）６勝，すばるＳ‐L，サウジ
アラビアＲＣ‐L，エニフＳ‐L ２着，etc.

キングジョイ（02牡 マーベラスサンデー）入着，障害５勝，中山大障害
‐JG1（２回），京都ハイジャンプ‐JG2，京都ジャンプＳ‐JG3，etc.，
優障害（2回）

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： 笹島 智則＝浦河町上杵臼 �090-7192-6136

679 マイネウインク２０２０ �・黒鹿 ３／ １

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールマイネウインク ＊ティッカネン

��
��
�コスモピューピル栗 2005 チヤーミングアイ

＊ハワイアンドーン 14f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マジックポーションⅡ（06 IRE 鹿 Danehill Dancer）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（10）〕
ミストラルジョワ（12牝鹿 Elusive Quality）�８勝
サンセットトウホク（13牡黒鹿 ディープインパクト）１勝
ミツカネマジック（14牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝�
ルーモス（15牝黒鹿 ハーツクライ）２勝，��１勝
ディヴァイン（16牡栗 ハーツクライ）１勝
トーホウバッカス（18牡青鹿 ダイワメジャー）��入着
クリノガイア（19牝栗 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
＊マチカネササメユキ（93牝 Woodman）２勝，富良野特別２着，インディアＴ３着，

積丹特別３着，湯川特別３着
ファーゴ（09牝 ハーツクライ）３勝，村上特別，三条特別２着，松浜特別２着，

寺泊特別３着
ヴァルディゼール（16牡 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L

ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballycullen S
‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬

バレットBallette（02 牝 Giant's Causeway）IRE２勝
セイチェムスピリット Sachem Spirit（09 牡 Mr. Greeley）USA・CAN５勝，

Arlington Classic‐L ２着
チェーロ Cerro（10� Mr. Greeley）�ITY・USA13 勝，Canonero II S，

Delaware Barbaro S‐L ３着，Stanton S３着
ツァーリ Czar（12 牡 ＊マクフィ）USA２勝，Kentucky Downs Juvenile３着

３代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
＊トライマイベスト（75牡 Northern Dancer）GB・IRE４勝，デューハーストＳ‐G1，

ヴォクソールトライアルＳ‐G3，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬
エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）GB・IRE７勝，

愛ダービー‐G1，英２０００ギニー‐G1，デューハーストＳ‐G1，愛ナショナルＳ
‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

680 マジックポーションⅡ２０２０ �・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊

デインヒルダンサー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Danehill Dancer Mira AdondeマジックポーションⅡ ラシャンバレイ Nijinsky

��
��
�Russian Ballet鹿IRE 2006 Sex Appeal

8f
デインヒルM3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 マダムウルル（12黒鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ダンツトレノ（18牡青鹿 ラブリーデイ）�１勝

２代母 マダムチェロキー（01鹿 Cherokee Run）４勝，ゴールデンスパーＴ３着
シーズガレット（08牝 アグネスフライト）１勝
ホッコータルマエ（09牡 キングカメハメハ）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，

��８勝�１勝�１勝�１勝�入着２回，東京大賞典‐G1（２回），ＪＢＣクラ
シック‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1（２回），川崎記念‐Jpn1（３回），かしわ記念
‐Jpn1，etc.，優ダート，ＤＧ特別（3回），種牡馬

トーコープラネット（11牡 ネオユニヴァース）入着，�７勝
ホッコーフウガ（13牡 ゴールドアリュール）���７勝	３勝
マダムストーリー（14牝 ＊ストリートセンス）�５勝
マージェリー（15牝 オルフェーヴル）�２勝	入着４回
ベルウッドヨウサン（17
 ＊ヘニーヒューズ）１勝，���出走
アオイシチフク（18牝 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 ＊アンフォイルド（95 USA鹿 Unbridled）USA４勝
スズカフォイル（02牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，ききょう

Ｓ‐OP ３着
スズカフロンティア（14牡 ディープインパクト）�４勝，フォーチュンＣ，加

古川特別，日進特別３着，etc.
スズカフェラリー（15牝 スズカフェニックス）�２勝，大牟田特別，岡崎特別

２着，白菊賞３着，etc.
コスモプリズム（06牝 マンハッタンカフェ）入着３回，��２勝，エンプレス杯

‐Jpn2 ３着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，ロジータ記念３着
スズカロジック（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）５勝，渡月橋Ｓ，八海山特別，西

湖特別３着

４代母 ボールドフォイル Bold Foil（81 USA黒鹿 Bold Forbes）USA２勝，Cae
sar's Wish S‐R ２着
［子］ ボールドリーダン Boldly Done（89
 Deputy Minister）USA８勝，

Capital City S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲市川ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4283
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

681 マダムウルル２０２０ 牡・黒鹿 ５／２４

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスマダムウルル Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー黒鹿 2012 ＊アンフォイルド

9e
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 マチカネホホエミ（00鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－８（21）〕
スズカアベニュー（06牡鹿 サクラプレジデント）�５勝
ドクターブリーズ（08牝鹿 タニノギムレット）�１勝
アクアエンゼル（10牝鹿 マヤノトップガン）�１勝�
ヴォーグアンナ（11牝鹿 マヤノトップガン）�１勝
シゲルオフネマツリ（12牝栗 マヤノトップガン）�１勝
ナゲッツ（14牝鹿 ＊ベーカバド）�６勝��，加賀友禅賞（Ｄ1300）２着
テルタイザン（15牡栗 アッミラーレ）�３勝�
パワーロワ（16牡鹿 ＊ベーカバド）��未出走�３勝

２代母 アテナトウシヨウ（81栗 トウシヨウボーイ）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着
アサクサキャノン（87牡 ＊ノーザンディクテイター）３勝，セントライト記念‐Jpn2

２着，赤倉特別，ＮＳＴ賞２着，グラジオラス賞２着
ユウキエトワール（88牝 ＊ステイールハート）３勝，白藤Ｓ
カシマジパング（92牡 ＊ノーザンディクテイター）２勝
マチカネフクキタル（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，菊花賞‐Jpn1，京都新

聞杯‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，産経大阪杯‐Jpn2 ２着，京都記念‐Jpn2
２着，etc.，種牡馬

ロイヤルキャニオン（96牝 ＊ラストタイクーン）１勝
テイエムアモーレ（08牝 ＊タイキシャトル）２勝，飛揚特別２着
ケルソン（12牡 ＊タイキシャトル）�３勝�１勝�入着�	，ゴールドジュニア３着

マチカネテマリウタ（99牝 ＊フォーティナイナー）４勝，御影特別３着，若菜賞３着

３代母 グレイトウシヨウ（74芦 ＊シルバーシヤーク）３勝

４代母 ローズトウシヨウ（65鹿 ＊テユーダーペリオツド）入着
［子］ トウシヨウロツク（71牡 ＊チヤイナロツク）７勝，ダイヤモンドＳ，ステ

イヤーズＳ，目黒記念（秋）２着，etc.，
７勝，種牡馬
［孫］ シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オー

クス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝
トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，
福島民報杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6699-0027

682 マチカネホホエミ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousマチカネホホエミ トウシヨウボーイ

��
��
�アテナトウシヨウ鹿 2000 グレイトウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ミサノグリーン（08栗 タニノギムレット）入着２回，�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
タツジンソク（14牡栗 エイシンデピュティ）�２勝��２勝
フィデリオグリーン（16牡鹿 ザサンデーフサイチ）�１勝，雄国沼特別（芝 1800）３着
エムワンハルコ（18牝鹿 ザサンデーフサイチ）��３勝

２代母 ＊ボストングリーン（00 USA鹿 ＊ボストンハーバー）１勝，��２勝�	入着
アルドグリーン（09
 ステイゴールド）�10 勝
コクシブルース（11
 デュランダル）入着，�２勝�１勝
ブルミョルイマリプガンBulmyeoruimaripgan（14牡 Ecton Park）�KOR１勝

３代母 ノースケンNorrsken（84 USA鹿 Northern Jove）USA７勝
バグショット Bagshot（94 牡 Smokester）USA４勝，California Cup Classic H

‐R，I'M Smokin'S‐R，サンタアニタＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ウィッカWicca（98牝 Free At Last）USA２勝

ヌイヌイウインクウインクNuj NujWinkWink（08牝 Finality）USA・CA
N５勝，Lassie S３着

ノースドリームNorth Dream（01牝 Unbridled's Song）不出走
ニカラグアNicaragua（06牝 Bernstein）ARG２勝
ニコーラNiccola（13 牝 Exchange Rate）ARG７勝，P. Wilfredo Latham
‐L，P. Eusonio C. Boni‐L，P. Raul Lottero‐L，etc.

４代母 ケルミスKermis（78 USA鹿 Graustark）USA出走
［子］ セネットアポインティー Senate Appointee（89 牝 Storm Cat）USA20

勝，Las Madrinas H‐L，Washington Oaks‐L，British Col
umbia Oaks‐L，etc.

マシーディーズミスMercedes Miss（87 牝 Carr de Naskra）USA５勝，
Kansas Oaks，Furl Sail H２着，Smart Deb S２着，etc.

［孫］ コンクエストダディオー Conquest Daddyo（13
 Scat Daddy）�US
A・CAN４勝，サマーＳ‐G2，Toronto C‐L，Vandal S‐R
２着，etc.

ミスミーMissme（99
 Belong to Me）USA12 勝，Omaha S‐L，
Kentucky CupMile‐L，Independence Day H‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲向別牧場＝浦河町上向別 �090-8899-3022
生 産 牧 場： ㈲向別牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

683 ミサノグリーン２０２０ �・栗 ３／３０
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルミサノグリーン
＊

＊ボストンハーバー

��
��
�ボストングリーン栗 2008 Norrsken

11d
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason S5×M5 Graustark M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミストラスト（01 USA栗 Nashwan）FR入着５回
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（９）〕
ニシノモレッタ（07牝栗 ＊タイキシャトル）３勝，ききょうＳ‐OP（芝 1400）２着，

驀進特別（芝 1000）２着，邁進特別（芝 1000）３着，大江山特別（芝 1400）３着，
かえで賞（芝 1400）３着
ニシノキントウン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，壬生特別，あやめ賞，アクアマリ

ンＳ２着，新潟日報賞３着
フルミナーレ（09牝鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝
ラストミストラスト（11牝鹿 キングヘイロー）�２勝�
セイウンオセアン（12牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝�１勝�
リヒト（13�栗 ＊パイロ）��３勝
ネオタイガショット（17牡栗 ネオユニヴァース）��１勝
ホワイトレッグス（19牡栗 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ミュージカルブリスMusical Bliss（86 USA鹿 The Minstrel）GB・FR３勝，
英１０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G3
ハマースタイン Hammerstein（93 牡 Kris）GB・UAE３勝，Nad Al ShebaMile

‐L ３着，種牡馬
ムスカデルMuscadel（94 牝 Nashwan）FR２勝，P. de Liancourt‐L
ラニームRaneem（98� GoneWest）FR・USA・UAE５勝

３代母 ボーリBori（72 USA鹿 Quadrangle）USA入着２回
セイフプレイ Safe Play（78牝 Sham）USA11 勝，ラカニャーダＳ‐G1，フォール

ズシティＨ‐G3，Princess Doreen S，etc.
ディフェンシヴプレイDefensive Play（87牡 Fappiano）GB・USA６勝，チ

ャールズＨストラブＳ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，イクセルシアＨ‐G2，etc.，
種牡馬

カセッサCasessa（87 牝 Caro）GB・USA入着２回
ニューセンチュリーNew Century（92� Manila）GB・USA４勝，Forty‐Ni

ner H‐L ２着，サンディエゴＨ‐G3 ３着，Skywalker H‐R ３着
テンプルオヴアルテミス Temple of Artemis（99 牡 ＊スピニングワールド）G

B・FR・IRE１勝，キラヴランＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

684 ミストラスト２０２０ �・黒鹿 ３／２９
＊ Halo

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellネオユニヴァース

＊ Kris

��
��
�ポインテッドパス鹿 2000 SilkenWay

＊

ナシュワン Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Nashwan Height of Fashionミストラスト ミュージカルブリス The Minstrel

��
��
�Musical Bliss栗USA 2001 Bori

2i
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミュゼミランダ（11栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（10）〕
ラブミーアーサー（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��10 勝
シンクオブムーン（18牝栗 アドマイヤムーン）���入着
ビレッジシングル（19牡鹿 ＊マクフィ）�出走

２代母 ＊オウリエット（92 IRE 黒鹿 Caerleon）FR・USA７勝，ゲイムリーＨ‐G1，
サンタバルバラＨ‐G2，ハニムーンＨ‐G3，Osunitas H‐R，Ｑエリザベス二
世チャレンジＣ‐G1 ２着，etc.

＊サムライワールド（99牡 GoneWest）１勝，開成山特別２着，障害１勝，��１勝
レディピアレス（04牝 Point Given）出走

シナーラ（10牝 ＊クロフネ）１勝，�５勝�入着��
ロードアルペジオ（13牡 キングカメハメハ）４勝，ベテルギウスＳ‐L，御陵Ｓ，

赤穂特別２着，平城京Ｓ３着，���３勝
ラミングアタック（14牝 ヴィクトワールピサ）�２勝	２勝�入着３回��，

ブロッサムＣ２着
ミステリアスライト（05牡 アグネスタキオン）５勝，天の川Ｓ，稲村ヶ崎特別，葉

牡丹賞
フロムジオリエント（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝

３代母 ローズドクリスタル Rose de Crystal（86 FR鹿 ＊クリスタルグリツターズ）
FR２勝，P. de la Seine‐L，マルセルブサック賞‐G1 ２着，サンタラリ賞‐G1
４着，クロエ賞‐G3 ２着

４代母 ローズアバヴ Rose Above（75 IRE 鹿 Sir Herbert）GB・FR・IRE５勝，チ
ャイルドＳ‐G3，Fasig Tipton C.T.B.A. S，グリーンランズＳ‐G3 ２着，コ
ーク＆オラリーＳ‐G3 ２着，Fasig Tipton C.T.B.A. S２着，etc.

５代母 ライズアバヴ Rise Above（55 GB鹿 Golden Cloud）IRE４勝，Howth H
，Probationers' Plate２着
［子］ ミスターマクヒューMr McHugh（63
 Quorum）IRE３勝，Irish Ch

orus S３着，IRE・ITY障害９勝

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

685 ミュゼミランダ２０２０ �・鹿 ４／ ２

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケミュゼミランダ
＊ Caerleon

��
��
�オウリエット栗 2011 Rose de Crystal

11f
Halo M4×S5 Blushing Groom S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ミレナ（15黒鹿 リーチザクラウン）�１勝��１勝
初仔

２代母 ミレナリオ（02鹿 ラジヤマハール）��８勝
ダイリンザン（12牡 ヴァーミリアン）�５勝��２勝，仙酔峡賞，飛燕賞，カペラ

賞，九州ジュニアＣｈ３着
アーチデューク（14牡 スパイキュール）��４勝��２勝
ダイセツザン（16牡 スペシャルウィーク）�１勝

３代母 リトルプリンセス（87鹿 トドロキヒホウ）��７勝
ターフライン（95牝 ダイゼンキング）�４勝�	
入着３回
プリンシパル（96牡 ミスターダンデイ）��７勝
エルアミーゴ（97牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）��４勝
アントマージ（00牝 ラジヤマハール）��２勝

４代母 チヤームダービー（76黒鹿 ＊グレートオンワード）�３勝
［子］ トドロキダービー（92牡 ＊マークオブディスティンクション）	
９勝�

６勝，高崎皐月賞，三才優駿，スプリンターズ賞２着，etc.
リトルタカラ（90牝 トドロキヒホウ）�２勝
リトルライトニング（88牝 トドロキヒホウ）１勝�入着２回
ムスタングハレー（84牡 スピーデーワンダー）１勝�

５代母 ライトオンワード（62芦 Right Boy）４勝，障害３勝
［孫］ テリアンパープル（81牡 ＊マンオブビイジヨン）３勝，奥多摩特別

リネンレディー（85牝 タケシバオー）１勝，勿来特別２着，九重特別２着，
喜多方特別３着

ドクターメードン（81牝 ＊ネプテユーヌス）３勝
ハックルベリー（87牡 ＊グランデイ）１勝，	
５勝�
ナカトップオー（89牡 ＊ジユニアス）１勝
リネンシャイニング（86牝 ＊カバリスト）１勝
リードファッション（86牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

［曾孫］ ミスファッション（93牝 ＊イクスクルシヴヌレイエフ）�５勝��，ゴー
ルドウイング賞，ジュニアクラウン，サラ・プリンセス特別２着

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �0156-62-4454
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �0156-62-4454

686 ミレナ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

スペシャルウィーク

�
�
�
�
�

��
��

�リーチザクラウン クラウンピースミレナ ラジヤマハール

��
��
�ミレナリオ黒鹿 2015 リトルプリンセス

＊クロシエツト 21a
Mr. Prospector S4×S5×M5 Seattle Slew S4×M4

価格： 購買者：



母 ユーセイクインサー（10鹿 タイムパラドックス）�13 勝�����，クイーンＣ
（Ｄ1600），新緑賞（Ｄ1600），ライデンリーダー記念（Ｄ1600）２着，スプリング
Ｃ（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
コスモピオニール（17牡鹿 リーチザクラウン）��１勝�１勝�，ぎふ清流Ｃ
（Ｄ1400），ゴールドジュニア（Ｄ1600）３着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）３着

マナラズベリー（18牝鹿 ＊カジノドライヴ）��入着２回�１勝
スイフトマリー（19牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���出走

２代母 アルカネット（99青鹿 ダンスインザダーク）３勝，ＨＴＢ杯２着，ＳＴＶ杯３着
アクビサテルバン（08牝 ＊キャプテンスティーヴ）�11 勝	入着２回
アメノミナカヌシ（09牡 ＊ティンバーカントリー）��１勝
ハーブガーデン（12牝 ＊コンデュイット）入着，�１勝
アルカヌム（13牝 ＊コンデュイット）�１勝�入着２回
ウインポプリ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝，��２勝
ウインリコルド（15牡 ＊アイルハヴアナザー）��出走�６勝�１勝
ウインアルカンナ（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝

３代母 ＊パーフェクション（94 IRE 青 Machiavellian）不出走

４代母 ＊チーフオナメント（88 USA黒鹿 Chief's Crown）GB２勝

５代母 インベリシュトEmbellished（80 USA鹿 Seattle Slew）USA１勝
［子］ シアトルドーン Seattle Dawn（86牝 Grey Dawn）USA７勝，デラウェ

アＨ‐G2，スノーグースＨ‐G3，Gala Lil H‐L，etc.
＊アイランドオブシルバー（91牝 ＊フォーティナイナー）GB・USA・UAE

６勝，Upavon S‐L，Virginia S‐L ２着
トラッキー Truckee（92牡 Danzig）USA６勝，Governor's H‐L，
Don Bernhardt S２着，Governor's H‐L ３着，種牡馬

［孫］ ＊ゴールドサンライズ（93牝 ＊フォーティナイナー）USA３勝，ゴールデン
ロッドＳ‐G3，アルシバイアディズＳ‐G2 ３着，Pocahontas S
‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2775
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

687 ユーセイクインサー２０２０ 牡・鹿 ５／１０
Cozzene

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤコジーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アドマイヤマカディスノードラゴン タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース芦 2008 ダイナカプリ

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザユーセイクインサー ダンスインザダーク

��
��
�アルカネット鹿 2010 ＊パーフェクション

A4
Caro S4×S5 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 マリーシア（08芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
サムキー（15牡芦 ディープスカイ）�１勝��入着５回
フアレフェケ（17牡黒鹿 ウインバリアシオン）��入着�入着
ボルドーマリー（18牝芦 ウインバリアシオン）��１勝�
コトゲンルイ（19牡芦 ウインバリアシオン）�地方未出走

２代母 シャープキック（96鹿 メジロマックイーン）５勝，江坂特別，睦月賞，松浦特
別，皿倉山特別３着，琵琶湖特別３着，etc.
クードゥフードル（03牝 ＊フレンチデピュティ）入着，�６勝�２勝
ラフィナール（04牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，赤倉特別，府中Ｓ２着，鹿屋特別２着
クレプスキュール（05牝 ジャングルポケット）１勝
シャーペンエッジ（06牝 ＊クロフネ）２勝，�３勝�１勝

アクート（13牡 ステイゴールド）４勝，佐渡Ｓ，弥彦特別，月岡温泉特別，下
鴨Ｓ２着，湾岸Ｓ２着，etc.

シャープシューター（14牡 ゴールドアリュール）１勝，日野特別３着，�２勝
ファルコンビーク（17牡 スマートファルコン）���５勝�１勝，川崎マイラ

ーズ３着
タイセイレジェンド（07牡 キングカメハメハ）６勝，�１勝��２勝�入着��	，

ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣス
プリント‐Jpn1 ３着，東京盃‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

ヴィサージュ（09牡 デュランダル）�１勝��５勝
ワナビーザベスト（10牝 ステイゴールド）入着３回

ホワイトヘッド（16牡 ＊ダンカーク）���３勝�２勝，黒潮盃３着，京浜盃３着
ジョンブドール（12牝 ステイゴールド）３勝，両国特別，ベストウィッシュＣ２着
バーニングマン（13牡 ナカヤマフェスタ）�４勝

３代母 ペッパーキャロル（87栗 ニチドウアラシ）３勝，豊明特別，なでしこ賞２着
キャロルウインド（93牡 ＊アレミロード）４勝，シドニーＴ，左京山特別，逢坂山特

別，etc.，
３勝��
タバスコキャロル（97牝 ＊トニービン）１勝，三国特別２着，沓掛特別３着，�１勝
エローグ（99 メジロマックイーン）５勝，安房特別，琵琶湖特別，金山特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲荒谷牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

688 マリーシア２０２０ �・鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマリーシア メジロマックイーン

��
��
�シャープキック芦 2008 ペッパーキャロル

＊クレアーブリツジ 13c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊マジェスティックブライト（07 GB栗 Pivotal）GB・IRE１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ブライトメモリー（14牝黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�２勝��
ヒートアップ（15牝黒鹿 ネオユニヴァース）��３勝��入着３回��
マイディスティニー（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）��１勝��
ワイプユアアイズ（18牝栗 アンライバルド）��入着
セザムウーヴルトワ（19牝鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ラフェールモニック L'Affaire Monique（99 GB鹿 Machiavellian）GB・IR
E１勝
ボンシュピール Bon Spiel（04	 Singspiel）GB・GER・ITY・UAE・BEL10 勝，

Quebec S‐L ３着
ショートアフェアー Short Affair（05 牝 Singspiel）GB・ITY２勝，ドルメーロ賞

‐G3 ２着，P. Repubbliche Marinare‐L ２着
ロダバーヨ Rodaballo（17 牡 Lope de Vega）�FR・SPA１勝，P. Millkom

‐L ３着
＊リトルリスキー（09牝 Authorized）�２勝
グレイトホールGreat Hall（10	 Halling）�GB・UAE８勝，Silver Cup‐L

３着（２回），GB障害１勝

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
＊ホワイトウォーターアフェア（93牝 Machiavellian）GB・FR・IRE４勝，ポモーヌ

賞‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，Lupe S‐L，etc.
＊アサクサデンエン（99牡 Singspiel）８勝，安田記念‐G1，京王杯スプリングＣ

‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ヴィクトワールピサ（07牡 ネオユニヴァース）７勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，etc.，

FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古牡，種牡馬
＊リッチアフェアー（00牝 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies S‐L ３着

プチノワール（05牝 Singspiel）不出走
ローブティサージュ（10牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐G1，キーンランドＣ‐G3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱ミリオンファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

689 マジェスティックブライト２０２０ 牡・栗 ３／ ６

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalマジェスティックブライト ラフェールモニック Machiavellian

��
��
�L'Affaire Monique栗GB 2007 Much Too Risky

8d
Mr. Prospector S4×M4 Bustino M4×M5

価格： 購買者：



母 ブルーロータス（11鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：３〕
ボタニスト（18牡栗 ラブリーデイ）�出走

２代母 ピンクカメオ（04鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，中
山牝馬Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，菜の花賞‐OP，マリーゴールド賞
‐OP ２着，etc.
フライングレディ（13牝 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別，十勝岳特別２着，

遊楽部特別２着，賢島特別３着，石打特別３着，etc.
ピノクル（16牡 キングカメハメハ）�１勝，宝満山特別３着

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，コリーダ賞‐G3 ２着，ラクープドメゾン
ラフィット‐G3 ２着，P. des Tourelles‐L ２着，etc.
ミスティシルヴァーMisty Silver（92 牝 Slew o' Gold）不出走

＊マルターズホーク（97牡 ＊サザンヘイロー）６勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３
着，ＮＳＴＯＰ‐L ３着，駿風Ｓ‐L ３着（２回），etc.

＊シベリアンホーク（00牡 ＊スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ‐L，京成杯
オータムＨ‐Jpn3 ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，etc.，種牡馬

スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，２歳クリテ
リヨム‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L ２着，etc.，
種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，Platin
um S‐L

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーンＳ‐G3
３着，東京スマイルプレミアム
ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，ホープ

フルＳ‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

690 ブルーロータス２０２０ �・青鹿 ３／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアブルーロータス ＊フレンチデピュティ

��
��
�ピンクカメオ鹿 2011 ＊シルバーレーン

5g
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 メガフェリーチェ（07鹿 サクラバクシンオー）��６勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
ゴッドミラクル（15牡鹿 アドマイヤオーラ）入着，��６勝�２勝���
トワイライトソング（16牝栗 スクリーンヒーロー）���１勝
ブラックラスター（19牡青鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ミスフェリチタ（00栗 ＊フォーティナイナー）３勝，おおぞら特別２着，若菜
賞２着，七重浜特別３着，潮騒特別３着
ウィンザーフラッグ（08牡 アグネスタキオン）１勝
オリオンザプラズマ（10牡 ネオユニヴァース）２勝
ポッドブル（11牡 ゼンノロブロイ）��５勝
ナンゴクロマンス（12牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
ノーフィアー（14牡 カネヒキリ）５勝，千葉Ｓ‐OP ２着，ブラッドストーンＳ，�

�４勝

３代母 ＊スリーエフ（91 USA鹿 Nureyev）３勝，五色沼特別，御嶽特別，ＨＴＢ賞２
着，千葉日報杯２着，庄内川特別２着，etc.
プリディクション（98牝 ＊ソウルオブザマター）不出走

タイニーウイナー（02牝 ニホンピロウイナー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，カ
ンナＳ‐OP ３着

ルタンティール（01牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，三木特別，隅田川特別，播磨特
別２着，etc.，�７勝

ウインマグナム（05牡 ＊コロナドズクエスト）３勝，初凪賞，シャングリラ賞３着

４代母 アガスリー Agacerie（81 USA鹿 Exclusive Native）USA９勝，ヴァインラ
ンドＨ‐G3，Eatontown H‐L，Pucker Up S‐L，MoonMaiden S‐L，
Kerala S‐L，etc.
［孫］ レッドテラー Red Terror（00	 Red Ransom）AUS３勝，ＡＴＣフラ

ンクパッカープレイト‐G3，ATC Carbine Club S‐L ２着
ゴールドアカデミーGold Academy（98	 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）SIN
・MAL４勝，Patrons' Bowl‐L，Queen Elizabeth II Cup‐L
３着，Singapore Derby Trial‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

691 メガフェリーチェ２０２０ �・黒鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモメガフェリーチェ ＊フォーティナイナー

��
��
�ミスフェリチタ鹿 2007 ＊スリーエフ

16a
ノーザンテースト S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウジビュス（09鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
メイショウサソリザ（17牝黒鹿 メイショウボーラー）��入着２回
パラダイスベルン（19牡黒鹿 メイショウボーラー）��出走

２代母 ＊フォーフリーダムス（95 FR鹿 Green Desert）FR入着
モアマイガール（01牝 フジキセキ）３勝

ドナメデューサ（09牝 サクラバクシンオー）１勝，あやめ賞３着，�１勝�１勝
ドントタッチミー（10牡 サクラバクシンオー）入着，�１勝�４勝，師走賞２

着，久住山賞２着，英彦山賞２着，耶馬溪賞２着，長月賞３着
ドナエテルニテ（11牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝，ヴィーナススプリ

ント２着
トップフリーダム（06牡 マーベラスサンデー）１勝，障害１勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3 ２着
フェイスフルラバー（08牝 ジャングルポケット）１勝
メイショウヒコボシ（11牡 メイショウボーラー）５勝，赤富士Ｓ，米沢特別，天王

寺特別２着，鈴鹿特別２着，オークランドＲＣＴ３着，etc.

３代母 シャイニングアイズ Shining Eyes（85 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ネダーラーNedaarah（90牝 Reference Point）GB・FR４勝，FR障害５勝

ナイトパッションNight Passion（99� Night Shift）GB・USA４勝，Hill
Rise S‐L ３着

サイモンズイン Symonds Inn（94牡 In TheWings）GB１勝，Silver Tankard
S‐L ３着，GB障害４勝

アゴグ Agog（99牡 Singspiel）FR４勝，P. Vulcain‐L，P. de l'Avre‐L ２着
シャイニンググローリー Shining Glory（03 牝 Singspiel）不出走

ムーンウォークインパリMoonwalk in Paris（08� Oratorio）FR・UAE５勝，
ファイアーブレイクＳ‐G3，エドモンブラン賞‐G3，ゴドルフィンマイ
ル‐G2 ３着，etc.

コスタデルソル Costa Del Sol（12 牡 Phoenix Tower）IND６勝，RWIT
C Gold Cup‐L，F.D. Wadia Trophy‐L，Breeders' Multi Million
‐LR，etc.

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

692 メイショウジビュス２０２０ �・黒鹿 ３／１２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーメイショウジビュス
＊ Green Desert

��
��
�フォーフリーダムス鹿 2009 Shining Eyes

6b
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウウケヅキ（11鹿 ＊フレンチデピュティ）�３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ラロ（18牝黒鹿 フェノーメノ）��出走

２代母 シーエンプレス（05鹿 ダンスインザダーク）入着３回
メイショウコンゴウ（13牡 ＊バゴ）�１勝�
リベリュール（15牡 ＊アイルハヴアナザー）���３勝�３勝�入着，ＭＲＯ金賞３着
エコロドリーム（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，成田特別

３代母 ＊ディラローシェ（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）IRE・USA２勝
ディオメデス（07牡 フジキセキ）２勝，白百合Ｓ‐OP ２着，あやめ賞
レスタンノール（08牝 ステイゴールド）入着

スーパーノーマル（15牝 ロードカナロア）�入着２回，郡山特別３着，�２勝
フェノーメノ（09牡 ステイゴールド）７勝，天皇賞（春）‐G1（２回），日経賞‐G2，

セントライト記念‐G2，青葉賞‐G2，etc.，種牡馬

４代母 シーポート Sea Port（80 GB黒鹿 Averof）GB・IRE出走
［子］ インディジェナス Indigenous（93	 Marju）入着，GB・IRE・UAE・H

KG・SIN・MAL16 勝，香港国際ヴァーズ‐G2，Hong Kong Gold C
up‐L（２回），Sha Tin Trophy‐L，etc.

［孫］ ジュエルオヴアイルランド Jewel of Ireland（94牝 Nassipour）AUS１
勝，WATC Belmont Oaks‐L ２着

カッシーニコンテスト Cassini Contest（06 牝 Danehill Dancer）AUS
１勝，SAJC Oaklands Plate‐L ３着

［曾孫］ ジェシカビール Jessicabeel（05 牝 Zabeel）AUS５勝，ＡＴＣシドニー
Ｃ‐G1，ＡＴＣチェアマンズＨ‐G2，ATC Aspiration Quality S
‐L ３着，etc.

５代母 アンカ－Anchor（66 GB栗 Major Portion）GB２勝，ネルグウィンＳ
［孫］ ウォーターボートマンWater Boatman（84牡 Main Reef）GB・IRE・

AUS11 勝，ＳＡＪＣアデレイドＣ‐G1，ＳＡＪＣレインラヴァープレ
イト‐G3，ＳＡＪＣチェルトナムＣ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

693 メイショウウケヅキ２０２０ �・鹿 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandメイショウウケヅキ ダンスインザダーク

��
��
�シーエンプレス鹿 2011 ＊ディラローシェ

11d
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイレディ（09黒鹿 ジェニュイン）�４勝�１勝�入着�，兵庫ダービー
（Ｄ1870），ル・プランタン賞（Ｄ1800），兵庫若駒賞（Ｄ1400），のじぎく賞
（Ｄ1700）２着，若草賞（Ｄ1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
アキレアガール（15牝鹿 タニノギムレット）���１勝�２勝
ノーブルブリザード（16牝鹿 ディープブリランテ）��３勝
チェリーフラッシュ（18牝鹿 エイシンフラッシュ）��入着３回
アンサン（19牝鹿 ビッグアーサー）��１勝

２代母 ゴッドエンジェル（01鹿 ＊ラムタラ）入着
ベルレイナ（06牝 レギュラーメンバー）�３勝
ダイナミックソング（07牡 タヤスツヨシ）�10 勝
ヒアルロンサン（10牝 ＊トワイニング）１勝
キャプテンシップ（12牡 ＊ノボジャック）５勝，ＮＳＴ賞‐L ３着，安芸Ｓ，ヤマボ

ウシ賞，シドニーＴ２着，夙川特別２着，etc.
エルブランシュ（13牝 ゴールドヘイロー）入着，�２勝
キングキャラット（16牡 ＊ノボジャック）１勝

３代母 フジノキャラット（93黒鹿 ＊リズム）	
１勝

４代母 ハギノトツプレデイ（77黒鹿 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
高松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
［子］ ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリ

ンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
［孫］ マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，��２勝�１勝，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンス
ポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

［曾孫］ ドリームサンデー（04牡 ＊タイキシャトル）６勝，オーストラリアＴ‐L，
金鯱賞‐G2 ２着，中日新聞杯‐G3 ２着，etc.

サダムイダテン（05牡 ＊フォーティナイナー）１勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 村下 清志＝浦河町野深 �0146-27-4252
生 産 牧 場： 村下 清志
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

694 メイレディ２０２０ 牡・鹿 ４／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ジェニュイン ＊クルーピアレディーメイレディ ＊ラムタラ

��
��
�ゴッドエンジェル黒鹿 2009 フジノキャラット

＊マイリー 7e
Mr. Prospector S4×M5 Nijinsky M4×S5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 モアナブリーズ（13鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 プレザントブリーズ（06黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞２着
プラチナヴォイス（14牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ‐LR，スプリングＳ‐G2

３着，名古屋日刊スポーツ杯，ｔｖｋ賞２着，野分特別２着
ヒノモト（15牡 キングカメハメハ）�４勝
ライデンシャフト（16牝 ＊ノヴェリスト）１勝

３代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

黄菊賞
スターリーウインド（12牝 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別３着，鳥栖特別３着

４代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，

宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，
きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

＊ヴェイルオブアヴァロン（97牝 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，ド
ラローズＨ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，etc.

ニュービギニング（04牡 アグネスタキオン）３勝，ホープフルＳ‐L，毎日
杯‐Jpn3 ３着，松籟Ｓ，etc.

［孫］ ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝��１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サン
ダウンマイル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

695 モアナブリーズ２０２０ �・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスモアナブリーズ マンハッタンカフェ

��
��
�プレザントブリーズ鹿 2013 ＊スターズインハーアイズ

2f
サンデーサイレンス S3×M4 ウインドインハーヘアS3×M4 Halo S4×S5×M5
Mr. Prospector M4×M5
価格： 購買者：



母 モエレメルシー（05栗 ＊マジックマイルズ）�１勝�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－２（９）〕
サウスゴビ（11牡栗 ＊ワイルドラッシュ）１勝
カネトシグランド（12牝栗 ＊グラスワンダー）�１勝
ウインテンダネス（13牡栗 カンパニー）６勝，目黒記念‐G2，緑風Ｓ（芝 2400），

小牧特別（芝 2000），浦佐特別（芝 2000），三春駒特別（芝 2000），名古屋日刊ス
ポーツ杯（芝 2000）２着，夏木立賞（芝 2000）２着，浦佐特別（芝 2000）３着，山
藤賞（芝 2000）３着

オーラロード（15�青鹿 アドマイヤオーラ）��１勝�２勝�５勝

２代母 ブライトサンディー（92栗 ＊サンデーサイレンス）６勝，函館記念‐Jpn3，サファ
イヤＳ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，道新杯‐OP，紅梅賞‐OP ３着，etc.
フレッシュブライト（98牝 ＊アルカング）１勝
ダーリンキスミー（99牝 ＊フォーティナイナー）�３勝
フューチャブライト（00牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
モエレロード（01牝 ＊ラムタラ）�２勝	

テイエムサタディ（02牡 ＊エルコンドルパサー）�１勝
モエレマズル（03牡 ＊ホワイトマズル）�１勝�２勝�１勝�５勝
タカラサンデー（06牡 ナリタトップロード）４勝，初咲賞
バーニングアイズ（07牡 ＊メイショウドトウ）�２勝
ジェネラルルージュ（08牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�７勝�入着３回

３代母 ＊エンドイットダーリン（87 USA鹿 Alydar）USA１勝
フィールドサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，

白梅賞

４代母 エンディコッタ Endicotta（76 USA鹿 Roberto）USA８勝，Plankton H，
Eatontown H，ブラックヘレンＨ‐G2 ２着，Honorable Miss S２着，
Parlo H２着
［孫］ ホワイトキャットWhite Cat（00 牡 Mountain Cat）USA３勝，トラン

シルヴァニアＳ‐G3，パームビーチＳ‐G3 ２着，Dave Feldman S
‐L ２着

販売申込者・所有者： 一山育成牧場＝青森県八戸市 �0178-82-3559
生 産 牧 場： 一山育成牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

696 モエレメルシー２０２０ �・栗 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�マジックマイルズ Marimbulaモエレメルシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ブライトサンディー栗 2005 ＊エンドイットダーリン

2h
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M3×S4 Halo S4×M4×S5
Raise a Native M4×S5×M5
価格： 購買者：



母 モリデンマンボ（14鹿 ＊ファスリエフ）�１勝��１勝�
初仔

２代母 リハクタンス（96鹿 ＊フレンチグローリー）��２勝��
セイウンブライアン（03牡 サニーブライアン）��６勝
サイレントリリー（04牝 カリスタグローリ）��１勝
モンスターボックス（05牡 ショウナンカンプ）��６勝
モリデンダンサー（07牝 ＊ティンバーカントリー）��１勝�入着５回
モリデンクーバー（08牡 タヤスツヨシ）�４勝��７勝�入着５回�，王冠賞２着，

由布岳賞３着，黒髪山賞３着
モリデンボス（11牡 ＊アメリカンボス）�２勝��２勝�３勝�，鶴見岳賞２着，由

布岳賞３着
マサニオニカゲ（13牡 ＊フォーティナイナーズサン）��３勝
モリデンリバー（17牝 ノーザンリバー）	�３勝��
モリデンリハク（18牝 トゥザワールド）	��未出走�１勝

３代母 アキシバ（82鹿 タケシバオー）��１勝
マルシゲホワイト（87牡 ホワイトフオンテン）３勝，苫小牧特別，
入着２回，開

設６５周年記念３着
プリティーミキ（89牝 タイテエム）�７勝
オーゴンカイドウ（91牡 サクライツトー）��13 勝
ゴールデンショー（97� ＊スリルシヨー）��３勝��入着４回

４代母 バスタード（73鹿 ＊ダラノーア）����４勝
［子］ マグマカザン（81牡 タケシバオー）７勝，ウィンターＳ‐Jpn3 ３着，羅

生門特別，門松賞，etc.，�５勝��

５代母 スピードロンジー（67鹿 ＊パナスリツパー）��１勝
［孫］ リンゼンロンジ（80牡 ＊リンデントリー）���11 勝，こまくさ賞２着，

紅葉賞３着
［曾孫］○ヘイセイセンコー（93牝 インターグランプリ）入着２回，阿蘇Ｓ２着，etc.，

�14 勝�入着，三重ＴＶ賞スプリングＣ２着，東海クイーンＣ２着，etc.
○ヘイセイダイオー（95牡 セントシーザー）�８勝��５勝，スプリングＣ３着

販売申込者・所有者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561
生 産 牧 場： トモファーム
飼 養 者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561

697 モリデンマンボ２０２０ �・鹿 ３／３０
＊

＊ダンシングブレーヴ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ホワイトマズル

�
�
�
�
�
�
�
�
� Fair of the Furzeバンドワゴン

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ黒鹿 2011 ＊キャリアコレクション

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessモリデンマンボ ＊フレンチグローリー

��
��
�リハクタンス鹿 2014 アキシバ

＊ダルモーガン 12g
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 マルクプレンヌ（11鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
タイムモーメント（17�鹿 タイムパラドックス）�入着，�２勝
スズカキンシャサ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 ハンドレッドスコア（03黒鹿 ＊ホワイトマズル）３勝，ムーンライトＨ２着，
南港特別２着
パーフェクトスコア（10牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
センチュリオン（12牡 キングカメハメハ）８勝，マーチＳ‐G3，オアシスＳ‐L ２着，

総武Ｓ‐OP，etc.，���２勝��入着２回�，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３
着，白山大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

タイタンアルム（13牝 ＊ハービンジャー）��１勝
アルチェーレ（16牝 ベルシャザール）�１勝

３代母 サンデーエイコーン（93鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，豊中特別，桃山特別３着
ワキノカイザー（00牡 マヤノトップガン）６勝，エニフＳ‐L ３着，ＢＳＮ賞‐OP，

高瀬川Ｓ，etc.，�１勝	13 勝
エイコーンリング（02牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

エイコーンパス（09牡 タイムパラドックス）４勝，是政特別２着，伊勢特別３
着，障害２勝，中山大障害‐JG1 ２着

ラドゥガ（10牝 サクラバクシンオー）１勝，郡山特別３着
ツヨイキモチ（07牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，洞爺湖特別２着
タイムズアロー（08牡 タイムパラドックス）５勝，��３勝
入着，マーキュリー

Ｃ‐Jpn3 ２着，埼玉新聞栄冠賞，報知ＧＰＣ，etc.
アントニオピサ（09牡 タニノギムレット）４勝，下総Ｓ，etc.，��２勝
２勝�入

着２回�，一條記念みちのく大賞典２着，あすなろ賞２着，etc.
ハルク（13牡 ＊ベーカバド）１勝，巌流島特別，�２勝��４勝

４代母 エイコーンカップ（88栗 ＊ノーザンテースト）２勝，相川特別，アマリリス賞２着

５代母 ダイナエイコーン（83栗 ＊ロイヤルスキー）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3
［孫］ ラインドリーム（06牝 スペシャルウィーク）３勝，紫苑Ｓ‐L ２着，筑後

川特別，インディアＴ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝登別市上鷲別町 �0143-44-4435
生 産 牧 場： ㈲ユートピア牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

698 マルクプレンヌ２０２０ 牡・栗 ５／１８

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayマルクプレンヌ ＊ホワイトマズル

��
��
�ハンドレッドスコア鹿 2011 サンデーエイコーン

＊セレタ 1b
Seattle Slew S4×M5

価格： 購買者：



母 ユキノセリーヌ（08鹿 ＊ワイルドラッシュ）�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ビクトリーテン（15牡鹿 ＊ゼンノドラゴン）���１勝
ニシノクローデット（16牝鹿 リーチザクラウン）��５勝
アイノウィステリア（17牡鹿 リーチザクラウン）���２勝�３勝
ルミライズ（19牡青鹿 ホッコータルマエ）�出走

２代母 バアゼルクローバー（99鹿 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着
イイデソユーズ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，��３勝�
ファンキーラッシュ（07牡 ＊ワイルドラッシュ）�３勝�入着３回
マイオリオン（09牝 スズカマンボ）１勝，�６勝
インデュアランス（10	 アドマイヤムーン）�１勝
スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，すみ

れＳ‐OP，比叡Ｓ，京橋特別，etc.，種牡馬

３代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

ドゥオナー（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�１勝�入着
シゲルコング（14牡 ＊シニスターミニスター）２勝，オキザリス賞，初春Ｓ
２着，障害１勝，��入着��，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，etc.

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝

バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
ピサノベネチアン（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特
別，筥崎特別，etc.

スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，
ポプラ特別２着，etc.，�３勝

４代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 市正牧場＝浦河町富里 �0146-25-2124
生 産 牧 場： 市正牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

699 ユキノセリーヌ２０２０ �・黒鹿 ４／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkユキノセリーヌ ＊ラムタラ

��
��
�バアゼルクローバー鹿 2008 ＊ストームザミント

2s
Blushing Groom S5×M5 Key to the Mint M5×M5

価格： 購買者：



母 ユキノレッシャ（09黒鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（11）〕
リュウシンローズ（14牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝�３勝
スノーガーデン（15牝鹿 ショウナンカンプ）１勝，��６勝

２代母 レイサッシュ（96鹿 ＊パラダイスクリーク）３勝，道新スポーツ賞２着，袖ケ
浦特別３着
ルシフェリン（05牡 アグネスタキオン）２勝，伊勢特別３着，八重桜賞３着
レディーノパンチ（06牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

カラテ（16牡 トゥザグローリー）�５勝，東京新聞杯‐G3，若潮Ｓ，八丈島特別
グランドサッシュ（11牡 ハーツクライ）４勝，青嵐賞（２回），安房特別２着，グレ

イトフルＳ３着，緑風Ｓ３着，佐渡Ｓ３着，etc.，��１勝��
タガノカムイ（12牡 ダイワメジャー）３勝，鳥栖特別２着，戸畑特別３着，五頭連

峰特別３着
タガノアシュラ（14牡 マンハッタンカフェ）２勝，すみれＳ‐OP ２着，黄菊賞

３代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，etc.，UAE・HKG２勝，香港ヴァーズ‐G1，ドバイシーマクラシッ
ク‐G2，特別賞，種牡馬

グレースランド（98牝 ＊トニービン）入着２回
ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさらぎ賞

‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.
レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ

‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3 ２着，

小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.
キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，秋華
賞‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優古牝

メルヴェイユドール（07牝 フジキセキ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，壇之浦特別，
紫竹山特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

700 ユキノレッシャ２０２０ 牡・栗 ３／１８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーユキノレッシャ ＊パラダイスクリーク

��
��
�レイサッシュ黒鹿 2009 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ユノマニッシュ（06黒鹿 ＊ホワイトマズル）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
スーパーレガシー（15牡黒鹿 ＊セイントアレックス）�５勝��入着４回
アルディートシチー（16�青鹿 アッミラーレ）���１勝
シノジマノウマ（19牡鹿 マツリダゴッホ）��出走

２代母 ユノブラウニー（98黒鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，三面川特別，たけのこ
賞３着
ユノパラボリカ（05牡 ＊ファルブラヴ）１勝
ピューター（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，立夏Ｓ
ピエナオリオン（08� アグネスタキオン）２勝，�３勝
サンライズテナンゴ（10牡 ＊チチカステナンゴ）入着，立待岬特別２着，�２勝�入着

３代母 ＊オエノセラ（90 IRE栗 Night Shift）FR・IRE・GER３勝，Robert Pferdmeng
es‐Rennen‐L，ノイス牝馬賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ３着
プリムローズイヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）入着，�１勝

フェータルローズ（09牝 タニノギムレット）３勝，太宰府特別，野分特別２着，
西海賞３着，etc.
テンハッピーローズ（18牝 エピファネイア）�２勝，アルテミスＳ‐G3 ３
着，サフラン賞２着

サンドロップ Sundrop（01牝 ＊サンデーサイレンス）GB・USA４勝，プリンセス
エリザベスＳ‐G3，カーディナルＨ‐G3，Severals S‐L，etc.
クエンチングQuenching（10牝 Street Cry）FR１勝
クワイエトタイムズQuiet Times（17 牝 Reliable Man）�FR・UAE２
勝，P. Montenica‐L，P. Miss Satamixa‐L ２着

ホイットマンWhitman（13� Poet's Voice）�GB・UAE３勝，Ripon Ch
ampion 2‐Y‐O Trophy‐L

ネイチャ－ズカラーズNature's Colors（16 牡 Poet's Voice）�FR３勝，P.
Altipan‐L

プリムローズレーンPrimrose Lane（02牝 ＊サンデーサイレンス）GB・AUS３勝
サマーセント（16牝 ＊ハービンジャー）４勝，マーメイドＳ‐G3，北大路特別，

下鴨Ｓ３着

販売申込者・所有者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
生 産 牧 場： 原田 久司
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

701 ユノマニッシュ２０２０ 牡・黒鹿 ３／１７

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeユノマニッシュ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ユノブラウニー黒鹿 2006 ＊オエノセラ

2f
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ユメヒマワリ（06鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��４勝�４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（17）〕
キョウトブッサ（14牡黒鹿 ＊パイロ）��11 勝
テンマビックハーツ（16牝青鹿 ＊モンテロッソ）�２勝
ユメタイザン（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��４勝

２代母 ＊スポーティングラダー（97 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
ソンモントゥーノ SonMontuno（04牡 Tale of the Cat）USA２勝
イエスマイダーリン（07牝 キングカメハメハ）１勝，�２勝
カトルラポール（13牝 ＊グラスワンダー）２勝，春菜賞
キョウエイロゼッタ（14牝 ＊パイロ）��１勝

３代母 リダラ Lydara（90 USA鹿 Alydar）USA２勝

４代母 スティックトゥビューティ Stick to Beauty（73 USA黒鹿 Illustrious）USA
３勝，Busanda S，Rosetown S２着
［子］ ゴールドビューティGold Beauty（79 牝 Mr. Prospector）USA８勝，テ

ストＳ‐G2，フォールハイウエイトＨ‐G2，トルーノースＨ‐G3，etc.
ザプライムミニスター The Prime Minister（87 牡 Deputy Minister）U
SA５勝，米グッドウッドＨ‐G2，種牡馬

ストームビューティ Storm Beauty（95 牝 Storm Cat）USA５勝，Mis
s Preakness S‐L，Wilma C.Kennedy S

［孫］ ダイジュールDayjur（87 牡 Danzig）GB・FR・USA７勝，ナンソープ
Ｓ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，etc.，
種牡馬

＊メイプルジンスキー（85牝 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着

アイアンマスク Iron Mask（98牡 Danzig）FR・USA・SIN５勝，アラ
ンベール賞‐G3，P. de la Vallee d'Auge‐L，KrisFlyer Sprint
‐L，etc.，種牡馬

バッファム Buffum（08牡 Bernardini）USA・UAE４勝，ボールドルー
ラーＨ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 政宏＝日高町豊田 �01456-5-2064
生 産 牧 場： 山田 政宏
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

702 ユメヒマワリ２０２０ 牡・青鹿 ３／１０

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayユメヒマワリ
＊ Danzig

��
��
�スポーティングラダー鹿 2006 Lydara

1g
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ユーアーマイン（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クロワッサンリュヌ（16牡鹿 ＊ハービンジャー）��１勝
サンシャインワン（17牝栗 グランプリボス）��入着�
キュン（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�入着２回

２代母 ドリームインザサン（00鹿 ＊トニービン）不出走

３代母 メジロマーリン（84黒鹿 ＊モガミ）出走
メジロベッサン（89牝 ＊クリスタルパレス）不出走

バンフレッシュ（99牝 サクラチトセオー）�４勝，日高賞
メジロランバダ（93牝 ＊テリオス）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，

��入着３回，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，etc.
メジロラガマフィン（02牝 メジロライアン）２勝，鳴海特別２着
メジロマシューズ（03牡 ステイゴールド）１勝，聖護院特別２着，かきつばた

賞２着，安城特別３着，etc.，障害１勝
ボヘミアンチェリー（94牝 メジロテイターン）３勝，菜の花Ｓ‐OP ２着，天竜川特

別２着，下呂特別２着，etc.
ブルーサヴァンナ（96牝 シンボリルドルフ）１勝

ブルートルネード（01牡 ＊ジェイドロバリー）５勝，日経賞‐Jpn2 ３着，函館
記念‐Jpn3 ２着，巴賞‐L ２着，etc.

ハネダテンシ（03牝 フジキセキ）３勝，雲雀Ｓ２着，船橋Ｓ３着，新発田城特
別３着，etc.

ブルーレイ（06牝 ＊トワイニング）入着
ウェーブヒーロー（13牡 ヴィクトワールピサ）４勝，三条特別２着，甲東
特別３着

４代母 メジロヒリユウ（72鹿 ＊ネヴアービート）４勝，府中特別，かんなづき賞，障
害１勝
［子］ メジロラモーヌ（83牝 ＊モガミ）９勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，

エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝
メジロアルダン（85牡 アスワン）４勝，高松宮杯‐Jpn2，日本ダービー
‐Jpn1 ２着，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

703 ユーアーマイン２０２０ �・青鹿 ３／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアユーアーマイン ＊トニービン

��
��
�ドリームインザサン鹿 2009 メジロマーリン

＊アマゾンウオリアー 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 ラインダール（13栗 ＊クロフネ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
キミワテル（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝
ラインブレイカー（19牝栗 リアルインパクト）���１勝

２代母 チアズメッセージ（00栃栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，
都大路Ｓ‐L，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，マーメイドＳ‐Jpn3 ２着，愛知杯
‐Jpn3 ２着，etc.
プレファシオ（07牡 ＊クロフネ）５勝，昇竜Ｓ‐OP，ながつきＳ，岩国特別，ＫＢＣ

杯２着，etc.，��１勝，京成盃グランドマイラーズ２着
イルポスティーノ（09� ＊フレンチデピュティ）２勝，��１勝�７勝
クリプトグラム（12牡 キングカメハメハ）５勝，目黒記念‐G2，大阪―ハンブルク

Ｃ‐L，淡路特別，ゆきやなぎ賞２着
ロビンズソング（15� ルーラーシップ）１勝，��５勝
ルメッサージュ（16牝 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ビオグラフィー（17牝 ロードカナロア）�４勝，淀屋橋Ｓ，豊橋特別

３代母 チアズダンサー（93鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ‐OP，�入着，
グランシャリオＣ３着
チアズブライトリー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ラッセルバローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別，清滝特別２着，エ

ーデルワイスＳ２着
チアズスワロー（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着

サンオークランド（14牡 ＊ロージズインメイ）２勝，與杼特別３着

４代母 シヤトーフオモサ（77青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
［子］ ハヤノキフジン（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーション

Ｃ‐OP，六甲Ｓ‐OP ３着，ミモザ賞
［孫］ バリオス（00牡 ＊シャンハイ）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，メルボルンＴ，ブラ

ッドストーンＳ２着，etc.
サンポンド（99牡 ＊ラシアンボンド）�１勝��10 勝，スパーキングサマ
ーＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

704 ラインダール２０２０ 牡・栗 ５／ ５

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Weekend Surpriseマジェスティックウォリアー ドリームスプリーム Seeking the Gold

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューラインダール ＊サンデーサイレンス

��
��
�チアズメッセージ栗 2013 チアズダンサー

＊ネロリ 13c
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ラスリーズ（09栃栗 ＊ブライアンズタイム）入着６回，�入着��，フェアリーＣ
（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
バーキンブライアン（15牝栗 ダノンシャンティ）�２勝
アルファ（16牡黒鹿 ゼンノロブロイ）��６勝��
シルバーウェーブ（17牡黒鹿 ベルシャザール）��２勝
フェアリー（18牝鹿 ネオユニヴァース）��１勝��１勝

２代母 マチカネヒザクラ（97鹿 ＊デインヒル）２勝，対馬特別３着
マチカネハナアラシ（05牝 マヤノトップガン）�２勝
アーティクラフティ（08牡 ＊アグネスデジタル）入着２回，�２勝
ヒロンスキー（13牝 マツリダゴッホ）�７勝
ジョリルミエール（15牝 ヴァーミリアン）１勝，��５勝�７勝��入着	
エールジョリー（16牝 トーセンホマレボシ）�
３勝���

３代母 ＊マチカネアイーダ（89 USA栗 Alydar）出走
マチカネミネルヴァ（04牝 ＊マチカネキンノホシ）�２勝

カヤク（14牡 ロサード）�１勝�４勝�４勝���，カペラ賞３着
スエズ（05� アドマイヤベガ）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ２着，白嶺Ｓ，響灘特別，etc.

４代母 レイディズシークレット Lady's Secret（82 USA芦 Secretariat）USA25 勝，
ＢＣディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，ベル
ダムＳ‐G1（２回），シュヴィーＨ‐G1，etc.
［孫］ サウンドバリアー（07牝 ＊アグネスデジタル）２勝，フィリーズレビュー‐G2

キョウワハピネス（01牝 ＊オース）３勝，ファルコンＳ‐Jpn3，雪うさぎ賞
カステリシークレッツ Castelli Secrets（94� Leo Castelli）USA11 勝，
Tejano Run S‐L ２着

［曾孫］ サウンドキアラ（15牝 ディープインパクト）�７勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，京
都牝馬Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.

マイスタイル（14牡 ハーツクライ）�５勝，函館記念‐G3，弥生賞‐G2
２着，スワンＳ‐G2 ３着，etc.

アポロラムセス（05牡 ゴールドヘイロー）４勝，葵Ｓ‐L ２着，南総特別
２着，袖ケ浦特別３着

販売申込者・所有者： 新井原 博＝東京都足立区 �03-3856-0005
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

705 ラスリーズ２０２０ 牡・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayラスリーズ ＊デインヒル

��
��
�マチカネヒザクラ栃栗 2009 ＊マチカネアイーダ

22d
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラッキーハナチャン（11青鹿 ネオユニヴァース）�入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ハイパーステージ（17牡芦 ＊ダンカーク）�２勝

２代母 ファンドリオボッコ（94芦 ＊ワツスルタツチ）３勝，北斗賞２着，氷ノ山特別３着
プリンスコウベ（01牡 フジキセキ）５勝，清里特別
サンライズバクシン（03牡 サクラバクシンオー）１勝
ボストンオー（05牡 アドマイヤベガ）５勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，道頓堀Ｓ，

心斎橋Ｓ，鳥羽特別，有明特別，etc.
アクティビューティ（07牝 ＊バゴ）５勝，��１勝�入着�，クイーン賞‐Jpn3，Ｊ

ＢＣＬクラシック‐Jpn1 ２着，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，Ｌプレリュード
‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着（２回），etc.
ウインアクティーボ（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

ボストンリョウマ（08牡 マンハッタンカフェ）１勝，障害１勝，�１勝�１勝，桂樹杯
アルモガバルス（13牡 ハーツクライ）��３勝�入着�	

３代母 ハギノオボツコー（81芦 ＊ゼダーン）不出走
トップデボネア（91牝 ＊プラウドデボネア）１勝，御嶽特別２着，有松特別２着

トップジャンボ（99牡 テイエムジャンボ）６勝，白川郷Ｓ，瀬戸特別，和布刈
特別，etc.

イサミステルス（01牝 ＊トワイニング）３勝
グランドガール（14牝 メイショウサムソン）２勝

シャインジュエリー（04牝 テイエムジャンボ）１勝，�４勝��
○ハギノズイショウ（93牡 ○リユウズイシヨウ）
２勝�３勝�入着３回

４代母 ゼツトスター（65青 ＊テユーダーペリオツド）４勝，中京３歳Ｓ‐OP，ひまわ
り特別，障害２勝
［子］ アリーナオー（78牡 ＊プルバン）６勝，京都記念（春），阪神大賞典，日経

新春杯２着，etc.，��９勝

５代母 モリアキ（58黒鹿 クモノハナ）３勝
［子］ モリツバサ（68牡 ＊シプリアニ）３勝，つくし賞
［孫］ モリユタカ（73牡 ＊テツソ）７勝，銀蹄賞

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

706 ラッキーハナチャン２０２０ 牡・青鹿 ３／ ８
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスラッキーハナチャン ＊ワツスルタツチ

��
��
�ファンドリオボッコ青鹿 2011 ハギノオボツコー

＊星友 19b
Hail to Reason S4×M5 Northern Dancer M4×S5 Nashua S5×S5
Ribot S5×M5 CosmahM5×M5
価格： 購買者：



母 リモンチェッロ（10青鹿 ＊シンボリクリスエス）�入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エスプリアンズ（17牝鹿 ＊クロフネ）���２勝
マールムキトレウム（19牝黒鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ドルチェリモーネ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，忘れな草賞‐OP，紅梅
Ｓ‐OP ３着，丹波特別３着，九州スポーツ杯３着，三木特別３着
デリッツァリモーネ（11� キングカメハメハ）２勝，萩Ｓ‐LR，�13 勝��，宝満

山賞，雲仙岳賞，五ケ瀬川賞，長月賞，etc.
アマレッティ（12牝 キングカメハメハ）入着２回，�２勝�４勝
スイートレモネード（15牝 ロードカナロア）入着３回，���１勝�１勝
アグリューム（16牝 ＊ノヴェリスト）�２勝
アシェットデセール（17牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊レモンスフレⅡ（91 GB鹿 Salse）GB・FR・IRE５勝，モイグレアスタッドＳ
‐G1，ファルマスＳ‐G2，チェリーヒントンＳ‐G3，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

４代母 メロドラマMelodrama（78 GB鹿 Busted）GB２勝
［子］ カランバ Caramba（92牝 Belmez）GB・FR２勝，ファルマスＳ‐G2，

英ナッソーＳ‐G2，ミュージドラＳ‐G3 ２着
メルポメネMelpomene（88牝 Lear Fan）GB・FR・ITY３勝，P. Piet
ro Bessero‐L，Starlight Express Roller S‐L ２着，October S
‐L ３着

［孫］ プレザントサプライズ Pleasant Surprise（93� Cadeaux Genereux）
GB・SIN・MAL５勝，Tunku Gold Cup‐L，Yang di Pertua Ne
geri Gold Cup‐L ２着，Coronation Cup‐L ３着

［曾孫］ オーグッドネスミーOh Goodness Me（06牝 Galileo）GB・FR・IRE
２勝，パークイクスプレスＳ‐G3，愛１０００ギニー‐G1 ３着，Platin
um S‐L ２着，etc.

イレディケイト Eradicate（04� Montjeu）GB・FR３勝，Bravehear
t S‐L，ゴントービロン賞‐G3 ３着，GB障害６勝

販売申込者・所有者： 石原牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2130
生 産 牧 場： 石原牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

707 リモンチェッロ２０２０ �・青鹿 ４／１７
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayリモンチェッロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ドルチェリモーネ青鹿 2010 ＊レモンスフレⅡ

1e
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ララサンタフェーズ（11栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
トーヨーダッシュ（16牡栗 ＊ケープブランコ）�２勝
サンエイシャトル（17牝栗 ＊タイキシャトル）���出走�１勝，ビギナーズＣ
（Ｄ1400）２着，若鮎賞（芝 1600）２着

トラストテンシン（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）���入着２回
ヴァラーメダル（19牡栗 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊スパークルジュエル（04 USA芦 Unbridled's Song）不出走
クリーンエコロジー（08牡 キングカメハメハ）５勝，千葉Ｓ‐OP ３着，アクアマリン

Ｓ，種市特別，喜多方特別，etc.，�４勝���，道営スプリント，etc.，種牡馬
マッケンジー（10牡 アグネスタキオン）２勝
スパークルメノウ（14牡 ディープインパクト）１勝，��３勝��２勝
ダノンパーフェクト（15牡 ディープインパクト）１勝，��１勝�入着３回

３代母 ゴールデンジュエルボックスGolden Jewel Box（89 USA鹿 Slew o' Gold）
不出走
ボックスオヴジュエルズ Box of Jewels（95 牝 Half a Year）USA６勝，Courts

hip S３着
ゴールデンバレイGolden Ballet（98 牝 Moscow Ballet）USA６勝，サンタアニ

タオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，サンタイネスＳ‐G2，レイルバー
ドＳ‐G2，etc.
ステイジラック Stage Luck（04牝 Unbridled's Song）USA３勝，Affectio

nately H‐L，ラフィアンＨ‐G1 ３着，Rare Treat H‐L ３着
ドロセルマイアーDrosselmeyer（07 牡 Distorted Humor）USA５勝，ベルモ

ントＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，One Count S，etc.，種牡馬
ブロンズルートBronze Route（01 牝 Mud Route）USA１勝

トップシード Top Seed（06� Grand Slam）USA４勝，Inaugural S，
Chan Balum S３着

ブロンズド Bronzed（16� Fed Biz）�USA３勝，Lookin At Lucky S，J
ersey Shore S２着

ギルデドジェムGilded Gem（06牝 Smarty Jones）USA４勝，ラスフローレスＳ
‐G3，サンタモニカＳ‐G1 ２着，Kalookan Queen H‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747

708 ララサンタフェーズ２０２０ �・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールララサンタフェーズ
＊ Unbridled's Song

��
��
�スパークルジュエル栗 2011 Golden Jewel Box

10d
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ランスタン（13鹿 ダイワメジャー）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊マシュール（03 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
ナリタムーンライト（08牡 アグネスタキオン）１勝
セシリア（09牝 アグネスタキオン）２勝

セントセシリア（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，羊ヶ丘特別３着
ワールドリバイバル（18牡 エピファネイア）�２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3 ２着，あすなろ賞
センセーション（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，仲春特別，マカオＪクラブＴ，御室

特別２着，猪名川特別３着

３代母 ＊ヴェイルオブアヴァロン（97 USA鹿 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，
ドラローズＨ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，Fortune S
‐L ２着，Sceptre S‐L ２着，etc.
リルダヴァル（07牡 アグネスタキオン）６勝，都大路Ｓ‐L，カシオペアＳ‐L，ＮＨ

ＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.
ヴォルシェーブ（11牡 ネオユニヴァース）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，

宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，
きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝��１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サン
ダウンマイル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

709 ランスタン２０２０ 牡・鹿 １／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケランスタン
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2013 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテーストM4×S5

価格： 購買者：



母 ＊ライブリースプライト（11 GB鹿 Dansili）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
セイクレドスプライト Sacred Sprite（15 GB牝鹿 Nathaniel）�GB１勝
モズテンクウ（19牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 フェリシティ Felicity（00 IRE 鹿 Selkirk）GB・FR・IRE２勝，ゴールデンダ
ッフォディルＳ‐G3，ブルーウインドＳ‐G3 ３着，ノネット賞‐G3 ３着，Gill
ies Fillies' S‐L ３着，Newbury Fillies' Trial S‐L ３着

＊プレザントケイプ（06牝 Cape Cross）不出走
ペイシャフェリス（11牝 スペシャルウィーク）４勝，朱鷺Ｓ‐L，アネモネＳ

‐LR，六甲Ｓ‐LR ２着，ニューイヤーＳ‐L ２着，市川Ｓ，etc.
ペイシャフェリシタ（13牝 ハーツクライ）６勝，春雷Ｓ‐L，キーンランドＣ

‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP ２着（２回），浜松Ｓ，神奈川新聞杯，etc.
ゲイトウッドGatewood（08牡 Galileo）GB・FR・AUS８勝，リュー賞‐G3，ジ

ャロングＣ‐G3，Buckhounds S‐L，Tapster S‐L，Wolferton H
‐L，etc.

エンチュフラEnchufla（09 牝 Danehill Dancer）FR１勝

３代母 ラスフローレス Las Flores（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・ITY１勝，伊
オークス‐G1 ３着，Lingfield Oaks Trial S‐L ２着
スパニッシュスパー Spanish Spur（98� Indian Ridge）GB・USA５勝，John'

s Call S‐R，Cape Henlopen S２着
ラパス La Paz（99牝 Nashwan）GB・FR２勝，P. Belle de Nuit‐L
スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・FR・USA

６勝，英チャレンジＳ‐G2，ハンガーフォードＳ‐G3，Dubai Duty Free C
‐L，etc.，種牡馬

ナショナリズムNationalism（07� Pivotal）GB・UAE３勝，Midsummer S‐L
エイケン Aiken（08牡 Selkirk）GB・FR・IRE６勝，シャンティー大賞‐G2，Bu

ckhounds S‐L，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G3 ２着，種牡馬

４代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）GB・FR・IRE・USA10 勝，
フォレ賞‐G1，オペラ賞‐G2，クロエ賞‐G3，ロワイヨモン賞‐G3，Susan's
Girl H，etc.

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

710 ライブリースプライト２０２０ �・黒鹿 ２／ ６

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊

ダンシリ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dansili Hasiliライブリースプライト フェリシティ Selkirk

��
��
�Felicity鹿GB 2011 Las Flores

8i
Sharpen UpM4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ラッキーマンボ（10鹿 スズカマンボ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
シンボリジョーク（16牡栗 トーセンジョーダン）��５勝
トーケンマンボ（19牝鹿 ホッコータルマエ）��入着

２代母 ミスポーラ（01栗 ＊タイキシャトル）不出走
アクアブルーフライ（07牡 アグネスフライト）３勝，香住特別２着，霊山特別２着，

蔵王特別２着，睦月賞３着
クローゼシチー（08牡 スズカマンボ）��１勝
カシノシュウセイ（11牡 ＊スタチューオブリバティ）�17 勝
ミスルーア（15牝 スズカマンボ）入着４回，���１勝

３代母 パウダースノー（93鹿 ＊スキャン）４勝，嵯峨野特別，美濃特別
ブランピュール（00牝 アンバーシヤダイ）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ３着，コスモス賞‐OP
ノースパストラル（10牝 キングヘイロー）１勝，あすなろ賞３着，ビオラ賞３着
メイショウムラクモ（18牡 ネオユニヴァース）�２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，
黒竹賞３着

メルヴィンカズマ（14牡 ヴィクトワールピサ）２勝，茶臼山高原特別，信濃川
特別２着，野分特別３着

ワンダーアフィラド（16牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，仲春特別２着，�１勝
カワカミパウダー（02牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回

メイショウウズシオ（07牡 ＊オペラハウス）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，大
阪―ハンブルクＣ‐L ２着，巴賞‐LR ３着，etc.

メイショウアサアケ（09牡 ＊シニスターミニスター）２勝

４代母 タカサークル（87鹿 ＊クリスタルパレス）不出走

５代母 トクノパーシア（72鹿 ＊パーシア）��３勝
［子］ チェリーフィールド（90牝 ＊アンフイールド）２勝，須賀川特別３着
［孫］ カネトシパッション（00� ＊リンドシェーバー）１勝，�９勝�，姫山菊

花賞，摂津盃２着
ライヴリードータ（91牝 ＊リフアーズスペシヤル）２勝，印旛沼特別３着

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

711 ラッキーマンボ２０２０ 牡・鹿 ４／ ９

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lovlier Lindaシニスターミニスター スイートミニスター The Prime Minister

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボラッキーマンボ ＊タイキシャトル

��
��
�ミスポーラ鹿 2010 パウダースノー

＊フロリースカツプ 3l
Halo M4×M5 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ポーズ（09鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ミスティクィーン（14牝鹿 タニノギムレット）入着，�１勝
キフジン（15牝黒鹿 ＊グラスワンダー）��５勝
プラチナキング（16牡鹿 ジャングルポケット）�２勝
ロマンスタイム（18牝栗 ジャングルポケット）�出走
ライパチ（19牡鹿 タニノギムレット）�未出走

２代母 ＊スプリングタイムロマンス（01 USA青鹿 Kris S.）GB１勝
ステイジブライト Stage Bright（08 牡 Cape Cross）�２勝，SIN１勝
マオノクララ（18牝 トゥザワールド）��１勝

３代母 ハムシンKhamsin（91 USA黒鹿 Mr. Prospector）FR入着
スビーン Subeen（96牝 Caerleon）GB１勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

スチューペンダスミス Stupendous Miss（01 牝 Dynaformer）FR・USA５勝，
オールアロングＢＣＳ‐G3
ドゥーイトオールDo It All（07 牡 Distorted Humor）USA・UAE４勝，
ザビールマイル‐G2，サンフェルナンドＳ‐G2 ３着

テイルズオヴグリム Tales of Grimm（09� Distorted Humor）GB・A
US・UAE５勝，BRC Spear Chief H‐L，SRC Scone Cup‐L，ホ
ークスベリーゴールドＣ‐G3 ２着，etc.

モールデイヴィスMoll Davis（16 牝 Kingman）�GB・FR２勝，G.P. d
e Nantes‐L ３着

クロージングレインジ Closing Range（09牝 After Market）USA５勝，ラプ
レヴォワイヤントＨ‐G3，Osunitas S‐R，Twin Light S

プラースデヴォージュ Place des Vosges（12 牝 Pleasantly Perfect）USA４
勝，C.T.T. & T.O.C. H２着，Possibly Perfect S‐L ３着

ハルキーサKhalkissa（00 牝 Diesis）GB・FR・UAE２勝
カシーズアンジェル Kassie's Angel（15 牝 アグネスゴールド）�BRZ４勝，ゼ

リアゴンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ３着
＊マラチバンド（03牝 Dixieland Band）GB・FR２勝，P. Urban Sea‐L ３着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

712 ポーズ２０２０ 牡・鹿 ３／３１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルポーズ
＊ Kris S.

��
��
�スプリングタイムロマンス鹿 2009 Khamsin

4j
Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 マダムチェロキー（01鹿 Cherokee Run）４勝，ゴールデンスパーＴ（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（10），地方－５（35）〕
シーズガレット（08牝栗 アグネスフライト）１勝
ホッコータルマエ（09牡鹿 キングカメハメハ）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，アン

タレスＳ‐G3，レパードＳ‐G3，etc.，���８勝��１勝��１勝��１勝
�入着２回，東京大賞典‐G1（２回），ＪＢＣクラシック‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1
（２回），川崎記念‐Jpn1（３回），かしわ記念‐Jpn1，名古屋大賞典‐Jpn3，
佐賀記念‐Jpn3，etc.，優ダート，ＤＧ特別（3回），種牡馬

トーコープラネット（11牡栗 ネオユニヴァース）入着，�７勝
マダムウルル（12牝黒鹿 ハーツクライ）１勝
ホッコーフウガ（13牡鹿 ゴールドアリュール）	��７勝
３勝
マダムストーリー（14牝鹿 ＊ストリートセンス）�５勝
マージェリー（15牝栗 オルフェーヴル）�２勝
入着４回
ベルウッドヨウサン（17�鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，	��出走
アオイシチフク（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）	１勝

２代母 ＊アンフォイルド（95 USA鹿 Unbridled）USA４勝
スズカフォイル（02牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，ききょう

Ｓ‐OP ３着
スズカフロンティア（14牡 ディープインパクト）	４勝，フォーチュンＣ，加

古川特別，日進特別３着，西日本スポーツ杯３着
スズカフェラリー（15牝 スズカフェニックス）	２勝，大牟田特別，岡崎特別

２着，白菊賞３着，りんどう賞３着
コスモプリズム（06牝 マンハッタンカフェ）入着３回，��２勝，エンプレス杯

‐Jpn2 ３着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，ロジータ記念３着
スズカロジック（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）５勝，渡月橋Ｓ，八海山特別，西

湖特別３着

３代母 ボールドフォイル Bold Foil（81 USA黒鹿 Bold Forbes）USA２勝，Cae
sar's Wish S‐R ２着
ボールドリーダン Boldly Done（89� Deputy Minister）USA８勝，Capital Ci

ty S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲市川ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4283
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

713 マダムチェロキー２０２０ �・黒鹿 ４／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

チェロキーラン Runaway Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Cherokee Run Cherokee Dameマダムチェロキー
＊ Unbridled

��
��
�アンフォイルド鹿 2001 Bold Foil

9e
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 メロークーミス（08鹿 ダンスインザダーク）２勝，稲妻特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（３）〕
カシャーサ（15牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝�２勝���入着８回��
ヴァリアント（16牡青鹿 スクリーンヒーロー）�２勝
ナックジーニアス（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）�２勝
ライヴクラッカー（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）�１勝

２代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
＊アイチェックユー（97牝 Miswaki）３勝

イチゴイチエ（04牝 マンハッタンカフェ）３勝，かもめ島特別２着，ＨＴＢ杯
３着，遊楽部特別３着
ダイシンサンダー（11牡 アドマイヤムーン）５勝，米子Ｓ‐L ３着，鞍馬Ｓ
‐OP ３着，錦Ｓ，下鴨Ｓ，北大路特別，etc.，種牡馬

ハヤブサレジェンド（15牡 ＊ヘニーヒューズ）４勝，ＢＳＮ賞‐L ２着，安
達太良Ｓ，白河特別，福島中央ＴＶ杯２着

トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1 ３着，
ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，ドイツ統一賞‐G3 ３着

３代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特別‐Jpn3，

札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
アドマイヤジャパン（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，菊花賞

‐Jpn1 ２着，皐月賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
アドマイヤオーラ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念‐G2，弥生賞

‐Jpn2，シンザン記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ブエナビスタ（06牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ‐G1，天皇賞（秋）

‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，UAE入着，優２牝，優３牝，年代表，
優古牝（2回）

トーセンレーヴ（08牡 ディープインパクト）８勝，エプソムＣ‐G3，ディセン
バーＳ‐L，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

ジョワドヴィーヴル（09牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐G1，チューリップ賞‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，優２牝

サングレアル（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，フローラＳ‐G2，秋華賞‐G1 ５着

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

714 メロークーミス２０２０ 牡・黒鹿 ３／２２

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメロークーミス
＊

＊デュラブ

��
��
�ジョーンズギフト鹿 2008 ＊アグサン

16c
Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メルセンヌナンバー（07鹿 ＊ワイルドラッシュ）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－４（15）〕
ハイドンセット（12牡鹿 ハーツクライ）１勝，��１勝�入着５回
マジカルナンバー（14牝黒鹿 ステイゴールド）�１勝�
ヒューリスティクス（15�鹿 ハーツクライ）���３勝�６勝
ミコノホマレ（16牝鹿 ダイワメジャー）��出走	４勝
エーティーメジャー（17牡鹿 ダイワメジャー）�２勝
アサケレディ（18牝黒鹿 キズナ）�１勝
コパノダイリン（19牡鹿 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ＊タイトルド（96 GB鹿 RainbowQuest）不出走
エクスタシア（01牝 Singspiel）不出走

ペンタシア Pentasia（07 牝 ＊ペンタイア）AUS８勝，BRC Chief de Beers Qu
ality S‐L，Clarence River JC Ramornie H‐L ３着

キャッチータイトル（03牝 ＊オペラハウス）５勝，日本海Ｓ，檜原湖特別３着
メジャーエンブレム（13牝 ダイワメジャー）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，阪神

ジュベナイルフィリーズ‐G1，クイーンＣ‐G3，アルテミスＳ‐G3 ２着，
桜花賞‐G1 ４着，etc.，優２牝

タイトルパート（06牝 アグネスタキオン）１勝
リーディングパート（17牝 ＊ハービンジャー）�１勝，村上特別２着

３代母 ハーレイディシップ Her Ladyship（91 GB鹿 Polish Precedent）FR・IRE
２勝，P. de la Seine‐L，仏オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2 ３着
ディグニファイDignify（97 牝 RainbowQuest）GB・FR・ITY２勝，オマール賞

‐G3，Sweet Solera S‐L ３着
サイハート Sayhaat（98 牝 Sadler's Wells）不出走

プリマドンナPrimadonna（05牝 Halling）TUR出走
ジュルタラーロ Curtaralo（13 牡 Kurtiniadis）�TUR11 勝，Beyoglu S
‐L ３着，Anafartalar S‐L ３着

ジーナモンタナGina Montana（14牝 Scarface）TUR８勝，Turkish St
.Leger‐L ３着

＊レディバウンティフル（02牝 Spectrum）FR３勝，P. Urban Sea‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 �0146-47-2502
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6699-0027

715 メルセンヌナンバー２０２０ �・青鹿 ３／２６

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkメルセンヌナンバー
＊ Rainbow Quest

��
��
�タイトルド鹿 2007 Her Ladyship

B3
Blushing Groom S4×M4

価格： 購買者：



母 ユアザイオン（12黒鹿 メイショウサムソン）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミラキュラスシティ（17牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）���１勝
フェスティヴグッド（18牡鹿 パドトロワ）入着，���未出走�入着
アニュ（19牝栗 グランデッツァ）��出走

２代母 ギャラリートーク（02栗 ＊ブライアンズタイム）出走
フィールドシャイン（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，越後Ｓ，

長浜特別，北陸Ｓ２着，山科Ｓ２着，etc.
アドマイヤドミノ（08牡 キングヘイロー）�２勝�入着
フィールドメジャー（10牝 ダイワメジャー）２勝
アートラヴァー（13牝 ダイワメジャー）１勝
ゴールデンウェル（16牡 スクリーンヒーロー）２勝
ナリノクリスティー（17牝 トゥザワールド）�１勝，デイジー賞２着

３代母 ＊ヒットザスポット（95 USA鹿 Deputy Minister）１勝
アップルアロー（00牡 ＊トニービン）４勝，北海Ｈ，湯川特別
イアオニードル（01牡 スペシャルウィーク）４勝，エメラルドＳ２着，噴火湾特別

２着，桃山特別２着，etc.
ミンティエアー（04牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，オークス

‐Jpn1 ４着，彦星賞，etc.
エルモンストロ（16牡 ルーラーシップ）４勝，八海山Ｓ，鳴海特別，くすのき

賞３着，etc.

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： 中川 欽一
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

716 ユアザイオン２０２０ �・鹿 ５／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンユアザイオン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ギャラリートーク黒鹿 2012 ＊ヒットザスポット

8h
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 リサイトアチャーム（04栗 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
ウインディバイン（12牡黒鹿 ＊バゴ）�１勝�
ガーデンタイム（13牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ディヴェルト（17牝鹿 ワールドエース）�１勝

２代母 チャッターボックス（87鹿 ＊ターゴワイス）２勝，クレマチス賞，呉竹賞２着
タガノチャッター（92牝 ＊トニービン）��６勝

ロードヴァンガード（01牡 ＊ホワイトマズル）２勝，寒狭川特別
シルキー（93牝 ＊バイアモン）不出走

フィクシアス（04� ＊ボストンハーバー）４勝，八幡特別，秋吉台特別，桜草特
別２着，小郡特別３着，千葉日報杯３着

チャッターリップス（95牝 ＊リファーズウィッシュ）４勝，ディセンバーＳ‐OP ２
着，耶馬渓特別，市川Ｓ２着，房総特別２着，若水賞２着，etc.
カトルズリップス（08牝 マンハッタンカフェ）４勝，うずしおＳ，くるみ賞，

初音Ｓ２着，札幌スポニチ賞３着
フェリーチェレガロ（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，古都Ｓ，五条坂特別３

着，�２勝
チャッターマジック（98牝 ＊ティンバーカントリー）１勝
ヒルオブトスカーナ（99牡 サクラローレル）３勝，津軽海峡特別３着
プレミアムボックス（03牡 アドマイヤベガ）８勝，京阪杯‐G3，ＣＢＣ賞‐G3，オ

ーシャンＳ‐Jpn3，阪神Ｃ‐G2 ２着，山城Ｓ，etc.
スワンキーポーチ（05牝 アグネスタキオン）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，菜の

花賞‐OP ２着

３代母 シヤダイチヤツター（80栗 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，北九
州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，小倉記念
‐Jpn3 ２着，etc.
スケアヘッドライン（88牝 ＊パドスール）不出走

スマートギア（05牡 マーベラスサンデー）５勝，中日新聞杯‐G3，京都大賞典
‐G2 ２着，金鯱賞‐G2 ３着，etc.，障害１勝

マルカミラー（97牡 ＊グルームダンサー）２勝，京都新聞杯‐Jpn3 ２着，ゆきつば
き賞，日南特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

717 リサイトアチャーム２０２０ 牡・黒鹿 ３／２４
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayバーディバーディ

＊ Seeking the Gold

��
��
�ホームスイートホーム黒鹿 2007 Our Country Place

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラリサイトアチャーム ＊ターゴワイス

��
��
�チャッターボックス栗 2004 シヤダイチヤツター

＊レデイチヤツター 19
Hail to Reason S4×M5

価格： 購買者：



母 リージェンツパーク（14黒鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
パーガトリー（19牝栗 ＊ヘニーハウンド）�地方未出走

２代母 ロージーミスト（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミステリーゲスト（02牡 メジロライアン）３勝，九十九島特別，新涼特別２着，由

布院特別３着
ミスティフォレスト（05牝 ジャングルポケット）１勝
グランプリボス（08牡 サクラバクシンオー）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1，マイラーズＣ‐G2，スワンＳ‐G2，京王杯２歳Ｓ‐G2，etc.，
GB・HKG入着，優２牡，種牡馬

アドマイヤキュート（09牝 キングカメハメハ）３勝
キスオブザビーナス（11牝 メイショウサムソン）�１勝
グランプリアクセル（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�入着

３代母 ＊ビューティフルベーシック（89 USA栗 Secretariat）USA入着２回
ウインディグニティ（01牡 スペシャルウィーク）５勝，甲斐駒特別，ＴＶ山梨杯，

南港特別，etc.

４代母 ナーヴァスピローNervous Pillow（75 USA栗 Nervous Energy）USA２勝，
Special Goddess S
［子］ ファインスピリット Fine Spirit（82 牝 Secretariat）USA４勝，Casca

pedia H‐L，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
アートオヴリヴィング Art of Living（90 牡 Alydar）USA３勝，Santa
Catalina S‐R，West Twelve Ranch H２着，種牡馬

ストームアトナイト Storm At Night（88� Storm Bird）GB・USA７勝，
Sirenia S‐L ３着

［曾孫］ ザナッツ The Nutz（04� Chester House）USA13 勝，Gus Fonner S
‐L，Omaha S２着（２回）

ファニーミーティング Funny Meeting（99 牡 General Meeting）USA
８勝，Bill Thomas Memorial H，Downs At Albuquerque H
‐L ２着，Camino Real Mile H２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �01456-7-2315
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

718 リージェンツパーク２０２０ �・黒鹿 ２／１０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaリージェンツパーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト黒鹿 2014 ＊ビューティフルベーシック

8c
Nureyev S3×M5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 リアライズクレア（09栗 ゴールドアリュール）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ベルウッドネイチャ（17牡鹿 エピファネイア）�１勝
リープ（18牝栗 モーリス）�出走

２代母 ストレイキャット（99鹿 Storm Cat）出走
マルセイユキャット（04牝 ＊フレンチデピュティ）出走

ナリタスーパーワン（09牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，エニフＳ‐L ３着，京都
オータムリーフプレミアム‐OP ２着，大沼Ｓ‐OP ３着，天保山Ｓ‐OP
３着，渡月橋Ｓ，etc.，�入着

ナリタキングパワー（05� ＊ブライアンズタイム）４勝，札幌日経ＯＰ‐L ３着，北
海Ｈ，木曽川特別，富良野特別２着

タガノエリザベート（07牝 スペシャルウィーク）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3
キャットコイン（12牝 ステイゴールド）３勝，クイーンＣ‐G3，ひいらぎ賞
ワンブレスアウェイ（13牝 ステイゴールド）６勝，愛知杯‐G3，マーメイドＳ‐G3

２着，オクトーバーＳ‐L ３着，阿武隈Ｓ，スピカＳ，etc.
ロックディスタウン（15牝 オルフェーヴル）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3

３代母 ＊ローミンレイチェル（90 USA鹿 ＊マイニング）USA９勝，バレリーナＨ‐G1，
ボーモントＳ‐G2，ブラウン＆ウイリアムソンＨ‐G3，Princess Rooney H
‐L，Queen BC S‐L，etc.
ダーリングマイダーリングDarling My Darling（97 牝 Deputy Minister）USA５

勝，Doubledogdare S‐L，Raven Run S‐L，フリゼットＳ‐G1 ２着，etc.
＊フォエヴァーダーリング（13牝 Congrats）USA２勝，サンタイネスＳ‐G2，

Angels Flight S‐L ２着
ヘヴンリーラヴ Heavenly Love（15牝 Malibu Moon）USA２勝，アルシバ

イアディズＳ‐G1，リグレットＳ‐G3 ３着
ゼンノロブロイ（00牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ジャパンＣ‐G1，有馬記念

‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，青葉賞‐Jpn2，etc.，GB入
着，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �0146-49-5113
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

719 リアライズクレア２０２０ 牡・栗 ５／ ４

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤリアライズクレア Storm Cat

��
��
�ストレイキャット栗 2009 ＊ローミンレイチェル

2b
Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 リファインド（11栗 ＊オペラハウス）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アイルビーゼア（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）���入着�１勝�１勝�，園田プ

リンセスＣ（Ｄ1400）２着，兵庫若駒賞（Ｄ1400）３着

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�２勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1 ３着

プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若
戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
テイエムマンキチ（12牡 ＊クロフネ）入着，�６勝
ジュラーレ（13牝 ジャングルポケット）１勝

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
パシオンノーブル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，柏崎特別，塩沢特別２着，鳥

海山特別２着，etc.
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，��１勝��入着２回，全

日本２歳優駿‐Jpn1，佐賀記念‐Jpn3 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 乾 皆雄＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3753
生 産 牧 場： 乾 皆雄
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

720 リファインド２０２０ �・栗 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinリファインド ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ栗 2011 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ラプチュア（15栗 バンブーエール）入着，��１勝
初仔

２代母 クニコチャン（09栗 ゴールドアリュール）１勝
カネコメアサヒ（16牡 ＊ダンカーク）�２勝
カネコメノボル（17� ローズキングダム）�１勝

３代母 ＊クバター（92 ARG栗 De Ramiro）USA・ARG２勝，サンイシドロ２歳牝馬
大賞‐G1，エンリケアセバル大賞‐G1 ２着，コパデプラタインテルナシオナル
‐G1 ２着，フランシスコベアスレイ賞‐G2 ３着，Miss Huntington S‐R ３着
ユアアディクト（00牝 ＊ハウスバスター）��１勝

アイリスモレア（05牝 ショウナンカンプ）１勝，ラベンダー賞‐OP ２着
ディアセルヴィス（10牡 アドマイヤジャパン）２勝，福島２歳Ｓ‐OP，ク
ロッカスＳ‐OP ２着，ＢＳイレブン賞２着

カルリーノ（16牡 マツリダゴッホ）�３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ジュ
ニアＣ‐L ２着，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

コンカラン（07牝 ジャングルポケット）３勝，再度山特別２着，夕月特別３着
（２回），西部スポニチ賞３着，etc.
リュクスポケット（15牡 ダイワメジャー）�２勝，萩Ｓ‐LR ３着，五頭連峰特

別３着，シクラメン賞３着

４代母 ゴールデンレリックGolden Relic（75 ARG鹿 Relko）ARG３勝
［子］ ジャンガダ Jangada（84牝 Kasteel）ARG出走，ミゲルアンヘル＆セル

マン賞‐G2 ４着
［曾孫］ ウマニータ Humanita（03 牝 Just Us）BRZ６勝，G.P. Diana Cristal‐L

ムーチョリンドMucho Lindo（07牡 Top Size）BRZ１勝，Taca de C
ristal‐L ３着

５代母 ゴ－ルデンガ－ドルGolden Girdle（62 GB栗 Ballymoss）GB１勝
［子］ グリ－ンベルトGreen Belt（72 牡 Habitat）GB・FR・GER・USA３勝，

European Free H，ミルリーフＳ‐G2 ２着，ジョンシェール賞
‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2775
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

721 ラプチュア２０２０ �・栗 ３／ ４
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�バンブーエール ＊レインボーウッドラプチュア ゴールドアリュール

��
��
�クニコチャン栗 2015 ＊クバター

3i
アフリート S3×M3 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ルトルヴェール（12栗 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ベルシャヴェール（17牝鹿 ベルシャザール）��出走
ハクシンアカイバラ（18牝鹿 ベルシャザール）���入着２回�１勝

２代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
プリンセスカメリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3
３着，きんもくせい特別，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）�２勝，フェアリーＳ‐G3
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，鷹巣山特

別，古町特別，etc.
ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，���１勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，

新潟牝馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，弥彦特別，糸魚川特別，etc.
ヴォリアーモ（17牝 ルーラーシップ）�１勝，松浜特別２着，ゆりかもめ賞２着

バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，
秋川特別，幕張特別，多摩川Ｓ３着，etc.

３代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ‐Jpn1
（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優短距，種牡馬

スプリングコート（91牝 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジャニュア
リーＳ，北大路特別，etc.
フローリッドコート（98牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回
ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日
王冠‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： 新井原 博＝東京都足立区 �03-3856-0005
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

722 ルトルヴェール２０２０ �・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュルトルヴェール サクラユタカオー

��
��
�ラトラヴィアータ栗 2012 サクラハゴロモ

4m
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテーストM4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ルナリア（10黒鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アースルナ（15牝鹿 エイシンフラッシュ）��２勝
カイサン（18牝鹿 ルーラーシップ）��入着
アルティマムーン（19牝鹿 ルーラーシップ）��入着

２代母 ＊ムーンライトダンス（02 IRE栗 Sinndar）IRE３勝，愛インターナショナルＳ‐G3
ムーンライトベイ（06牝 High Chaparral）不出走

シゲルピンクダイヤ（16牝 ダイワメジャー）�１勝，桜花賞‐G1 ２着，秋華賞
‐G1 ３着，チューリップ賞‐G2 ２着，中日新聞杯‐G3 ２着，ターコイ
ズＳ‐G3 ３着，etc.

シゲルピンクルビー（18牝 モーリス）�２勝，フィリーズレビュー‐G2
ムーンリットレイク（08牡 ディープインパクト）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，福島民報杯

‐L ２着，プリンシパルＳ‐LR ２着，白富士Ｓ‐L ３着，メイＳ‐OP ３着，etc.
クラヴェジーナ（09牝 アグネスタキオン）入着３回，�１勝

ジャカランダシティ（16牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝，福島２歳Ｓ‐OP
ロジムーン（14牡 ゼンノロブロイ）１勝，五泉特別２着
ストーミーバローズ（15牡 オルフェーヴル）３勝，豊中特別，灘Ｓ２着，インディ

アＴ２着，��出走
マノアフォールズ（16� ハーツクライ）１勝，��出走�出走
ヒュッゲ（17牡 ハーツクライ）�３勝，白百合Ｓ‐L，エリカ賞

３代母 スタイルオヴライフ Style of Life（85 USA鹿 The Minstrel）IRE２勝
スタイルフォーライフ Style for Life（90 牝 Law Society）FR２勝，P. Panacee

‐L ３着
ナイトスタイルNight Style（97 牡 Night Shift）GB・ITY・UAE・SIN３勝，

伊グランクリテリウム‐G1
セントラルロビー Central Lobby（95牡 Kenmare）FR・USA５勝，ダフニス賞

‐G3 ２着，P. du Lion d'Angers‐L ３着
グレイスワローGrey Swallow（01牡 Daylami）GB・FR・IRE・USA・CAN・A

US６勝，愛ダービー‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，ジムマレーメモリ
アルＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲アイオイファーム＝浦河町上向別 �0146-22-1011
生 産 牧 場： ㈲アイオイファーム
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

723 ルナリア２０２０ �・青鹿 ５／１５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスルナリア
＊ Sinndar

��
��
�ムーンライトダンス黒鹿 2010 Style of Life

8f
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ルールザユニバース（12鹿 ネオユニヴァース）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
タイガーユニバース（18牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��出走
ユイノセンリガン（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 ＊ダンスザクラシックス（04 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・IRE１勝
コールトゥバトル Call To Battle（09� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝，Eyre

field S‐L，バリーサックスＳ‐G3 ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
クラシカルチュチュ（13牝 ゼンノロブロイ）入着，�３勝�入着
カレンラヴニール（14牡 ルーラーシップ）�５勝��２勝，土佐秋月賞，黒潮菊花

賞２着
ゴーウィズザフロー（17牡 ＊キンシャサノキセキ）��２勝

３代母 ヘッドインザクラウズ Head in the Clouds（98 IRE 鹿 RainbowQuest）
GB・FR２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ２着，セントサイモ
ンＳ‐G3 ２着
クエストフォーイターニティQuest For Eternity（03 牝 Sadler's Wells）不出走

サムホエア Somewhere（09 牝 Dalakhani）IRE 入着
テンプスイッガナドゥ Tempus Iggannadu（16牡 Holy Roman Emperor）
�ITY４勝，P. Mauro Sbarigia‐L ３着，P. Pisa‐L ３着

リトルホワイトクラウド Little White Cloud（10� Dalakhani）IRE・AUS
２勝，愛ダービートライアルＳ‐G2 ３着，ガリニュールＳ‐G3 ２着，
Werribee C‐L ３着

ロージズフォーザレイディ Roses For The Lady（06牝 Sadler's Wells）GB・IRE２
勝，Vintage Crop S‐L，愛オークス‐G1 ２着，Finale S‐L ２着，etc.

レイディオヴエヴェレスト Lady of Everest（07 牝 Montjeu）不出走
レイディオヴデュバイ Lady Of Dubai（12 牝 Dubawi）GB・IRE２勝，He

ight of Fashion S‐L，英オークス‐G1 ３着，Montrose Fillies S‐L ２着

４代母 バレリーナBallerina（91 IRE 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
［子］ ミレナリーMillenary（97 牡 RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・I

TY12 勝，英セントレジャー‐G1，ロンズデイルＣ‐G2，ドンカスタ
ーＣ‐G2（２回），etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ㈲本桐牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

724 ルールザユニバース２０２０ 牡・鹿 ３／３０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスルールザユニバース
＊ Sadler's Wells

��
��
�ダンスザクラシックス鹿 2012 Head in the Clouds

1l
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルミジュ（13黒鹿 ブラックタイド）�入着６回
初仔

２代母 ジェンハオサイマ（03鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
トゥルーフレンド（09牡 ＊ノボトゥルー）２勝
カイジンムーン（10牝 ブラックタキシード）��２勝�１勝
マイネルゲール（11牡 ソングオブウインド）１勝
アワオーラ（12� アドマイヤオーラ）��４勝��１勝�２勝�１勝
ペキンブリッジ（14牝 ハイアーゲーム）	２勝�入着２回
ハンゲキノノロシ（15牡 トーセンホマレボシ）�４勝
サッキーチェン（16牡 ロジユニヴァース）��１勝
ツリガサキ（18牝 ベルシャザール）�
１勝

３代母 ＊ビトウィーンザヘッジズ（84 USA鹿 Bailjumper）USA７勝，アーリントン
メイトロンＨ‐G2，Edgewood S２着
ストーミークリシー Stormy Krissy（93 牝 Storm Cat）USA７勝，Correction H

‐L，インタバラＨ‐G3 ２着，Ruthless S‐L ２着，etc.
スリーサンビーム（05牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，夙川特別３着，�５勝

４代母 フューチャーディシジョン Future Decision（73 USA鹿 Dead Ahead）US
A４勝，Bowie Kindergarten S
［子］ ファイナルチャプター Final Chapter（80 牝 Val de l'Orne）USA14 勝，

Whitemarsh H，Conniver H‐R，Lady Baltimore H，etc.
グレイスフォレストGrace Forest（87 牝 Green Forest）ITY２勝，P.
Torricola‐L ３着

［孫］ スーントゥビーシングル Soon to Be Single（98 牝 RajWaki）USA６
勝，Miss Moneypenny S‐L，Adena Springs Matchmaker S
‐L ２着

［曾孫］ モビールMobil（00 牡 Langfuhr）USA・CAN12勝，ドミニオンデイＨ
‐G3，ヴィジャルＨ‐G3，オンタリオダービー‐G3，etc.，種牡馬

マトマゼルチコラータMatmazel Cikolata（12 牝 Pressing）TUR10 勝，
Osmangazi S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

725 ミラクルミジュ２０２０ 牡・鹿 ２／２６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアミラクルミジュ ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ジェンハオサイマ黒鹿 2013 ＊ビトウィーンザヘッジズ

1o
Northern Dancer S5×S5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 ヴェリタスマリコ（12栗 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５）〕
アシャカトブ（16牡栗 ＊シニスターミニスター）�５勝，アハルテケＳ‐OP
（Ｄ1600），ポルックスＳ‐OP（Ｄ1800）３着，上総Ｓ（Ｄ1800），赤富士Ｓ
（Ｄ2100）２着，�入着，佐賀記念‐Jpn3 ２着

ジェイケーフェイス（18牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�出走
キングレジェンド（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走

２代母 アサクサコンソメ（02鹿 ダンスインザダーク）１勝
ポタージュクレール（08牝 ＊ホワイトマズル）�６勝
パリソワール（09牡 タニノギムレット）２勝，稲城特別２着
ギンザブルースター（10牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
パルフェクレール（11牝 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�入着
セクシーヨガ（16牝 ＊プリサイスエンド）��１勝�１勝

３代母 メイクアウイッシュ（87栗 ＊ノーザンテースト）１勝
カモンマイハウス（93牝 ＊キャロルハウス）５勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，衣笠

特別２着，八坂特別３着，etc.
ビゼンスバル（94牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，白百合Ｓ‐OP ３着，国際ＪＳ（２），

白藤Ｓ，etc.，障害１勝
クリールポイント（95牡 サクラユタカオー）４勝，寺泊特別，赤倉特別２着，隅田

川特別２着，etc.
ブレスマイスターズ（96牝 ＊ホワイトマズル）１勝

ゼンノグッドウッド（03牡 エアジハード）６勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，サン
シャインＳ，春日特別，etc.

ハートサムデイ（98牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，檜山特別，ゆりかもめ賞３着
テレグノシス（99牡 ＊トニービン）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，毎日王冠‐G2，

京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，FR・HKG入着，種牡馬
ブローザキャンドル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回，��１勝�

フレイムオブピース（09牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，マーチＳ‐G3 ３着，伊
丹Ｓ，オークランドＲＣＴ２着，etc.

キャンドルグラス（14牡 ＊サウスヴィグラス）���10 勝�２勝，東京スプリント
‐Jpn3 ３着（２回），ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５着，船橋記念（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

726 ヴェリタスマリコ２０２０ �・鹿 ２／１７
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスヴェリタスマリコ ダンスインザダーク

��
��
�アサクサコンソメ栗 2012 メイクアウイッシュ

＊メツシーナ 5h
Halo S4×M5 Nijinsky S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 リキサンキャロル（06栗 ニューイングランド）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ウールーズ（12牝鹿 ローレルゲレイロ）�１勝��入着４回��
セイプラウド（13牡青鹿 ローレルゲレイロ）��１勝
ブラックソーン（15牡黒鹿 ローレルゲレイロ）��１勝�３勝�１勝��

２代母 ミアモーレ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
スキールニル（07牡 サクラローレル）�１勝�入着４回�
モルフェメイト（08牝 ニューイングランド）１勝，�２勝

３代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
メジェール（97牝 ＊タバスコキャット）５勝，天王山特別，白鳥大橋特別，御池特別，etc.

ハングインゼア（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
キングワールド（17牡 トゥザワールド）�	５勝�入着４回，北日本新聞
杯３着

メリュジーヌ（06牝 ＊フレンチデピュティ）３勝
メジェルダ（13牝 ディープインパクト）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，
りんどう賞２着

クロワラモー（07牝 スペシャルウィーク）３勝，宇治川特別，奥只見特別，ク
リスマスキャロル賞２着，etc.
オーパキャマラード（16牝 ＊ダンカーク）２勝，ＨＴＢ杯３着

マヤノセイリュウ（00牝 マヤノトップガン）１勝，御在所特別３着，松浜特別３着
ゴールドロジャー（08牡 ＊タイキシャトル）３勝，くすのき賞３着

４代母 ＊ビベ（85 USA栗 Nureyev）GB・USA４勝，Santa Lucia H‐LR
［子］ ピ－トスキ Peteski（90 牡 Affirmed）USA７勝，モルソンイクスポート

ミリオン‐G2，Queen's Plate S‐R，Prince of Wales S‐R，etc.，
種牡馬

フミノウインダム（03牡 フジキセキ）２勝，犬山特別，飯盛山特別３着

５代母 ＊ビバレジナ（79 USA鹿 His Majesty）USA出走
［子］ アストロゲート（89牡 Secretariat）２勝，青葉賞‐OP ２着，山吹賞，種牡馬

アドラスタムール（92牡 ＊クリスタルグリツターズ）１勝，手稲山特別３着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

727 リキサンキャロル２０２０ 牡・芦 ４／１６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your Heelsラニ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ニューイングランド ＊クラウンフォレストリキサンキャロル ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ミアモーレ栗 2006 ＊カスパースカイゴールド

20
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 レイナカスターニャ（08栗 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－３（15）〕
カタルーニャ（13牡鹿 メイショウサムソン）１勝
アンデスクイーン（14牝栗 ＊タートルボウル）５勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ５

着，スレイプニルＳ‐OP（Ｄ2100）２着，立志Ｓ（Ｄ1800），上賀茂Ｓ（Ｄ1800），
灘Ｓ（Ｄ1800）３着，���２勝��１勝，エンプレス杯‐Jpn2，Ｌプレリ
ュード‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着

レイナデルビエント（15牝鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�２勝��２勝
レイナブローニュ（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）入着４回，���７勝
タンバヴェルド（17牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）��出走
マテンロウアチーブ（18牡鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 ナスカ（03鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
アロマティコ（09牝 キングカメハメハ）６勝，巴賞‐LR，秋華賞‐G1 ３着，エリザ

ベス女王杯‐G1 ３着，クイーンＳ‐G3 ２着，マーメイドＳ‐G3 ３着，etc.
コパカティ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，御室特別２着，北大路特別３着，夕

月特別３着
アルビージャ（18牡 モーリス）�３勝，ホンコンＪクラブＴ，新緑賞

カラル（14	 ルーラーシップ）３勝，飯盛山特別３着，若戸大橋特別３着

３代母 アンデスレディー（86栗 ＊ノーザンテースト）１勝，シクラメンＳ‐OP ２着
オーバーザウォール（94牝 ＊ドクターデヴィアス）５勝，福島記念‐Jpn3，山中湖特

別，九州スポーツ新聞杯，etc.
フォルクローレ（99牝 ダンスインザダーク）６勝，ストークＳ，芦屋川特別，伏見

特別２着
アルバート（11牡 アドマイヤドン）９勝，ステイヤーズＳ‐G2（３回），ダイヤ

モンドＳ‐G3，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
サンバレンティン（01牡 スペシャルウィーク）８勝，七夕賞‐G3，福島記念‐Jpn3，

大阪スポーツ杯，etc.
インティライミ（02牡 スペシャルウィーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都新聞杯

‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

728 レイナカスターニャ２０２０ 牡・鹿 ３／ ３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスレイナカスターニャ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ナスカ栗 2008 アンデスレディー

＊レデイチヤツター 19
ラストタイクーン S3×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レジェ（13黒鹿 ステイゴールド）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ジャッキーテースト（01黒鹿 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，
クリスマスキャロル賞３着，�１勝
プレミアムテースト（08牡 ディープインパクト）２勝，金倉山特別３着
グレイスフラワー（09牝 ダイワメジャー）３勝，オクトーバーＳ，火打山特別，信

濃川特別３着，二本松特別３着，��２勝
ストライプ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，クロッカスＳ‐L

サトノフェアリー（10牝 ディープインパクト）３勝，信夫山特別
ロジテースト（11牡 ダイワメジャー）２勝，�４勝�２勝�入着４回
アロマドゥルセ（14牝 ディープインパクト）３勝，生田特別，西海賞２着，淡路特

別２着，琵琶湖特別２着，兵庫特別２着，etc.
エクスプレッサー（17牡 スクリーンヒーロー）入着，��５勝

３代母 ＊ジャッキーマックス（82 IRE 芦 Sexton Blake）FR・USA５勝，P. des Bell
es Filles‐L

＊マックスファックス（90牝 Known Fact）USA４勝
シベリアンライオン（02牡 ＊マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，初

春賞３着，横手特別３着
＊マックスジーン（93牝 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイＨ‐G2

（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.
フライバイペガサス（02牝 Fusaichi Pegasus）出走
マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）���５勝，平和賞３着

マクシマール（03牝 アグネスタキオン）１勝
フェスティヴイェル（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，２０１６ＷＡＳＪ第２
戦，調布特別，出雲崎特別，etc.

アンジュジョリー（14牝 ＊タートルボウル）�２勝��４勝�入着，東京プ
リンセス賞，東京２歳優駿牝馬３着，金沢シンデレラＣ２着

ペッグエリーPeg Elly（94 牝 Dr. Carter）USA出走
レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Juan Aria

s‐L ３着

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

729 レジェ２０２０ �・青鹿 ５／ １
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレジェ ＊カーネギー

��
��
�ジャッキーテースト黒鹿 2013 ＊ジャッキーマックス

9e
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 Blakeney S5×M5

価格： 購買者：



母 レジュールダムール（07鹿 Kingmambo）３勝，福島放送賞（Ｄ1700）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
レッドヴィクター（14�鹿 ディープインパクト）�２勝
レッドアウローラ（16牝鹿 ディープインパクト）２勝
レッドクラーガ（18牡鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 ＊フェアリーバラード（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
＊グレイスフルソング（05牝 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，二王子特別，二本松特

別，飯盛山特別２着，御在所特別２着，道新スポーツ賞３着，etc.
＊ブレンダ（06牝 ＊ロックオブジブラルタル）入着

レッドアトゥ（14牝 ＊カジノドライヴ）５勝，東大路Ｓ，納屋橋Ｓ２着，和布刈
特別２着

グラッツィア（08牡 キングカメハメハ）６勝，ラジオ日本賞‐OP，ブラジルＣ‐OP
２着，etc.，障害１勝，���入着３回，川崎記念‐Jpn1 ３着，日本ＴＶ盃
‐Jpn2 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着

スーパームーン（09牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，ＡＲ共和
国杯‐G2 ３着，ディセンバーＳ‐L ２着，白富士Ｓ‐L ３着，アイルランドＴ
‐L ３着，etc.

３代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
＊ディボーステスティモニー（92牝 Vice Regent）USA出走

フサイチセブン（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アン
タレスＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝，ダイオライト記念‐Jpn2，種牡馬

＊レディバラード（97牝 Unbridled）５勝，��２勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，クイー
ン賞‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着
ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－ＮＩＫ

ＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬
スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，ハリウッド

ターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ウルフトーンWolfe Tone（01牡 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Paddy Powe

r S‐L，ムアズブリッジＳ‐G3 ３着，種牡馬
＊ミレニアムウイング（03牡 Sadler's Wells）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，青嵐賞，支

笏湖特別，etc.

販売申込者・所有者： アシュビル㈱＝愛知県名古屋市 �03-3475-0707
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

730 レジュールダムール２０２０ �・鹿 ４／ １

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueレジュールダムール
＊ Sadler's Wells

��
��
�フェアリーバラード鹿 2007 Angelic Song

12c
Northern Dancer M4×S5×S5×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 レッツグルーヴ（10栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
トゥクトゥクボーイ（14牡黒鹿 ダノンシャンティ）�４勝
スウィング（17牡栗 ＊アイルハヴアナザー）���１勝

２代母 フィールグルービー（98鹿 ＊トニービン）出走
グルーヴィンハイ（03牡 ＊アフリート）３勝
ツルガオカランナー（05牡 ＊クロフネ）３勝，�１勝�
ハートビートソング（07牡 ゼンノロブロイ）５勝，目黒記念‐G2 ２着，青葉賞‐G2 ３

着，ブリリアントＳ‐L ２着，アンタレスＳ‐G3 ３着，ブラジルＣ‐LR ３着，etc.

３代母 ＊プレイヤーホイール（86 CAN栗 Conquistador Cielo）USA２勝，Natal
ma S‐L ２着
ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 牝 Cryptoclearance）US

A５勝，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G2，スカイ
ラヴィルＳ‐G2，etc.
イシグル Ishiguru（98牡 Danzig）GB・FR・IRE３勝，フライイングファイヴ

Ｓ‐G3，Belgrave S‐L，Richard H. Faught Memorial S‐L ２着，
種牡馬

キャットファイター Cat Fighter（00 牝 Storm Cat）USA３勝，ラカニャーダ
Ｓ‐G2，エルエンシノＳ‐G2 ３着，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着，etc.

シークレットサールム Secret Psalm（92牝 Cryptoclearance）USA出走
デロスビエントスDelosvientos（03� Siphon）USA８勝，ブルックリンＨ

‐G2，Fit To Fight S‐L，Point Given S‐L，etc.
アシュフォードキャスル Ashford Castle（94 牝 Bates Motel）USA７勝，River

Downs BC H‐L，アシュランドマイルＳ‐G3 ２着，Pago Hop S‐L ２着，etc.
ミッショナリーMissionary（95 牡 Deputy Minister）USA８勝，Canterbury De

rby‐L，Damascus H‐L，Pete Axthelm H‐L，etc.，種牡馬
フォルナリーナ（96牝 Capote）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，対馬特別２

着，わらび賞２着
ダイワズーム（09牝 ハーツクライ）４勝，スイートピーＳ‐LR，松島特別，デ

イジー賞，etc.

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

731 レッツグルーヴ２０２０ �・芦 ２／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandレッツグルーヴ ＊トニービン

��
��
�フィールグルービー栗 2010 ＊プレイヤーホイール

4g
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 レッドフィオーレ（08鹿 ＊バゴ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
スーパーラビット（13牡黒鹿 ローレルゲレイロ）��２勝
マンテンノホシ（15牝青鹿 ローレルゲレイロ）��２勝�１勝�
グラマラススカイ（16牝黒鹿 カネヒキリ）��５勝
ビクトリアワールド（17牡栗 カネヒキリ）��出走
ジュンコーハク（18牝鹿 ホッコータルマエ）入着２回，��１勝

２代母 ＊ゴーンスペクター（95 USA鹿 GoneWest）入着
アラマサウイン（10牝 ウインラディウス）１勝

３代母 アンジェリックノートAngelic Note（86 USA栗 The Minstrel）GB１勝
ハープスアンドウィングズHarps andWings（93 牝 Relaunch）不出走

ワンウェイフライトOneWay Flight（03 牡 ＊プリサイスエンド）USA３勝，
Spectacular Bid S‐R，Aspirant S‐R，Whirlaway S２着，etc.，
種牡馬

ヘッジレイショHedge Ratio（96 牝 Unbridled）USA２勝
セイヴザプロフィット Save the Profit（01� ＊ヘネシー）USA３勝，Kingst

on H‐R ３着
メアリーアレックスMary Alex（02牝 Honour and Glory）USA３勝，アイ

オワオークス‐G3 ３着，Silver Maiden S３着
ブラウンアイドメアリー Brown Eyed Mary（11牝 Pulpit）USA４勝，
West Virginia Secretary of State S‐L ２着

レイズウォリアー Ray'swarrior（12� ＊マジェスティックウォリアー）�
USA11 勝，Zaxby's Sprint S‐R ２着，Sunshine Millions Sprint S
‐R ２着

グランドフォークスGrand Forks（97 牝 Quiet American）USA３勝，Arizona
Oaks‐L，Sun Devil S

アンジェラスサンセット Angelus Sunset（99 牡 Numerous）GB・FR・HKG２勝，
Easter S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲アラキファーム＝新冠町万世 �0146-49-5218
生 産 牧 場： ㈲アラキファーム
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

732 レッドフィオーレ２０２０ 牡・栗 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxレッドフィオーレ
＊ GoneWest

��
��
�ゴーンスペクター鹿 2008 Angelic Note

16g
Nureyev S4×M4 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 レディカリーナ（13鹿 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
レディアリエス（18牝鹿 ルーラーシップ）�１勝

２代母 レディクラシック（95黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
フジマサワールド（02� ＊ラムタラ）�４勝
トレジャーステージ（03牝 ＊オペラハウス）�５勝�１勝
コンプリートラン（04� シンボリルドルフ）１勝，��１勝
ヘリオスシチー（06牡 ＊クロフネ）３勝，マカオＪクラブＴ２着，御池特別２着，オ

ーロラ特別３着，駒場特別３着，竜飛崎特別３着，etc.
グランドシチー（07牡 キングカメハメハ）８勝，マーチＳ‐G3，東海Ｓ‐G2 ２着
（２回），ブリリアントＳ‐L ２着，シリウスＳ‐G3 ３着，etc.，�入着２回�
��，マーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，etc.

アリエルシチー（09牝 ＊タップダンスシチー）	１勝
ラフィネシチー（11牝 ゴールドアリュール）３勝
クラシカルレディ（14牝 ＊キングズベスト）入着２回，	１勝�２勝

３代母 タケバンザイ（83鹿 ＊パーソナリテイ）入着４回
キャニオンストーム（90牡 ＊ストームオンザルース）４勝，東スポ杯‐OP ３着，道

新スポーツ賞，常陸特別，etc.，障害５勝
ターフエリザベス（94牝 アスワン）４勝，福島中央ＴＶ杯，外房特別２着，湘南特

別３着，etc.
チョウカイダッシュ（96牝 ＊モガンボ）出走

キヨシンスパイダー（01牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）�８勝，阿久利黒賞３着

４代母 タケフブキ（69鹿 ＊パーソロン）３勝，オークス，サンスポ４歳牝馬特別２着，
京成杯３歳Ｓ３着，４歳牝馬特別
［子］ タケファイター（78牡 ＊カラード）１勝，毎日杯２着，きさらぎ賞３着，

障害１勝
タケマサル（77牡 シンザン）６勝，カブトヤマ記念２着，サマーＳ，武蔵
野Ｓ，etc.

タケムスメ（81牝 ＊パーソナリテイ）２勝，オークス４着，紅梅賞
［曾孫］ ブラックシープ（01牡 ホリスキー）�２勝，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲見上牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2617
生 産 牧 場： ㈲見上牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

733 レディカリーナ２０２０ 牡・鹿 ４／１５
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤレディカリーナ ＊ブライアンズタイム

��
��
�レディクラシック鹿 2013 タケバンザイ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5 Hail to Reason M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レーヌドオリエント（12鹿 キングカメハメハ）１勝，�３勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 アルスノヴァ（05鹿 ダンスインザダーク）２勝，エリカ賞
ウォーヘッド（11牡 ＊ウォーエンブレム）入着，�３勝�１勝�入着７回
アルスフェルト（13牝 キングカメハメハ）２勝
リュミエールドール（14牝 ルーラーシップ）２勝，わらび賞２着

３代母 オリエンタルアート（97栗 メジロマックイーン）３勝，タイランドＣ２着
ドリームジャーニー（04牡 ステイゴールド）９勝，有馬記念‐G1，宝塚記念‐G1，

朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，
優２牡，優古牡，種牡馬

グッドルッキング（06牝 ＊クロフネ）３勝，浅口特別，出石特別２着，紫川特別２着，etc.
グッドジュエリー（15牝 ハーツクライ）�３勝，勝浦特別，医王寺特別，みち

のくＳ２着，etc.
グッドマックス（17牝 ジャスタウェイ）�３勝，勝浦特別

オルフェーヴル（08牡 ステイゴールド）10勝，日本ダービー‐G1，有馬記念‐G1
（２回），皐月賞‐G1，菊花賞‐G1，宝塚記念‐G1，産経大阪杯‐G2，神戸新聞
杯‐G2，スプリングＳ‐G2，etc.，FR２勝，フォワ賞‐G2（２回），etc.，年代
表，優３牡，優古牡（2回），種牡馬

マトゥラー（09牝 ディープインパクト）出走
マハヴィル（15牡 キングカメハメハ）�２勝，浄土平特別，松島特別２着，咲

花特別３着，etc.
リヤンドファミユ（10牡 ステイゴールド）４勝，若駒Ｓ‐OP，早春Ｓ，但馬Ｓ，etc.，

種牡馬
アッシュゴールド（12� ステイゴールド）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，きさ

らぎ賞‐G3 ３着
デルニエオール（15牝 ステイゴールド）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着

４代母 エレクトロアート（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，クロッカスＳ‐OP ３着，
道新スポーツ杯，下北半島特別，サフラン賞，Ｉｎｔ．ＪＳ（２）２着
［子］ シュペルノーヴァ（95� メジロマックイーン）４勝，白鷺特別，戎橋特別，

エメラルドＳ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝登別市上鷲別町 �0143-44-4435
生 産 牧 場： ㈲ユートピア牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

734 レーヌドオリエント２０２０ �・鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスレーヌドオリエント ダンスインザダーク

��
��
�アルスノヴァ鹿 2012 オリエンタルアート

＊グランマステイーヴンス 8c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ルナジェーナ（99栗 ＊フォーティナイナー）５勝，白鳥大橋特別（Ｄ1000），白鳥
大橋特別（Ｄ1000）３着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－６（38）〕
ルナキッズ（06牡栗 ダンスインザダーク）５勝，斑鳩Ｓ（芝 1400），六甲アイラン

ドＳ（芝 1400）２着，瀬田特別（芝 1400）２着
ルナドリーム（07牝栗 フジキセキ）１勝
キングリホリホ（08牡栗 キングカメハメハ）�21 勝
エスユーハリケーン（10�鹿 ネオユニヴァース）３勝，寺泊特別（芝 1400），五泉

特別（芝 1400），遠刈田特別（芝 1800）３着
トキワ（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
プラチナダイヤ（13牝栗 キングカメハメハ）�２勝
ヒルノケープタウン（14牡青鹿 マンハッタンカフェ）�８勝
ブルーイメル（15牡鹿 ハーツクライ）�４勝��
サンエイルレーヴ（16牝鹿 ジャスタウェイ）��１勝
サーブルルミエール（17牡栗 ゴールドアリュール）���入着４回�２勝

２代母 ＊シュミーダー（90 USA鹿 Alydar）不出走
ヴァルハラヴィクセンValhalla Vixen（94牝 Deerhound）USA１勝

スクールフォースキャンダル School for Scandal（99 牝 Is It True）USA６
勝，Dearly Precious S３着
ミシカルパワーMythical Power（06 牡 Congaree）USA４勝，テキサス
マイルＳ‐G3，ローンスターダービー‐G3，ウッドワードＳ‐G1 ２着，
サンカルロスＨ‐G2 ３着，Sunland Derby‐L ２着，種牡馬

メジャータレント（95牝 St. Jovite）１勝
パーソナルアイズ（96牡 ＊ラストタイクーン）３勝，白山特別，わらび賞，甲斐駒特

別３着，三里塚特別３着
スペースリーダー（01牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，スピードシンボリメモリアル

２着，恵庭岳特別２着

３代母 シミー Shimmy（78 USA鹿 Nijinsky）USA４勝，Senorita S，デルマー
オークス‐G2 ３着

販売申込者・所有者： 山口 忠彦＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3501
生 産 牧 場： 山口 忠彦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

735 ルナジェーナ２０２０ �・栗 ４／２１
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileルナジェーナ
＊ Alydar

��
��
�シュミーダー栗 1999 Shimmy

4m
Mr. Prospector M3×S5 Raise a Native M4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ルナクィーン（05鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
エスシーアルテミス（12牝青 ＊サウスヴィグラス）�１勝
キングブリス（15�鹿 メイショウボーラー）�２勝，中京ペガスターＣ（Ｄ1600）２着
クロスザオーシャン（16牡鹿 ＊ノボジャック）�２勝��
ユニバーサルタイム（17牡青鹿 フリオーソ）��１勝
サンブエナパーク（18牡青鹿 ＊ロードアルティマ）��出走
ハカブ（19牝黒鹿 オウケンブルースリ）�地方未出走

２代母 ＊アリシーナ（90 USA鹿 Alysheba）USA３勝，ラカニャーダＳ‐G2 ２着，
Honey Fox H‐L ３着，Desert Law S‐R ３着
ドラージェイ（99牡 ＊エリシオ）４勝，クリスマスキャロルＨ，北洋特別，赤倉特別

３着，遠州灘特別３着
ウイングランツ（00牡 ダンスインザダーク）４勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，目黒記念

‐Jpn2 ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，函館記念‐Jpn3 ３着，知床特別，etc.
キタサンカーネギー（01牡 ＊カーネギー）１勝
オーギュスト（02牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，彦星賞
マルラニビスティー（06牝 ダンスインザダーク）３勝，十勝岳特別，北洋特別３着

３代母 シュキー Shukey（75 USA鹿 Key to the Mint）USA５勝，Beaugay H，
Ballerina S２着
ウォーターフォードフェアWaterford Fair（82 牝 Raise a Native）USA１勝

シングルローズ Single Rose（02牝 Irgun）AUS５勝，QLD Tattersall's Cla
ssic‐L，BRCDr. John Power H‐L ２着

ハートビートアウェイHeart Beat Away（87牝 Green Forest）不出走
エスキウェイ Eskiway（92牝 Eskimo）PR18 勝，C.Wiso G.‐L，C.Edua

rdo Cautino Insua‐L，C.Accion de Gracias‐L，etc.
シュガーキー Sugarkey（96牝 Missionary Ridge）USA１勝

スキャットキー Scatkey（03牝 Scatmandu）USA３勝，ディスタフＨ‐G2 ３
着，Union Avenue S‐R ２着，Montauk H‐R ２着，etc.

４代母 シュヴィー Shuvee（66 USA栗 Nashua）USA16 勝，ジョッキークラブゴール
ドＣ（２回），エイコーンＳ，マザーグースＳ，ＣＣＡオークス，ベルダムＳ，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 北俣ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

736 ルナクィーン２０２０ 牡・黒鹿 ４／２５
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサールナクィーン
＊ Alysheba

��
��
�アリシーナ鹿 2005 Shukey

9f
Hail to Reason S4×M5 Graustark S4×M5 Raise a Native S4×M5
Nashua S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 エヴァソーマッチ（04芦 ＊アフリート）�１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
フクノブリューナク（11牡栗 エイシンデピュティ）入着２回，�１勝�
ケントリシャール（12牝栗 フサイチリシャール）�１勝
サンカーニー（13牝芦 キャプテントゥーレ）�１勝�２勝
ボールドリーチ（18牡鹿 リーチザクラウン）�出走

２代母 ＊エヴァソーライトリー（91 USA芦 Nijinsky）不出走
マヤノメイビー（97牝 Miswaki）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，阪神３歳牝馬Ｓ

‐Jpn1 ３着，りんどう賞
エーシンカハナモク（06牡 キングカメハメハ）２勝，唐津特別，久留米特別２

着，�２勝
フルブラスト（00牡 ＊フォーティナイナー）３勝，南総特別，クリスマスＣ２着，妙

高特別２着，栃尾特別２着，千葉日報杯３着，etc.
リラティビティ（06牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，��２勝
インディアリング（07牝 スペシャルウィーク）出走

ヘイハチハピネス（13牝 ＊プリサイスエンド）入着，�４勝��，クイーンＣ
レインフォール（09牡 ダイワメジャー）４勝，六波羅特別，美作特別，定山渓特別，

甲東特別２着，西部スポニチ賞２着，etc.

３代母 クイクソティックレイディQuixotic Lady（80 USA芦 Quadratic）USA13
勝，モンマスオークス‐G2，コティリオンＳ‐G3，ポストデブＳ‐G3，Honey
Bee H‐L，Prima Donna S‐L，etc.
バッグオヴトリックスBag of Tricks（88 牝 Devil's Bag）USA１勝

コンファイド Confide（94 牡 Phone Trick）USA５勝，スペクタキュラービッ
ドＳ‐G3，スウェイルＳ‐G3，ハッチソンＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

フォレヴァーメイジー Forever Maisie（96 牝 Carson City）USA５勝
カースルズインザスカイ Castles in the Sky（03	 Sky Classic）USA14
勝，Turf Dash S

ニュメロプリヴェNumero Privee（90牝 Private Account）FR入着
プリンセスユーノPrincess Uno（03牝 ＊デインヒル）AUS・NZ１勝

ヤーン Yearn（13牝 Savabeel）�NZ７勝，オークランドブリーダーズＳ‐G2，
ソーンドンマイル‐G1 ３着，ＡＲＣジョージアダムズＨ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： ㈲三石軽種馬共同育成センター
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

737 エヴァソーマッチ２０２０ 牡・芦 ４／ ７

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieアポロキングダム ベッラガット Storm Cat

��
��
�Bella GattoUSA 栗 2003 Winter Sparkle

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyエヴァソーマッチ
＊ Nijinsky

��
��
�エヴァソーライトリー芦 2004 Quixotic Lady

21a
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ロイヤルムーン（11栗 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ミニマムーン（17牝黒鹿 シビルウォー）��出走�４勝�入着�
スカイチャーム（18牡栗 フリオーソ）��１勝
スプリングネイル（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��未出走�出走

２代母 ロイヤルタバスコ（04栗 ＊タバスコキャット）２勝
ロイヤルパンプ（12牡 ＊アグネスデジタル）４勝，北山Ｓ，オークランドＲＣＴ２着，

吹田特別２着，��２勝�
キングズミッション（13牡 ゼンノロブロイ）１勝，���４勝

３代母 ＊マチカネベニザクラ（92 IRE 栗 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）３勝
マチカネハマチドリ（98牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ヴィクトリクスルドラム Victrix Ludorum（10牝 Invincible Spirit）GB２勝，
Leisure S‐L ２着，Eternal S‐L ３着

マチカネメニモミヨ（99牡 ＊ブライアンズタイム）７勝，大阪城Ｓ‐L，巴賞‐L ３着，
灘Ｓ‐OP ２着，etc.

マチカネオーラ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，中京記念‐Jpn3，大阪城Ｓ‐L
２着，米子Ｓ‐L ２着，etc.

ペディクラリス（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，舞浜特別，彦星賞３着，��入
着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着
バンズーム（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，ポル

ックスＳ‐OP ２着，etc.，��入着３回�２勝���入着５回，名古屋大
賞典‐Jpn3 ２着

ユノゾフィー（06牡 ＊フォーティナイナー）５勝，欅Ｓ‐L ２着，師走Ｓ‐OP ２着，
秋嶺Ｓ，etc.

４代母 ドフザダービーDoff the Derby（81 USA鹿 Master Derby）不出走
［子］ ＊ジェネラス（88牡 Caerleon）GB・FR・IRE６勝，英ダービー‐G1，愛ダ

ービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬
イマジン Imagine（98牝 Sadler's Wells）GB・IRE４勝，英オークス
‐G1，愛１０００ギニー‐G1，愛パークＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-3788
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

738 ロイヤルムーン２０２０ 牡・鹿 ３／２０

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズロイヤルムーン ＊タバスコキャット

��
��
�ロイヤルタバスコ栗 2011 ＊マチカネベニザクラ

4n
Storm Cat S4×M4 Halo S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ロマンスリップ（09鹿 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
シャムゴッド（15牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�５勝
オルヴィエート（16牝黒鹿 レッドスパーダ）���入着５回
クリノグリゴロス（18牡栗 ＊バトルプラン）�出走
ケイツーリタス（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�未出走

２代母 マヤノクリオネ（97栗 サクラユタカオー）出走
ラルムール（02牡 ＊アラジ）�１勝��３勝
フェイクフェイス（03牡 ＊スターオブコジーン）２勝，すずらん賞‐OP，�１勝
サンタドレス（04牝 キングヘイロー）３勝
パッションローズ（05牝 ＊アフリート）４勝，驀進特別，邁進特別，萌黄賞，白菊賞

２着，ＳＴＶ賞３着
ウォーターサルーン（13牡 ステイゴールド）�１勝�11 勝，黒潮マイルＣｈＳ２着

ナイヤンビーチ（06牝 ＊キッケンクリス）�３勝�７勝
フィドルプレイヤー（07牝 ＊ストラヴィンスキー）１勝

３代母 レディコスマー（90栗 ＊ノーザンテースト）２勝，桧山特別３着
シャドウビンテージ（00牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，メトロポリタンＳ‐L，南

武特別，迎春Ｓ２着，etc.

４代母 ロイヤルコスマー（82鹿 ＊ロイヤルスキー）３勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，報知
４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，トパーズＳ‐OP，オパールＳ
‐OP ３着，etc.
［子］ フサイチユーキャン（97牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，サンスポ４歳牝

馬特別‐Jpn2 ３着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，新春Ｓ，etc.
［孫］ グレイスティアラ（03牝 フジキセキ）１勝，�１勝��１勝�１勝，全日本

２歳優駿‐Jpn1，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，エーデルワイス賞‐Jpn3，etc.
ワンモアマイライン（98牡 サツカーボーイ）４勝，東海Ｓ‐Jpn2 ２着，
マーチＳ‐Jpn3 ２着，アンタレスＳ‐Jpn3 ３着，etc.

［曾孫］ サンエイジャック Star Jack（14 牡 ジャングルポケット）�２勝，サファ
イア賞２着，はまなす賞２着，etc.，�SIN３勝，El Dorado Classi
c‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲三輪牧場＝日高町賀張 �01456-5-2661
生 産 牧 場： ㈲三輪牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

739 ロマンスリップ２０２０ �・鹿 ３／２５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスロマンスリップ サクラユタカオー

��
��
�マヤノクリオネ鹿 2009 レディコスマー

＊マツチレスネイテイヴ 2d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ローズヘイロー（06鹿 キングヘイロー）�６勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（６）〕
ロチュス（13牝鹿 カンパニー）�１勝
シゲルベンガルトラ（14牡栗 ＊プリサイスエンド）�３勝，青竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）３

着，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，寒椿賞（Ｄ1400），
さくらんぼ特別（芝 1200）２着，オキザリス賞（Ｄ1400）２着，袖ケ浦特別
（芝 1200）３着，なでしこ賞（Ｄ1400）３着

ブルベアノザワナ（15牡栗 タイムパラドックス）��２勝�１勝�
モモタロウキング（17牡芦 ジョーカプチーノ）��入着２回
インプルーヴ（18牝栗 フリオーソ）��２勝

２代母 ツジノローズ（97栗 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）１勝，�１勝
シルクロージネス（04牡 マーベラスサンデー）��３勝
スパークスフライ（08牡 ニューイングランド）１勝
リワードドルゴン（09	 スズカマンボ）
６勝�２勝
ローズファンタジア（10牝 ＊アサクサデンエン）��１勝�入着�
オランジェリー（11牡 マヤノトップガン）��９勝

３代母 ツジノライン（92栗 ＊オウインスパイアリング）出走

４代母 ツジノジヨオー（84栃栗 ＊ターゴワイス）３勝，相川特別，加治川特別３着
［子］ ナリタオンワード（94牡 ヤマニンスキー）３勝，伏拝特別２着

５代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
アドマイヤゲイル（92牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＮＺトロフィー４歳
Ｓ‐Jpn2 ３着，マーガレットＳ‐OP ２着，菜の花Ｓ‐OP ２着，etc.

［孫］ ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3
３着，クリスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）

［曾孫］ ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記
念‐G2，七夕賞‐G3（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

740 ローズヘイロー２０２０ �・栗 ３／３０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローローズヘイロー ＊ロイヤルアカデミーⅡ

��
��
�ツジノローズ鹿 2006 ツジノライン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ロードナイト（09鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ビルドアップ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝

２代母 ローレルマロン（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ラムセスジュベリー（07牡 キングヘイロー）�１勝��７勝�６勝�２勝�
ポッドマロン（12牝 ネオユニヴァース）�１勝���入着３回
オリジネイター（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，���13 勝
コパノマーボー（15牡 ＊ヘニーヒューズ）入着４回，��１勝�入着�
ビューティーラブ（18牝 エスポワールシチー）���１勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォザドリーム（94牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マーメイド

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇

賞（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，

�９勝

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝	入

着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

741 ロードナイト２０２０ �・鹿 ３／ ９

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーロードナイト ＊フォーティナイナー

��
��
�ローレルマロン鹿 2009 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マウンテンウーマン（08 IRE 鹿 Montjeu）IRE 入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
マイネルクライマー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��５勝�１勝�
ハクアイローレル（18牡鹿 ＊ダンカーク）��１勝

２代母 プレセリ Preseli（97 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1，Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Debutante Fillies S
‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，Waya S‐L ２着
アリゾナジョンArizona John（05� Rahy）GB・IRE10 勝
プレセリズプルピットPreseli's Pulpit（12 牝 Pulpit）USA１勝

ティヴィス Tivis（18 牝 Tale of Ekati）�USA２勝，Southern Park S‐R，
Cheryl S. White Memorial S３着

テイルオヴプレセリTale of Preseli（13 牝 Tale of Ekati）USA２勝
プリティキティPretty Kitty（16 牝 Tale of Ekati）�USA１勝

３代母 ヒルオヴスノーHill of Snow（92 GB鹿 Reference Point）IRE１勝
ヴァリーオヴソングValley of Song（98牝 Caerleon）GB１勝

フレッシュミント Fresh Mint（04 牝 Sadler's Wells）GB・IRE４勝
カネリーロー Canary Row（10� Holy Roman Emperor）�GB・IRE
６勝，Ruby S‐L

スノーファイア Snowfire（99 牝 Machiavellian）GB・USA１勝，英１０００ギニー
‐G1 ２着，Oh So Sharp S‐L ２着
モデルModel（04 牝 Giant's Causeway）USA４勝，Its In the Air S，スピ

ンスターＳ‐G1 ２着，サンタマリアＨ‐G1 ２着，etc.
コング Kong（02� Sadler's Wells）GB・USA１勝，リングフィールドダービー

トライアルＳ‐G3
マウントキリマンジャロMount Kilimanjaro（03 牡 Sadler's Wells）GB２勝，

Further Flight S‐L

４代母 ホワイトスタ－ラインWhite Star Line（75 USA鹿 Northern Dancer）US
A９勝，ケンタッキーオークス‐G1，アラバマＳ‐G1，デラウェアオークス‐G1，
テストＳ‐G3，La Troienne S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

742 マウンテンウーマン２０２０ �・鹿 ３／ ８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesマウンテンウーマン プレセリ Caerleon

��
��
�Preseli鹿IRE 2008 Hill of Snow

4m
Northern Dancer M4×M5×M5

価格： 購買者：



母 サティーヌアロム（14鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ラストバリオン（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝

２代母 ＊ホームスイートホーム（99 USA鹿 Seeking the Gold）USA出走
マイスイートホーム（06牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
バーディバーディ（07牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ユニコーンＳ‐G3，フェブラ

リーＳ‐G1 ３着，etc.，�１勝��入着２回�，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，東京大賞
典‐Jpn1 ３着，帝王賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

バーディーイーグル（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，むらさき賞，浜松特別，府
中Ｓ３着，大島特別３着

サトノアルバトロス（11牡 ＊ブライアンズタイム）３勝
サトノレガリア（17牡 ＊エスケンデレヤ）１勝

３代母 アワカントリープレイスOur Country Place（92 USA黒鹿 Pleasant Colony）
不出走
カントリーハイドアウェイ Country Hideaway（96牝 Seeking the Gold）USA10

勝，ファーストフライトＨ‐G2（２回），ベッドオーロージズＨ‐G3，ヴェイグ
ランシーＨ‐G3，etc.

マトラチャパスMatlacha Pass（97 牝 Seeking the Gold）USA２勝
パインアイランド Pine Island（03牝 Arch）USA４勝，アラバマＳ‐G1，ガゼ

ルＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1 ２着，etc.
ポイントオヴエントリー Point of Entry（08 牡 Dynaformer）USA９勝，マン

ノウォーＳ‐G1，ガルフストリームパークターフＨ‐G1，マンハッタンＨ
‐G1，etc.，種牡馬

プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ
ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.
マジカルワールドMagical World（10 牝 Distorted Humor）USA１勝
ガラナGuarana（16牝 Ghostzapper）�USA５勝，エイコーンＳ‐G1，
ＣＣＡオークス‐G1，マディソンＳ‐G1，etc.

４代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着

販売申込者・所有者： ㈱リーディング＝千葉県山武郡芝山町 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

743 サティーヌアロム２０２０ 牡・栗 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayサティーヌアロム
＊ Seeking the Gold

��
��
�ホームスイートホーム鹿 2014 Our Country Place

1g
Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴァルキリー（14栗 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ポットアカデミー（95黒鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）出走
クリノアカデミー（00� ＊クリエイター）�１勝
マクロプロトン（01牡 ＊ヒシアリダー）入着，�３勝��９勝�，スパーキングサマ

ーＣ，北斗盃２着
パープルアカデミー（04牡 ブラックタキシード）４勝，指宿特別２着，香嵐渓特別

３着，西脇特別３着
ウィリーウィリー（06牡 ＊ヒシアリダー）��５勝
パープルセンリョ（08牡 インターハイクラス）３勝
オーミバンビーナ（11牝 ブラックタイド）入着，�１勝�
オーミアリス（12牝 ＊ホワイトマズル）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3
オーミパドドゥ（13牝 マーベラスサンデー）１勝
オーミティグリス（15牡 ゼンノロブロイ）�	１勝�８勝
アウトストリップ（16牝 トーセンホマレボシ）�	入着３回�１勝

３代母 ＊ベーシイド（78 USA青鹿 Cool Moon）USA23 勝，アクサーベンクイーンズ
Ｈ‐G3（２回），Quivira H‐L，Quivira S，Ak‐Sar‐Ben Oaks，Jam
es Herbuveaux Mile H，etc.

＊リンドシェーバー（88牡 Alydar）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2 ２着，
函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，優２牡，種牡馬

＊パーソナルファイル（91牝 Private Account）不出走
トコア（97牝 ＊カーネギー）３勝，ＳＴＶ賞，まりも特別２着，矢車賞３着
アドマイヤコマンド（05� アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐Jpn2，毎日
杯‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，障害１勝

テイクワンズアイ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，登別特別，キーンランド
Ｃ２着，八雲特別３着

４代母 ポロンドラPolondra（68 USA黒鹿 Donut King）USA３勝
［孫］ デイハンターDay Hunter（93 牡 Lost Opportunity）USA８勝，Me

morial Day S‐R，Joe Weaver Memorial S‐R ２着，Houston
Mile S３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

744 ヴァルキリー２０２０ �・芦 ４／ ３
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイヴァルキリー ＊ロイヤルアカデミーⅡ

��
��
�ポットアカデミー栗 2014 ＊ベーシイド

23b
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky M4×M4

価格： 購買者：



母 ガーリッシュハート（11鹿 ハーツクライ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ルヴァーガール（00 GB鹿 Alzao）GB・USA３勝，ロックフェルＳ‐G2，
La Habra S‐L，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ２着，Henry Carnarvon S
‐L ２着
エバーシャイニング（07牝 ゼンノロブロイ）２勝

ペイシャエヴァー（14牡 ショウナンカンプ）�４勝，高砂特別３着，鈴鹿特別３着
ネバーゴーンアウト（17� ヴィクトワールピサ）�２勝
フィールドモーリス（18牡 モーリス）�１勝

ネオザミスティック（08牝 ハーツクライ）２勝
クリスタロス（16牡 ＊タートルボウル）１勝
コスモシークレット（17牡 ＊タートルボウル）１勝，��１勝

サンライズマヌー（09牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
セトノビーナス（12牝 デュランダル）１勝
ステイキングダム（13牡 ステイゴールド）３勝，近江特別３着，奥尻特別３着
アルングリム（14牡 ネオユニヴァース）�１勝�１勝
スパークルガール（16牝 ハーツクライ）���入着７回�３勝
ヴィサルガ（17牡 ダノンシャンティ）入着，��１勝�入着

３代母 ガールオヴマイドリームズGirl of My Dreams（93 IRE 鹿 Marju）GB２勝

４代母 スタイリッシュガール Stylish Girl（86 USA鹿 Star de Naskra）不出走

５代母 カーナビーガールCarnaby Girl（68 USA栗 ToMarket）USA２勝
［子］ ストレインジウェイズ Strangeways（78 牝 Olympiad King）USA３勝，

Merry Madeleine S，レイルバードＳ‐G3 ２着，Bangles an
d Beads S２着

ハイスタイル High Style（80 牝 King Pellinore）IRE・USA４勝，Lo
di H，Marble Hill S２着

［曾孫］ カミリンカミロン Camilin Camilon（10牡 Unbridels King）�PER２
勝，ペルーダービー‐G1，エンリケメイグス賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村本牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

745 ガーリッシュハート２０２０ 牡・黒鹿 ３／１３

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスガーリッシュハート
＊ Alzao

��
��
�ルヴァーガール鹿 2011 Girl of My Dreams

14c
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5 Lyphard M4×M5

価格： 購買者：



母 イイデステップ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）３勝，秩父特別（芝 2000），
糺の森特別（芝 1800）２着，十勝岳特別（芝 1800）２着，調布特別（芝 1800）３着，
逢坂山特別（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３〕
ステップオン（19牝鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 パレガルニエ（00鹿 ＊シアトルダンサーⅡ）��４勝�入着，東京２歳優駿牝
馬，鎌倉記念
イイデジャスト（10牝 リンカーン）�９勝��入着２回
イイデフューチャー（11牡 アドマイヤジャパン）３勝，春日山特別，遠刈田特別，

国東特別２着，鳥栖特別２着，英彦山特別３着
イイデメモリー（14牝 ゴールドアリュール）１勝
ヒルノマリブ（17牝 ゴールドアリュール）２勝，紅梅Ｓ‐L，すずらん賞‐OP ２着，

白菊賞３着

３代母 ダービーベター（91黒鹿 ＊キンググローリアス）２勝，香取特別３着，中ノ岳
特別３着
プラスアルファ（99牝 ＊スリルシヨー）��１勝
ビューティフォーム（01牝 ＊リンドシェーバー）１勝，�３勝
スパークプラネット（03牝 ウイングアロー）��３勝
ティアップキセキ（06牝 ダンスインザダーク）�１勝
ティアップビギン（07牡 アグネスフライト）�６勝�入着２回��
ヤマトダービー（09牝 ＊タイキシャトル）��１勝

４代母 ダービーナイト（78黒鹿 ＊シヤイニングナイト）��８勝，クイーン賞，しら
さぎ賞３着
［子］ ダービーラウンド（85牡 グレートダービー）��10 勝�５勝�入着，川崎

記念２着
サンシスイメイ（94牝 ＊ゲイメセン）��８勝

５代母 ＊サンルプローシユ（65 GB鹿 Above Suspicion）GB入着
［孫］ サレルノ Salerno（81牡 Roger's Dandy）ARG５勝，P. Carlos Gardel

‐L ２着，P. Cocles‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

746 イイデステップ２０２０ 牡・鹿 ３／３１

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodイイデステップ ＊シアトルダンサーⅡ

��
��
�パレガルニエ鹿 2008 ダービーベター

＊サンルプローシユ 2i
Halo S4×M5 Nijinsky M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エンゼルジョーカー（07黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（３）〕
アスタリスク（13牡鹿 ブラックタイド）３勝，�２勝��
カガヒーロー（14牡栗 スクリーンヒーロー）入着，�１勝
アスカノダイチ（16牡栗 グランプリボス）�２勝
カシノルシーダ（18牡鹿 トーセンジョーダン）���入着

２代母 ビューチフルドラマ（93栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，エイ

プリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，南武特別，利尻特別，etc.
テンタシオン（00牝 ＊エリシオ）不出走

レッツゴーヒチョリ（05牡 ＊マイネルラヴ）３勝，富嶽賞３着
ビューティファイン（06牝 サツカーボーイ）２勝，織姫賞
ライジングサン（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，伊勢特別，咲花特別，鳴海

特別３着，花見山特別３着，菅名岳特別３着
ジョウテンロマン（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，�１勝，岩鷲賞３着
アールヌーヴォー（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美浦Ｓ，習

志野特別，山藤賞，上越Ｓ２着，etc.
モデルウォーク（08牝 キングカメハメハ）出走

ナンヨーオボロヅキ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）���出走�８勝�入着２回
	
，黒潮菊花賞，高知優駿，土佐春花賞，佐賀ヴィーナスＣ２着，ル・
プランタン賞２着，etc.

ミッキーマーチ（09� フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，�２勝�入着３回��

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入着２回，
Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

747 エンゼルジョーカー２０２０ �・鹿 ２／１８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayエンゼルジョーカー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ビューチフルドラマ黒鹿 2007 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason S4×M4

価格： 購買者：



母 アグネスターフ（04鹿 アグネスカミカゼ）���１勝・２勝，東京プリンセス賞
（Ｄ1800），桜花賞（Ｄ1600）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
フィガロズサン（13牡芦 ＊フィガロ）��３勝�２勝�入着２回
エスピエーグル（14牡青鹿 ＊ベーカバド）�３勝�
アカイハネ（17牝鹿 ルースリンド）�２勝

２代母 ターフナチュラル（94鹿 ＊ブレイヴエストローマン）不出走
スーパーヘイロー（98� ＊ジョリーズヘイロー）入着，�２勝
スガコ（01牝 ＊キンググローリアス）��５勝

ビクトリースガ（07牡 ＊ヴィクトリースピーチ）��７勝，戸塚記念２着
ゴールドスガ（08牡 ゴールドアリュール）��３勝，戸塚記念２着，東京湾Ｃ

３着，ニューイヤーＣ３着
ミシックターフ（03牡 ＊ミシックトライブ）��３勝
ゴールドターフ（08牝 ゴールドアリュール）��１勝
セイユウマインド（09牝 ＊ティンバーカントリー）�２勝
ニーケカグラ（10牝 スパイキュール）��５勝

３代母 サクラゴツド（75芦 ＊イエローゴツド）９勝，スプリンターズＳ，安田記念２
着，牝馬東タイ杯２着，関屋記念３着，ＢＳＮ杯‐OP（２回），etc.
ライトカオリ（82牝 ＊ハードツービート）出走

ゴッドジョオー（88牝 ＊コインドシルバー）１勝，九重特別２着
ウララマンスタ（96牡 ＊エブロス）�15 勝，秋の鞍，白銀争覇２着，スプリ
ング争覇３着，etc.

ブランドピラミッド（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，彦星賞３着
ダンディコンプソン（92牡 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，樅の木賞３着，	１勝

４代母 ＊エラミラ（69 GB芦 Roan Rocket）GB１勝，Somerville Tattersall S２
着，Blue Seal S２着
［孫］ メイショウビトリア（87� ミスターシービー）６勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，目黒記念‐Jpn2 ２着，京都大賞典‐Jpn2 ２着，etc.
コウチエラミー（94牡 サクラチヨノオー）５勝，函館スプリントＳ‐Jpn3
３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP，ビッグベン賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

748 アグネスターフ２０２０ 牡・鹿 ４／２７

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスカミカゼ ダイナチヤイナアグネスターフ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�ターフナチュラル鹿 2004 サクラゴツド

＊エラミラ 2i
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 アンプレシオネ（05芦 ＊クロフネ）２勝，西部日刊スポーツ杯（芝 1200）２着，知
多特別（芝 1200）２着，北大路特別（芝 1800）２着，衣笠特別（芝 1800）２着，堀川
特別（芝 1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
オタンデュレーヴ（17牡芦 タイムパラドックス）��１勝

２代母 アペレース（96芦 ＊サンデーサイレンス）１勝
ペプチドタカラブネ（08牝 ＊クロフネ）�２勝
ユノ（12牝 ＊アサクサデンエン）��２勝��３勝
クラウングレイス（13牝 ＊ホワイトマズル）入着，�２勝��

３代母 ＊フレイムオブパリ（90 USA芦 Blushing Groom）不出走
フラワースカイ（95牝 Caerleon）不出走

ナリタシークレット（02牝 フジキセキ）５勝，六甲アイランドＳ，三年坂特別，
シドニーＴ，etc.
ワンスカイ（17牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝，葵Ｓ（重賞）‐L
３着，ききょうＳ‐OP ２着，もみじＳ‐OP ３着

パリパフューム（03牝 ＊クロフネ）不出走
ベンジーニ Benzini（09	 Tale of the Cat）AUS・NZ・HKG11勝，ＢＲＣブリ

ズベンＣ‐G2，Kaimai S‐L，セカンドセンチュリーＳ‐G1 ２着，etc.
ドリームズオヴパリスDreams of Paris（13 牝 Dream Ahead）AUS・NZ４

勝，TRC Tasmanian S‐L ２着
ホットスニッツェル Hot Snitzel（08	 ＊スニッツェル）AUS８勝，ＢＲＣＢＴＣカ

ップ‐G1，ＡＴＣロイヤルソヴリンＳ‐G2，ＢＲＣサイアーズプロデュースＳ
‐G2，etc.

４代母 バリダレスBalidaress（73 IRE 芦 Balidar）IRE３勝
［子］ パ－クアピ－ル Park Appeal（82 牝 Ahonoora）GB・FR・IRE・USA

５勝，チヴァリーパークＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，Oldt
own Stud S‐L，etc.

アリダレス Alydaress（86 牝 Alydar）GB・IRE・ITY３勝，愛オークス
‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，ヨークシャーオークス‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

749 アンプレシオネ２０２０ 牡・芦 ２／２３

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tale of the Cat

�
�
�
�
�
�
�
�
� Yarnエーシントップ エコロジー Unbridled's Song

��
��
�EcologyUSA 黒鹿 2010 Gdansk's Honour

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアンプレシオネ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アペレース芦 2005 ＊フレイムオブパリ

14c
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 アミザクラ（12芦 メイショウボーラー）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
オリオンネージュ（17牝芦 アドマイヤムーン）��１勝�
キミョウキテレツ（18牝鹿 ＊バトルプラン）��１勝

２代母 マキノワルツ（02芦 ダンスインザダーク）出走
キンショーカチドキ（07牡 ＊スキャン）�１勝
カシノワルツ（10牝 ローエングリン）３勝，宮崎特別，医王寺特別，セプテンバー

Ｓ２着，医王寺特別２着，クリスマスＣ３着，etc.

３代母 シノクロス（85芦 シービークロス）３勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，ＴＶ東京３
歳牝馬Ｓ‐Jpn3，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，クロ
ーバー賞‐OP ３着，優２牝
シノホワイティー（92牝 トウシヨウボーイ）不出走

ニッキースター（96牡 ＊ステートリードン）１勝
ハルカジョウ（93牝 ダイナサンキユー）４勝，鎌倉特別，二王子岳特別２着，平ヶ

岳特別２着，障害１勝
ハルカッコ（03牝 ＊アフリート）入着３回
ハルカフジ（08牡 ＊ルールオブロー）４勝，福島放送賞，花見山特別，津軽
海峡特別２着

ハルカノタカ（05牡 ＊コマンダーインチーフ）�６勝�５勝
ユリカジョウ（06牝 ＊シルバーチャーム）入着２回，��１勝
シゲルコグマザ（10牝 ＊フォーティナイナーズサン）�４勝

シャランジョー（94牡 オースミシャダイ）	８勝�６勝
シップウジョー（96牡 ＊オペラハウス）５勝，両国特別，雄国沼特別，幕張特別，etc.
バクシンワルツ（00牡 ＊フォーティナイナー）入着２回，�１勝�５勝
ホワイトイチ（06牡 アドマイヤコジーン）�３勝
１勝�

４代母 シノフラワー（79鹿 ＊トキワミドル）２勝
［子］ セルリアンシノ（89牝 ブラツクスキー）１勝，福島放送賞３着，藤森特別３着
［孫］ クラマテング（05牡 ニューイングランド）
35 勝�入着２回，福山記念，

大高坂賞，福山大賞典（２回），etc.
ダブルデュース（03牡 ＊タイキブリザード）１勝

販売申込者・所有者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
生 産 牧 場： 中地 義次
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

750 アミザクラ２０２０ �・栗 ５／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズアミザクラ ダンスインザダーク

��
��
�マキノワルツ芦 2012 シノクロス

＊リスキイミス 13c
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 アサクサヴェール（04鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
カシマトウヨウ（10牡鹿 ダイワレイダース）１勝
ゲンパチマハロ（15牡鹿 ディープブリランテ）�５勝
クラーナハズヌード（16牝黒鹿 ディープブリランテ）入着，��１勝��
ウインアミュレット（18牡鹿 フェノーメノ）出走，�地方未出走

２代母 アサクサバンダナ（95鹿 ＊トニービン）３勝，本栖湖特別，ノベンバーＳ２着，
大倉山特別３着
アサクサポインター（01牡 ダンスインザダーク）２勝

３代母 ＊エイプリルソネット（81 USA黒鹿 Dike）USA11 勝，MyDear Girl S‐R，
Lisa S，Bristol H‐L ２着，Florida Oaks‐L ２着，Susan's Girl S
２着，etc.
エルレイナ（90牝 Slew o' Gold）３勝，りんどう賞，八女特別２着

エルカミーノ（98牡 ＊ジェイドロバリー）６勝，新潟大賞典‐Jpn3 ３着（２回），
難波Ｓ，香取特別，etc.

モノポール（99牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，巴賞‐L，富士Ｓ‐G3 ２着，巴
賞‐L ２着，etc.

クイーンソネット（92牝 ＊ノーザンテースト）５勝，新潟記念‐Jpn3 ２着，六甲Ｓ
‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，etc.
ワイドサファイア（06牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ

ルフィンＳ‐OP ２着
ワイドファラオ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2，ユ
ニコーンＳ‐G3，��１勝�，かしわ記念‐Jpn1，etc.

ハッピーリクエスト（97牝 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，北野特別，野分
特別，etc.
ミリオンディスク（04牡 ＊アフリート）６勝，カペラＳ‐G3，栗東Ｓ‐L，etc.，�

２勝�１勝���	�入着７回，北海道スプリントＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬
リクエストソング（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，

カシオペアＳ‐L ２着，小倉記念‐G3 ３着，etc.
アムールポエジー（10牝 ネオユニヴァース）２勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2

販売申込者・所有者： ㈲三石橋本牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2326
生 産 牧 場： ㈲三石橋本牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

751 アサクサヴェール２０２０ �・鹿 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジカフェラピード Caerleon

��
��
�シンメイミネルバ黒鹿 2008 ＊フジャブ

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandアサクサヴェール ＊トニービン

��
��
�アサクサバンダナ鹿 2004 ＊エイプリルソネット

12
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アルマアネラ（12栗 キングカメハメハ）�１勝�１勝
初仔

２代母 ダイイチサクラ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
スマートステージ（05� ジャングルポケット）４勝，ディセンバーＳ‐L ２着，府中

Ｓ，西郷特別，奥只見特別，留萌特別２着，etc.，障害１勝，�２勝��
スマートカンパニー（06� ジャングルポケット）入着，障害１勝，�３勝�入着
エーブフウジン（08牡 キングカメハメハ）３勝，川俣特別，二王子特別，八ヶ岳特

別２着，川俣特別２着，稲城特別３着
トウケイサクラ（10牝 ＊シンボリクリスエス）出走

チャルメーラ（17牝 タイムパラドックス）��１勝�２勝，あやめ賞２着

３代母 ダイイチフローネ（91栗 ＊リアルシヤダイ）４勝，東スポ杯‐OP ２着，松前特
別，知床特別，積丹特別，ＵＨＢ賞２着，etc.
ダイイチアトム（01牡 スペシャルウィーク）４勝，信濃川特別，府中Ｓ２着，いわ

き特別２着，etc.，�１勝
フローテーション（05牡 スペシャルウィーク）２勝，菊花賞‐Jpn1 ２着，ステイヤ

ーズＳ‐Jpn2 ２着，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.

４代母 ＊レガシーオブストレングス（82 USA栗 Affirmed）USA１勝
［子］ スティンガー（96牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，

京王杯スプリングＣ‐G2，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優２牝
サイレントハピネス（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，
サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.

アーバニティ（04牡 マンハッタンカフェ）５勝，オーシャンＳ‐G3，高松
宮記念‐G1 ３着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.，�４勝�入着

［孫］ レッドファルクス（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）10勝，スプリン
ターズＳ‐G1（２回），京王杯スプリングＣ‐G2，ＣＢＣ賞‐G3，etc.，
優短距，種牡馬

サイレントメロディ（07牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ‐G3，
東海Ｓ‐G2 ３着，etc.，��入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着

フォーエバーマーク（08牝 ＊ファルブラヴ）６勝，キーンランドＣ‐G3，
アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

752 アルマアネラ２０２０ 牡・栗 ４／１１

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアルマアネラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイイチサクラ栗 2012 ダイイチフローネ

＊レガシーオブストレングス 9c
Northern Dancer S5×S5 Roberto S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 アートラヴァー（13栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ジャポニズム（18牡栗 グランプリボス）��２勝
ビッグアート（19牝栗 ビッグアーサー）�地方未出走

２代母 ギャラリートーク（02栗 ＊ブライアンズタイム）出走
フィールドシャイン（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，越後Ｓ，

長浜特別，北陸Ｓ２着，山科Ｓ２着，etc.
アドマイヤドミノ（08牡 キングヘイロー）�２勝�入着
フィールドメジャー（10牝 ダイワメジャー）２勝
ユアザイオン（12牝 メイショウサムソン）１勝
ゴールデンウェル（16牡 スクリーンヒーロー）２勝
ナリノクリスティー（17牝 トゥザワールド）�１勝，デイジー賞２着

３代母 ＊ヒットザスポット（95 USA鹿 Deputy Minister）１勝
アップルアロー（00牡 ＊トニービン）４勝，北海Ｈ，湯川特別
イアオニードル（01牡 スペシャルウィーク）４勝，エメラルドＳ２着，噴火湾特別

２着，桃山特別２着，etc.
ミンティエアー（04牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，オークス

‐Jpn1 ４着，彦星賞，etc.
エルモンストロ（16牡 ルーラーシップ）４勝，八海山Ｓ，鳴海特別，くすのき

賞３着，etc.

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

753 アートラヴァー２０２０ 牡・鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアートラヴァー ＊ブライアンズタイム

��
��
�ギャラリートーク栗 2013 ＊ヒットザスポット

8h
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 イシノウォーニング（07栗 ＊ムーンバラッド）�１勝�２勝，阿久利黒賞
（Ｄ1600）２着，不来方賞（Ｄ2000）３着，ひまわり賞（Ｄ2000）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ヤマサンホワイト（15牡栗 ロジユニヴァース）���２勝
バトルレディネス（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）��５勝
レストレーション（17�黒鹿 アサクサキングス）入着２回，���１勝
キュートシャイン（18牝鹿 アドマイヤマックス）��出走

２代母 イシノドリーム（98鹿 ＊ウォーニング）��２勝
ミラクルマオ（05牝 ニューイングランド）�４勝	１勝
キングカイ（08� キングヘイロー）
４勝
アーユーカトレア（13牝 マヤノトップガン）�１勝
スマッグフェイス（14牡 ローレルゲレイロ）�２勝
エンドウォーニング（15牡 ＊プリサイスエンド）入着，���２勝
ケイコクノビジン（16牝 サンカルロ）�１勝

３代母 イーストサツキ（88鹿 ヤマニンスキー）１勝

４代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
アドマイヤゲイル（92牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＮＺトロフィー４歳
Ｓ‐Jpn2 ３着，マーガレットＳ‐OP ２着，菜の花Ｓ‐OP ２着，etc.

ピアレスレデイ（79牝 ＊テスコボーイ）４勝，ターコイズＳ‐OP，錦秋特
別，習志野特別

ツジノジヨオー（84牝 ＊ターゴワイス）３勝，相川特別，加治川特別３着
［孫］ ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3

３着，クリスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）
マイネルレイザー（97牡 ＊リンドシェーバー）３勝，鷹ケ峰特別，別府特
別３着，九重特別３着，etc.

［曾孫］ ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記
念‐G2，七夕賞‐G3（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

754 イシノウォーニング２０２０ 牡・鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ムーンバラッド Velvet Moonイシノウォーニング ＊ウォーニング

��
��
�イシノドリーム栗 2007 イーストサツキ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 インタールナ（09青 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（10）〕
ペイシャルナ（15牝黒鹿 ＊タートルボウル）�７勝�１勝�２勝��
ワイエスファイター（18牡栗 ＊バゴ）��出走

２代母 ＊インターラプション（95 GB栗 Zafonic）不出走
マッチファスターMuch Faster（01 牝 ＊ファスリエフ）GB・FR４勝，ロベールパ

パン賞‐G2，ボワ賞‐G3，P. La Fleche‐L，モルニー賞‐G1 ２着
シュガーフリー Sugar Free（06 牝 Oasis Dream）GB・IRE２勝，Land O'

Burns S‐L，フライイングファイヴＳ‐G3 ３着
アペイスApace（08牝 Oasis Dream）GB２勝
ビョルン Bjorn（18牡 Acclamation）�ITY３勝，P. Gardone‐L，
P. Rumon‐L ３着

トーセンアーチャー（04牡 Barathea）５勝，トパーズＳ‐L ３着，観月橋Ｓ，上賀
茂Ｓ，内外タイムス杯２着，etc.，��入着２回，京成盃グランドマイラーズ
２着，KOR１勝

ファストワーカー（08牡 ネオユニヴァース）２勝

３代母 インターミッション Intermission（73 GB栗 Stage Door Johnny）GB３勝，
Cambridgeshire H‐L
インターヴァル Interval（84 牝 Habitat）GB・FR４勝，モーリスドゲースト賞

‐G2，Hackwood S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.
クリシアKrisia（92 牝 Kris）FR１勝
コンティネント Continent（97� Lake Coniston）GB・FR・HKG７勝，
ジュライＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，キングズスタンドＳ‐G2
２着，etc.

インテリム Interim（91牝 Sadler's Wells）GB・FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2，リヴァーシティーズＳ‐G3，Waya H‐L，etc.
ミッドシップスMidships（05 牡 Mizzen Mast）GB・USA５勝，チャールズ

ホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，サンフアンカピストラーノＨ‐G2，
サンルイスレイＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 横山 浩司＝浦河町荻伏町 �0146-25-2174
生 産 牧 場： 横山 浩司
飼 養 者： 横山 浩司＝浦河町荻伏町 �0146-25-2174

755 インタールナ２０２０ �・鹿 ４／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアインタールナ
＊ Zafonic

��
��
�インターラプション青 2009 Intermission

1p
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 イントリーグ（15黒鹿 タニノギムレット）出走
初仔

２代母 ＊イブニングアフェア（04 GB鹿 Kingmambo）GB１勝
ルミナスコマンダー（12牡 ＊コマンズ）��７勝
ベストアイナ（13牝 アドマイヤムーン）�３勝
ファイナルアフェア（17牝 ヴィクトワールピサ）��１勝�

３代母 ネプチューンズブライドNeptune's Bride（96 USA栗 Bering）FR・ITY・
USA５勝，フィユドレール賞‐G3，P. La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L，
ブラックヘレンＨ‐G2 ２着，バグッタ賞‐G3 ３着，etc.

＊シーチャリオット（02牡 Seeking the Gold）��６勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２
着，東京ダービー，羽田盃，etc.，ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優３歳

ポセイドンズブライドPoseidon's Bride（03 牝 Seeking the Gold）FR・UAE２勝
ドリームチャイルドDream Child（11 牝 Pivotal）GB・FR５勝，Aphrodit

e S‐L ２着，Nottinghamshire Oaks‐L ２着，Daisy Warwick S
‐L ２着

サブマリナー Submariner（06� Singspiel）GB・UAE５勝，Jebel Ali S‐L ３着
サラシア Salacia（09 牝 Echo of Light）GB１勝

センチュリードリーム Century Dream（14牡 Cape Cross）�GB・FR・IRE
・USA・UAE９勝，セレブレイションマイル‐G2，ダイオメドＳ‐G3
（２回），Paradise S‐L，etc.

キングオヴチェインジ King of Change（16牡 Farhh）GB３勝，クイーンエ
リザベス二世Ｓ‐G1，Fortune S‐L，英２０００ギニー‐G1 ２着，種牡馬

メリケルテースMelicertes（16 牡 Poet's Voice）�FR・UAE２勝，G.P. du Nor
d‐L ２着

４代母 ウェディングオヴザシ－Wedding of the Sea（89 USA栗 Blushing Groom）
FR・GER２勝，リゾランジ賞‐G3，ゴルデネパイチェ‐G2 ３着，グロシェーヌ賞
‐G2 ３着，P. du Pont‐Neuf‐L ２着，P. Zeddaan‐L ２着，etc.
［子］ シーダート Sea Dart（00 牡 Diesis）FR・IRE・UAE・BHR４勝，愛イ

ンターナショナルＳ‐G2，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

756 イントリーグ２０２０ 牡・鹿 ４／２９

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルイントリーグ
＊ Kingmambo

��
��
�イブニングアフェア黒鹿 2015 Neptune's Bride

4r
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 レディーメグネイト（09鹿 ＊ファスリエフ）２勝，りんどう賞（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（５）〕
カズマデプレシャン（14牡黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，���２勝�１勝
メイショウラビエ（15牝鹿 ネオユニヴァース）�３勝
ノーブルペガサス（16牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�入着�
リュウノロー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���入着４回�１勝�入着２回

２代母 フラワーホーラー（98鹿 ＊トニービン）５勝，小倉日経ＯＰ‐L ２着，西日本ス
ポーツ杯，鈴鹿特別，西海賞２着，伏見特別３着，etc.
フライトハーン（07牡 アグネスフライト）１勝
ジャミールカズマ（12牡 ＊スタチューオブリバティ）１勝
ギンセイゴウ（13牡 ＊ファスリエフ）��１勝
セカンドショット（16牝 ＊ベーカバド）��２勝�１勝

３代母 ＊ジヨニカズダーリング（90 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
ウエスタンノボミー（97牝 ＊アフリート）１勝

ウエスタンビーバー（04牡 ＊オース）１勝，フルーツラインＣ２着，��３勝

４代母 ジョニカ Johnica（81 USA栗 Stage Door Johnny）USA６勝，ビヴァリー
ヒルズＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G2，Ciencia S‐R，サンタマルガリータＨ
‐G1 ２着，ゲイムリーＨ‐G1 ２着，etc.
［孫］ イターナルヴィジランス Eternal Vigilance（94	 Half a Year）USA４

勝，Wearin 'O the Green H
ベヤビルマイ Beyavirmay（95牝 Slewbop）VEN13勝，P. Burlesco
‐L，P. Fetrahipica‐L，P. Dia de la Armada‐L，etc.

シーユーアットジイヴェント Seeyouattheevent（01	 Event of the Year）
USA３勝，St. Nick S２着，USA障害４勝

［曾孫］ エルクマネス El Cumanes（08 牡 Water Poet）VEN４勝，P. Hipocri
te‐L，P. Juan Vicente Tovar‐L，P. Federico Carmona Perer
a‐L ２着，etc.

モンティキアリMontichiari（04 牝 Louis Quatorze）VEN６勝，P. La
vandera‐L

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

757 レディーメグネイト２０２０ 牡・鹿 ２／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessレディーメグネイト ＊トニービン

��
��
�フラワーホーラー鹿 2009 ＊ジヨニカズダーリング

1p
Nureyev M3×S5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドフェイス（08青鹿 ＊ワイルドラッシュ）��４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（21）〕
マーブルフラッシュ（14牡栗 スマートファルコン）入着３回，��７勝
ヴィルトファン（16牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）３勝，���２勝，しらさぎ賞
（Ｄ1400）２着

ペイシャワイルド（17牝栗 フリオーソ）��12 勝，土佐秋月賞（Ｄ1600），黒潮菊
花賞（Ｄ1900）２着

２代母 ＊カラズアリア（92 USA青鹿 Nureyev）USA１勝
カラズスズカ（99牝 ＊アフリート）１勝
マチカネエテンラク（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，伊吹山特別，筑紫特別，秋吉台

特別２着，障害１勝
ホーマンクラフト（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，鷹取特別３着，�１勝�３勝

�１勝，金杯，福永洋一記念２着，珊瑚冠賞３着

３代母 ティーチャーズジョイTeacher's Joy（77 USA黒鹿 Daryl's Joy）USA２勝
サヴルー Savoureux（85牡 Nureyev）IRE３勝，バリーマクモイＳ‐G3 ２着，テ

トラークＳ‐G3 ４着，Irish International S‐L ３着
ミスランダーズMiss Landers（86 牝 Vaguely Noble）FR１勝

メイルコールMail Call（98� Latin American）USA７勝，Tejano Run S
，Dust Commander S２着，Prairie Bayou S３着

ドラマティックジョイDramatic Joy（87牝 Riverman）USA４勝，Vallejo S‐L，
Very Subtle Sales S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ４着，etc.

ミズエミリーアンMs. Emily Ann（88牝 Conquistador Cielo）不出走
セマフォーミズ Semaphore Ms.（94 牝 Lost Code）USA６勝，Seton Hall Un

iversity S，Candy Eclair S，Dearly Precious S３着
セマフォーマン Semaphore Man（02� Formal Gold）USA９勝，カウ
ントフリートスプリントＨ‐G3（２回），Chuck Taliaferro Memorial S
，King Cotton S（２回），etc.

バックウッズティーチャーBackwoods Teacher（97 牝 Woodman）不出走
ネヴァーライトジョーイNever Right Joey（08� Tapit）USA４勝，High

Rock Springs S‐R

販売申込者・所有者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750
生 産 牧 場： ㈲赤石牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

758 ワイルドフェイス２０２０ �・青 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkワイルドフェイス
＊ Nureyev

��
��
�カラズアリア青鹿 2008 Teacher's Joy

A13
Nureyev M3×S4 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 アラブランカ（00芦 ＊ディアブロ）SIN３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－８（35）〕
ツインレッド（08牡黒鹿 ノーリーズン）��１勝
ルーチェ（09牡芦 マヤノトップガン）�11 勝�１勝�１勝��入着５回
ジェネスヘイロー（10�鹿 キングヘイロー）��３勝
フジノピューマ（11牡栗 マヤノトップガン）�７勝�３勝���入着４回	
コスモブランカ（13牡黒鹿 キングヘイロー）入着，�２勝
ダンツブレーブ（14牡芦 キングヘイロー）１勝，�１勝
マナミラー（16牝芦 ＊グラスワンダー）
４勝	�
ヤイロウェイヴ（18牡鹿 キングヘイロー）��１勝

２代母 ラグーナブランカ（89芦 ＊リアルシヤダイ）１勝
ワイティラブ（95牝 ＊ナスルエルアラブ）	１勝
イチヨシヒット（96牡 ニツポーテイオー）��３勝�
スワローリース（97牝 ＊オペラハウス）	８勝
ハマノスター（99牡 ＊ウォーニング）	12 勝�６勝
ドラゴンキャプテン（01牡 アンバーシヤダイ）３勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，本

栖湖特別，葉牡丹賞３着，�４勝，スプリングＣ，青峰賞
シンジラレナイ（04牝 チアズサイレンス）�２勝�入着 12回

３代母 ヒメヒロイン（81芦 ＊ダンサーズイメージ）１勝
コスタブランカ（91牝 ＊リヴリア）２勝，高塔山特別

エイユーモンスター（97牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，
長篠特別２着，ゆきやなぎ賞２着，etc.

４代母 サバンナヒメ（66鹿 ＊ダラノーア）６勝，春日山Ｈ，障害１勝
［子］ ディミトリアス（76牡 ＊レボウ）３勝，秩父特別

リユコウキネン（80牡 ＊ゲイルーザツク）４勝，みなみ北海道Ｓ
［孫］ ラッキーケイアイ（88牡 ラツキールーラ）��５勝�１勝�４勝，スプ

リンターズ賞３着

５代母 ガガーリン（59栗 ＊タークスリライアンス）３勝，葛飾特別，��，キヨフジ記念
［孫］ サンコウクロス（84牡 シービークロス）２勝，霊山特別

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： 長田ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

759 アラブランカ２０２０ 牡・芦 ４／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionアラブランカ ＊リアルシヤダイ

��
��
�ラグーナブランカ芦 2000 ヒメヒロイン

＊エミール C1
Nureyev S5×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 アラマサスナイパー（03黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－５（19）〕
キングザピューマ（10牡青鹿 キングヘイロー）�１勝�３勝
クリスマス（11牝黒鹿 ＊バゴ）５勝，函館２歳Ｓ‐G3，オーシャンＳ‐G3 ３着，函

館スプリントＳ‐G3 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，ＵＨＢ賞
‐OP（芝 1200），ＴＶｈ杯（芝 1200），鳥羽特別（芝 1200），サンライズＳ
（芝 1200）２着，船橋Ｓ（芝 1200）３着

イシス（12牝青鹿 キングヘイロー）１勝
ティラール（14牝鹿 ＊ファスリエフ）入着，��５勝��１勝
タカミツリリー（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�入着３回，下北半島特別
（芝 1200）３着，�３勝

ケイズデイジー（16牝鹿 ＊ケープブランコ）��２勝	
ゴールドスナイパー（17牡鹿 ＊エスケンデレヤ）���４勝
タイセイジェニー（18牝青鹿 ＊バゴ）�入着２回
コスモツカサ（19牝黒鹿 ＊バゴ）�出走

２代母 ＊ターミナルフラワー（97 USA黒鹿 Salt Lake）１勝
アラマサロビンソン（05牝 ＊グランデラ）１勝
アラマサスチール（08牝 マヤノトップガン）１勝，�２勝��

３代母 ポジションドPositioned（81 USA鹿 Cannonade）USA５勝
ベリーロード Berry Road（88牝 Strawberry Road）USA５勝，Sun Seeker Far

m H，ミスアメリカＨ‐G3 ２着，Campanile Inv.H‐R ２着，etc.
レーニ Reni（90 牝 ＊パレスミュージック）USA４勝

キャスルウッド Castlewood（97
 Runaway Groom）USA14 勝，Hawth
orne Juvenile S‐L ２着，ハンシンＣ‐G3 ３着

フリーウェイティケット Freeway Ticket（98
 Deposit Ticket）USA９勝，
Tex's Zing S‐R，Honor the Hero Turf Express S２着，Autobot S
２着，etc.

アーマ Irma（93牝 Wild Again）USA２勝
インディゴフライアー Indigo Flyer（01
 Notebook）USA５勝，Sophom

ore Turf S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲アラキファーム＝新冠町万世 �0146-49-5218
生 産 牧 場： ㈲アラキファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

760 アラマサスナイパー２０２０ �・黒鹿 ３／２４

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュアラマサスナイパー
＊ Salt Lake

��
��
�ターミナルフラワー黒鹿 2003 Positioned

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ヴァリュー（00 USA鹿 Belong to Me）不出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（８）〕
インプリシット（05牝鹿 Stephen Got Even）２勝
ローゲ（07牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��１勝
ヴァリュービジョン（09�黒鹿 マンハッタンカフェ）�２勝
ラフィネ（11牝鹿 ダンスインザダーク）��１勝�
ドンブルーローズ（13牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝���入着６回，背振

山賞（Ｄ1750）２着
テイエムバリバリ（16牡黒鹿 トーセンホマレボシ）１勝
ルドラクシャ（17牝鹿 ＊ベーカバド）	１勝
ロトプレジャー（18牡鹿 ＊ベーカバド）	�３勝

２代母 ヴェイルモントVailmont（89 USA栗 Diesis）GB・USA３勝
ジャズモント Jazzmont（94� Dixieland Band）USA２勝
ヴェルヴェットグレイドVelvet Glade（98牝 Kris S.）GB・USA２勝

ラヴィングラウル Loving Laur（04 牝 Not For Love）CAN１勝，Superna
turel H３着

ダイナモントDynamont（03� Dynaformer）USA５勝

３代母 アニーエッジ Annie Edge（80 IRE 栗 Nebbiolo）GB・IRE・USA６勝，ニ
ューヨークＨ‐G2，リッグズＨ‐G3，Kiveton Park S‐L，Nassau S，
Waltzsong H，etc.
セルカーク Selkirk（88 牡 Sharpen Up）GB・FR・USA６勝，クイーンエリザベス

二世Ｓ‐G1，ロッキンジＳ‐G2，英チャレンジＳ‐G2，セレブレイションマイ
ル‐G2，etc.，種牡馬

ローリークリーク Rory Creek（91� Silver Hawk）GB・USA５勝，エンデュラ
ンスＳ‐G3

シービ Seebe（94牝 Danzig）GB・FR・IRE・USA６勝，スワニーリヴァーＨ‐G3，
プリンセスマーガレットＳ‐G3，仏１０００ギニー‐G1 ２着，etc.

シンクライン Syncline（97 牡 Danzig）USA５勝，Sussex H‐L，種牡馬
リムロード Rimrod（00牡 Danzig）GB・FR・USA３勝，Surrey S‐L，Star

dom S‐L，ジャージーＳ‐G3 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： Ｐｏｎｑ－ｉｚｍ＝新冠町朝日 �090-4877-7765

761 ヴァリュー２０２０ 牡・鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

＊

ビロングトゥミー Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Belong to Me Belongingヴァリュー ヴェイルモント Diesis

��
��
�Vailmont鹿USA 2000 Annie Edge

15a
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ウィズリーガーデン（13栗 ダイワメジャー）��入着６回
初仔

２代母 デュアルストーリー（00黒鹿 ＊エンドスウィープ）４勝，ダリア賞‐OP ３着，
マリーゴールド賞‐OP ３着，ジャニュアリーＳ，初春賞，呉竹賞，etc.
デュアルスウォード（08牡 デュランダル）５勝，エニフＳ‐L ２着，京葉Ｓ‐OP，千

葉Ｓ‐OP ２着，中山オータムプレミアム，etc.，�１勝�３勝��入着，オー
バルスプリント‐L ３着，etc.

デュアルメジャー（12� ダイワメジャー）１勝，障害１勝，��１勝�入着�
デターミネーション（16牡 ゴールドアリュール）�４勝，播磨Ｓ，香嵐渓特別２着
ブラックトマホーク（17� カレンブラックヒル）�２勝
デュアリスト（18牡 ミッキーアイル）�２勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，ヤマボウシ賞，�

１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2

３代母 ＊ディアブロズストーリー（94 USA栗 ＊ディアブロ）USA３勝，Natalma S
‐L，Mazarine S‐L ２着，Whas‐11 S‐L ２着，Ontario Debutante
S‐R ２着，Victoria S‐L ３着，etc.
オープンストーリーOpen Story（99 牝 Open Forum）USA１勝，Three Chim

neys Juvenile S‐L
ラヴバズ Love Buzz（05 牝 ＊シルバーチャーム）USA１勝，Valdale S２

着，Cincinnati Trophy S３着
シルヴァーブリオン Silver Bullion（14牡 Pioneerof the Nile）USA１勝，
Bachelor S‐L ３着

シェアザストーリー（02牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
レッドクラウディア（09牝 アグネスタキオン）３勝，��２勝，クイーン賞

‐Jpn3，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 ＊アピーリングストーリー（88 USA栗 Valid Appeal）不出走
［子］ イクサイティングストーリー Exciting Story（97 牡 ＊ディアブロ）USA７

勝，メトロポリタンＨ‐G1，ヴィジャルＨ‐G3，スインフォードＳ
‐G3，etc.，種牡馬

［孫］ カラフルデイズ（08牝 フジキセキ）３勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2，
ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 米田 和子＝新ひだか町三石富沢 �090-1648-1753
生 産 牧 場： 米田 和子
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

762 ウィズリーガーデン２０２０ �・青鹿 １／２８

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケウィズリーガーデン ＊エンドスウィープ

��
��
�デュアルストーリー栗 2013 ＊ディアブロズストーリー

9f
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィトンクイーン（06鹿 ダンスインザダーク）入着６回，伏拝特別（芝 1200）３着，
�２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（５）〕
ディプロイディ（12牡黒鹿 ＊タイキシャトル）入着４回，伊達特別（Ｄ1700）２着，

�入着３回，黒髪山賞（Ｄ1800）２着
メイショウスイヅキ（13牝鹿 ＊パイロ）３勝，もみじＳ‐OP（芝 1400），飯豊特別
（芝 1200），浜松Ｓ（芝 1200）３着

ディグヘヴン（16牝黒鹿 トゥザグローリー）��出走�５勝
メイショウマサヒメ（17牝青鹿 ＊パイロ）�２勝，小金井特別（Ｄ1600）２着，萌黄

賞（芝 1200）３着

２代母 ＊クッドビークイーン（93 USA鹿 Vice Regent）USA３勝
ホウライブライアン（05牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，障害３勝
メイショウホロベツ（08牡 メイショウオウドウ）�２勝�１勝�

３代母 カランティナKarantina（89 USA黒鹿 GoneWest）USA出走
アナザーデイAnother Day（00牝 Silver Deputy）USA１勝

グルナッドGrenade（05牝 Lite the Fuse）CAN３勝
シーズイクスプローシヴ She's Explosive（12 牝 Old Forester）CAN５勝，
ロイヤルノースＳ‐G3 ２着，Ballade S‐R ２着，Nandi S‐R
２着

４代母 ロークビーヴィーナスRokeby Venus（70 USA鹿 Quadrangle）USA３勝
［子］ ロークビーローズ Rokeby Rose（77牝 Tom Rolfe）USA７勝，フラワ

ーボ－ルＨ‐G2，Susan's Girl H，シープスヘッドベイＨ‐G2 ２
着，etc.

［孫］ シルヴァーブレットデイ Silverbulletday（96牝 Silver Deputy）USA15 勝，
ケンタッキーオークス‐G1，アシュランドＳ‐G1，アラバマＳ‐G1，etc.

サウディポエトリー Saudi Poetry（97 牝 Storm Cat）USA５勝，ルイヴィ
ルＢＣＨ‐G2，フルールデリスＨ‐G3，Torrey Pines S‐R，etc.

オールグローリー All Glory（99 牝 Honour and Glory）USA・CHI９
勝，カルロスＡナバロ賞‐G2，P. Constancio Silva Mandiola‐L，
アラスデチリ賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963
生 産 牧 場： ㈲稲葉牧場
飼 養 者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963

763 ヴィトンクイーン２０２０ �・鹿 ４／ ３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイヴィトンクイーン
＊ Vice Regent

��
��
�クッドビークイーン鹿 2006 Karantina

1c
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer M4×S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインアイスバーグ（15芦 ステイゴールド）入着
初仔

２代母 サマーエタニティ（05芦 アドマイヤコジーン）３勝，高尾特別３着
ウインエターナル（11牡 ＊クロフネ）�１勝
ウインフォーエバー（12牝 ＊コンデュイット）入着，�１勝
ウインファビラス（13牝 ステイゴールド）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1

２着，新潟２歳Ｓ‐G3 ２着，ニューイヤーＳ‐L ３着，常総Ｓ
ウインブライト（14牡 ステイゴールド）７勝，中山記念‐G2（２回），スプリングＳ

‐G2，中山金杯‐G3，etc.，HKG２勝，香港カップ‐G1，香港Ｑエリザベス二
世Ｃ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

ウインラディアント（17牡 オルフェーヴル）��１勝�

３代母 オールフォーゲラン（93黒鹿 ＊ジェイドロバリー）１勝
マイネシャリマー（04牝 ＊ムタファーウエク）１勝，いちょうＳ‐L ３着，芙蓉Ｓ

‐OP ３着，ベゴニア賞２着
マイネルランスタン（10牡 ステイゴールド）１勝，夏木立賞３着
マイネボニータ（11牝 ＊コンデュイット）２勝，桑折特別２着，�１勝��

マイネイディール（08牝 アドマイヤマックス）２勝，鞍ケ池特別，黄梅賞３着

４代母 ミスゲラン（81鹿 マルゼンスキー）１勝
［子］ ヤマフリアル（86牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２

着，桜花賞‐Jpn1 ４着，チューリップ賞‐OP ２着，etc.
ナリタショウグン（90牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，苫小牧特別，千歳特別２着
マイハーティーズ（92牝 ＊バイアモン）２勝，伊勢特別，下呂特別２着

［孫］ メガミゲラン（92牝 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，
アンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，etc.

アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ
２着，etc.

ヤマフローレル（92牡 ＊スリルシヨー）１勝，八甲田山特別，乗鞍特別２
着，鳥栖特別３着

［曾孫］ チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別
府特別，etc.

販売申込者・所有者： アークフロンティア㈱＝神奈川県横浜市 �045-271-1935
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

764 ウインアイスバーグ２０２０ 牡・芦 ４／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュウインアイスバーグ アドマイヤコジーン

��
��
�サマーエタニティ芦 2015 オールフォーゲラン

＊ミスブゼン 18
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



母 エイシントット（11鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ヤスノギムレット（16牝栗 マツリダゴッホ）��入着６回
キューテット（18牝鹿 ダノンシャーク）��出走�出走
カゼノハーモニー（19牝鹿 ＊トビーズコーナー）�地方未出走

２代母 ＊エーシンベタラネリ（06 USA鹿 Elusive Quality）�出走
エイシンサブウェイ（12牡 マンハッタンカフェ）１勝，�３勝��入着２回
エイシンセドリック（15牡 エイシンデピュティ）�１勝�７勝����
メディクス（16牡 ゴールドアリュール）�３勝，高田城特別２着，彦星賞２着
エイシンハルニレ（17牡 ＊エイシンアポロン）��４勝�１勝	２勝�，ハヤテスプ

リント，オパールＣ，新緑賞，駿蹄賞２着，若駒賞２着，etc.
ブルーバード（18牝 リーチザクラウン）�２勝，ダリア賞‐OP

３代母 ＊バーモントガール（97 USA鹿 ＊ミシエロ）１勝
＊エイシンヴァイデン（02牡 Touch Gold）３勝，野路菊Ｓ‐OP，フェニックス賞

‐OP，松戸特別２着，etc.，障害１勝，�入着�	
＊エーシンベロシティ（05牝 Lemon Drop Kid）�３勝�９勝��１勝

メイショウテッコン（15牡 マンハッタンカフェ）５勝，日経賞‐G2，ラジオＮ
ＩＫＫＥＩ賞‐G3，白百合Ｓ‐LR，etc.

＊エーシンテュポーン（07牡 Dynaformer）１勝，指宿特別３着，�１勝�１勝
エーシンバリントン（08牡 Awesome Again）３勝，梅田Ｓ２着，甲南Ｓ２着，御

嶽特別２着，etc.，�１勝�入着６回
エイシンイースト（11牡 マンハッタンカフェ）１勝，�４勝�入着，摂津盃２着

４代母 レイジングアパラチーRaging Apalachee（88 USA黒鹿 Apalachee）不出走
［子］ アールタクス Artax（95牡 Marquetry）USA７勝，ＢＣスプリント‐G1，

カーターＨ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ サブコンシャス（05牡 ジャングルポケット）３勝，白鷺特別３着

＊ゲンキナシャチョウ（01牡 Menifee）２勝，花見山特別３着，�３勝
［曾孫］ ローランズビッグスマイル Rowlands Big Smile（12 牝 Notional）�USA

８勝，Michael G. Mackey Memorial Angenora S‐R ３着

販売申込者・所有者： 元茂 修一＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3417
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： 元茂 修一＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3417

765 エイシントット２０２０ 牡・栗 ３／ ３
＊ Dansili

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハービンジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Penang Pearlアグニシャイン アグネスタキオン

��
��
�ガールオンファイア栗 2014 ＊レディブロンド

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルエイシントット
＊ Elusive Quality

��
��
�エーシンベタラネリ鹿 2011 ＊バーモントガール

14a
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エルシェロアスール（10栗 アドマイヤジャパン）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
トゥルブレンシア（17牡栗 フリオーソ）�２勝

２代母 ＊フォレストキティ（01 USA鹿 Forestry）USA入着２回
キティ（06牝 Northern Afleet）４勝，オーロラ特別，初茜賞，北山Ｓ２着，大雪Ｈ

２着，津軽海峡特別２着，etc.
インティ（14牡 ＊ケイムホーム）�７勝，フェブラリーＳ‐G1，東海Ｓ‐G2，チ

ャンピオンズＣ‐G1 ３着（２回），etc.，��入着２回�，かしわ記念
‐Jpn1 ２着，かしわ記念‐Jpn1 ３着

フォレストキャット（18牝 スマートファルコン）�１勝
アンコールワット（07牡 ジャングルポケット）入着，��１勝
アメイズリー（09牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝
エースヴィクトリア（11牝 ゼンノロブロイ）��９勝�
ゴールドフォレスト（13牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ハレアカラ Haleakala（93 IRE 栗 Kris）GB・USA３勝，Bug Brush S‐R，
Bushel‐N‐Peck S‐R ３着
ラカタ Rakata（02 牝 Quiet American）GB４勝，Snowdrop S‐L ３着
ポンペイシティPompeii City（05 牝 Carson City）USA１勝

アワペドロイアOur Pedroia（10� Catienus）�USA５勝，Curlin S‐R

４代母 ハイアティ Haiati（85 USA栗 Alydar）GB・USA４勝，フィリーズマイル
‐G2 ２着，ディスタフＨ‐G2 ２着，ジョニーウォーカークラシック‐G2 ３着，
シャーリージョーンズＨ‐G3 ２着，Lupe S‐L ２着
［子］ ブルーバーナー Blue Burner（99 牡 ＊フレンチデピュティ）USA・UAE

・SAU４勝，フロリダダービー‐G1 ２着，ファウンテンオヴユース
Ｓ‐G1 ３着，種牡馬

［曾孫］ ロドプル Rodoplu（09牡 Kaneko）TUR10 勝，Queen Elizabeth II Inte
rnational S‐L ２着

販売申込者・所有者： 山下 恭茂＝浦河町野深 �0146-27-4235
生 産 牧 場： 山下 恭茂
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

766 エルシェロアスール２０２０ 牡・鹿 ４／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤジャパン ビワハイジエルシェロアスール
＊ Forestry

��
��
�フォレストキティ栗 2010 Haleakala

4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オグリピンキー（98鹿 ＊トニービン）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－11（39）〕
オグリキラーズ（02牡鹿 ＊リンドシェーバー）�５勝
ガッツマン（04牡鹿 ダイタクリーヴァ）�２勝
オグリコウチャン（05牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
オグリスター（06牝黒鹿 ＊スターオブコジーン）�１勝
オグリピンク（08牝鹿 ＊タップダンスシチー）�８勝����
オグリアミーガ（09牝鹿 ＊スキャン）�２勝
オグリサンキュー（10牝鹿 ＊ティンバーカントリー）�３勝�入着
オグリガール（11牝鹿 スマートボーイ）�７勝
コウザンヒキリ（12牡鹿 カネヒキリ）入着，��３勝	４勝，仙酔峡賞（Ｄ1750），

すみれ賞（Ｄ1800）２着，長月賞（Ｄ1750）２着，御船山賞（Ｄ1800）３着，師
走賞（Ｄ1800）３着，耶馬溪賞（Ｄ1400）３着

クリップスプリンガ（14牡鹿 キングヘイロー）
１勝，�２勝
ピンキーポップ（18牝黒鹿 ＊ベーカバド）
�１勝

２代母 オグリローマン（91芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，桜花賞‐Jpn1，チュ
ーリップ賞‐Jpn3 ２着，�６勝，ジュニアＧＰ，ゴールドウイング賞，プリンセ
ス特別，etc.
オグリロマンス（96牝 ＊ノーザンテースト）２勝
オグリデンセツ（97牡 ＊ジェネラス）１勝
オグリホット（03牡 ＊タバスコキャット）入着，青島特別３着，�10 勝�１勝���，

ウイナーＣ，ＯＲＯＣ３着，阿久利黒賞３着
ロマンシエール（05牝 ＊アグネスデジタル）２勝

ステイパーシスト（13� ステイゴールド）４勝，阿寒湖特別，グッドラックＨ，
出雲崎特別，サンシャインＳ３着（２回），グレイトフルＳ３着

ローズテソーロ（16牝 ハーツクライ）
３勝，蛍池特別，両津湾特別

３代母 ホワイトナルビー（74芦 ＊シルバーシヤーク）�４勝
オグリキャップ（85牡 ＊ダンシングキヤツプ）12勝，有馬記念‐Jpn1（２回），安田記念

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2（２回），高松宮杯‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，�10 勝，優３牡，特別賞，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

767 オグリピンキー２０２０ 牡・鹿 ３／３０
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインゴールドアクター ＊キョウワアリシバ

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊
＊カンパラ

�
�
�
�
�

��
��

�トニービン Severn Bridgeオグリピンキー ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�オグリローマン鹿 1998 ホワイトナルビー

＊シユリリー 7d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エヴァンジェリン（13鹿 ダイワメジャー）��３勝
初仔

２代母 ＊エヴァディングタンペット（07 GB鹿 Dubai Destination）GB・FR・ITY・
USA・TUR３勝，伊１０００ギニー‐G3，P. Ronde de Nuit‐L，アンプリュダー
ンス賞‐G3 ２着，International Istanbul Trophy‐L ２着，マイチャーマーＨ
‐G3 ３着，etc.
ストロベリームーン（14牝 ＊キンシャサノキセキ）６勝，ＮＳＴ賞‐OP，越後Ｓ，岩

室温泉特別，ラジオ福島賞，花のみちＳ２着，etc.
オールモストゼア（15牝 ディープインパクト）入着２回，�１勝
アジャストザルート（17牡 ジャスタウェイ）�２勝，鷹取特別２着，鳥取特別３着
ショコラドボンボン（18牝 ハーツクライ）���１勝

３代母 レイトサマー Late Summer（98 USA黒鹿 GoneWest）GB出走
フォーザカウント For the Count（09 牝 Dylan Thomas）SAF２勝，East Cape

Oaks‐L ３着

４代母 サンアンドシェイド Sun and Shade（89 GB鹿 Ajdal）GB・USA４勝，L
ady Morvich H‐L ２着
［子］ ダガーズドローンDaggers Drawn（95牡 Diesis）GB３勝，英シャンペ

インＳ‐G2，リッチモンドＳ‐G2，種牡馬
エネミーアクション Enemy Action（96牝 ＊フォーティナイナー）GB・I
RE・USA２勝，MindyMalone S３着

［孫］ ブレヴィティ Brevity（08 牝 Street Cry）GB・FR２勝，Dick Poole Fill
ies' S‐L，Atalanta S‐L ３着

スーパースルース Super Sleuth（06 牝 Selkirk）GB・IRE入着６回，英１０
００ギニー‐G1 ３着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，Montrose F
illies S‐L ２着，etc.

コンサイス Concise（10 牝 Lemon Drop Kid）GB・USA２勝，ガーデ
ンシティＳ‐G1 ３着，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ２着

［曾孫］ シャドウハンター Shadow Hunter（13 牝 Arcano）GB１勝，Roses S
‐L，コーンウォリスＳ‐G3 ３着，Lansdown S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

768 エヴァンジェリン２０２０ 牡・鹿 ３／２３
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellアドマイヤマックス ＊ノーザンテースト

��
��
�ダイナシユート鹿 1999 シヤダイマイン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケエヴァンジェリン
＊ Dubai Destination

��
��
�エヴァディングタンペット鹿 2013 Late Summer

2o
サンデーサイレンス S2×M3 ノーザンテースト S3×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 エスコルピオン（11鹿 ダンスインザダーク）�７勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ジョイウイン（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝
エブリーエックス（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ＊フィールドソング（92 USA鹿 Gulch）３勝，室蘭特別，さざんか賞，北斗賞
２着（２回），涼秋Ｓ３着，室蘭特別３着
フィールドバースト（99牡 ナリタブライアン）３勝
フィールドマーチ（04牡 ＊カリズマティック）１勝
ナムラウィッシュ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，こぶし賞３着，白菊賞３着，

�１勝��
マイディアソング（08牝 ディープインパクト）３勝，御池特別２着
ビウイッチアス（09牝 ダイワメジャー）３勝，バーデンバーデンＣ‐L，フィリーズレビ

ュー‐G2 ２着，カンナＳ‐OP，福島２歳Ｓ‐OP ２着，ＵＨＢ賞‐OP ３着，etc.

３代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，Daddy's Dats
un H，C.T.B.A. S，etc.
キスフォーシックスKiss for Six（88 牝 Saratoga Six）USA２勝

アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B.Thoughtful S‐R，etc.

＊シンコウエンジェル（93牝 ＊オジジアン）２勝，勝浦特別２着，羊ケ丘特別２着
ワイルドソルジャー（01牡 ＊ブロッコ）４勝，ウェルカムＳ，赤富士Ｓ２着，�

１勝，名古屋ＧＰ‐Jpn2
クィーンズバーン（08牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，阪神牝

馬Ｓ‐G2 ３着，ディープインパクトＣ‐OP ２着，etc.
＊ゴールデンチェリー（94牝 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，etc.，�１勝�１勝

�入着���，クラスターＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.
キシンマイフレンズKissin My Friends（01 牝 Crafty Friend）USA２勝

キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カルロス
カンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシスコバエサソ
トマヨル賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

769 エスコルピオン２０２０ 牡・黒鹿 ４／１５

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエスコルピオン
＊ Gulch

��
��
�フィールドソング鹿 2011 A Kiss for Luck

3d
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 エナジーワイルド（05芦 ＊カリズマティック）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
ネオレグルス（13牡芦 アンライバルド）�１勝�入着３回
エナジーウェーブ（15牝栗 アンライバルド）�１勝�１勝��入着 12回
ヴァルラーム（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）���６勝
ミーアンザミニバー（18牝芦 ＊サウスヴィグラス）��３勝�

２代母 レグルスバンダム（95芦 マルゼンスキー）不出走
ピースオブレグルス（03牡 ＊ポリッシュパトリオット）１勝，わらび賞，瀬波温泉特

別２着，彦星賞２着，�３勝	入着，道営記念３着
プラチナチケット（04牝 テイエムオペラオー）	１勝�入着８回

３代母 スノートウシヨウ（82芦 トウシヨウボーイ）出走
バンダムマーフィー（92牡 タマモクロス）３勝，対馬特別，玄海特別３着

４代母 グレイトウシヨウ（74芦 ＊シルバーシヤーク）３勝
［子］ アテナトウシヨウ（81牝 トウシヨウボーイ）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着
［孫］ マチカネフクキタル（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，菊花賞

‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
アサクサキャノン（87牡 ＊ノーザンディクテイター）３勝，セントライト
記念‐Jpn2 ２着，赤倉特別，ＮＳＴ賞２着，etc.

シンショウフジ（96牡 ＊ラシアンルーブル）��２勝，しらさぎ賞２着
ユウキエトワール（88牝 ＊ステイールハート）３勝，白藤Ｓ
マチカネテマリウタ（99牝 ＊フォーティナイナー）４勝，御影特別３着，
若菜賞３着

［曾孫］ テイエムアモーレ（08牝 ＊タイキシャトル）２勝，飛揚特別２着
ナゲッツ（14牝 ＊ベーカバド）
６勝��，加賀友禅賞２着
ケルソン（12牡 ＊タイキシャトル）�３勝	１勝�入着��，ゴールドジ
ュニア３着

５代母 ローズトウシヨウ（65鹿 ＊テユーダーペリオツド）入着
［孫］ シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オー

クス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

770 エナジーワイルド２０２０ 牡・鹿 ４／１２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeエナジーワイルド マルゼンスキー

��
��
�レグルスバンダム芦 2005 スノートウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S4×M5×M5 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 エムオーパール（11黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
オイコイケ（16牝栗 ＊セイントアレックス）�１勝�，東海クイーンＣ（Ｄ1800）３着
エムオーゴールド（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��１勝��
ミヤビダンシロー（19牡芦 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ＊コンプトンエンジェル（96 IRE 鹿 Fairy King）GB・FR１勝
ガンサルート（03� ＊タイキシャトル）��２勝�５勝
ダッパージェム（06牝 ＊グランデラ）	３勝
フィールドポップ（07� フジキセキ）�14 勝
エクスビート（08牡 ネオユニヴァース）１勝
コンプトンジュエル（09牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��３勝

３代母 ＊エンブラ（83 GB黒鹿 Dominion）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，コロ
ネイションＳ‐G2 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
ゴーストトリーGhost Tree（90牝 Caerleon）GB１勝

ワンステップアトアタイムOne Step At A Time（97牝 Sabrehill）GB・SA
U２勝，Autumn S‐L ２着

ゴットトゥゴーGot To Go（98牝 Shareef Dancer）GB１勝，Valiant S
‐L ２着

＊カトリア（94牝 Caerleon）GB入着
フジムスメ（99牝 フジキセキ）出走
スプリングアウェク（06牝 ＊アジュディケーティング）１勝，朝里川特別２着

マニエラ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝
マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝
，関東オークス
‐Jpn2 ３着，東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，etc.

アポロフェニックス（05牡 ＊アフリート）７勝，春雷Ｓ‐L（２回），アイビスサマ
ーダッシュ‐G3 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�入着４回，鷹取特別３着，�３勝

＊ゼンノエルシド（97牡 Caerleon）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，京成杯オータムＨ
‐Jpn3，摩周湖特別，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

771 エムオーパール２０２０ �・鹿 ３／ ５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュエムオーパール
＊ Fairy King

��
��
�コンプトンエンジェル黒鹿 2011 ＊エンブラ

16g
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 エーピーモモ（03芦 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－６（38）〕
ポジティヴィズム（09牡芦 ＊ティンバーカントリー）�４勝
ブライトチェリー（10牝芦 ＊マイネルラヴ）４勝，邁進特別（芝 1000），雷光特別
（芝 1000），医王寺特別（芝 1200），大牟田特別（芝 1200）２着，五色沼特別
（芝 1200）２着，駿風Ｓ（芝 1000）３着，古作特別（芝 1600）３着

ミラクルナイト（12牡芦 ローエングリン）入着２回，��入着５回�６勝�入着３回�
マイタイザン（13牡鹿 ＊ファスリエフ）��17 勝�１勝��，園田金盃（Ｄ1870），

兵庫大賞典（Ｄ1870）２着，園田金盃（Ｄ1870）３着（２回），梅見月杯（Ｄ1900），
兵庫大賞典（Ｄ1870），新春賞（Ｄ1870），摂津盃（Ｄ1700），西日本ダービー
（Ｄ1870），兵庫若駒賞（Ｄ1400），東海桜花賞（Ｄ1400）２着，etc.

イオタイザン（14牡芦 トランセンド）�２勝
エーピーエレナ（15牝芦 ローエングリン）�６勝
ヒストリコ（16牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�２勝�
ゾールシカ（17牝芦 トーセンホマレボシ）入着，���入着３回
ユキヤナギ（19牝鹿 パドトロワ）�未出走

２代母 ＊サヤカ（96 USA芦 A.P. Indy）４勝，フラワーＣ‐Jpn3，カーネーションＣ
‐OP，ベンジャミンＳ‐OP ２着，クロッカスＳ‐OP ２着，ひいらぎ賞２着，etc.
グッドホープ（05	 ＊エーピーダンサー）��２勝
２勝�入着３回
マキシムサヤカ（07牝 ＊リンドシェーバー）�８勝
ママキジャ（08牝 ＊ストラヴィンスキー）４勝，総武Ｓ３着，下総Ｓ３着，香取特別３着

ペイシャキュウ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝，大沼Ｓ‐L ３着，桑園特別，
相馬特別２着，初茜賞３着，釧路湿原特別３着，etc.

レッドルヴァン（12牡 ネオユニヴァース）１勝
バーディーチャンス（15牝 ゴールドアリュール）��１勝��１勝�

３代母 スペクタキュラースー Spectacular Sue（89 USA芦 Spectacular Bid）US
A４勝，ボニーミスＳ‐G2，Davona Dale S‐L ３着

４代母 インコンサート In Concert（83 USA栗 Riverman）USA２勝
［子］ ゾンク Zonk（98牝 FarmaWay）USA７勝，アフェクショネトリーＨ

‐G3（２回），デラウェアオークス‐G3，Revidere S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

772 エーピーモモ２０２０ 牡・芦 ３／ ２
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエーピーモモ
＊ A.P. Indy

��
��
�サヤカ芦 2003 Spectacular Sue

16c
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 エメラルドクイーン（13栗 ＊トワイニング）入着，�９勝
本馬の他に産駒あり

２代母 レッドレターデイ（97栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
レッドターキー（05牝 ＊トワイニング）３勝，七重浜特別，浦安特別２着，真駒内特

別３着
カタトゥンボ（15牡 ローエングリン）１勝，��入着�１勝�入着４回
レノーア（16牝 スクリーンヒーロー）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，ダリア賞‐OP ３

着，由比ヶ浜特別，黄梅賞，新潟日報賞２着，etc.
ラブコール（11牝 ＊チチカステナンゴ）入着２回，西郷特別３着，�４勝��入着２回

３代母 ターキーレッド（87栗 ＊ノーザンテースト）５勝，マリーンＳ‐OP，朱鷺Ｓ
‐OP ３着，白河特別，五頭連峰特別２着，富嶽賞３着
サンフレア（95牡 ＊トニービン）５勝，キャピタルＳ，ＴＶＫ賞，二王子岳特別，etc.
レッドクローシュ（00牝 ＊トニービン）出走

ファイアレッド（05牡 フジキセキ）２勝，遠賀川特別，シドニーＴ２着，丹波
特別２着，etc.

ペプチドアマゾン（10牡 アグネスタキオン）２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，日本
ダービー‐G1 ４着，あずさ賞，etc.

ターキーストーン（03牡 スペシャルウィーク）２勝，南相馬特別，豊栄特別３着

４代母 ＊ハマナスⅡ（75 USA鹿 Lt. Stevens）不出走
［子］ シヤダイハマナス（82牝 ＊ノーザンテースト）６勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２

着，巴賞‐OP ２着，春風賞，etc.
マイオンリースター（89牡 ＊ノーザンテースト）２勝，湯川特別３着，障
害１勝

［孫］ マヤノデンプシー（92牡 サクラユタカオー）７勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ３
着，陽春Ｓ‐OP ３着，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，etc.

ランブリングローズ（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，早春賞
［曾孫］ ナオミシャイン（95牝 ＊トニービン）４勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2

３着，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.
アドマイヤマジック（01牝 バブルガムフェロー）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3 ３着，郡山特別

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2775
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

773 エメラルドクイーン２０２０ �・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeエメラルドクイーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�レッドレターデイ栗 2013 ターキーレッド

＊ハマナスⅡ 17b
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M4 Lyphard S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エメラルコヨーテ（10黒鹿 ネオユニヴァース）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ケイティーウスイ（16牡鹿 ＊キングズベスト）���２勝
フジノロケット（17牡青鹿 ジャングルポケット）入着２回，ライラック賞
（芝 2000）３着，ＨＴＢ賞（芝 2000）３着，��１勝�１勝，ジュニアＧＰ
（芝 1600），ＯＲＯＣ（芝 1700）２着，オパールＣ（Ｄ1600）２着

マイネルニルソン（18牡青鹿 ラブリーデイ）�入着

２代母 キクノトップレディ（01鹿 ＊ウォーニング）出走
ティティカカ（09牝 ＊クロフネ）１勝
マトリックス（11牡 ダイワメジャー）�４勝
カシノアイガー（15牡 ＊ロージズインメイ）�７勝

３代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，�１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン

記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.
オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ

‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミアザレア（07牝 スペシャルウィーク）入着
アユツリオヤジ（14牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＴＶユー福島賞
ブルベアトリュフ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別，
仲春特別２着

オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，	１勝��１勝�入着��，ダ
イオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，etc.

オースミミズホ（10牝 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別２着
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，

大津特別３着，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪

城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.
ラブジュリエット（09牝 フサイチコンコルド）不出走

ジュリーハーツ（15牝 ハーツクライ）２勝，閃光特別，飛翼特別２着
ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈱アースファーム＝日高町幾千世 �090-3115-2121
生 産 牧 場： ㈱幾千世牧場
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-3115-2121

774 エメラルコヨーテ２０２０ 牡・鹿 ４／１０
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスエメラルコヨーテ ＊ウォーニング

��
��
�キクノトップレディ黒鹿 2010 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 エルメスショコラ（13鹿 アドマイヤムーン）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アヴェマリア（19牝鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 エルメスグリーン（06鹿 アグネスタキオン）２勝
ハナサキ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）２勝
シャンボールナイト（15� ＊ノヴェリスト）�２勝，障害１勝

３代母 エルメスティアラ（98鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
セイクレットレーヴ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，Ｎ

ＨＫマイルＣ‐G1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，�４勝
ワールドレーヴ（10牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，

陣馬特別，日野特別，etc.，�入着３回��
ホクラニミサ（11牝 ディープインパクト）２勝，デイジー賞
ディーマジェスティ（13牡 ディープインパクト）４勝，皐月賞‐G1，セントライト

記念‐G2，共同通信杯‐G3，etc.，種牡馬
ディーグランデ（14� ディープインパクト）�２勝，横津岳特別２着

４代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
［子］ レイクトーヤ Lake Toya（02牝 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S

‐L，P. Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，etc.
シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MA
C２勝，Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S
‐L ３着

エルノヴァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
３着，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，オールカマー‐Jpn2 ３着，etc.

［孫］ タワーオブロンドン（15牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ‐G1，
セントウルＳ‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，種牡馬

ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノ
ネット賞‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着

オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダ
イヤモンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922

775 エルメスショコラ２０２０ �・栗 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズエルメスショコラ アグネスタキオン

��
��
�エルメスグリーン鹿 2013 エルメスティアラ

＊シンコウエルメス 4n
サンデーサイレンス S3×M4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エレガントテソーロ（15鹿 ハーツクライ）出走
初仔

２代母 ＊ニライカナイ（04 IRE 鹿 Montjeu）出走
マグメル（09牡 ゴールドアリュール）２勝，鹿野山特別２着，�１勝�
ティマイオス（12牡 ゼンノロブロイ）�３勝
ペイドゥレーヴ（14牝 ダノンシャンティ）��１勝��入着３回
ガンガラー（16牝 ヴィクトワールピサ）�１勝��入着２回
ハヤブサユートピア（18牡 フェノーメノ）１勝

３代母 タマリーヤTamariyya（98 IRE 鹿 Alzao）不出走

４代母 タズミーンTazmeen（86 IRE 鹿 Darshaan）不出走
［子］ タワシラ Tawasila（97 牝 Turtle Island）FR１勝，P. Charles Laffitte‐L

５代母 セーガヴィル Sega Ville（68 FR鹿 Charlottesville）FR２勝，フロール賞，
クロエ賞２着
［子］ トップヴィル Top Ville（76 牡 High Top）FR６勝，仏ダービー‐G1，

リュパン賞‐G1，ギシュ賞‐G3，etc.，種牡馬
［孫］ タジューン Tajoun（94� General Holme）GB・FR14 勝，カドラン賞‐G1，

ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2，グラディアトゥール賞‐G3，etc.
トルジューン Torjoun（86牡 Green Dancer）GB・USA２勝，ダンテＳ
‐G2，種牡馬

タカルーナ Takarouna（90牝 Green Dancer）IRE２勝，愛プリティポ
リーＳ‐G2

［曾孫］ タカリアン Takarian（95牡 Doyoun）IRE・USA・UAE６勝，アメリカ
ンＨ‐G2（２回），メルドＳ‐G3，ベイメドーズダービー‐G3，etc.

タカーリ Takali（97 牡 Kris）IRE・SAU６勝，ロイヤルホイップＳ‐G2，
メルドＳ‐G3，種牡馬

タカール Takar（09 牡 Oratorio）FR・IRE・SPA10 勝，ミンストレルＳ
‐G3，Glencairn S‐L，Tetrarch S‐L，種牡馬

＊ミメティコ（04牝 Monsun）FR・ITY７勝，パオロメザノッテ賞‐G3，
P. Baggio‐L，セルジオクマニ賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

776 エレガントテソーロ２０２０ �・鹿 ３／２０

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスエレガントテソーロ
＊ Montjeu

��
��
�ニライカナイ鹿 2015 Tamariyya

8i
Literat S5×S5 Northern Dancer S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 エンジェルステップ（14鹿 ＊タートルボウル）��入着
〔産駒馬名登録数：１〕
パワポケロック（19牡芦 ＊ザファクター）�地方未出走

２代母 エンジェルフォール（09鹿 ジャングルポケット）出走
ヴェロニカグレース（15牝 ＊ハービンジャー）２勝
アドマイヤレオ（16� ＊ノヴェリスト）�１勝
アンジェロフィリオ（17牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 アドマイヤサンデー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特
別‐Jpn2 ２着，保津峡特別，桂川Ｓ２着，ポプラＳ２着
アドマイヤメガミ（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
フサイチホウオー（04牡 ジャングルポケット）４勝，共同通信杯‐Jpn3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トールポピー（05牝 ジャングルポケット）３勝，オークス‐Jpn1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優２牝
ナサニエル（06牡 キングカメハメハ）入着，伏竜Ｓ‐OP ２着，�３勝��入着，全

日本２歳優駿‐Jpn1 ２着
ヴェラブランカ（07牝 ＊クロフネ）２勝

ヴェラアズール（17牡 エイシンフラッシュ）�２勝，八王子特別３着
アヴェンチュラ（08牝 ジャングルポケット）４勝，秋華賞‐G1，クイーンＳ‐G3，

エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，優３牝
エルミラドール（10牝 ジャングルポケット）不出走

コロンドール（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，汐留特別
アドヴェントス（13牝 ジャングルポケット）３勝，石打特別，ＴＶ山梨杯２着

４代母 ＊ムーンインディゴ（86 USA鹿 El Gran Senor）不出走
［子］ インディゴグリーン（94� ＊トニービン）３勝，清津峡特別，白馬岳特別２着

５代母 マデリアMadelia（74 FR栗 Caro）FR４勝，仏オークス‐G1，仏１０００ギニー
‐G1，サンタラリ賞‐G1
［子］ ムーンライトダンスMoonlight Dance（91牝 Alysheba）FR２勝，サン

タラリ賞‐G1

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： 静内フジカワ牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

777 エンジェルステップ２０２０ �・黒鹿 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowエンジェルステップ ジャングルポケット

��
��
�エンジェルフォール鹿 2014 アドマイヤサンデー

＊ムーンインディゴ 1p
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アンジェリカス（13栗 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ジョリーノエル（02黒鹿 スペシャルウィーク）４勝，燕特別，織姫賞，立春賞２着
ユールシンギング（10� ＊シンボリクリスエス）４勝，セントライト記念‐G2，新潟

大賞典‐G3，八丈島特別２着
ボンヌヴェル（12牝 ＊コンデュイット）入着，�７勝

３代母 クリスマスツリー（95栗 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，千倉特別，
ニューマーケットＣ２着，安達太良特別２着，郡山特別２着，etc.
カリオンツリー（03牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，マリーンＳ‐L ３着，オアシス

Ｓ‐L ３着，雅Ｓ，etc.
クリスマスキング（06牡 キングカメハメハ）２勝，種市特別２着，三陸特別３着，

��１勝�入着５回
クリスマスキャロル（07牝 アグネスタキオン）３勝，マーメイドＳ‐G3 ２着，御室

特別，遊楽部特別，etc.
サイレントイヴ（08牝 アグネスタキオン）�１勝

ダンツイノーバ（17牝 メイショウボーラー）�２勝，夕月特別２着，魚野川特
別３着

４代母 オークツリー（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，福島記念‐Jpn3 ２着
［子］ ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬
ギミーシェルター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，スイートピーＳ‐L
２着，アネモネＳ‐L ２着，鷹巣山特別，etc.

アサクサピューマ（99牡 ＊エリシオ）２勝，原町特別，石狩特別３着
ドライアッド（97牝 ＊トニービン）１勝，カーネーション特別２着

［孫］ リワードシンバル（00牡 ＊アフリート）１勝，共同通信杯‐Jpn3 ３着
ファルカタリア（04牡 フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，初春賞３着
ブラインドサイド（09� キングカメハメハ）３勝，利根川特別，神無月Ｓ
２着，銀嶺Ｓ２着，etc.

エバーグリーン（08牡 ゼンノロブロイ）４勝，立春賞，昇仙峡特別２着，
石和特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： スカイビーチステーブル
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

778 アンジェリカス２０２０ �・栗 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlアンジェリカス スペシャルウィーク

��
��
�ジョリーノエル栗 2013 クリスマスツリー

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンス S3×M4 Danzig S4×M5

価格： 購買者：



母 イシノエストック（04鹿 ＊タバスコキャット）��３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（14）〕
リアルファイト（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）��３勝�４勝
マアトコウボウ（15牡黒鹿 スズカマンボ）��１勝��２勝�
バイオレットブーケ（16牝鹿 キングヘイロー）�１勝
カトゥール（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��３勝�，園田ユースＣ（Ｄ1400）３着
アーバンヒーロー（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝
ライブリバンバン（19牡鹿 トゥザワールド）�地方未出走

２代母 ＊イクスプロアー（91 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
アドマイヤギンガ（99牡 Gilded Time）�４勝
ローレルエスパー（00牝 ＊ブライアンズタイム）�５勝
シルクアワード（01牝 ＊スピニングワールド）入着２回，�１勝

ディオーネプリンス（16牡 ロジユニヴァース）�入着２回，燧ヶ岳特別３着，
障害１勝

ローレルソヒール（07牡 アドマイヤマックス）入着，��３勝

３代母 ヴェルーシュカVeroushka（73 USA栗 Nijinsky）USA入着５回
ブロードウェイリヴュー Broadway Review（78牡 Reviewer）USA10 勝，Alu

mni H３着
ルーセンス Lucence（79牡 Majestic Light）USA７勝，サンマルコスＨ‐G2，ラ

ウンドテイブルＨ‐G2，Exceller S，etc.，種牡馬
スコンス Sconce（81牝 Majestic Light）USA１勝

スリックオスカー Slick Oscar（92	 Waquoit）USA３勝，McKee City H
‐R ３着

ファインド Find（82牝 Mr. Prospector）USA３勝，Colleen S３着
ディスカヴァーDiscover（88 牡 Cox's Ridge）USA９勝，スティーヴンフォ

スターＨ‐G3，フェアマウントダービー‐G3，Thistledown Breeders' C
up H‐L，etc.，種牡馬

ギルドGild（86 牝 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ‐G2，デムワゼルＳ
‐G1 ３着
ポーカーブラッド Poker Brad（98	 Go for Gin）USA９勝，Mt. Rainier H

‐L（２回），Independence Day H，PortlandMeadowsMile H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

779 イシノエストック２０２０ �・栗 ２／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�タバスコキャット Barbicue Sauceイシノエストック
＊ Mr. Prospector

��
��
�イクスプロアー鹿 2004 Veroushka

3e
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 サクライリューム（05黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
チリナリエ（15牝鹿 アドマイヤジャパン）�１勝�４勝

２代母 サクラブルース（96鹿 Cure the Blues）１勝
サクラグッドラック（01牡 サクラバクシンオー）５勝，知多特別，ＴＵＦ杯２着
サクラベッシー（07牝 サクラプレジデント）１勝
サクラゴスペル（08牡 サクラプレジデント）９勝，京王杯スプリングＣ‐G2，オー

シャンＳ‐G3（２回），スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮記念‐G1 ４着，安
田記念‐G1 ５着，etc.，�１勝�入着

サクラジュレップ（10牝 サクラプレジデント）出走
カイザーメランジェ（15牡 サクラオリオン）�４勝，函館スプリントＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L ３着，サンライズＳ，ＨＢＣ賞，黄梅賞，etc.，�１勝
サクラベルカント（12牡 サクラゼウス）１勝
サージュ（16牡 サクラプレジデント）��１勝�１勝��入着 11回，東京湾Ｃ３着

３代母 ＊スループリンセス（84 USA鹿 Seattle Slew）USA２勝
スルージンフィズ Slew Gin Fizz（91 牡 Relaunch）USA４勝，シェリダンＳ‐G3，

ホープフルＳ‐G1 ２着，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
アイガットリズム Igotrhythm（92牝 Dixieland Band）USA８勝，エイグリームＨ

‐G2，ラスフローレスＨ‐G3，Soviet Problem Breeders' Cup H‐L，etc.
ネイティヴリズムNative Rhythm（98牡 Woodman）USA７勝，Bertram

F.Bongard S‐R ３着
ゴーンミュージカルGone Musical（99 牝 GoneWest）USA２勝
ジェットセッティング Jet Setting（05 牝 Forestry）USA３勝，Love Is E
ternal S‐R ３着

＊ラングラクィーン（94牝 Relaunch）４勝，潮来特別，青嵐賞，くすのき賞，etc.
ドリームモーテルDreamMotel（95 牝 Relaunch）不出走

チャリミーオンChari Me On（01牝 ＊カリズマティック）不出走
オフサイクルOff Cycle（11 牝 Harborage）USA13 勝，Acadiana S‐R

サクラスマッシュ（97牝 サクラチトセオー）１勝，ミモザ賞３着
スルーペグ Slew Peg（03牝 Fusaichi Pegasus）USA３勝，ターフウェイＢＣＳ

‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

780 サクライリューム２０２０ �・鹿 ３／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousサクライリューム Cure the Blues

��
��
�サクラブルース黒鹿 2005 ＊スループリンセス

13c
Nureyev S4×S5 Raise a Native S5×M5 Gold Digger S5×M5
Hail to Reason S5×M5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ジューンブライド（06鹿 ＊アフリート）�２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（８）〕
コメート（12牡黒鹿 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービ

ー‐G1 ５着，きんもくせい特別（芝 1800），種牡馬
チョンマゲ（13牡黒鹿 ブラックタイド）�６勝
ドゥエルインハート（14牡鹿 ＊タイキシャトル）�２勝
フルートフルデイズ（17牝黒鹿 ブラックタイド）�１勝
ペガサスファーマ（18牝鹿 ブラックタイド）�出走

２代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝��入着２
回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），東京盃‐Jpn2 ２着（３回），さきたま杯‐Jpn2 ２着，etc.，
ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），ＮＡＲ年代表，種牡馬

ビッグフリート（98牡 ＊アフリート）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，アクアルミナス
Ｓ，おけさ特別，豊栄特別，舞子特別，etc.，�10 勝�入着��

ダイワエッセンス（99牡 ＊ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別，福島中央ＴＶ
杯３着

マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，ひいらぎ賞２
着，くすのき賞３着，障害４勝，阪神ジャンプＳ‐JG3

ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋

日刊スポーツ杯２着，	２勝

３代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着
フックトビッドHooked Bid（83牝 Spectacular Bid）GB１勝

マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＶＲＣオークス
‐G1，ＭＲＣ１０００ギニー‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.

４代母 グーフトGoofed（60 USA栗 Court Martial）USA４勝，レイディーズＨ，
New York H，パジャントＨ２着，ジャージーベルＳ３着，マーゲイトＨ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱リーディング＝千葉県山武郡芝山町 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

781 ジューンブライド２０２０ 牡・鹿 ２／１９
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyジューンブライド Greinton

��
��
�リファールニース鹿 2006 ＊バーブスボールド

17b
GoofedM4×S5

価格： 購買者：



母 ＊エーシンブイムード（05 USA青鹿 Malibu Moon）２勝，小郡特別（芝 1200）３着，
��１勝�５勝，兵庫クイーンＣ（Ｄ1700）
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（15）〕
エイシンキロオル（13牡青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�１勝�３勝
ブラウハーツ（15牡鹿 ＊エイシンアポロン）１勝，���２勝
サーブルグロワール（16牡黒鹿 エスポワールシチー）��３勝
エイシンウィンク（18牝黒鹿 エイシンヒカリ）��２勝�３勝

２代母 ヴァルユーミーVal UMe（99 USA黒鹿 You and I）USA入着２回
ガッタホープGottahope（06牝 Newfoundland）USA７勝
フラッタージス Flatter This（07 牡 Flatter）USA８勝，Darn That Alarm H‐L，

Challenger S，Band Is Passing S，ＷＬマクナイトＨ‐G3 ３着，ス
ペンドアバックＨ‐G3 ３着，etc.

ウィウィウィオールダウェイホームWewewealldawayhome（08	 Osidy）USA５勝

３代母 ヴァレンサValenza（90 USA黒鹿 Chief's Crown）USA１勝
ホワイトウォータースプリッツァーWhitewaterspritzer（97	 Virginia Rapids）

USA12 勝，Cavalier Cup S‐R，Jaipur H‐L ３着
ザミシングキー The Missing Key（98	 You and I）USA３勝，Valley Forge

S‐L
ヴァレンソ Valenzo（00	 You and I）USA３勝，Dover S‐L ２着

４代母 ソーリ Soli（82 USA鹿 Alydar）USA６勝，Shirley Jones H‐L

５代母 ニコシアNicosia（72 USA黒鹿 Gallant Romeo）USA８勝，ハリウッドオ
ークス‐G2，アーリントンメイトロンＨ‐G2，Sheridan H，Ruthless S，
Honeymoon H２着
［子］ ゴーンシーキングGone Seeking（89牝 GoneWest）USA３勝，Loc

ust Grove H‐L ２着
［曾孫］ ティファニーズテイラー Tiffany's Taylor（89 牝 Titanic）USA13 勝，

West Point H‐R，Mount Vernon H‐R，ロングアイランドＨ
‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

782 エーシンブイムード２０２０ 牡・黒鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊

マリブムーン A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Malibu Moon Macoumbaエーシンブイムード ヴァルユーミー You and I

��
��
�Val U Me青鹿USA 2005 Valenza

6f
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 オウケンハート（08鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
オウケンダイヤ（13牝黒鹿 オウケンマジック）１勝
マジックマジック（14牡黒鹿 オウケンマジック）�１勝�
オウケンランボー（16牡黒鹿 ベルシャザール）入着４回，��入着��入着２回
オウケンブリザード（17牡青鹿 リアルインパクト）入着２回，��未出走�３勝
オウケントップ（18牡栗 ラブリーデイ）��出走
モリミライ（19牝鹿 リオンディーズ）�地方未出走

２代母 ローレルプリンセス（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ４着，もみじＳ‐OP ３着，対馬特別２着，和田岬特別３着，浦佐特別３着
ユーヴェリア（04牝 ＊コマンダーインチーフ）��１勝�１勝
ヤマノアラシ（07	 キングヘイロー）�４勝��４勝
ミラクルブリザード（09牡 ＊ファスリエフ）��３勝
ビバサンライズ（12牝 タニノギムレット）�１勝

３代母 プリンセスダンサー（86黒鹿 ＊ノーザリー）出走
メイショウアムール（91牡 ＊ワツスル）８勝，�２勝�１勝
���入着３回�，ブリー

ダーズＧＣ‐Jpn2，浦和記念‐Jpn2 ２着，オグリキャップ記念‐Jpn2 ２着，etc.
タイキヴェルファー（94牡 ＊イブンベイ）３勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着，フェア

ウェルＳ３着

４代母 エリモスミレ（75黒鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ グリーンスミレ（85牝 ＊ノーザリー）２勝，若戸特別，北海Ｈ２着，甲東

特別２着
コーラルエース（83牡 ＊ダンサーズイメージ）３勝，清洲特別２着，吹田
特別２着，筑紫特別３着，�２勝�入着�

［孫］ チアズサイレンス（93牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ
‐Jpn2 ２着，谷川岳Ｓ‐OP，オーシャンＳ‐OP，etc.，障害１勝，�
１勝���，種牡馬

［曾孫］ マイソールサウンド（99牡 タマモクロス）８勝，阪神大賞典‐G2，マイラ
ーズＣ‐G2，京都記念‐Jpn2，etc.

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

783 オウケンハート２０２０ �・黒鹿 ４／ ２
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーオウケンハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�ローレルプリンセス鹿 2008 プリンセスダンサー

＊オズモース 9c
Halo M4×S5 テスコボーイ S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 オメガカリビアン（05芦 ＊フレンチデピュティ）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（28）〕
レディカリビアン（11牝芦 ソングオブウインド）入着６回，大通特別（Ｄ1700）３

着，�２勝��１勝�入着��
オヤコダカ（12牡芦 サムライハート）�17 勝�２勝��入着２回，兵庫ジュニアＧＰ

‐Jpn2 ２着，道営記念（Ｄ2000）２着（２回），笠松ＧＰ（Ｄ1400）２着，旭岳賞
（Ｄ1600）（２回），星雲賞（Ｄ1600）（２回），赤レンガ記念（Ｄ2000）（２回），コスモ
バルク記念（Ｄ1800），瑞穂賞（Ｄ1800），王冠賞（Ｄ1800），北斗盃（Ｄ1600），etc.

ゴッドカリビアン（13牝鹿 ＊ベーカバド）１勝，十勝岳特別（芝 1800）２着，こうや
まき賞（芝 1600）２着

クールモンスター（14�鹿 ＊シンボリクリスエス）	��６勝

２代母 ゴッドインチーフ（96芦 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ３着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，桜花
賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，etc.
ゴッドスマイルユー（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別，石清水Ｓ２着，

宇治川特別２着，鷹ケ峰特別３着，三年坂特別３着，etc.
ゴッドビラブドミー（04牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

シュエット（13牝 ブラックタイド）�４勝，菊水賞
ライジングドラゴン（15牡 カネヒキリ）	３勝，釧路湿原特別，ＴＶｈ賞２着，

梅田Ｓ３着
ミューチャリー（16牡 ＊パイロ）	��７勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，

ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ４着，川崎記念‐Jpn1
４着，東京大賞典‐G1 ５着，etc.

ゴッドダンシング（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着

３代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，別府

特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念‐G2，

ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： 森永 聡＝新冠町万世 �0146-49-5200
生 産 牧 場： 森永 聡
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

784 オメガカリビアン２０２０ 牡・芦 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandオメガカリビアン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ゴッドインチーフ芦 2005 ＊ファーガーズプロスペクト

3d
Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 オレゴントレイル（00栗 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（16）〕
マイネフロンティア（06牝鹿 ＊クロフネ）�７勝�
スコッツブラフ（07牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝
ミヤリサンラビリー（11牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）��１勝�５勝
ナリタアマランサス（14牝栗 フリオーソ）��３勝
フレンドキョー（19牝黒鹿 トーセンジョーダン）���出走

２代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，毎

日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２

着，外房Ｓ，北海道新聞杯，立冬特別２着，etc.
＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，京成杯オータ

ムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，クリスマスＳ‐OP，新潟日報賞‐OP ２着，etc.
サンタフェトレイル（94牝 ＊ノーザンテースト）５勝，福島ＴＶ杯，長万部特別，若

潮賞，十勝岳特別２着，セプテンバーＳ３着，etc.
キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念‐Jpn2，

京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，オールカマー‐G2 ２着，京王杯２
歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

アドマイヤチャンプ（97牡 ＊ノーザンテースト）４勝，シャングリラ賞
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札幌日刊スポ

ーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，中山牝
馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２歳Ｓ

‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，皐月賞‐G1 ３着，弥生賞
‐G2 ３着，etc.

チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネＳ
‐LR，オークス‐G1 ２着

３代母 ＊ロイコン（75 GB鹿 High Top）GB・IRE２勝

販売申込者・所有者： ㈲三輪牧場＝日高町賀張 �01456-5-2661
生 産 牧 場： ㈲三輪牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

785 オレゴントレイル２０２０ �・鹿 ３／２５
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイオレゴントレイル
＊

＊ポツセ

��
��
�ハッピートレイルズ栗 2000 ＊ロイコン

4d
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 オーミバンビーナ（11黒鹿 ブラックタイド）入着，�１勝�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ベルティーナ（17牝鹿 フリオーソ）�出走，�５勝
オーミジルベール（18牡黒鹿 メイショウサムソン）�未出走

２代母 ポットアカデミー（95黒鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）出走
クリノアカデミー（00� ＊クリエイター）�１勝
マクロプロトン（01牡 ＊ヒシアリダー）入着，�３勝��９勝�，スパーキングサマ

ーＣ，北斗盃２着
パープルアカデミー（04牡 ブラックタキシード）４勝，指宿特別２着，香嵐渓特別

３着，西脇特別３着
ウィリーウィリー（06牡 ＊ヒシアリダー）��５勝
パープルセンリョ（08牡 インターハイクラス）３勝
オーミアリス（12牝 ＊ホワイトマズル）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3
オーミパドドゥ（13牝 マーベラスサンデー）１勝
オーミティグリス（15牡 ゼンノロブロイ）�	１勝�８勝
アウトストリップ（16牝 トーセンホマレボシ）�	入着３回�１勝

３代母 ＊ベーシイド（78 USA青鹿 Cool Moon）USA23 勝，アクサーベンクイーンズ
Ｈ‐G3（２回），Quivira H‐L，Quivira S，Ak‐Sar‐Ben Oaks，Jam
es Herbuveaux Mile H，etc.

＊リンドシェーバー（88牡 Alydar）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2 ２着，
函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，優２牡，種牡馬

＊パーソナルファイル（91牝 Private Account）不出走
トコア（97牝 ＊カーネギー）３勝，ＳＴＶ賞，まりも特別２着，矢車賞３着
アドマイヤコマンド（05� アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐Jpn2，毎日
杯‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，障害１勝

４代母 ポロンドラPolondra（68 USA黒鹿 Donut King）USA３勝
［孫］ デイハンターDay Hunter（93 牡 Lost Opportunity）USA８勝，Me

morial Day S‐R，Joe Weaver Memorial S‐R ２着，Houston
Mile S３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

786 オーミバンビーナ２０２０ �・鹿 ３／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアオーミバンビーナ ＊ロイヤルアカデミーⅡ

��
��
�ポットアカデミー黒鹿 2011 ＊ベーシイド

23b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キスオブザビーナス（11鹿 メイショウサムソン）�１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ルージュキッス（17牝黒鹿 ＊パイロ）���出走
ラインウィンド（19牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ロージーミスト（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミステリーゲスト（02牡 メジロライアン）３勝，九十九島特別，新涼特別２着，由

布院特別３着
ミスティフォレスト（05牝 ジャングルポケット）１勝
グランプリボス（08牡 サクラバクシンオー）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1，マイラーズＣ‐G2，スワンＳ‐G2，京王杯２歳Ｓ‐G2，etc.，
GB・HKG入着，優２牡，種牡馬

アドマイヤキュート（09牝 キングカメハメハ）３勝
グランプリアクセル（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�入着

３代母 ＊ビューティフルベーシック（89 USA栗 Secretariat）USA入着２回
ウインディグニティ（01牡 スペシャルウィーク）５勝，甲斐駒特別，ＴＶ山梨杯，

南港特別，etc.

４代母 ナーヴァスピローNervous Pillow（75 USA栗 Nervous Energy）USA２勝，
Special Goddess S
［子］ ファインスピリット Fine Spirit（82 牝 Secretariat）USA４勝，Casca

pedia H‐L，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
アートオヴリヴィング Art of Living（90 牡 Alydar）USA３勝，Santa
Catalina S‐R，West Twelve Ranch H２着，種牡馬

ストームアトナイト Storm At Night（88� Storm Bird）GB・USA７勝，
Sirenia S‐L ３着

［曾孫］ ザナッツ The Nutz（04� Chester House）USA13 勝，Gus Fonner S
‐L，Omaha S２着（２回）

ファニーミーティング Funny Meeting（99 牡 General Meeting）USA
８勝，Bill Thomas Memorial H，Downs At Albuquerque H
‐L ２着，Camino Real Mile H２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �01456-7-2315
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

787 キスオブザビーナス２０２０ �・鹿 ４／ ９

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンキスオブザビーナス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト鹿 2011 ＊ビューティフルベーシック

8c
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 サクラカンパネラ（02鹿 サクラバクシンオー）１勝，�２勝���
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（17）〕
モリトビャクミ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝
ハクユウビクトリー（12牡鹿 ブラックタイド）�２勝
モリトフラッシュ（13牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���８勝
シゲルヒョウ（14牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
パドックキラー（15牡鹿 ゴールドアリュール）�４勝�
コパノアダムス（16牡鹿 ゴールドアリュール）入着，�２勝
ホークケプカ（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）��１勝

２代母 サクラフアミリー（82鹿 マルゼンスキー）２勝
ヤマトスフィンクス（88牡 ＊モーニングフローリツク）２勝，神戸新聞杯‐Jpn2 ３

着，比良山特別２着，北大路特別２着，かえで賞２着，新涼特別３着
ミスターハリケーン（90牡 サクラシンゲキ）３勝
ドリームファミリー（91牝 バンブーアトラス）１勝

ドリームシンデレラ（98牝 ＊パークリージエント）３勝，驀進特別２着，田舎館
特別２着，鳥羽特別３着

ケンゴウザン（99牡 ＊パークリージエント）４勝，初凪賞，江戸川特別２着，etc.，
�19 勝�１勝，オータムスプリントＣ（２回），スプリングＣ，マーチＣ，etc.

ドリームセレナーデ（02牝 サクラチトセオー）	21 勝
４勝�，黒潮皐月賞３着
リンガスドリーム（93牝 サクラホクトオー）３勝，白山特別，小千谷特別，長岡特

別２着，ローズマリー賞２着
コパケンサンバ（03牡 ＊アサティス）�３勝
６勝���入着３回，オータムス

プリントＣ３着

３代母 ＊バイマイラブ（74 USA鹿 Forli）不出走
サリーナス（80牝 ＊ホープフリーオン）出走

サクラサエズリ（87牝 ＊サウスアトランテイツク）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，
朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，フローラＳ‐OP，etc.，優２牝

サクラハツスル（83牝 マルゼンスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，巴賞‐OP
３着，セプテンバーＳ，etc.
サクラスピードオー（93牡 サクラホクトオー）４勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，

京成杯‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： 伊藤 敏明＝新ひだか町静内浦和 �090-8901-4217
生 産 牧 場： 伊藤 敏明
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

788 サクラカンパネラ２０２０ 牡・鹿 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラカンパネラ マルゼンスキー

��
��
�サクラフアミリー鹿 2002 ＊バイマイラブ

16g
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 カイドウ（11黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
シゲルミズガメザ（17牡栗 マツリダゴッホ）１勝，朱竹賞（芝 1200）３着，障害１勝
ピンクパフェ（19牝鹿 マツリダゴッホ）�未出走

２代母 ハッピーリズム（94鹿 ＊リズム）�14 勝
トウカイブラボー（02� ダンスインザダーク）２勝，福寿草特別
メイショウオニカゲ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝
ギンザジャスマック（06牡 ダンスインザダーク）１勝
ドリームボンバー（08牡 ダンスインザダーク）１勝
マイネルバウンス（09牡 ゴールドアリュール）４勝，招福Ｓ，エリモハリアーＣ，

招福Ｓ２着，北総Ｓ３着，東北Ｓ３着，etc.

３代母 アミダス（81鹿 トウシヨウボーイ）入着
ファインサイクロン（86牡 ＊ミシシツピアン）３勝，米沢特別，土湯特別，障害１勝
グリーンエコー（88牝 アスワン）１勝

マコトヒエン（95牡 ヤマニンゼファー）３勝，平尾台特別２着，�１勝
インターリバーサル（89牡 ＊ノーリユート）３勝，宗谷特別，横津岳特別２着，摺上

特別３着，etc.
スマッシュボーイ（90牡 ＊プリンスオブバーズ）３勝，明石特別，節分賞２着，庄内

川特別３着，�１勝�11 勝
アップルケーキ（95牝 ＊クリミナルタイプ）３勝，釧路特別３着

４代母 ＊キスオブフアイア（63 FR鹿 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ ホットレター（79牡 キタノカチドキ）６勝，北海道３歳Ｓ３着，立春特別，

橿原特別，etc.
サガミセンプー（69牡 Hook Money）４勝，ウィンターＨ
テツノカゼ（74牡 ＊シヤトーゲイ）４勝，中距離Ｈ，安達太良特別，��４勝

［孫］ コスモセイリュウ（88牡 ヤマニンスペキユラ）��４勝，高崎皐月賞２着
イースタンファスト（90牝 ＊ロードオブザダンス）�２勝，いで湯賞２着
マルシゲタテヤマ（90牡 ライフタテヤマ）	４勝
７勝，サラ系３歳優駿２着
メンヒ（84牝 ＊ステイールハート）１勝，土湯特別３着

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

789 カイドウ２０２０ �・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

��
��
�チャールストンハーバー黒鹿 2009 Penny's Valentine

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkカイドウ ＊リズム

��
��
�ハッピーリズム黒鹿 2011 アミダス

＊キスオブフアイア 3e
Northern Dancer S5×M5 Drone S5×M5

価格： 購買者：



母 カウントオンミー（03黒鹿 バブルガムフェロー）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－３（６）〕
ロッソマドンナ（12牝青鹿 スクリーンヒーロー）入着３回，�２勝��
ドライヴナイト（13�黒鹿 ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L（Ｄ1400），福島民

友Ｃ‐L（Ｄ1700）２着，ギャラクシーＳ‐OP（Ｄ1400）３着，貴船Ｓ（Ｄ1400），
はこべら賞（Ｄ1400），��１勝�入着���，兵庫大賞典（Ｄ1870）３着，白
銀争覇（Ｄ1400）３着

ラソ（14牝黒鹿 ＊パイロ）１勝
トラストテッペン（15牝鹿 トランセンド）１勝
デルタ（17牝青鹿 ＊エスケンデレヤ）入着，�	１勝��
１勝・１勝
ケイサンフリーゼ（18牝青 リオンディーズ）�１勝，寒椿賞（Ｄ1400）２着

２代母 サンセットバレー（98鹿 ＊グルームダンサー）出走
クリムゾンベガ（04牡 アドマイヤベガ）４勝，若潮賞，汐留特別，天竜川特別２着，

浦佐特別２着，ひめさゆり賞２着，etc.，�２勝�
セトノメジャー（07牡 ゴールドアリュール）４勝，ＨＴＢ賞３着

３代母 スカーレットリボン（85栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，紅梅賞，etc.
タヤスアンティーム（95牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，関越Ｓ‐OP ２

着，北陸Ｓ‐OP ２着，etc.
リボンアート（01牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，西部日刊スポーツ杯，小

郡特別，etc.
リボントリコロール（10牝 ＊チチカステナンゴ）２勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，秋華

賞‐G1 ５着，出雲崎特別

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットブーケ（88牝 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，

京都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
［孫］ ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬
ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，etc.，優３牝，優父内

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �0146-49-5113
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

790 カウントオンミー２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ６

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーカウントオンミー ＊グルームダンサー

��
��
�サンセットバレー黒鹿 2003 スカーレットリボン

＊スカーレツトインク 4d
Lyphard M4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 カクテルフォンテン（10鹿 ＊ルールオブロー）�11 勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エダマメ（17牝鹿 グランプリボス）���３勝
サンシルビア（18牝鹿 メイショウボーラー）��出走
ズンダ（19牝鹿 ＊ザファクター）�地方未出走

２代母 カクテルガール（04芦 アドマイヤコジーン）入着
マハリク（09牡 スパイキュール）�１勝�１勝

３代母 イーグルマドンナ（97鹿 ＊クリスタルグリツターズ）１勝
ノブシタイショウ（02牡 ＊マイネルラヴ）�10 勝
イーサンディーバ（05牝 サクラバクシンオー）１勝
ベルウッドゼウス（06牡 ＊グラスワンダー）１勝
ハードパワー（07牡 サクラバクシンオー）１勝，��８勝
イーグルフォンテン（08牝 サクラバクシンオー）�入着２回

ネコワールド（14牡 ＊ノボジャック）２勝，ヤマボウシ賞
マドンナフォンテン（10牝 ＊ルールオブロー）��４勝

マイヤン（17牡 ネオユニヴァース）��出走�２勝
ノースフォンテン（12牡 フサイチリシャール）入着２回，��７勝
ロイズブルー（15牝 ショウナンカンプ）１勝

４代母 マリキータ（81黒鹿 ＊テユデナム）２勝，新潟３歳Ｓ，京成杯３歳Ｓ２着
［子］ ウインドチーター（92牝 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，秋山郷特別

イーグルバクシンオ（96牝 サクラバクシンオー）３勝，鈴鹿特別２着，帆
柱山特別３着

［孫］ パシコジュリエ（07牝 ＊アジュディケーティング）１勝，美唄特別２着，
�３勝，道営記念３着，華月賞２着，etc.

メイクアダッシュ（04牡 ウイングアロー）２勝，由布院特別２着，白馬岳
特別２着（２回），中ノ岳特別２着，etc.，�７勝	９勝�

ニシノガーランド（05牝 メジロライアン）１勝，古町特別２着，赤松賞２着

５代母 ＊ミスクラリー（72 GB鹿 Connaught）GB２勝
［孫］ トーシンタイガー（83
 ＊アラナス）２勝，野苺賞

販売申込者・所有者： 新井 弘幸＝日高町豊郷 �01456-2-6118
生 産 牧 場： 新井 弘幸
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

791 カクテルフォンテン２０２０ 牡・芦 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingカクテルフォンテン アドマイヤコジーン

��
��
�カクテルガール鹿 2010 イーグルマドンナ

＊ミスクラリー 14b
Caro S4×M5 Crimson Saint S5×M5

価格： 購買者：



母 カレンナサクラ（04栗 メジロライアン）３勝，きんせんか賞（芝 1600）２着，白井
特別（芝 1800）３着，月岡温泉特別（芝 1600）３着，ガーベラ賞（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ヤンチャボウズ（14牡栗 オンファイア）�２勝��３勝�１勝
キタノライアン（17�鹿 ローレルゲレイロ）���１勝
キタノゼロセン（18牡栗 トゥザワールド）�未出走

２代母 シルクダイアリー（98鹿 ナリタブライアン）出走

３代母 リンネスプレンテイ（81栗 ＊ヴアイスリーガル）７勝，オパールＳ，豊栄特別，
霞ケ浦特別３着，府中特別３着
リンネスフローラル（90牝 サクラシヨウリ）不出走

エイミングスター（95牝 ＊ポリッシュネイビー）�５勝�	入着，ひまわり賞３着
リンネスモア（91牝 ＊リヴリア）出走

ウインクプレア（02牝 シルクジャスティス）入着，�２勝，ジュニアＧＰ
プレンティブライト（94牝 ＊ブライアンズタイム）出走

サウザンブライト（01牡 ＊ザグレブ）２勝，糸魚川特別２着
プレンティラヴ（04牝 ＊マイネルラヴ）３勝，青葉城特別，葛飾特別２着，みち

のく特別２着，etc.
ウインクセレネ（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

オータムヘイロー（15牝 ゴールドヘイロー）１勝，
３勝�，園田オータムＴ
２着，楠賞３着

ヴァージンスマイル（96牝 ＊ブライアンズタイム）不出走
スナークユーチャン（04牡 フサイチコンコルド）４勝，貴船Ｓ３着
シュリクン（05牡 ＊アジュディケーティング）３勝，オホーツクＨ，丹沢Ｓ３着

４代母 リンネルンド（70黒鹿 ＊テスコボーイ）３勝，牝馬東タイ杯，クイーンＳ２着，
クイーンＣ２着
［子］ ヤングシチー（77牝 アローエクスプレス）４勝，晩秋特別，隅田川特別
［孫］ ヤンゲストシチー（86牝 ＊ミルジヨージ）３勝，オークス‐Jpn1 ３着，サ

ファイヤＳ‐Jpn3 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ３着，etc.
アメリカンシチー（87牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，仁川Ｓ‐OP ２着，タ
イムス杯‐OP ２着，平安Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲見上牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2617
生 産 牧 場： ㈲見上牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

792 カレンナサクラ２０２０ �・鹿 ５／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

アンバーシヤダイ

�
�
�
�
�

��
��

�メジロライアン メジロチエイサーカレンナサクラ ナリタブライアン

��
��
�シルクダイアリー栗 2004 リンネスプレンテイ

＊チツプトツプ 4m
Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 カワカミタキオン（09栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
マイネルワープ（13牡栗 ＊プリサイスエンド）�５勝��
ワンダーヘーヒスト（14牡鹿 ＊ベーカバド）���１勝
ハーモニーヤマト（17牡鹿 シビルウォー）���３勝
スマイルサルファー（18�栗 ＊プリサイスエンド）��３勝，兵庫ダービー
（Ｄ1870），兵庫若駒賞（Ｄ1400）２着

カワカミティファニ（19牝鹿 トーセンジョーダン）�地方未出走

２代母 リバーサウンド（03黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
カワカミマゴコロ（11牝 ＊パイロ）１勝
メイショウバッハ（13牡 メイショウボーラー）４勝，２０１７ＷＡＳＪ第３戦，��６勝
イクゼファイターズ（18牡 トゥザワールド）��１勝�１勝	入着

３代母 ＊チームカラーズ（88 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ヘルワHelwa（95牝 Silver Hawk）不出走

ストロングシュート Strong Suit（08 牡 Rahy）GB・FR・IRE・USA５勝，英チ
ャレンジＳ‐G2，レノックスＳ‐G2，コヴェントリーＳ‐G2，etc.，種牡馬

デサルDesaru（96牡 Chief's Crown）GB１勝，ロイヤルロッジＳ‐G2 ３着
シルヴァーカラーズ Silver Colours（97 牝 Silver Hawk）GB１勝，Montrose Fil

lies S‐L
シルヴァーピヴォタル Silver Pivotal（04 牝 Pivotal）GB３勝，Michael See

ly Memorial Fillies' S‐L，ウィンターダービー‐G3 ２着
シルヴァーギャラクシー Silver Galaxy（11牡 Galileo）UAE４勝，ジェ
ベルアリマイル‐G3，Jebel Ali S‐L ３着，種牡馬

アリストクラト Aristocrat（06� Galileo）IRE・AUS５勝，Eyrefield S‐L
３着，AUS障害１勝

ゴッドオブチャンス（98牡 Cozzene）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2，スワンＳ
‐Jpn2 ３着（２回），京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

ボストンカラーズ（04牡 ＊ボストンハーバー）１勝，福島中央ＴＶ杯２着，
２勝

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

793 カワカミタキオン２０２０ 牡・栗 ４／１８

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラカワカミタキオン ＊ブライアンズタイム

��
��
�リバーサウンド栗 2009 ＊チームカラーズ

6a
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 クラシックス（13青鹿 キングヘイロー）��２勝
初仔

２代母 モガミヒメ（92黒鹿 ＊カコイーシーズ）�２勝��１勝�，東京３歳優駿牝馬２着
ビッグテンビー（98牝 ＊テンビー）１勝

ローレルゲレイロ（04牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ‐G1，高松
宮記念‐G1，阪急杯‐G3，東京新聞杯‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，etc.，
優短距，種牡馬

トキノヤマトボシ（06� メジロライアン）３勝，積丹特別
マンゴプディング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，はなのき賞２着，あざみ賞３着
リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
アメージングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着
キタサンラブコール（11牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエン

ドＣ，フィリピンＴ３着，秋明菊賞３着
ラヴァーズレーン（00牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別，ホンコン

ＪクラブＴ３着
トキノフウジン（07牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，アカシ

ヤ特別２着，障害１勝
スルターナ（12牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
プライムコード（14牡 ステイゴールド）１勝，三陸特別，��未出走��３勝

�７勝
アヴォンリー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，浦安特別，岩室温泉特別２着，�

��出走
ローレルウェルシュ（03牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別，��２勝
マヤノテムジン（05� メジロライアン）１勝，�６勝
ゼフィランサス（08牝 キングヘイロー）３勝

ダンケシェーン（15� ＊ヘニーヒューズ）�３勝，日吉特別，神鍋特別３着，夙
川特別３着

ディープボンド（17牡 キズナ）�３勝，阪神大賞典‐G2，京都新聞杯‐G2，天
皇賞（春）‐G1 ２着，菊花賞‐G1 ４着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.

キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

３代母 モガミポイント（85鹿 マルゼンスキー）３勝，弥彦特別，千葉Ｓ３着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

794 クラシックス２０２０ 牡・黒鹿 １／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロークラシックス ＊カコイーシーズ

��
��
�モガミヒメ青鹿 2013 モガミポイント

＊セレタ 1b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キテキ（07鹿 ＊スキャターザゴールド）�２勝��３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（14）〕
ニシケンマチェーテ（14牡黒鹿 アサクサキングス）�２勝��１勝
ムービンオン（15牝鹿 スズカコーズウェイ）��１勝�２勝
ノースヒビキ（16牝黒鹿 ベルシャザール）��１勝�２勝���
コウキトウライ（17牝鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝�入着，ロータスクラウン賞
（Ｄ2000）２着

アイラグピース（18牝鹿 スマートファルコン）�	２勝
エヴァンマール（19牝鹿 ダノンシャーク）���出走

２代母 クチブエ（94鹿 ＊アサティス）１勝，江差特別２着
グランドホイッスル（01牝 シアトルスズカ）３勝

ルイカズマ（11牡 ＊パイロ）２勝，ヤマボウシ賞３着，�２勝	１勝
パイロキネシスト（12牡 ＊パイロ）４勝，立川特別，丹沢Ｓ３着，鋸山特別３着，etc.，

��２勝，佐賀スプリングＣ，佐賀王冠賞２着
ドゥラリュール（13
 ゴールドアリュール）３勝，両津湾特別，鳥屋野特別２

着，麒麟山特別２着，��２勝，佐賀王冠賞
ハヤブサナンデダロ（14牡 ＊パイロ）３勝，駒場特別，わらび賞３着

スーパーパワー（05牡 ＊スキャターザゴールド）入着，�２勝��12 勝�３勝�，金
盃，勝島王冠，赤レンガ記念，星雲賞，星雲賞２着

ハヤフエ（06牝 ＊グレートサクセス）�１勝�
フォッケウルフ（08牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝�３勝
ハンドフルート（10牝 スズカマンボ）�４勝�入着�

３代母 アイシャドー（86鹿 ＊エンペリー）４勝，ＳＴＶ賞，ＨＢＣ杯２着，八重桜賞３着
アイビートユー（93牝 ヤマニンスキー）４勝，長万部特別３着
ダイワビーコン（96牡 ＊アサティス）入着５回，�３勝�３勝��，吉野ヶ里記念３着

４代母 スイートベルン（80鹿 ＊パーソロン）出走
［子］ ユーワジェームス（84牡 ＊モガミ）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，

有馬記念‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 元茂 修一＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3417
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

795 キテキ２０２０ �・鹿 ３／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyキテキ ＊アサティス

��
��
�クチブエ鹿 2007 アイシャドー

＊スヰート 1s
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊キャッスルブラウン（00 USA黒鹿 Silver Hawk）３勝，火打山特別（芝 1800），
三面川特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－２（４）〕
グレートビンテージ（07牡青鹿 スペシャルウィーク）�３勝
コノハチャン（09牝鹿 スペシャルウィーク）入着，�１勝�
ニシノヘリオス（10牡青鹿 アグネスタキオン）１勝
ニシノラッシュ（12牡鹿 サクラバクシンオー）５勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，新

潟２歳Ｓ‐G3 ３着，クロッカスＳ‐OP（芝 1400），朱鷺Ｓ‐OP（芝 1400）２着，
石清水Ｓ（芝 1400），くるみ賞（芝 1400），佐世保Ｓ（芝 1200）２着，北九州短
距離Ｓ（芝 1200）３着，��入着��

ニシノスマッシュ（14牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，障害１勝
ニシノアスカ（15牝青鹿 ドリームジャーニー）１勝
グランチェイサー（17牡黒鹿 ダイワメジャー）�１勝，下北半島特別（芝 1200）２着

２代母 ヒロオガーデンHiroo Garden（91 GB鹿 Caerleon）不出走
＊スペアミントキス（96牝 Woodman）１勝
＊デフィニット（97牝 ＊デヒア）１勝

デグラーティア（06牝 フジキセキ）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，フェニックス賞
‐OP，北九州短距離Ｓ，ジュライＳ３着

ボールライトニング（13牡 ダイワメジャー）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，六甲Ｓ
‐LR ３着，飛鳥Ｓ，長岡京Ｓ２着，武庫川Ｓ３着

＊ミントフレーバー（99牝 ＊デヒア）１勝
＊アビリティガーデン（04牡 Grand Slam）１勝，咲花特別２着，柏崎特別２着

３代母 スイーピング Sweeping（86 GB鹿 ＊インデエアンキング）GB・FR１勝，
Princess Elizabeth S‐L ２着，Somerville Tattersall S‐L ３着
デザートリンクスDesert Lynx（93牝 Green Desert）GB２勝

ヌフースNufoos（02 牝 Zafonic）GB３勝，Eternal S‐L，チャートウェル
フィリーズＳ‐G3 ２着，ファースオヴクライドＳ‐G3 ２着，etc.
アウザーン Awzaan（07牡 Alhaarth）GB４勝，ミドルパークＳ‐G1，ミ
ルリーフＳ‐G2，Dubai Duty Free C‐L ３着，etc.，種牡馬

ウォッチングWatching（97� Indian Ridge）GB・FR・IRE・SWE３勝，Sando
wn Sprint S‐L，Field Marshal S‐L，グロシェーヌ賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �0146-49-5113
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

796 キャッスルブラウン２０２０ 牡・鹿 ３／２３
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊

シルヴァーホーク Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�Silver Hawk Gris Vitesseキャッスルブラウン ヒロオガーデン Caerleon

��
��
�Hiroo Garden黒鹿USA 2000 Sweeping

4k
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キャットガール（10黒鹿 マンハッタンカフェ）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（９）〕
プレミアムゲーム（14牝黒鹿 ＊ロードアルティマ）��４勝�５勝
ラージヒル（16牡鹿 ＊キングズベスト）３勝，下総Ｓ（Ｄ1800）２着，�地方未出走
ヘブンリギフト（18�黒鹿 フリオーソ）１勝

２代母 ＊ジャズキャット（97 USA鹿 Storm Cat）USA出走
ロードフュージョン（01牡 Woodman）１勝，八幡特別２着，�１勝
ロードマジェスティ（02牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，都大路Ｓ‐L，ニューイヤー

Ｓ‐L，ジュニアＣ‐OP，ゴールデンホイップＴ
ロードブリーズ（03牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝�入着
ロードパンサー（06牡 ダンスインザダーク）２勝，くちなし賞，夏木立賞３着，新

緑賞３着，山吹賞３着
エアジュリアード（07牝 スペシャルウィーク）出走

アルセナーレ（13牝 ＊クロフネ）２勝，中ノ岳特別２着，チバテレ杯２着，��
入着，関東オークス‐Jpn2 ３着

ロードランパート（08牡 ディープインパクト）２勝，英彦山特別，嵯峨野特別２着，
美作特別３着，�４勝	
入着２回

ロードヴォルケーノ（11牡 キングカメハメハ）３勝，大山崎特別，銀嶺Ｓ３着，高
砂特別３着，�２勝�２勝

ロードヴァンドール（13牡 ダイワメジャー）４勝，日経新春杯‐G2 ２着，金鯱賞
‐G2 ２着，阪神大賞典‐G2 ３着，七夕賞‐G3 ３着，中日新聞杯‐G3 ３着，etc.，
���１勝�入着

ロードセッション（17牡 ジャスタウェイ）�２勝
メガキャット（18牝 ダイワメジャー）�１勝

３代母 バービキューソース Barbicue Sauce（83 USA鹿 Sauce Boat）USA７勝，
Monmouth Park Breeders' Cup H‐L ２着，Convenience S２着

＊タバスコキャット（91牡 Storm Cat）USA８勝，ベルモントＳ‐G1，プリークネス
Ｓ‐G1，サンラファエルＳ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 レイディバルビゾン Lady Barbizon（70 USA鹿 Barbizon）USA９勝，M
y Fair Lady H，ポストデブＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲三石橋本牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2326
生 産 牧 場： ㈲三石橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

797 キャットガール２０２０ �・黒鹿 ３／２５

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

�
�
�
�
�
�
�
�
� Height of Fashionバゴ ムーンライツボックス Nureyev

��
��
�Moonlight's BoxFR 黒鹿 2001 Coup de Genie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジキャットガール
＊ Storm Cat

��
��
�ジャズキャット黒鹿 2010 Barbicue Sauce

12d
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 グッドモーメント（15青鹿 ゴールドアリュール）�２勝
初仔

２代母 エレガントタイム（09黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝，��１勝�入着

３代母 トーヨーサンバ（98鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，���入着２回，関東
オークス‐Jpn3 ２着，北海道３歳優駿‐Jpn3 ３着
アタゴオーラ（06牡 スペシャルウィーク）１勝，�１勝�３勝��，肥後の国ＧＰ２着
オリオンザムーン（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）３勝，八王子特別３着
ブルーボサノヴァ（11牝 ＊パイロ）３勝，霞ヶ浦特別３着

４代母 ＊サンダードーム（83 USA黒鹿 Lyphard）GB・USA６勝，Valnor H，
Mint Julep S
［子］ トーヨーリファール（90牡 Relaunch）６勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ

‐Jpn2，マーチＳ‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
メコンMekong（89� Riverman）IRE・UAE４勝，Orby S‐L，愛ナ
ショナルＳ‐G1 ３着，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着

トーヨーシービー（92牝 ミスターシービー）２勝，もみじＳ‐OP ３着，
野路菊Ｓ‐OP ３着

トーヨーサンダー（93牝 サクラチヨノオー）３勝，インディアＴ，美濃特
別２着，梅花賞２着，etc.

トーヨーサイレンス（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九島特別，
利根川特別３着

トーヨーイナズマ（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，サイネリア賞２着，
��１勝�

トーヨーリアル（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，渥美特別３着
［孫］ ゴッドセンド（02牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，日向特別，etc.，��１勝

�４勝�２勝，赤レンガ記念，高知県知事賞，etc.
スパイナルコード（04牡 ＊デヒア）�28 勝	２勝�
，珊瑚冠賞，建依別
賞，黒潮ダービー，etc.

ラインフォーク（03牡 ＊グラスワンダー）�10 勝，黒潮ダービー，黒潮菊
花賞２着，黒潮皐月賞２着

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

798 グッドモーメント２０２０ �・鹿 ５／２５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤグッドモーメント ＊ブライアンズタイム

��
��
�エレガントタイム青鹿 2015 トーヨーサンバ

＊サンダードーム 3d
Fall Aspen S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 クリアーパッション（11鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
メイショウムート（18牡鹿 ディープスカイ）�出走

２代母 ＊クリアーパス（98 USA栗 A.P. Indy）USA３勝
ランウェイスナップ（05牝 Distant View）�２勝

ヴェントヴォーチェ（17牡 ＊タートルボウル）�３勝，鶴ヶ城特別，はやぶさ賞，
雪うさぎ賞２着，ＴＶユー福島賞３着

プティプランセス（06牝 キングカメハメハ）３勝，信濃川特別，レインボーＳ３着，
五頭連峰特別３着
ウォータースペース（16牝 ブラックタイド）３勝，新涼特別，駒場特別３着

モンテムーン（07牡 キングカメハメハ）�10 勝��
ズッカ（09牝 スペシャルウィーク）１勝
アローシルバー（12牝 スペシャルウィーク）１勝，�１勝�入着２回�
タイセイエクシード（15牡 エイシンフラッシュ）�１勝
バリフリクリ（18牝 フリオーソ）��１勝

３代母 マサケMasake（88 CAN鹿 Master Willie）USA３勝，ハニムーンＨ‐G3，
California Oaks‐L，ハリウッドオークス‐G1 ３着，Natalma S‐L ３着

＊ストレイラルホーク（99	 Silver Hawk）４勝，ベンジャミンＳ‐OP ３着，グッド
ラックＨ，成田特別２着，etc.

４代母 ノーザンレイクNorthern Lake（69 CAN鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ サザンアロー Southern Arrow（81牡 Smarten）GB・FR・GER・ITY４

勝，伊２０００ギニー‐G1，P.dell'Avvenire‐L，P. Bimbi‐L，種牡馬
［孫］ ウールームールーWoolloomooloo（92牝 Regal Intention）USA７勝，

Canadian H‐L，Dance Smartly H‐L，Bison City S‐R，etc.
ヴァティカンヴァイパー Vatican Viper（95	 Tyrone Terrific）USA12
勝，John Henry H，Louisiana Breeders' Derby‐R，Louisi
ana Champions Day Classic S‐R ３着，etc.

グダイマイトGudai Might（95 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）USA２勝，C
up & Saucer S‐R，Summer S‐L ３着

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

799 クリアーパッション２０２０ �・鹿 ２／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロークリアーパッション
＊ A.P. Indy

��
��
�クリアーパス鹿 2011 Masake

1n
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クリスチャンパール（06鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��５勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（８），地方－１（３）〕
ローズプリンスダム（14�青鹿 ＊ロージズインメイ）�５勝，レパードＳ‐G3，名

鉄杯‐L（Ｄ1800）３着（２回），ＢＳＮ賞‐L（Ｄ1800）３着，ラジオ日本賞‐OP
（Ｄ1800），鳳雛Ｓ‐OP（Ｄ1800）

ベイビーボス（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝
マテーラフレイバー（18牡鹿 ＊マクフィ）���３勝

２代母 クラクエンレディー（97鹿 ＊トニービン）２勝
タニオブゴールド（03牡 バブルガムフェロー）２勝，鮫ヶ尾城特別，雄国沼特別２

着，浦佐特別２着
ヒカルダイヤモンド（04牝 アグネスタキオン）２勝，汐留特別，アプローズ賞２着，

佐渡金銀山特別２着，木更津特別３着，紅葉特別３着，etc.
クレスコドリーム（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
コトブキファルコン（14牡 ネオユニヴァース）１勝，��入着�３勝��入着３回

３代母 ブリリアントミスト（89黒鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
ブリリアントノバ（98牝 ＊ジェネラス）２勝

チヨノドラゴン（03牝 バブルガムフェロー）�８勝�３勝�１勝��６勝，ト
ゥインクルレディ賞３着，兵庫牝馬特別，白銀争覇，etc.
ヒストリーメイカー（14牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，仁川Ｓ‐L，アン
タレスＳ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3 ２着，etc.，�10 勝	��

トウカイメロディ（07牡 ＊チーフベアハート）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北
海道Ｓ‐L，ＨＴＢ杯，etc.

クラシカルノヴァ（08牡 キングカメハメハ）５勝，堺Ｓ，東大路Ｓ，etc.，�６
勝�入着��，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着

４代母 ＊ミスタイモア（77 USA黒鹿 Sham）GB・USA４勝
［子］ ベストタイアップ（92牡 アンバーシヤダイ）７勝，東京新聞杯‐Jpn3，中

山金杯‐Jpn3（２回），キャピタルＳ‐OP ２着，etc.，種牡馬
ノーモアスピーディ（87牡 ＊ノーザンテースト）２勝，京成杯‐Jpn3，東
京新聞杯‐Jpn3 ３着，カンナＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝登別市上鷲別町 �0143-44-4435
生 産 牧 場： ㈲習志野牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

800 クリスチャンパール２０２０ 牡・栗 ２／２０

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayクリスチャンパール ＊トニービン

��
��
�クラクエンレディー鹿 2006 ブリリアントミスト

＊ミスタイモア 10a
Roberto M4×M5

価格： 購買者：



母 グレイスサンセット（05鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
マイネルアーベント（13牡鹿 ＊ケイムホーム）�４勝��３勝
スモウブインタリズ（17牡鹿 ワールドエース）�２勝�

２代母 ワールドウッド（95栗 ＊ラシアンボンド）４勝，深秋特別，甲斐路特別２着，
瀬波特別２着，韓国馬事会杯３着
インタープレジール（02牡 ＊エンドスウィープ）�４勝��入着 13回
ダンシングタイガー（03� ダンスインザダーク）１勝，�１勝��３勝�１勝	１勝

ロジゴールド（06牝 ゴールドアリュール）１勝
コスモセコイア（08牝 ＊ルールオブロー）�１勝
トキツユウ（09牡 アドマイヤマックス）��６勝
コモリスーザン（10牝 ＊アルデバランⅡ）�１勝��入着４回��
ベッラヴィスタ（11牝 カンパニー）�１勝�入着９回�

３代母 キヨウエイミート（83栗 ＊クラウンドプリンス）２勝
キョウエイヨシノ（90牝 ＊プラウドデボネア）４勝，貴船Ｓ，桜島特別，さざんか賞，etc.

キョウエイトルース（97牝 フジキセキ）２勝，�１勝�入着��
コンフォーコ（05� ＊トワイニング）５勝，初日の出Ｓ，円山特別２着
ツインクルスター（09牝 サクラバクシンオー）５勝，市川Ｓ，初風特別，
みちのくＳ２着，etc.

サウンドトゥルー（10� ＊フレンチデピュティ）７勝，チャンピオンズＣ
‐G1，etc.，��６勝�，東京大賞典‐G1，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，etc.，
優ダート

ブロンズテーラー（11牝 ＊ロージズインメイ）１勝，大山崎特別２着（２回），
恵那特別２着，レジェンドトレーナーＣ３着，�３勝

ルールソヴァール（12� ＊フレンチデピュティ）６勝，みやこＳ‐G3 ２着，
ベテルギウスＳ‐OP，etc.，�３勝�１勝，佐賀記念‐Jpn3，etc.

アナザートゥルース（14� ＊アイルハヴアナザー）６勝，アンタレスＳ
‐G3，東海Ｓ‐G2 ２着，etc.，��１勝�入着２回，ダイオライト記念
‐Jpn2，etc.

アンダーゴールド（06牝 ＊ホワイトマズル）�３勝��，ひまわり賞

販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

801 グレイスサンセット２０２０ 牡・栗 ４／ １
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーグレイスサンセット ＊ラシアンボンド

��
��
�ワールドウッド鹿 2005 キヨウエイミート

＊キヨウエイオリーブ 22b
Danzig S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 グレイトフルレガロ（12鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
チュウオウペット（18牡栗 ＊エスケンデレヤ）��２勝
ジャンポケレディ（19牝鹿 ジャングルポケット）�地方未出走

２代母 ＊グレイトフルデイ（99 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
グレイトフルタイム（04牡 アグネスタキオン）４勝，アクアマリンＳ，甲斐駒特別
グレイトフルレター（08牡 ゴールドアリュール）入着３回，�５勝�入着４回�

３代母 ツァーダンサーCzar Dancer（85 USA栗 Czaravich）USA２勝
ロイヤルミッチ Royal Mitch（92� Homebuilder）USA６勝，Holy Bull S‐R，

キーンランドレキシントンＳ‐G2 ２着，フラミンゴＳ‐G3 ２着
フラットフリ－トフィ－ト Flat Fleet Feet（93 牝 ＊アフリート）USA７勝，トップ

フライトＨ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G3，etc.
トゥーマイルヒル TwoMile Hill（00 牝 A.P. Indy）USA４勝，Golden Syl

via H‐L，My Charmer S
チューチューレイディChoo Choo Lady（05牝 Giant's Causeway）不出走
キューゴーガールQGo Girl（16 牝 Quality Road）USA２勝，Panth
ers S３着

ファイアオヴフリーダム Fire of Freedom（04牝 Street Cry）不出走
トラヴェルアドヴァイザリー Travel Advisory（09 牡 Stormy Atlantic）USA

２勝，アメリカンターフＳ‐G2 ２着，トランシルヴァニアＳ‐G3 ２着，
Oliver S‐L ３着

４代母 バーブズダンサー Barbs Dancer（71 USA栗 Northern Dancer）USA５勝，
Mill Race H２着
［子］ アイロ Eillo（80 牡 Mr. Prospector）USA12 勝，ＢＣスプリント‐G1，

Chief Pennekeck H‐L，Hialeah Sprint Championship H‐L，etc.
［孫］ ラヴェンキシズ Love n' Kiss S.（98 牝 Kris S.）USA８勝，ペブルズＨ

‐G3，England's Legend S‐R ２着
＊マルターズヒート（01牝 Old Trieste）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，フィリー

ズレビュー‐Jpn2 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： 新井原 博＝東京都足立区 �03-3856-0005
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

802 グレイトフルレガロ２０２０ �・鹿 ２／ ３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュグレイトフルレガロ
＊ Seeking the Gold

��
��
�グレイトフルデイ鹿 2012 Czar Dancer

12b
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クレタパラドックス（07鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
トゥルーセオリー（13牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�２勝�
ハロングロットル（16牝芦 キャプテントゥーレ）�２勝
フィドル（17牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，��２勝
ダンスインザレイン（18牝鹿 ブラックタイド）��入着２回

２代母 ＊ブラッシングインザレイン（88 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホットマイハート（96牝 ＊モガンボ）�２勝�５勝�，こまくさ賞，すみれ賞３着
トーホウシデン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山金杯‐Jpn3，エイプリルＳ‐L，

菊花賞‐Jpn1 ２着，毎日王冠‐G2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
オースミブラッシー（98牝 ナリタブライアン）出走

ザグ（06牡 ニューイングランド）１勝，�	４勝�５勝，スパーキングサマー
Ｃ３着，建依別賞２着，大高坂賞３着，珊瑚冠賞３着

トライワンズラック（99牡 ＊トニービン）６勝，フェアウェルＳ，シャングリラ賞，
赤富士Ｓ２着

シルクプロシード（00牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，
２勝
シルクアンフィニ（01牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

ラッシュアウト（14� ＊ケイムホーム）３勝，袖ケ浦特別，黒松賞，房総特別２着

３代母 ＊ダンシンインザレイン（80 USA鹿 Nijinsky）USA２勝
サルズシャトル Sal's Shuttle（84 牡 Mr. Prospector）USA４勝，Marfa H２着
ベストダンシング（90牝 ＊トニービン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着，

中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，etc.
ベストアルバム（00牝 メジロライアン）５勝，ローズＳ‐Jpn2 ３着，萩Ｓ‐OP

３着，千里山特別，etc.

４代母 ショーレイディ Show Lady（76 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［孫］ ハリケインスカイ Hurricane Sky（91牡 StarWatch）AUS６勝，ＡＴ

ＣオールエイジドＳ‐G1，ＭＲＣブルーダイアモンドＳ‐G1，ＭＲＣ
コールフィールドオータムクラシック‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147
生 産 牧 場： ㈲山際牧場
飼 養 者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147

803 クレタパラドックス２０２０ 牡・鹿 ３／２６
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモクレタパラドックス
＊ Blushing Groom

��
��
�ブラッシングインザレイン鹿 2007 ＊ダンシンインザレイン

8f
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クレバークリス（06芦 ＊クロフネ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－３（７）〕
ブランモンストル（15牡芦 ロードカナロア）１勝，��５勝
ミヤジシルフィード（16牡芦 ロードカナロア）１勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ３着，��１勝
グロワールポン（17牝鹿 オルフェーヴル）��未出走�１勝
ゲンパチリベロ（18牡芦 ドゥラメンテ）�１勝，山藤賞（芝 2000）２着
シゲルクジラ（19牡鹿 オルフェーヴル）�未出走

２代母 エアクリスティーナ（97青鹿 フジキセキ）出走
ナイスクオリア（11牝 キングカメハメハ）�４勝�３勝

３代母 ＊シークレットシェアラー（80 USA栗 Secretariat）USA４勝，ロングアイラン
ドＨ‐G2 ３着
シェアザグロ－リ－Share the Glory（88 牡 Halo）USA６勝，Vanlandingham S

‐L，レッドスミスＨ‐G2 ３着，ニッカボッカーＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬
サンデーブランチ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，宝塚記念‐Jpn1 ２着，金鯱

賞‐Jpn2 ２着，緑風Ｓ，etc.，種牡馬
エアウイングス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，

スイートピーＳ‐OP
エクスプロイト（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，両国特別，湾岸Ｓ２着，

初日の出賞３着，etc.
ウイングレット（01牝 ＊タイキシャトル）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，ターコイズ

Ｓ‐L，スイートピーＳ‐L，etc.
エオリアンハープ（06牝 キングカメハメハ）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，ター

コイズＳ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L ３着，etc.
キングストーン（11牡 キングカメハメハ）４勝，稲荷特別，若戸大橋特別，門

司Ｓ２着，etc.

４代母 ニジャナNijana（73 USA栗 Nijinsky）USA10 勝，スカイラヴィルＳ‐G3，
Parlo Turf H（２回），Shrewsbury H，Rare Treat S，ダイアナＨ‐G2
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ミリオンファーム＝浦河町上向別 �0146-22-8688
生 産 牧 場： ㈱ミリオンファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

804 クレバークリス２０２０ �・鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークレバークリス フジキセキ

��
��
�エアクリスティーナ芦 2006 ＊シークレットシェアラー

2n
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5

価格： 購買者：



母 クロエチャン（08青 スパイキュール）��４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（４）〕
ミックベンハー（15牡栗 スマートボーイ）３勝，シャングリラ賞（Ｄ1400），カト

レア賞（Ｄ1600）２着
アネゴ（16牝栗 レッドスパーダ）�２勝�２勝
クロッチ（17�黒鹿 アーネストリー）�２勝，三浦特別（Ｄ1400）３着
モモエチャン（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）�出走

２代母 トレローニー（00栗 ミスターダンデイ）不出走

３代母 リトルバンデーラ（94栗 ダイゼンキング）不出走
セイントメロディ（98牝 ＊アサティス）��１勝
トゥービー（99牝 ラジヤマハール）��５勝
バンディット（01牡 ミスターダンデイ）��１勝
バンデリータ（03牝 メイショウオウドウ）不出走

アマクサマンボ（10牡 ＊ルールオブロー）��５勝
ソフィアブラッキー（13牝 ＊マイネルラヴ）�２勝
オヒナサマ（14牝 ＊カジノドライヴ）�３勝��，花吹雪賞，ル・プランタン賞

２着，西日本ダービー３着，etc.
リュウノレイリー（17牡 タニノギムレット）���１勝

４代母 ＊ラバンデーラ（78 GB栗 Morston）GB１勝
［子］ ロックシンガー（92牡 ダイゼンキング）��11 勝

サクラサミット（93牡 ダイゼンキング）��８勝
ダイナマイトメール（95牡 ダイナレター）��４勝，種牡馬

５代母 パトワPatois（71 GB黒鹿 I Say）GB出走
［子］ ディウ－ル－ル－Diouloulou（83牡 Formidable）FR・BEL５勝

ルイ－ズ Louise（76 牝 Royal Palace）GB２勝
プラメンカPlamenka（89牝 Midyan）YUG１勝

［孫］ ナジトゥーNaj Too（94牡 Ron's Victory）ITY10 勝
キュ－ムルキングKummel King（88� Absalom）GB４勝

販売申込者・所有者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �0156-62-4454
生 産 牧 場： ㈱リトルブルーファーム
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �0156-62-4454

805 クロエチャン２０２０ �・黒鹿 ２／２９

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スパイキュール ＊クラフテイワイフクロエチャン ミスターダンデイ

��
��
�トレローニー青 2008 リトルバンデーラ

＊ラバンデーラ 8k
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 グロリアスフラワー（07鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ヒナノマドカ（14牝鹿 ＊タートルボウル）�１勝
グロリアスカメオ（16牝鹿 ＊サウスヴィグラス）���４勝�１勝�入着２回�，

プリンセスＣ（Ｄ1400）２着，知床賞（Ｄ1400）２着

２代母 グロリオーサ（92鹿 ＊フレンチグローリー）１勝
イゾラフィオーレ（97牝 フジキセキ）１勝
ダンツァフィオーレ（98牝 ダンスインザダーク）�４勝
スパイスガール（00牝 サツカーボーイ）��１勝
エアフォルツァ（02牡 バブルガムフェロー）３勝，広瀬川特別，月桂樹賞，ＨＴＢ

賞３着，五稜郭特別３着，稲村ヶ崎特別３着
グロリアスウィーク（03牡 スペシャルウィーク）２勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，シンザ

ン記念‐Jpn3 ２着，黄菊賞，博多Ｓ２着，松籟Ｓ２着，etc.
プリンセストロイ（04牝 ダンスインザダーク）２勝，北大路特別，�７勝��
ベルクハイル（05牡 スリリングサンデー）１勝，はなみずき賞２着，フリージア賞２着
ノヴァグロリア（08牡 ネオユニヴァース）２勝，奥尻特別

３代母 シヤダイビユーテイ（83鹿 Lord Avie）不出走
ビワディクタス（87牡 ＊デイクタス）４勝，日高特別，障害１勝
ボードセイリング（88� ＊テリオス）２勝，わらび賞，清澄特別２着，春菜賞３着，

障害２勝
ハピネスイン（96牝 ＊ホワイトマズル）３勝，清滝特別，あやめ賞，仲春特別３着，etc.

ハッピームード（03牝 フジキセキ）３勝，紫川特別３着
ベストオブラック（06牡 ネオユニヴァース）１勝，三陸特別，種市特別３着，

��４勝
ハッピーダイアリー（07牝 アグネスタキオン）３勝，噴火湾特別，中山オータ

ムプレミアム３着

４代母 ＊セイリングビユーテイ（76 FR鹿 Lyphard）FR・USA２勝
［曾孫］ オメガパフューム（15牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�５勝，平安Ｓ

‐G3，etc.，��４勝，東京大賞典‐G1（３回），帝王賞‐Jpn1，etc.，
ＤＧ特別

販売申込者・所有者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
生 産 牧 場： 原田 久司
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

806 グロリアスフラワー２０２０ 牡・鹿 ４／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールグロリアスフラワー ＊フレンチグローリー

��
��
�グロリオーサ鹿 2007 シヤダイビユーテイ

＊セイリングビユーテイ 14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 グロリエッテ（10鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
モリノカワセミ（16牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ショウナンバービー（17牝鹿 トゥザワールド）�１勝
モリノドリーム（19牝鹿 モーリス）�未出走

２代母 ＊アズワー（93 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝
コウエイプライム（99牡 Smart Strike）２勝，�２勝�
コウユーキズナ（04牝 ＊ティンバーカントリー）５勝，淀屋橋Ｓ，西日本スポーツ杯，

播磨特別，筑紫特別，醍醐特別２着，etc.
コウユーココロコロ（05牝 ＊コロナドズクエスト）１勝
オンザスローン（06牝 キングカメハメハ）１勝
ヴォラドーレス（07牝 ＊クロフネ）�入着

ショウナンアンセム（13牡 ジャングルポケット）６勝，パラダイスＳ‐L，高松
宮記念‐G1 ３着，ジュニアＣ‐OP ３着，多摩川Ｓ，鎌ケ谷特別，etc.

マジカルポケット（08牡 ジャングルポケット）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，クロッカス
Ｓ‐OP ３着

３代母 マジックスリッパーMagic Slipper（83 GB黒鹿 Habitat）GB２勝，Jame
s Seymour S‐L ３着
アフバブAhbab（89牝 Ajdal）GB１勝

ラベク Labeq（94牡 Lycius）GB・UAE４勝，Steventon S‐L ２着
ニューシーカーNew Seeker（00� Green Desert）GB・IRE・ITY８勝，L

eicestershire S‐L，Guisborough S‐L，Dubai Duty Free C‐L，etc.
ムハーブMuhab（92牡 Lyphard）GB・NOR・SWE５勝，Somerville Tattersal

l S‐L ２着，種牡馬
アトナブAtnab（94牝 Riverman）GB１勝

グレイミスティックGrey Mystique（03牝 Linamix）FR３勝，P. Michel Ho
uyvet‐L ２着

ダンシリダンサーDansili Dancer（02� Dansili）GB８勝，Floodlit S‐L，ウ
ィンターダービー‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

807 グロリエッテ２０２０ 牡・鹿 ４／２０

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズグロリエッテ
＊ Danzig

��
��
�アズワー鹿 2010 Magic Slipper

1s
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 クロンドローリエ（07青鹿 フジキセキ）入着 10回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ベルジルウェット（17牝黒鹿 ベルシャザール）��入着４回�１勝

２代母 アルフェッカ（00鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，河北新報杯，南総特別２着，
高尾特別２着，若水賞３着，鷹巣山特別３着
ロベルクランツ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，二本松特別２着
コロナボレアリス（11牡 ＊ファンタスティックライト）２勝
ベルウッドレオーネ（13牡 ステイゴールド）�４勝�
サンノゼ（14牡 マツリダゴッホ）��１勝�９勝

３代母 タケショウティアラ（91鹿 ニホンピロウイナー）４勝，苗場特別，湯沢特別，
仲冬Ｓ３着
スペルノレジーナ（99牝 マヤノトップガン）１勝
タケショウレジーナ（01牝 ダンスインザダーク）５勝，アネモネＳ‐L ３着，サロマ

湖特別，初風特別，etc.
タケショウメーカー（13牝 ＊エンパイアメーカー）�１勝��３勝，桜花賞３着
タケショウベスト（14牝 ＊キングズベスト）４勝，ダリア賞‐OP ３着，初風特

別２着，飯豊特別２着，etc.
アイラブテーラー（16牝 トーセンラー）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２

着，桂川Ｓ，etc.
カピターノ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）２勝，火打山特別３着，障害１勝
タケショウオージ（05� ＊コマンダーインチーフ）３勝，エーデルワイスＳ，山中湖

特別２着，神奈川新聞杯２着，etc.，��１勝	
ミルトス（06牝 サクラバクシンオー）入着，熊本城特別３着，�３勝�１勝
タケショウボルト（08牡 ＊ファンタスティックライト）１勝

４代母 ベストプリンセス（84鹿 モンテプリンス）４勝，ジュニアＣ‐OP ３着，ジュ
ーンＳ，樽前山特別，ユートピアＳ３着

５代母 スピードヤマトシ（75栗 ＊サウンドトラツク）６勝，京王杯スプリングＨ２着，
アクアマリンＳ（２回），千葉Ｓ，上総特別，りんどう賞
［孫］ シャルトルーズ（95牝 ＊ダハール）
３勝��入着，新潟ジュニアＣ３着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 富菜牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

808 クロンドローリエ２０２０ 牡・青鹿 ２／２４
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサークロンドローリエ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�アルフェッカ青鹿 2007 タケショウティアラ

＊星旗 16h
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 グリマープリンセス（13鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ナオミニデレデレヤ（19牝栗 ＊エスケンデレヤ）�未出走

２代母 ミッションヒルズ（05鹿 ＊アグネスデジタル）出走
アースミッション（10牡 アグネスタキオン）��３勝
アヴァール（11牝 キングカメハメハ）２勝，��１勝
マゼンタ（12牡 ヴァーミリアン）入着３回，��１勝
ブライトメジャー（14牝 ダイワメジャー）１勝
ハチヨウ（16牡 ＊クロフネ）１勝，��１勝�
トレジャーシップ（17牡 ゴールドアリュール）�１勝

３代母 ＊タイキダイヤ（96 USA鹿 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンス
ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，シルクロードＳ‐Jpn3
３着，摩耶Ｓ‐OP，etc.
タイキクラリティ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞‐OP ３着

クラリティシチー（11牡 キングカメハメハ）３勝，東風Ｓ‐L，スプリングＳ
‐G2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２着，etc.

クラリティスカイ（12牡 ＊クロフネ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，いちょうＳ
（重賞）‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

フィールドシャルム（13牡 アドマイヤムーン）１勝，奥尻特別，ホンコンＪク
ラブＴ３着，富良野特別３着，�２勝�５勝

タイキブリリアント（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，箕面特別３着

４代母 ＊パテントリークリア（88 USA鹿 Miswaki）IRE・USA３勝
［子］ ＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，毎日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなの

き賞，障害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.
［孫］ セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）�７勝，高松宮記念‐G1，函

館スプリントＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，etc.
タイセイファントム（08牡 ＊ファンタスティックライト）６勝，コーラルＳ
‐L ２着，エニフＳ‐L ２着，すばるＳ‐L ３着（２回），etc.，�５勝�

販売申込者・所有者： 乾 皆雄＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3753
生 産 牧 場： 乾 皆雄
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

809 グリマープリンセス２０２０ �・黒鹿 ３／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジグリマープリンセス ＊アグネスデジタル

��
��
�ミッションヒルズ鹿 2013 ＊タイキダイヤ

2f
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 キタサンメジャー（14黒鹿 ダイワメジャー）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ビッグテンビー（98黒鹿 ＊テンビー）１勝
ローレルゲレイロ（04牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ‐G1，高松宮記

念‐G1，阪急杯‐G3，東京新聞杯‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，etc.，
優短距，種牡馬

カシノネロ（05牡 ＊メイショウドトウ）２勝
トキノヤマトボシ（06� メジロライアン）３勝，積丹特別
マンゴプディング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，はなのき賞２着，あざみ賞３着
リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
イントゥザブルー（09牡 キングヘイロー）１勝，会津特別２着
アメージングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着

ノースブリッジ（18牡 モーリス）�２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，葉
牡丹賞

キタサンラブコール（11牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエンドＣ，
フィリピンＴ３着，秋明菊賞３着

キャノンプレート（12� マンハッタンカフェ）１勝，�７勝�２勝
ジョワユーズ（15牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 モガミヒメ（92黒鹿 ＊カコイーシーズ）�２勝��１勝�，東京３歳優駿牝馬２着
ラヴァーズレーン（00牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別，ホンコン

ＪクラブＴ３着
トキノフウジン（07牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，アカシ

ヤ特別２着，障害１勝
スルターナ（12牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
アヴォンリー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，浦安特別，岩室温泉特別２着，�

��出走
ローレルウェルシュ（03牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別，��２勝
ゼフィランサス（08牝 キングヘイロー）３勝

ディープボンド（17牡 キズナ）�３勝，阪神大賞典‐G2，京都新聞杯‐G2，天
皇賞（春）‐G1 ２着，etc.

キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743

810 キタサンメジャー２０２０ 牡・栗 ３／ ９

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケキタサンメジャー ＊テンビー

��
��
�ビッグテンビー黒鹿 2014 モガミヒメ

＊セレタ 1b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドマッシモ（07鹿 ネオユニヴァース）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（８）〕
エルゼロ（13�鹿 ＊ワークフォース）２勝，障害２勝
シロクニ（14�栗 ＊フレンチデピュティ）���１勝
ベリッシマ（15牝青鹿 エイシンフラッシュ）���３勝�１勝
リュウノジャズ（16牡栗 アドマイヤムーン）���３勝�入着２回
サウンドブレイズ（18牡鹿 ＊パイロ）�１勝

２代母 トレヴィサンライズ（00鹿 ＊サンダーガルチ）１勝
ラブリーゲイル（06牝 ＊トワイニング）��１勝
トラストシンシ（09牝 オレハマッテルゼ）入着３回，��２勝
ケイビイノキセキ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）�４勝

３代母 ＊メモリーズオブロニー（92 USA青鹿 Storm Cat）USA３勝，Bloomfield C
ollege S
トーホウファイター（01牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，芦屋川特別，日南特別，マ

ラヤンＲＡＴ，etc.
ツルマルオトメ（02牝 ＊タイキシャトル）４勝，ダリア賞‐OP ２着，桶狭間特別，

西日本スポーツ杯，etc.
シンジュボシ（10牝 ダイワメジャー）４勝，祇園特別，伊万里特別，天草特別

２着，etc.
サムシングジャスト（16牝 ヴィクトワールピサ）４勝，アイルランドＴ府中牝

馬Ｓ‐G2 ３着，初音Ｓ，宝ケ池特別，etc.
ツルマルジャパン（06� マンハッタンカフェ）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，マリ

ーゴールド賞‐OP

４代母 パスアウェイ Pass Away（71 USA鹿 Swing Pass）USA９勝，Sunland P
ark Derby３着
［子］ パッシングシップス Passing Ships（84� Fifth Marine）USA16 勝，ギ

ャラントフォックスＨ‐G2，ディスプレイＨ‐G3
［孫］ パウダージェイ Powderjay（98 牝 With Approval）USA５勝，Pleas

ant Temper S，Miss Moneypenny S‐R

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

811 ゴールドマッシモ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２９
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスゴールドマッシモ ＊サンダーガルチ

��
��
�トレヴィサンライズ鹿 2007 ＊メモリーズオブロニー

12c
Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5
Storm Bird M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊エーシンヘラ（10 FR鹿 Montjeu）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エイシンエディソン（15牡鹿 ヴァーミリアン）���２勝�１勝
エイシンヒーロー（18牡黒鹿 スクリーンヒーロー）��未出走�入着��
ブライトスノー（19牡芦 エイシンヒカリ）�出走

２代母 ダンシングレイディDancing Lady（04 FR鹿 Dansili）FR２勝，P. de la S
eine‐L，リュテース賞‐G3 ２着，ミネルヴ賞‐G3 ３着
ミスアニーMiss Annie（11 牝 Dubawi）FR出走

ボーンザセイムデイBorn the Same Day（18牡 Stormy River）�FR２勝
セイリングレイディ Sailing Lady（14牝 Henrythenavigator）FR２勝

３代母 アーカレイディ Aka Lady（95 FR鹿 Sanglamore）FR２勝，P. Petite Etoil
e‐L，G.P. de la Ville de Nantes‐L ２着
エーグルAegle（00 牝 Night Shift）FR２勝

アポロンApollon（08� Green Tune）FR３勝
イシスドゥプティヴィル Isis de Petiville（13 牝 Palace Episode）�FR５勝

プライヴェトバンキング Private Banking（02牝 Anabaa）FR・USA５勝，Autu
mn Leaves H‐L，Marina S，Moment To Buy S‐L ２着，etc.
プライヴェトレイベルPrivate Label（11 牡 ＊エンパイアメーカー）USA１勝
コールドバレエ Corps de Ballet（13 牝 Speightstown）USA・CAN４勝，

Osunitas S‐R ２着，Pike Place Dancer S３着

４代母 アカディア Akadya（86 FR黒鹿 Akarad）FR２勝，P. de Thiberville‐L，
P. des Tuileries‐L ２着，P. des Tourelles‐L ３着
［子］ アーカタイムAkatime（93� Lead on Time）FR・UAE６勝

ホーリーアカディアHoly Akadya（05牝 Holy Bull）USA２勝
レイミステリオRey Misterio（02� High Yield）ITY２勝
ラスカディア Laskadya（92牝 Lashkari）FR２勝

５代母 ソースロワイヤル Sauce Royale（71 GB芦 Royal Palace）GB出走
［子］ ケンソース Ken Sauce（83� Kenmare）FR２勝，P. des Jouvenceau

x et Jouvencelles‐L，Criterium de Vichy‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

812 エーシンヘラ２０２０ �・鹿 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesエーシンヘラ ダンシングレイディ Dansili

��
��
�Dancing Lady鹿FR 2010 Aka Lady

1k
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 オーミポルカ（13鹿 キングヘイロー）入着，��１勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ブラーブサージュ（18牡鹿 マツリダゴッホ）��３勝，佐賀ユースＣ（Ｄ1400）２着

２代母 パープルパンチ（04鹿 ＊マリエンバード）�１勝�７勝�	３勝
オーミアリエル（11牝 キングヘイロー）�７勝
１勝�入着４回�
ヒカリノカケラ（12� マヤノトップガン）�７勝�４勝�入着４回
オーミシューマン（14牡 フサイチリシャール）１勝
オーミガボット（15� タニノギムレット）�１勝�
オーミハルカゼ（16牝 ダノンシャンティ）��２勝

３代母 ショウワグローリー（90黒鹿 ホリスキー）�６勝
パープルタロー（98牡 フジキセキ）３勝，帆柱山特別２着
オースミヘネシー（02牡 ＊ヘネシー）５勝，柳都Ｓ，花園Ｓ，御陵特別，etc.，障害１勝

４代母 ヘロイーダ（82黒鹿 ＊ハビトニー）３勝，清里特別
［子］ マチカネギョウセイ（93牡 ニツポーテイオー）３勝，保津峡特別，飯豊特

別３着
ヤマトメロディー（98牝 ＊エルハーブ）３勝，ＳＴＶ賞２着

５代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別
［子］ サークルシヨウワ（85牝 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3

ツルギテンザン（81牡 ＊コインドシルバー）５勝，和布刈特別，熱田特別
［孫］ アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京

記念‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，
ポートアイランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝

エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特
別，二見ケ浦特別２着，etc.

ツルギシンプウ（89牡 サンシヤインボーイ）２勝，企救丘特別２着，北方
特別２着，濃尾特別３着

サークルメモリー（93牝 ＊エブロス）２勝，三国特別２着
ベルクロス（98牝 タマモクロス）１勝，登別特別２着

販売申込者・所有者： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

813 オーミポルカ２０２０ �・黒鹿 ４／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローオーミポルカ ＊マリエンバード

��
��
�パープルパンチ鹿 2013 ショウワグローリー

＊キングスサークル 1n
Caerleon S4×M4 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 カワカミマゴコロ（11青鹿 ＊パイロ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エムケードリーム（18牝青鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝

２代母 リバーサウンド（03黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
カワカミタキオン（09牝 アグネスタキオン）不出走

スマイルサルファー（18� ＊プリサイスエンド）��３勝，兵庫ダービー，兵庫
若駒賞２着

メイショウバッハ（13牡 メイショウボーラー）４勝，２０１７ＷＡＳＪ第３戦，��６勝
イクゼファイターズ（18牡 トゥザワールド）��１勝�１勝�入着

３代母 ＊チームカラーズ（88 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ヘルワHelwa（95牝 Silver Hawk）不出走

ストロングシュート Strong Suit（08 牡 Rahy）GB・FR・IRE・USA５勝，英チ
ャレンジＳ‐G2，レノックスＳ‐G2，コヴェントリーＳ‐G2，etc.，種牡馬

デサルDesaru（96牡 Chief's Crown）GB１勝，ロイヤルロッジＳ‐G2 ３着
シルヴァーカラーズ Silver Colours（97 牝 Silver Hawk）GB１勝，Montrose Fil

lies S‐L
シルヴァーピヴォタル Silver Pivotal（04 牝 Pivotal）GB３勝，Michael See

ly Memorial Fillies' S‐L，ウィンターダービー‐G3 ２着
シルヴァーギャラクシー Silver Galaxy（11牡 Galileo）UAE４勝，ジェ
ベルアリマイル‐G3，Jebel Ali S‐L ３着，種牡馬

アリストクラト Aristocrat（06� Galileo）IRE・AUS５勝，Eyrefield S‐L
３着，AUS障害１勝

ゴッドオブチャンス（98牡 Cozzene）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2，スワンＳ
‐Jpn2 ３着（２回），京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

ボストンカラーズ（04牡 ＊ボストンハーバー）１勝，福島中央ＴＶ杯２着，�２勝

４代母 プライヴェトカラーズPrivate Colors（82 USA黒鹿 Private Account）US
A３勝
［子］ プライヴェトドリームズ Private Dreams（04牝 ＊ヨハネスブルグ）USA

・CHI４勝，Hastings Park H

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

814 カワカミマゴコロ２０２０ �・青鹿 ２／１１

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenシャンハイボビー スティーリン Orientate

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionカワカミマゴコロ ＊ブライアンズタイム

��
��
�リバーサウンド青鹿 2011 ＊チームカラーズ

6a
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ケイティバローズ（10鹿 マンハッタンカフェ）４勝，檜山特別（Ｄ1700），ユート
ピアＳ（芝 1600）２着，��入着２回�，エンプレス杯‐Jpn2 ３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ホットマンボ（03 USA栗 Kingmambo）USA出走
シンゼンスマイル（07牡 Menifee）�11 勝
コウエイオトメ（08牝 ハーツクライ）５勝，比叡Ｓ，四国新聞杯（２回），牧園特別，

古都Ｓ２着，琵琶湖特別２着，etc.
マーティンバローズ（09牡 ネオユニヴァース）入着３回，��２勝��入着７回，

開聞岳賞２着，文月賞３着
トーコーアンジェ（11牝 ディープスカイ）�２勝
ビンテージヴォーグ（12牡 マンハッタンカフェ）���５勝
マナープリンセス（14牝 ハーツクライ）��４勝
キャンドゥ（15牡 オルフェーヴル）��１勝�４勝�１勝
ホットスタンプ（16牝 オルフェーヴル）��２勝	２勝
スンリ（18牝 キズナ）�２勝，エルフィンＳ‐L ２着

３代母 エイオーエルヘイズ A. O. L. Hayes（97 USA栗 A.P. Indy）USA６勝，
Prismatical S‐L，Summit S２着，レアトリートＨ‐G3 ３着，アンアランデ
ルＳ‐G3 ３着
クインガールQuinn Girl（06 牝 Fusaichi Pegasus）USA・BRZ入着

インバティヴェルウルク Imbativel Hulk（13 牡 Holy Roman Emperor）BRZ
４勝，アドエマル＆ホベルトＧファリア大賞‐G3 ３着

４代母 ポッシブルメイト Possible Mate（81 USA栗 King's Bishop）USA14 勝，シ
ープスヘッドベイＨ‐G2，ニューヨークＨ‐G2，ヴァイオレットＨ‐G3，ボイリ
ングスプリングズＨ‐G3，Mutual Savings Life Ladies H‐L，etc.
［子］ フェアリーガーデン Fairy Garden（88牝 Lyphard）FR・USA10 勝，マ

ッチメイカーＳ‐G2，オーキッドＨ‐G2，セネカＨ‐G3，etc.
［孫］ タップデイ Tap Day（01牡 Pleasant Tap）USA11 勝，メドーランズＢ

ＣＳ‐G2，Budweiser Challenger S，Frisk Me Now S，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲天羽禮治牧場＝日高町清畠 �090-8370-6622
生 産 牧 場： 天羽 禮治
飼 養 者： ㈲天羽禮治牧場＝日高町清畠 �090-8370-6622

815 ケイティバローズ２０２０ �・鹿 ５／ ２

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジケイティバローズ
＊ Kingmambo

��
��
�ホットマンボ鹿 2010 A. O. L. Hayes

4r
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ケージーホマレ（06黒鹿 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
ケージーモンブラン（10牡鹿 ＊クロフネ）入着，��入着��７勝
ケージープリサイス（11牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）入着２回，��１勝
ウッチーイモン（14牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��１勝
パラレルワールド（15牝鹿 エスポワールシチー）�１勝�入着
ムーランアジュール（17牝鹿 キングヘイロー）���３勝�３勝
ベニノサンフラワー（18牝鹿 ＊ノボジャック）���入着２回

２代母 ＊ケージービューティ（93 USA鹿 Private Account）不出走
ケージープリンセス（97牝 ＊ティンバーカントリー）出走

ケージーフジキセキ（01牡 フジキセキ）４勝，若葉Ｓ‐L ３着，若草Ｓ‐OP ２
着，若駒Ｓ‐OP ２着，春日特別，つばき賞，etc.

ケージーダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，加古川特別，ながつきＳ２
着，納屋橋Ｓ２着，八坂特別３着，沈丁花賞３着，�２勝

ケージーエリシオ（01牡 ＊エリシオ）１勝，�３勝
テイエムグンカン（12牡 カネヒキリ）４勝，伊勢特別，愛宕特別，初夢Ｓ２着

３代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着
スカイビューティ Sky Beauty（90 牝 Blushing Groom）USA15 勝，エイコーンＳ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，アラバ
マＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，ゴー
フォーワンドＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，etc.

アワカントリープレイスOur Country Place（92牝 Pleasant Colony）不出走
プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ

ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.
サイレンスビューティ Silence Beauty（97 牝 ＊サンデーサイレンス）IRE入着

テイルオヴエカティ Tale of Ekati（05 牡 Tale of the Cat）USA５勝，ウッド
メモリアルＳ‐G1，シガーマイル‐G1，ジェロームＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

816 ケージーホマレ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイケージーホマレ
＊ Private Account

��
��
�ケージービューティ黒鹿 2006 ＊メイプルジンスキー

1g
Nijinsky M4×M4 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 キタサンユキ（05青 ＊マリエンバード）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ダイリュウスター（12牡青鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝�２勝
キタサンボサツ（15牝黒鹿 キングヘイロー）��１勝
キタサンルージュ（16牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�３勝���
キタサンレイワ（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��入着５回
ブキャナンテソーロ（19牡黒鹿 ジャングルポケット）�未出走

２代母 キタサンヒボタン（99黒鹿 フジキセキ）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，フィ
リーズレビュー‐Jpn2 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，すずら
ん賞‐OP，新潟日報賞
キタサンオリュウ（06牝 ＊マリエンバード）入着２回

ニシノアンジュ（12牝 キングヘイロー）入着６回，稲光特別２着，郡山特別２
着，�３勝

キタサンスズラン（07牝 ＊アルカセット）２勝
スティールグレート（18牡 ＊アジアエクスプレス）��２勝�入着，知床賞２着，

栄冠賞２着
キタサンプリティー（09牝 ＊アルカセット）��３勝
ダイリュウビーナス（11牝 ディープスカイ）��２勝

３代母 キタサンクイン（84黒鹿 ＊ロジンスキー）��４勝，東京プリンセス賞３着
キタサンテイオー（90牡 ＊サウスアトランテイツク）１勝，朱鷺Ｓ‐OP ２着，etc.，

��５勝，全日本３歳優駿，平和賞，etc.
キタサンフドー（94牡 サクラホクトオー）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小

倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，河北新報杯，etc.
キタサンヒメ（97牝 ＊カコイーシーズ）��３勝

キタサンサジン（12牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，コーラルＳ
‐L ３着，etc.，障害１勝，��１勝，東京スプリント‐Jpn3

キタサンチャンネル（98牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，
米子Ｓ‐L，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

キタサンミラージュ（00牝 ＊ジェイドロバリー）入着３回，�１勝	��
キタサンツバサ（09牡 ＊アジュディケーティング）��４勝�入着２回�，クラ

ウンＣ，由布岳賞２着

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

817 キタサンユキ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceダノンレジェンド

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�マリエンバード ＊マリエンバドキタサンユキ フジキセキ

��
��
�キタサンヒボタン青 2005 キタサンクイン

＊種道 22
Nijinsky M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コウヨウタレイア（09黒鹿 エイシンサンディ）���１勝・４勝，優駿スプリン
ト（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
セクシースワッグ（18牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���入着

２代母 カナハライサベラ（00鹿 ＊ピルサドスキー）不出走
コウヨウメビウス（08牝 オンファイア）入着２回，��１勝
コウヨウマーメイド（11牝 アドマイヤマックス）��２勝
コウヨウヒリュウ（12牡 オンファイア）���６勝

３代母 ＊フォーティース（93 USA鹿 ＊フォーティナイナー）FR３勝
カナハラサンサン（98牡 Caerleon）３勝，稲妻特別２着，須賀川特別３着
コウヨウマリーン（05牝 マンハッタンカフェ）２勝，郡山特別３着
コウヨウサンデー（06牡 バブルガムフェロー）３勝，由比ヶ浜特別２着，新発田城

特別２着
コウヨウアレス（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，朱

鷺Ｓ‐OP ２着，パラダイスＳ‐OP ２着，etc.，��２勝

４代母 ブックコレクター Book Collector（85 USA鹿 Irish River）GB・USA４勝，
Scythe H，Columbus Day H‐R ２着
［孫］ ヴァレン Valain（03� Grand Lodge）FR・IRE３勝，G.P. Inter‐Regi

onal des 3ans‐L ２着，GB・IRE障害５勝

５代母 リパティア Lypatia（75 FR鹿 Lyphard）FR・USA２勝，P. d'Alencon
‐L ２着
［子］ リシウス Lycius（88 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE２勝，ミドルパ

ークＳ‐G1，P. du Haras de la Huderie‐L，英２０００ギニー‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

＊アカビール（81牡 Riverman）FR・USA６勝，ブーゲンヴィリアＨ‐G2，
ディクシーＨ‐G2，P. des Gravilliers‐L，etc.，種牡馬

［孫］ エディントン Eddington（04牡 Model Man）SAF５勝，ゴマゴマチャレ
ンジ‐G1，Sea Cottage S‐L，サウスアフリカンクラシック‐G1
３着，etc.

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �01456-7-2315
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

818 コウヨウタレイア２０２０ �・青鹿 ５／ ４

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードコウヨウタレイア ＊ピルサドスキー

��
��
�カナハライサベラ黒鹿 2009 ＊フォーティース

4i
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ゴッドダンシング（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
グッディー（13牝鹿 キングカメハメハ）��３勝
ゴッドスパロウ（15�鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝�
シゲルハクチョウザ（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着，��３勝
ランドボルケーノ（18牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 ゴッドインチーフ（96芦 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ３着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，桜花
賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，etc.
ゴッドスマイルユー（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別，石清水Ｓ２着，

宇治川特別２着，鷹ケ峰特別３着，三年坂特別３着，etc.
ゴッドビラブドミー（04牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

シュエット（13牝 ブラックタイド）�４勝，菊水賞
ライジングドラゴン（15牡 カネヒキリ）�３勝，釧路湿原特別，ＴＶｈ賞２着，

梅田Ｓ３着
ミューチャリー（16牡 ＊パイロ）���７勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，

ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ４着，川崎記念‐Jpn1
４着，東京大賞典‐G1 ５着，etc.

オメガカリビアン（05牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
オヤコダカ（12牡 サムライハート）�17 勝�２勝�	入着２回，兵庫ジュニア

ＧＰ‐Jpn2 ２着，道営記念２着（２回），笠松ＧＰ２着，旭岳賞（２回），
星雲賞（２回），etc.

ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝	入着
ゴッドバンブルビー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，陽春Ｓ２着，マカオＪク

ラブＴ２着

３代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，別府

特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念‐G2，

ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： 森永 聡＝新冠町万世 �0146-49-5200
生 産 牧 場： 森永 聡
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

819 ゴッドダンシング２０２０ �・黒鹿 ２／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイゴッドダンシング ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ゴッドインチーフ黒鹿 2006 ＊ファーガーズプロスペクト

3d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サクラワイズ（04栗 サクラバクシンオー）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（18）〕
サクラベリー（10牝鹿 ＊ボストンハーバー）１勝，��９勝
サクラアリオン（12牡芦 アドマイヤコジーン）�２勝���入着２回
コハンニャ（13牝黒鹿 サクラオリオン）�１勝��入着
ヒロノオンリーワン（14牡黒鹿 ジャングルポケット）�１勝
シェナブライト（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）���５勝
タビノトチュウ（19牝栗 キングヘイロー）��出走

２代母 サクラテンシ（97栗 ＊サンデーサイレンス）２勝
サクラモサ（03牡 サクラバクシンオー）１勝，手稲山特別３着，��１勝�１勝�入着

３代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 牝 Fabulous Dancer）FR入着５回

＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２
歳Ｓ‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，etc.

アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総
Ｓ２着，水無月Ｓ２着，etc.

＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞
‐G2 ２着，北野特別，etc.

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，
オールカマー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

サクラフューチャー（96牝 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプローズ賞２着
サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着（２回），天

保山Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵庫ゴールドＴ
‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

820 サクラワイズ２０２０ �・黒鹿 ４／２６

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラワイズ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラテンシ栗 2004 ＊ローラローラ

14
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 サワヤカムスメ（12鹿 ネオユニヴァース）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ディーバダンス（17牝鹿 トーセンジョーダン）入着，��２勝��入着
エグゼクティブラン（19牝鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 サワヤカスズカ（97鹿 サクラバクシンオー）２勝
サワヤカラスカル（05牝 ラスカルスズカ）５勝，道頓堀Ｓ，うずしおＳ，君子蘭賞，

うずしおＳ２着，道頓堀Ｓ２着
スズカジョンブル（09牡 ジャングルポケット）３勝
サンレイロッキー（11牡 ゼンノロブロイ）１勝
サワヤカフェスタ（14牝 ナカヤマフェスタ）入着２回，�２勝
サワヤカタイド（15牡 ブラックタイド）�４勝
マイネルチューダ（17牡 マツリダゴッホ）�１勝，大牟田特別２着

３代母 ダンシングスズカ（87鹿 ミスターシービー）出走
ゴーイングスズカ（93牡 ダイナガリバー）８勝，目黒記念‐Jpn2，福島記念‐Jpn3，

ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.
ゴーゴースズカ（00牝 ＊フォーティナイナー）１勝

ネガティヴ（12牝 アジュディミツオー）�１勝��１勝��入着４回，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3 ３着，ジュニアＧＰ３着

ビューティ（13牡 スターリングローズ）���１勝�４勝�２勝��，金沢ヤ
ングＣｈ２着，兼六園ジュニアＣ３着

４代母 ダンシングフアイタ（78黒鹿 ＊ダンシングキヤツプ）５勝，中山牝馬Ｓ，京王杯
オータムＨ２着，ニューイヤーＳ‐OP，福島民報杯‐OP，アクアマリンＳ，�９勝
［子］ トキファイター（86牝 カツラギエース）２勝，湯浜特別，須賀川特別２着，

土湯特別２着，etc.
［孫］ タイムフェアレディ（98牝 メジロマックイーン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，

うぐいす賞，呉竹賞２着
スズカオペラ（01牡 ＊オペラハウス）３勝，バイオレットＳ‐OP，飛梅賞，
�入着�，名古屋優駿‐Jpn2 ３着

［曾孫］ ウインガナドル（14牡 ステイゴールド）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3
２着，関越Ｓ‐OP ２着，むらさき賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

821 サワヤカムスメ２０２０ �・鹿 ３／２７

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスサワヤカムスメ サクラバクシンオー

��
��
�サワヤカスズカ鹿 2012 ダンシングスズカ

＊アストニシメント 7c
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊サセッティ（03 IRE 栗 Selkirk）GB出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－６（20），地方－２（16）〕
レッドセインツ（08牡鹿 ディープインパクト）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ３着，北辰

特別（芝 2000），はなみずき賞（芝 1800），逢坂山特別（芝 1800）２着，筥崎特別
（芝 2000）２着，春日特別（芝 1800）３着

レッドセシリア（10牝黒鹿 ハーツクライ）５勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
３着，ユートピアＳ（芝 1600），ＨＴＢ杯（芝 1800），ＴＶ山梨杯（芝 1600），
レインボーＳ（芝 2000）２着，初音Ｓ（芝 1600）２着（２回），五稜郭Ｓ（芝 1800）
３着，十和田湖特別（芝 1800）３着

レッドカイザー（11�黒鹿 ゼンノロブロイ）３勝，小倉城特別（芝 2000），英彦山
特別（芝 2000），玄海特別（芝 2000）２着，宮崎特別（芝 2000）２着，兵庫特別
（芝 2400）３着，エリカ賞（芝 2000）３着

レッドライジェル（12�鹿 ディープインパクト）４勝，立冬特別（芝 1600），山吹
賞（芝 2200），元町Ｓ（芝 1600）３着，障害１勝

レッドゼルク（13牡栗 ＊カジノドライヴ）入着，�１勝�４勝�10 勝
レッドルチア（14牝黒鹿 ディープインパクト）２勝，須賀川特別（芝 1200）３着
レッドクレオス（16牡栗 ハーツクライ）�３勝
フローラルキスミー（17牝栗 スピルバーグ）�１勝
ルージュヴィッフ（18牝栗 ドゥラメンテ）�出走

２代母 マイポターズMy Potters（87 USA鹿 Irish River）IRE１勝，McDonagh
Boland S‐L ３着
カーライルベイ Carlisle Bay（94牡 Darshaan）GB・IRE１勝，キラヴランＳ‐G3

３着
ウィノナWinona（95牝 Alzao）GB・FR・IRE・USA２勝，愛オークス‐G1，コ

ロネイションＳ‐G1 ３着，愛パークＳ‐G3 ２着
アザラウアク Azarouak（01� ＊デインヒル）IRE・USA２勝，Walnut Creek S

２着

３代母 マイビューパーズMy Bupers（67 USA黒鹿 Bupers）USA入着４回

販売申込者・所有者： 今井 秀樹＝浦河町向別 �0146-22-0652
生 産 牧 場： 今井 秀樹
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

822 サセッティ２０２０ �・栗 ５／ ２
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellネオユニヴァース

＊ Kris

��
��
�ポインテッドパス鹿 2000 SilkenWay

＊

セルカーク Sharpen Up

�
�
�
�
�

��
��

�Selkirk Annie Edgeサセッティ マイポターズ Irish River

��
��
�My Potters栗IRE 2003 My Bupers

6a
Sharpen UpM3×S4

価格： 購買者：



母 サクラトップピサ（13鹿 ヴィクトワールピサ）�入着�
〔産駒馬名登録数：１〕
ブルーレーン（19牝鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊ティーケイキャット（08 USA黒鹿 Bluegrass Cat）入着
タイガーレディ（14牝 ＊ワークフォース）�１勝
ココリエルサ（15牝 ダイワメジャー）��４勝

３代母 ティーケイ Tee Kay（91 USA黒鹿 Gold Meridian）USA６勝，マーサワシ
ントンＳ‐G3，Lady Baltimore S‐L，セリマＳ‐G3 ２着，Queen Empress
S‐L ２着，Sensational S‐L ３着，etc.

＊シンボリクリスエス（99牡 Kris S.）８勝，有馬記念‐Jpn1（２回），天皇賞（秋）
‐Jpn1（２回），神戸新聞杯‐Jpn2，青葉賞‐Jpn2，etc.，年代表（2回），優３
牡，優古牡，種牡馬

＊ピサノデイラニ（04牡 Fusaichi Pegasus）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，観月橋
Ｓ，松戸特別，etc.，種牡馬

ティズアケイ Tizakay（12牝 Tiznow）USA１勝，California Governor's Cup H
２着

４代母 トライアルゴ Tri Argo（82 USA黒鹿 Tri Jet）USA６勝，Wistful H，
Leixable S‐L ２着，Mantua S‐R ２着，モデスティＳ‐G3 ４着，Ala
da S‐R ３着
［孫］ パットンズヴィクトリー Patton's Victory（98� Patton）USA12 勝，フ

ィフスシーズンＳ‐G3，Prairie Meadows H‐L，Precisionist S
，etc.

アルゴズアピール Argos Appeal（95 牝 World Appeal）USA３勝，J
ack Smallwood S‐L，Boca Raton S‐L ２着，Old Hat S‐L
３着，etc.

ウェルドレストWell Dressed（97牝 Notebook）USA３勝，Americ
an Holly S‐L，Silver Spoon S‐L ３着

トライウイメット Tri Uimet（03� Lac Ouimet）USA12 勝，Best of
Ohio Sprint S‐R（２回），Cleveland Gold Cup S‐R，Honey Ja
y S‐R ２着（３回），etc.

販売申込者・所有者： ㈱アースファーム＝日高町幾千世 �090-3115-2121
生 産 牧 場： ㈱幾千世牧場
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-3115-2121

823 サクラトップピサ２０２０ �・青鹿 ３／ ８

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアサクラトップピサ
＊ Bluegrass Cat

��
��
�ティーケイキャット鹿 2013 Tee Kay

8h
A.P. Indy S3×M5 Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 シルクメガヒット（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，桑折特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－５（28）〕
マイネルガリオン（10牡芦 ＊クロフネ）��５勝�
プラチナバディ（11牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）��９勝��６勝
ドンフィアレス（13牝鹿 ＊ワークフォース）��２勝�２勝
ジニアズウィッシュ（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）���３勝
サンエイクラウン（17牡栗 ＊ケープブランコ）��１勝
アークドスピアー（18牡鹿 ＊マクフィ）���入着２回
ゴッドレイジング（19牝鹿 ＊ドレフォン）�出走

２代母 ＊リーガルソリューション（90 USA栗 Mr. Prospector）USA４勝，Floral P
ark H‐L ３着
メルシーアージュ（98牝 ＊ラムタラ）出走

メルシーラスカル（09牡 ラスカルスズカ）１勝，小名浜特別２着
スズカリーガル（03牝 ＊ホワイトマズル）�６勝�
トーコータカシ（06牡 ＊クロフネ）入着２回，	１勝���

３代母 ロイヤルソルーションRoyal Solution（82 USA栗 Sir Ivor）不出走
リーガルグラントRegal Grant（91 牝 Mr. Prospector）不出走

ゴールドクラスターGold Cluster（01 牡 Formal Gold）USA７勝，Hoove
r S‐L ３着，Fire Plug S３着

クリュスタセオ Crustaceo（02牡 Royal Anthem）PR・PAN20勝，C.Jose
de Diego‐L，C.Verset's Jet‐L ２着，Copa C.I.T.G.O.‐L ２着，etc.

ディヴァイドアンドコンカーDivide and Conquer（94 牡 Danzig）USA６勝，ケル
ソＨ‐G2 ２着，ディクシーＳ‐G2 ３着，フォースターデイヴＨ‐G3 ２着，etc.

ロイヤルリザーヴズRoyal Reserves（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA入着
ライツリザーヴド Rights Reserved（00
 With Approval）USA１勝，Co

lin S‐L
シーズローデド She's Loaded（04牝 Deputy Minister）USA出走
イアンズドリーム Ian's Dream（10牡 Speightstown）GB１勝，英ノーフ
ォークＳ‐G2 ３着

マイナーズリザーヴMiner's Reserve（07 牡 Mineshaft）USA２勝，ジムダン
ディＳ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲水上牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3039
生 産 牧 場： 水上 習孝
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

824 シルクメガヒット２０２０ �・黒鹿 ４／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellシルクメガヒット
＊ Mr. Prospector

��
��
�リーガルソリューション黒鹿 2002 Royal Solution

5f
Mr. Prospector M3×S4

価格： 購買者：



母 シェリレーヌ（14栗 Mineshaft）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
フォールロワ（19牡栗 ハーツクライ）�未出走

２代母 ＊カサブランカスマイル（06 CHI 鹿 Ocean Terrace）USA・CHI７勝，エル
ダービー‐G1，チリオークス‐G1，カルロスバルデスＩ賞‐G3，Dowager S
‐L，エルエンサヨ‐G1 ２着，etc.
ケイツーテソーロ（16牡 ハーツクライ）１勝，���入着�２勝�入着

３代母 ペリザPeriza（94 CHI 鹿 Sadlers Congress）CHI２勝
パクサラムPaxaram（00牡 Auguri）CHI７勝
パタクザ Patakuza（02牝 Columbus Day）CHI３勝，ミルギニーズ‐G1
プリティキャット Pretty Cat（05 牝 Sir Cat）CHI５勝，クリアドレスドラマ賞

‐G2，アルトゥロリオンペニャ賞‐G1 ２着
ゴールデンインパクトGolden Impact（07 牡 Saddad）CHI９勝，P. Luis Larrai

n Prieto‐L，ナシオナルリカルドリオン賞‐G1 ３着，ライムンドＶクエバス
賞‐G3 ２着，etc.

ストーミーインパクト Stormy Impact（08 牡 StormWarning）CHI14 勝，チリ銀
杯‐G1，エストレノニカノルセニョーレト賞‐G2 ２着，ゴンサロＢデカーソ
大賞‐G2 ２着，etc.

ペリゾ Perizo（10 牡 Ocean Terrace）CHI２勝

４代母 ペルシナPelusina（88 CHI 鹿 Mocito Guapo）CHI 出走
［子］ ペルサダ Pelusada（97牝 Sadlers Congress）USA・CHI７勝，フラン

シスコバエサソトマヨル賞‐G1，ドラマ賞‐G2，P. Sociedad Hipic
a Luis Cousino‐L，etc.

［孫］ モティヴェアMotivare（10 牝 Mr. Trieste）USA６勝，Oklahoma Cla
ssics Lassie S‐R

ペルーソソイ Peluso Soy（10牡 Ocean Terrace）CHI14 勝，P. Com
paracion‐L ２着

５代母 パトゥディタ Patudita（80 CHI 鹿 Sharp‐Eyed Quillo）CHI１勝，P. Jorg
e Baraona Puelma‐L ２着，P. Carlos Cousino G.‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱リーディング＝千葉県山武郡芝山町 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

825 シェリレーヌ２０２０ 牡・鹿 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

��
��
�キャットクイル青鹿 2010 Pacific Princess

マインシャフト A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Mineshaft Prospectors Deliteシェリレーヌ
＊ Ocean Terrace

��
��
�カサブランカスマイル栗 2014 Periza

1w
Halo S4×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ジェンハオサイマ（03鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（19）〕
トゥルーフレンド（09牡鹿 ＊ノボトゥルー）２勝
カイジンムーン（10牝青鹿 ブラックタキシード）��２勝�１勝
マイネルゲール（11牡黒鹿 ソングオブウインド）１勝
アワオーラ（12�鹿 アドマイヤオーラ）��４勝��１勝�２勝�１勝
ペキンブリッジ（14牝鹿 ハイアーゲーム）	２勝�入着２回
ハンゲキノノロシ（15牡鹿 トーセンホマレボシ）�４勝
サッキーチェン（16牡鹿 ロジユニヴァース）��１勝
ツリガサキ（18牝鹿 ベルシャザール）�
１勝

２代母 ＊ビトウィーンザヘッジズ（84 USA鹿 Bailjumper）USA７勝，アーリントン
メイトロンＨ‐G2，Edgewood S２着
ストーミークリシー Stormy Krissy（93 牝 Storm Cat）USA７勝，Correction H

‐L，インタバラＨ‐G3 ２着，Ruthless S‐L ２着，Meritus S‐L ２
着，Dearly Precious S‐L ３着，etc.

プリンセスオブケン（94牝 Woodman）１勝
ナモンビック（98牡 フジキセキ）１勝
スリーサンビーム（05牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，夙川特別３着，�５勝

３代母 フューチャーディシジョン Future Decision（73 USA鹿 Dead Ahead）US
A４勝，Bowie Kindergarten S
ファイナルチャプター Final Chapter（80 牝 Val de l'Orne）USA14 勝，White

marsh H，Conniver H‐R，Lady Baltimore H，etc.
ケナジーKenergy（81牝 King Emperor）USA３勝

キネティガルKinetigal（88 牝 Naskra）USA５勝
モビールMobil（00 牡 Langfuhr）USA・CAN12勝，ドミニオンデイＨ
‐G3，ヴィジャルＨ‐G3，オンタリオダービー‐G3，etc.，種牡馬

モーストロマンティックMost Romantic（86 牝 Green Forest）USA出走
スーントゥビーシングル Soon to Be Single（98 牝 RajWaki）USA６勝，Mis

s Moneypenny S‐L，Adena Springs Matchmaker S‐L ２着
グレイスフォレストGrace Forest（87 牝 Green Forest）ITY２勝，P. Torricola

‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

826 ジェンハオサイマ２０２０ �・芦 ３／１７

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
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�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousジェンハオサイマ
＊ Bailjumper

��
��
�ビトウィーンザヘッジズ鹿 2003 Future Decision

1o
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ジュメイラジョアン（05 CAN鹿 Swain）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－１（２）〕
イングリッシュラスEnglish Lass（09 USA牝鹿 Teton Forest）USA１勝
ヘウレーカ（12牡鹿 スペシャルウィーク）��２勝
トーセンフラワー（16牝黒鹿 マンハッタンカフェ）��入着３回��入着
リュウノルフィ（17牡鹿 ハーツクライ）入着２回，��出走�出走
キューツィーパイ（18牝鹿 ストロングリターン）�出走
パワポケトシ（19牡鹿 コパノリッキー）���出走

２代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
＊アイチェックユー（97牝 Miswaki）３勝

イチゴイチエ（04牝 マンハッタンカフェ）３勝，かもめ島特別２着，ＨＴＢ杯
３着，遊楽部特別３着

トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1 ３着，
ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，ドイツ統一賞‐G3 ３着

メロークーミス（08牝 ダンスインザダーク）２勝，稲妻特別３着

３代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特別‐Jpn3，

札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
アドマイヤジャパン（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，菊花賞

‐Jpn1 ２着，皐月賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
アドマイヤオーラ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念‐G2，弥生賞

‐Jpn2，シンザン記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ブエナビスタ（06牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ‐G1，天皇賞（秋）

‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，UAE入着，優２牝，優３牝，年代表，
優古牝（2回）

トーセンレーヴ（08牡 ディープインパクト）８勝，エプソムＣ‐G3，ディセン
バーＳ‐L，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

ジョワドヴィーヴル（09牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐G1，チューリップ賞‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，優２牝

サングレアル（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，フローラＳ‐G2，秋華賞‐G1 ５着

販売申込者・所有者： ㈲三輪牧場＝日高町賀張 �01456-5-2661
生 産 牧 場： ㈲三輪牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

827 ジュメイラジョアン２０２０ 牡・黒鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク
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�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊

スウェイン Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�Swain Love Smittenジュメイラジョアン
＊

＊デュラブ

��
��
�ジョーンズギフト鹿CAN 2005 ＊アグサン

16c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セプドール（09鹿 ＊ストラヴィンスキー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
カミノユリコ（15牝栗 アッミラーレ）���５勝
クリノルナマヤ（16牝鹿 タイムパラドックス）��１勝�２勝�入着
ファンキーウェポン（17牡鹿 ストロングリターン）��１勝�入着
スティールドラゴン（19牡鹿 パドトロワ）��出走

２代母 フェートデュヴァン（00鹿 メジロマックイーン）３勝，富良野特別，阿寒湖特
別３着
ピノブラン（07牝 ＊クロフネ）２勝

リープフラウミルヒ（15牝 ステイゴールド）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，藻岩
山特別，石打特別２着，美浦Ｓ３着，浄土平特別３着，etc.

フェイトフルウォー（08牡 ステイゴールド）３勝，セントライト記念‐G2，京成杯
‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，ホープフルＳ‐L ３着

ルヴェソンヴェール（11牝 ＊クロフネ）１勝
ファンタスティック（16牡 オルフェーヴル）�２勝，開成山特別２着

３代母 ＊マーサズヴィンヤード（92 USA鹿 Nijinsky）USA１勝

４代母 クルーニングウォーターCrooningWater（82 USA鹿 Riva Ridge）USA３勝

５代母 グライディングバイGliding By（75 USA鹿 Tom Rolfe）USA１勝
［子］ クレアブリッジ Clare Bridge（81牝 Little Current）GB・FR・IRE・IT

Y２勝，ギルタウンスタッドＳ‐G3，マルレ賞‐G2 ２着
［孫］ シルヴァーペイトリアーク Silver Patriarch（94牡 Saddlers' Hall）GB

・FR・IRE・ITY・HKG８勝，英セントレジャー‐G1，コロネイショ
ンＣ‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，etc.，種牡馬

パピノー Papineau（00牡 Singspiel）GB・FR５勝，アスコットゴールド
Ｃ‐G1，ヘンリー二世Ｓ‐G2，P. de l'Avre‐L，種牡馬

バヤモ Bayamo（99� Valanour）FR・USA４勝，アメリカンＨ‐G2，
エディリードＨ‐G1 ２着，チャールズホイッティンガムメモリアル
Ｈ‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

828 セプドール２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomセプドール メジロマックイーン

��
��
�フェートデュヴァン鹿 2009 ＊マーサズヴィンヤード

2n
Northern Dancer M4×S5×M5 Blushing GroomM4×S5 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 コウユーユメダンス（07黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴィルゲート（18牝鹿 グランプリボス）��１勝�入着

２代母 ＊ヒドゥンダンス（93 USA黒鹿 Nureyev）不出走
トウカイステップ（99牡 ＊ジェイドロバリー）入着２回，障害１勝，��３勝�
トーホウアラン（03牡 ダンスインザダーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都新聞杯

‐Jpn2，中日新聞杯‐Jpn3，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，朝日ＣｈＣ‐G3 ３着，etc.
アブソルートライン（04牝 ダンスインザダーク）�１勝

リテラルフォース（14牡 ＊ホワイトマズル）３勝，梅田Ｓ，伊丹Ｓ２着，�１勝
��２勝

ハイブリッドダンス（13牝 キングカメハメハ）２勝
レーヌダンス（15牝 カネヒキリ）１勝

３代母 ヒドンライト Hidden Light（83 USA鹿 Majestic Light）USA６勝，ハリウ
ッドオークス‐G1，サンタアニタオークス‐G1，デルマーオークス‐G2，La Ha
bra S‐L，プリンセスＳ‐G3 ２着
アーティシラー Artie Schiller（01 牡 El Prado）USA10 勝，ＢＣマイル‐G1，バー

ナードバルークＨ‐G2，メイカーズマークマイルＳ‐G2，ホールオヴフェイム
Ｈ‐G2，ジャマイカＨ‐G2，etc.，種牡馬

アワテイブルマウンテンOur Table Mountain（03 牝 Fusaichi Pegasus）SAF６
勝，Olympic Duel S‐L，Olympic Duel S‐L ２着，Victress S‐L
３着
シルヴァーマウンテン Silver Mountain（12 牝 Silvano）SAF４勝，ケイプフ

ィリーズギニーズ‐G1，フィリーズチャンピオンシップ‐G2，パドックＳ
‐G1 ３着，etc.

クロスオヴクラウド Cloth of Cloud（13牝 Captain Al）SAF３勝，サウスア
フリカンナーサリー‐G1，プリティポリーＳ‐G3

４代母 タラート Tallahto（70 USA鹿 Nantallah）USA12 勝，ヴァニティＨ‐G1，
サンタバルバラＨ‐G1，オークトリー招待Ｓ‐G1，カールトンＦバークＨ‐G2，
サンタイネスＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412

829 コウユーユメダンス２０２０ �・黒鹿 ３／１２
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコウユーユメダンス
＊ Nureyev

��
��
�ヒドゥンダンス黒鹿 2007 Hidden Light

13c
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドマリキヤ（10栗 ゴールドアリュール）��11 勝
本馬の他に産駒あり

２代母 マイチャン（01鹿 ＊フォーティナイナー）��５勝
フラッシュビート（08牡 ＊スニッツェル）��３勝
ゲストキング（09牡 ＊ファンタスティックライト）��４勝
メガビックジョン（12牡 カネヒキリ）��８勝�２勝

３代母 ウメノローザ（86鹿 ＊ノーザンディクテイター）��６勝，グランドＣｈ２０００，
グローリーＣ
ウメノファイバー（96牝 サクラユタカオー）４勝，オークス‐Jpn1，京王杯３歳Ｓ

‐Jpn2，クイーンＣ‐Jpn3，etc.，優３牝
レディーダービー（02牝 スペシャルウィーク）入着３回
ヴェルデグリーン（08牡 ジャングルポケット）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，オー
ルカマー‐G2，常総Ｓ，etc.

アンフィルージュ（07牝 アグネスタキオン）３勝，別府特別３着
サンリヴァル（15牡 ルーラーシップ）２勝，芙蓉Ｓ‐LR，皐月賞‐G1 ２着，
ホープフルＳ‐G1 ４着

ヴァンケドミンゴ（16牡 ルーラーシップ）�４勝，福島記念‐G3 ２着，七
夕賞‐G3 ３着，カシオペアＳ‐L ３着，etc.

ワイドエンペラー（18牡 ルーラーシップ）�１勝，大寒桜賞３着
ノーブリー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，五泉特別
グレルグリーン（16牡 ヴァーミリアン）�１勝，山藤賞３着

４代母 ウメノシルバー（79芦 ＊シルバーシヤーク）出走
［子］ サンデーウェル（92牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，セントライト記念

‐Jpn2，袖ケ浦特別２着，種牡馬
ホクセイノボル（84牡 ＊ターネンバーグ）３勝，��６勝�４勝，しもつ
け菊花賞３着

［孫］ ウインラディウス（98牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，京王杯スプリング
Ｃ‐G2，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

［曾孫］ ミスパンテール（14牝 ダイワメジャー）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，ターコイ
ズＳ‐G3（２回），京都牝馬Ｓ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

830 ゴールドマリキヤ２０２０ �・芦 ４／ ３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤゴールドマリキヤ ＊フォーティナイナー

��
��
�マイチャン栗 2010 ウメノローザ

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 コパノバウンシ（11栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��２勝�１勝�入着�，留守
杯日高賞（Ｄ1600），若草賞（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ゲットイットサブ（18�青鹿 コパノリチャード）��入着２回

２代母 トリックアート（01黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
ハカタドンタク（10牡 ＊フレンチデピュティ）�７勝	入着�，オパールＣ，はまな

す賞，やまびこ賞，ＯＲＯＣ２着，桂樹杯２着，etc.
キモンイーグル（12牝 コパノフウジン）�３勝�	入着６回，若鮎賞

３代母 サクラギヤル（83鹿 ＊ノーザンテースト）１勝，おけさ特別３着
サクラエキスパート（93牡 サクラチヨノオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，函館記念

‐Jpn3 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.
レーヌダンサー（95牝 サクラホクトオー）３勝，相模湖特別，水郷特別２着，五泉

特別２着，etc.
ジョーテンオン（98牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ジョーイロンデル（05牝 ＊クロフネ）入着，�１勝�１勝��10 勝
，しらさぎ賞
ノーキディング（11牡 ＊パイロ）��６勝，戸塚記念２着，東京湾Ｃ２着

ウインジーニアス（00牡 バブルガムフェロー）２勝，京都新聞杯‐Jpn2 ３着，ドン
カスターＳ‐L ２着，ムーニーバレーレーシングＣ賞，etc.

４代母 シヤダイアンブリー（76黒鹿 ＊モデルフール）��１勝
［子］ アンブローシア（85牝 ＊ノーザンテースト）２勝，白菊賞

ダイナプリズム（84牝 ＊ノーザンテースト）２勝，さくらんぼ賞３着
バロール（87牡 ＊ノーザンテースト）３勝，豊後特別３着

［孫］ エアチャリオット（91� サクラユタカオー）４勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，
ＢＳＮオープン‐OP，ジュニアＣ‐OP，etc.

キングファラオ（90牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，神戸新聞杯‐Jpn2 ３着，
菊花賞‐Jpn1 ４着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.

チゴイネルワイゼン（97牝 ＊ティンバーカントリー）５勝，オーロＣ‐OP
２着，ＴＶ埼玉杯，清里特別，etc.

［曾孫］ セレスロンディー（07牡 ＊プリサイスエンド）３勝，シンザン記念‐G3 ３
着，こぶし賞３着，千両賞３着

販売申込者・所有者： 伊藤 敏明＝新ひだか町静内浦和 �090-8901-4217
生 産 牧 場： 伊藤 敏明
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

831 コパノバウンシ２０２０ �・栗 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターコパノバウンシ ダンスインザダーク

��
��
�トリックアート栗 2011 サクラギヤル

＊アンブリー 7
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ココロノスポーツ（10 USA鹿 Monarchos）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ジョースポーツ（15牡鹿 ジョーカプチーノ）�１勝
ケントホープ（16牡鹿 ＊パイロ）��２勝�１勝
ゴーウィズフェイス（19牝鹿 モーリス）�出走

２代母 サマーワイルドファイアー SummerWildfire（04 USA鹿 Forest Wildcat）
USA出走
リッチモナルコスRich Monarchos（09� Monarchos）USA１勝
バーニングスカイBurning Sky（11牝 Sky Mesa）USA１勝
コングラッツアンダプレアーCongratsandaprayer（12� Congrats）USA１勝

３代母 アリゼアAlizea（88 USA鹿 Premiership）USA２勝
アイランドエンペラー Island Emperor（93 牡 IslandWhirl）USA10 勝，Sporting

Plate H‐L，Passaic County S，Mr. Nickerson H２着，etc.
ポエトリーミス Poetry Miss（94 牝 Tasso）USA１勝，Ontario Debutante S

‐R ３着
＊エフワンナカヤマ（95牡 Skip Trial）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着
ライフイザホワール Lifeisawhirl（96� IslandWhirl）USA６勝，Rocket Man S

‐L，JosephM. O'Farrell S，Eillo S‐R，etc.
ロードアフェアーRoad Affair（97 牝 Cahill Road）USA入着

ロマンティカミア Romantica Mia（10牝 Speightstown）USA・ARG４勝，
P. Bayakoa‐L ３着

ソングアンダプレアー Songandaprayer（98 牡 Unbridled's Song）USA３勝，フ
ァウンテンオヴユースＳ‐G1，Huntington S‐L，ブルーグラスＳ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

４代母 ファンシーメダリオン Fancy Medallion（84 USA黒鹿 Well Decorated）
USA出走
［子］ ディアーフィールドビルDeerfield Bill（89� Shananie）USA４勝，

World's Playground S２着，Continental Mile S３着

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

832 ココロノスポーツ２０２０ 牡・栗 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

モナルコス Maria's Mon

�
�
�
�
�

��
��

�Monarchos Regal Bandココロノスポーツ サマーワイルドファイアー Forest Wildcat

��
��
�SummerWildfire鹿USA 2010 Alizea

12b
Caro S4×M5

価格： 購買者：



母 コスモメソッド（14鹿 ヴィクトワールピサ）�５勝，大観峰賞（Ｄ1750）
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
インザライフ（19牝黒鹿 トゥザグローリー）���１勝

２代母 アイアイサクラ（01鹿 ＊ペンタイア）３勝，錦秋特別３着
マイネルアイザック（09牡 ステイゴールド）４勝，江坂特別，奥の細道特別，湾岸

Ｓ２着，兵庫特別２着，緑風Ｓ３着，etc.，障害１勝
コスモプラナス（11牝 ＊コンデュイット）�１勝�入着３回��
コスモヴェルフェン（12牡 ステイゴールド）�２勝��
マイネルエポレット（16牡 トーセンホマレボシ）���２勝�２勝
スマイルサクラ（17牝 ジョーカプチーノ）��４勝

３代母 ラウレルシーダー（84鹿 サクラシヨウリ）５勝，播磨特別，石清水特別，高山
特別，琵琶湖特別３着，豊明特別３着
フォートベンチ（94牝 ＊イブンベイ）�１勝�６勝
プラチナワン（98牡 ダイナガリバー）�６勝��入着
ローズウッド（99牝 ＊ホワイトマズル）３勝，福島２歳Ｓ‐OP ３着，須賀川特別，

塩屋埼特別，etc.
ノブヴィクトリー（08牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ライブリシュネル（10牡 アドマイヤコジーン）３勝，知立特別
パオロッサ（12牝 マツリダゴッホ）１勝，�２勝��

トーセングレイス（02牝 フサイチソニック）１勝

４代母 ギフトベンチ（79鹿 ＊デイバインギフト）不出走
［子］ ドリームジョイナー（88牝 ＊ノーザリー）	４勝，いで湯賞

５代母 マスベンチ（69黒鹿 ＊キングスベンチ）５勝，短距離特別，嵯峨特別，まりも賞
［子］ ヒシノリフオー（82牡 ＊リイフオー）８勝，関屋記念‐Jpn3，セントウル

Ｓ‐Jpn3 ２着，飛騨特別，etc.
［孫］ アサカリフアード（84牡 ＊リイフオー）２勝，アマリリス賞，御岳特別３

着，	２勝
入着
［曾孫］ ヤマヒサウイング（88牡 ＊プルラリズム）４勝，ＴＶＱ杯，飛梅賞，万葉

Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： 山口 義彦＝浦河町絵笛 �0146-22-0715
生 産 牧 場： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

833 コスモメソッド２０２０ 牡・青鹿 ４／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアコスモメソッド ＊ペンタイア

��
��
�アイアイサクラ鹿 2014 ラウレルシーダー

＊星旗 16h
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ゴブレット（13鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハルガキタ（18牝栗 エスポワールシチー）��１勝

２代母 ＊カクテル（01 GB鹿 MostWelcome）ITY７勝，P. Cancelli‐L，P. Ca
ncelli‐L ３着，P. Certosa‐L ３着
スペシャルエディション Special Edition（07牝 ＊ファンタスティックライト）ITY３勝
マウントフジ（08牝 Orientate）２勝，�１勝
ジャストザブレイン（09牡 デュランダル）２勝
レイアロハ（10牡 ＊アルデバランⅡ）２勝，�６勝��
ジャストザヨコハマ（12牡 ＊プリサイスエンド）２勝，��１勝

３代母 コカトリスCockatrice（96 GB鹿 Petong）GB出走

４代母 ノーブルペレグリンNoble Peregrine（89 GB鹿 Lomond）FR・ITY２勝
［子］ デュバイズタッチDubai's Touch（04牡 Dr Fong）GB・GER・ITY・T

UR・SAU６勝，Easter S‐L，Goodwood Thoroughbred S
‐L，Washington Singer S‐L，etc.

グラントリーアダムズGrantley Adams（03� Dansili）GB・UAE５勝，
His Highness The President Cup‐L，Starlit S‐L ３着

ノーベリストNobelist（95� Bering）GB・FR・UAE６勝，P. de Pont
arme‐L ２着，ジョンシェール賞‐G3 ３着

ワナビーアラウンドWannabe Around（98� Primo Dominie）GB・
NOR３勝，ダイオメドＳ‐G3 ３着，On the House S‐L ３着，
Royal Windsor S‐L ３着

５代母 ノーブルダストNoble Dust（82 USA鹿 ＊ダストコマンダー）不出走
［子］ ノ－ブルバレリ－ナNoble Ballerina（87 牝 Shareef Dancer）FR５勝，

P. Isonomy‐L，P. Rose deMai‐L ２着，P. Madame Jean
Couturie‐L ２着，etc.

［孫］ ヘッドオーヴァヒールズ Head Over Heels（94 牝 Pursuit of Love）G
B・FR・USA３勝，St.Hugh's S‐L，P. de la Vallee d'Auge‐L
２着，Firth of Clyde S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

834 ゴブレット２０２０ 牡・栗 ３／１６

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeゴブレット
＊ MostWelcome

��
��
�カクテル鹿 2013 Cockatrice

21a
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールデンプライズ（05黒鹿 ＊ホワイトマズル）２勝，金蹄Ｓ（Ｄ2100）３着，初
茜賞（Ｄ1800）３着，舞浜特別（Ｄ1800）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
ニュークラウン（14牝芦 キャプテントゥーレ）��３勝�３勝�入着５回
ヒダワールド（16牝黒鹿 ベルシャザール）��入着５回�入着
ブラビオ（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 ＊タッチフォーゴールド（97 USA黒鹿 Mr. Prospector）GB１勝
タッチザピーク（03牝 スペシャルウィーク）３勝，紅梅Ｓ‐OP，潮騒特別

ピークトラム（11牡 ＊チチカステナンゴ）６勝，谷川岳Ｓ‐L，デイリー杯２歳Ｓ
‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着，新潟２歳Ｓ‐G3 ３着，武庫川Ｓ，etc.，
�８勝�入着

ベストタッチダウン（16牡 ＊タートルボウル）５勝，太秦Ｓ‐OP，北山Ｓ
タッチミーノット（06牡 ダンスインザダーク）５勝，中山金杯‐G3，毎日王冠‐G2 ３着，

新潟記念‐G3 ２着，七夕賞‐G3 ２着，メトロポリタンＳ‐L ２着，etc.，�４勝
レッドブレイゾン（09牡 アグネスタキオン）１勝
レッドオーラム（11牝 ダイワメジャー）３勝
スクエアゴールド（12牝 ステイゴールド）１勝

３代母 ダイジンDaijin（92 USA鹿 Deputy Minister）USA４勝，Star Shoot S
‐L，Selene S‐L，テストＳ‐G1 ３着
ハンドペインテド Handpainted（00牝 A.P. Indy）USA５勝，Goddess S‐L，

Ontario Debutante S‐L，MyDear S‐L，etc.
ペインティング Painting（16 牝 Distorted Humor）�CAN３勝，オンタリオファ

ッションＳ‐G3，ベサラビアンＳ‐G2 ２着，シーウエイＳ‐G3 ２着，etc.
スピードサクシーズ Speed Succeeds（01 牝 GoneWest）不出走

ブリリアントスピード Brilliant Speed（08牡 Dynaformer）USA３勝，ブル
ーグラスＳ‐G1，サラナクＳ‐G3，ジャマイカＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

スーパースピーディ Souper Speedy（09牡 Indian Charlie）USA４勝，Jai
pur S‐L，レムゼンＳ‐G2 ２着，Millions Classic Preview S‐R ２着，
種牡馬

セレネイディング Serenading（04牝 A.P. Indy）USA・CAN６勝，フォールズシ
ティＨ‐G2，Maple Leaf S‐L，Belle Mahone S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

835 ゴールデンプライズ２０２０ 牡・鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeゴールデンプライズ
＊ Mr. Prospector

��
��
�タッチフォーゴールド黒鹿 2005 Daijin

2n
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 コスモハート（06黒鹿 ＊マイネルラヴ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（18）〕
カミノアシ（12牝栗 カネヒキリ）�７勝
マイネルイノメ（15牡栗 スクリーンヒーロー）入着，�８勝
ロングファイナリー（16�鹿 トーセンジョーダン）�１勝，�３勝
パナプリ（18牡黒鹿 リオンディーズ）�１勝
マルペロ（19牡青鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 タカラカンナ（93栗 サツカーボーイ）５勝，初凪賞２着，鎌ケ谷特別３着，�
２勝��
マイネルキッツ（03牡 ＊チーフベアハート）８勝，天皇賞（春）‐G1，ステイヤーズＳ

‐G2，日経賞‐G2，天皇賞（春）‐G1 ２着，日経賞‐G2 ２着，etc.
マイネカンナ（04牝 アグネスタキオン）４勝，福島牝馬Ｓ‐G3，中山牝馬Ｓ‐G3 ２

着，昇仙峡特別，尖閣湾特別３着
マイネルズイーガー（14牡 ＊アイルハヴアナザー）４勝，洞爺湖特別，北野特別

２着，南相馬特別２着，若竹賞２着，種市特別３着，etc.，���出走
マイネルマーク（08牡 ＊ロージズインメイ）３勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，本栖湖

特別，タイランドＣ，ノベンバーＳ２着，知床特別２着，etc.，障害１勝
マイネカトレア（10牝 アグネスタキオン）出走

コスモレリア（15牡 ＊アイルハヴアナザー）１勝，胎内川特別３着，飯盛山特別
３着，唐戸特別３着，��未出走���出走

フォルタレッサ（12牝 ＊コンデュイット）�１勝�１勝
センコーファースト（14牡 ＊アイルハヴアナザー）��13 勝

３代母 ＊クリムゾンラトラー（79 USA栗 Crimson Satan）USA２勝
クリムゾンフラツグ（85牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

マチカネモエギ（01牡 ＊コロニアルアッフェアー）４勝，バイオレットＳ‐OP ３着，
�１勝	
�入着３回�，オッズパークＧＰ２着，姫山菊花賞３着，etc.

ラトルアンドロール（86牝 ＊ノーザンテースト）出走
モリユウストーム（92牡 ＊リーフアーマツドネス）入着８回，潮来特別２着，立

春賞２着，etc.，	５勝�８勝�，九州サラブレッド王冠，etc.
ランスオブスリル（89牡 ＊スリルシヨー）４勝，青葉賞‐OP ３着，インディアＴ，

鷹ケ峰特別，etc.

販売申込者・所有者： 石原牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2130
生 産 牧 場： 石原牧場
飼 養 者： 石原牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2130

836 コスモハート２０２０ �・黒鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyコスモハート サツカーボーイ

��
��
�タカラカンナ黒鹿 2006 ＊クリムゾンラトラー

10e
Hail to Reason S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドターフ（08黒鹿 ゴールドアリュール）��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
トキノデルフィー（12牝栗 ＊トワイニング）��１勝
フォルゴーレ（13牡鹿 ＊ノボジャック）��２勝
アイワンダー（18牡青鹿 ワンダーアキュート）���入着２回
イスカンダル（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ターフナチュラル（94鹿 ＊ブレイヴエストローマン）不出走
スーパーヘイロー（98� ＊ジョリーズヘイロー）入着，�２勝
スガコ（01牝 ＊キンググローリアス）��５勝

ビクトリースガ（07牡 ＊ヴィクトリースピーチ）��７勝，戸塚記念２着
ゴールドスガ（08牡 ゴールドアリュール）��３勝，戸塚記念２着，東京湾Ｃ

３着，ニューイヤーＣ３着
ミシックターフ（03牡 ＊ミシックトライブ）��３勝
アグネスターフ（04牝 アグネスカミカゼ）��３勝，東京プリンセス賞，桜花賞２着
セイユウマインド（09牝 ＊ティンバーカントリー）�２勝
ニーケカグラ（10牝 スパイキュール）��５勝

３代母 サクラゴツド（75芦 ＊イエローゴツド）９勝，スプリンターズＳ，安田記念２
着，牝馬東タイ杯２着，関屋記念３着，ＢＳＮ杯‐OP（２回），etc.
ライトカオリ（82牝 ＊ハードツービート）出走

ゴッドジョオー（88牝 ＊コインドシルバー）１勝，九重特別２着
ウララマンスタ（96牡 ＊エブロス）�15 勝，秋の鞍，白銀争覇２着，スプリ
ング争覇３着，etc.

ブランドピラミッド（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，彦星賞３着
ダンディコンプソン（92牡 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，樅の木賞３着，�１勝

４代母 ＊エラミラ（69 GB芦 Roan Rocket）GB１勝，Somerville Tattersall S２
着，Blue Seal S２着
［孫］ メイショウビトリア（87� ミスターシービー）６勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，目黒記念‐Jpn2 ２着，京都大賞典‐Jpn2 ２着，etc.
コウチエラミー（94牡 サクラチヨノオー）５勝，函館スプリントＳ‐Jpn3
３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP，ビッグベン賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

837 ゴールドターフ２０２０ �・鹿 ５／２８
＊ Summer Squall

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� カリズマティック

�
�
�
�
�
�
�
�
� Bali Babeワンダーアキュート

＊ Pleasant Tap

��
��
�ワンダーヘリテージ鹿 2006 Casa Petrone

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤゴールドターフ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�ターフナチュラル黒鹿 2008 サクラゴツド

＊エラミラ 2i
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コパノリンデン（12鹿 ゴールドアリュール）�１勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 ヒガシリンクス（99鹿 ＊トニービン）不出走
コパノオーシャンズ（04牝 アグネスタキオン）４勝，朱鷺Ｓ‐OP，水無月特別，あ

やめ賞２着，北九州短距離Ｓ３着（２回），木津川特別３着
ブライズルーム（18牝 ルーラーシップ）�１勝

シノブワンダー（06牡 ＊グランデラ）�１勝
シルクターンベリー（07牡 ＊アフリート）３勝，�３勝
サイモンロード（08� ＊シンボリクリスエス）１勝，�11 勝����	
�，かきつ

ばた記念‐Jpn3 ３着，梅見月杯（３回），名古屋記念（２回），東海菊花賞，東
海桜花賞，etc.

コパノツイテル（09牡 ＊アルカセット）１勝，�11 勝
コパノリチャード（10牡 ダイワメジャー）６勝，高松宮記念‐G1，スワンＳ‐G2，

阪急杯‐G3，アーリントンＣ‐G3，阪神Ｃ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
コパノピエール（14牡 ダイワメジャー）２勝，舞子特別２着，鷹ケ峰特別３着，出

石特別３着，��出走
コパノロビンソン（15牡 ダイワメジャー）�２勝

３代母 ビッグラブリー（92鹿 Caerleon）１勝
マルケイボス（10牡 アドマイヤボス）�２勝，若鮎賞３着

４代母 ＊アルガリー（85 USA栗 Blushing Groom）GB入着４回
［子］ ウェディングベリー（93牝 ＊スキャン）２勝，清澄特別，アメジストＳ３着

ファイナリー（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，新津特別３着，寺泊特別３
着，�２勝

［孫］ コパノフウジン（02牡 ＊ヘネシー）４勝，福島民友Ｃ‐L，シルクロードＳ
‐G3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

ユキノアラシ（04牡 エアジハード）�７勝��，兵庫ダービー，菊水賞
コアレスウィーク（02� スペシャルウィーク）２勝，二王子特別，大森浜
特別３着，熊野特別３着

テーオーソルジャー（11牡 ゴールドアリュール）３勝，萌黄賞
コパノカチーノ（06牡 フジキセキ）３勝，鹿島特別２着，�２勝��１勝�

販売申込者・所有者： ㈲ヤナガワ牧場＝日高町福満 �01456-2-1570
生 産 牧 場： ㈲ヤナガワ牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

838 コパノリンデン２０２０ 牡・鹿 ３／２５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤコパノリンデン ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス鹿 2012 ビッグラブリー

＊アルガリー 6b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クリムゾンフレア（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－７（47）〕
ルナレーヴェ（06牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
サイカニア（07牡鹿 ＊バゴ）２勝
ゴシック（08牡栗 マヤノトップガン）１勝
ヴァルカモニカ（09牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�２勝�８勝
ビリーバローズ（11牡栗 キングカメハメハ）��９勝
シャドウキングマン（12牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�９勝��入着
カゼノシッポ（13牝栗 ジャングルポケット）１勝，��４勝
シモンズ（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��２勝
ユイノムサシ（16牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，��１勝�３勝
レイズアストーム（17牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���７勝�１勝
ハローキャシー（18牝黒鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ビューティソング（97鹿 ＊デインヒル）不出走
ストラディヴァリオ（03牡 ＊クロフネ）４勝，総武Ｓ２着，甲南Ｓ２着
ビューティアイ（05牝 アッミラーレ）入着

ツーエムアロンソ（16牡 メイショウサムソン）�３勝，寿Ｓ，淡路特別，御堂
筋Ｓ２着，�２勝

ジュリエットソング（09牝 ディープインパクト）１勝
シェーンリート（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��３勝，平和賞３着

ココロノアイ（12牝 ステイゴールド）３勝，チューリップ賞‐G3，アルテミスＳ
‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，マーメ
イドＳ‐G3 ３着

コウギョウマシェリ（13牝 ＊アサクサデンエン）１勝
テリオスマナ（18牝 エピファネイア）�１勝，ひめさゆり賞３着

３代母 マックスジョリー（90鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，桜
花賞‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，サフラン賞

４代母 マツクスビユーテイ（84鹿 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，オークス‐Jpn1，
桜花賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 山口 忠彦＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3501
生 産 牧 場： 山口 忠彦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

839 クリムゾンフレア２０２０ �・鹿 ５／１４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellクリムゾンフレア ＊デインヒル

��
��
�ビューティソング鹿 2001 マックスジョリー

＊タイランツクヰーン 14f
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ケーズノーツ（14青鹿 サクラプレジデント）�出走
初仔

２代母 リバーサウンド（03黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
カワカミタキオン（09牝 アグネスタキオン）不出走

スマイルサルファー（18� ＊プリサイスエンド）��３勝，兵庫ダービー，兵庫
若駒賞２着

カワカミマゴコロ（11牝 ＊パイロ）１勝
メイショウバッハ（13牡 メイショウボーラー）４勝，２０１７ＷＡＳＪ第３戦，��６勝
イクゼファイターズ（18牡 トゥザワールド）��１勝�１勝�入着

３代母 ＊チームカラーズ（88 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ヘルワHelwa（95牝 Silver Hawk）不出走

ストロングシュート Strong Suit（08 牡 Rahy）GB・FR・IRE・USA５勝，英チ
ャレンジＳ‐G2，レノックスＳ‐G2，コヴェントリーＳ‐G2，etc.，種牡馬

デサルDesaru（96牡 Chief's Crown）GB１勝，ロイヤルロッジＳ‐G2 ３着
シルヴァーカラーズ Silver Colours（97 牝 Silver Hawk）GB１勝，Montrose Fil

lies S‐L
シルヴァーピヴォタル Silver Pivotal（04 牝 Pivotal）GB３勝，Michael See

ly Memorial Fillies' S‐L，ウィンターダービー‐G3 ２着
シルヴァーギャラクシー Silver Galaxy（11牡 Galileo）UAE４勝，ジェ
ベルアリマイル‐G3，Jebel Ali S‐L ３着，種牡馬

アリストクラト Aristocrat（06� Galileo）IRE・AUS５勝，Eyrefield S‐L
３着，AUS障害１勝

ゴッドオブチャンス（98牡 Cozzene）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2，スワンＳ
‐Jpn2 ３着（２回），京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

ボストンカラーズ（04牡 ＊ボストンハーバー）１勝，福島中央ＴＶ杯２着，�２勝

４代母 プライヴェトカラーズPrivate Colors（82 USA黒鹿 Private Account）US
A３勝
［子］ プライヴェトドリームズ Private Dreams（04牝 ＊ヨハネスブルグ）USA

・CHI４勝，Hastings Park H

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

840 ケーズノーツ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieアポロキングダム ベッラガット Storm Cat

��
��
�Bella GattoUSA 栗 2003 Winter Sparkle

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーケーズノーツ ＊ブライアンズタイム

��
��
�リバーサウンド青鹿 2014 ＊チームカラーズ

6a
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 サンキンレター（03鹿 ＊ホワイトマズル）２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（８）〕
スリーロブロイ（09牡鹿 ゼンノロブロイ）２勝，鶴橋特別（芝 2000）
ウイングタイガー（12牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，�３勝�入着�
サウスディアマンテ（14牡鹿 ナカヤマフェスタ）�４勝�入着６回
ペシュウィズダム（16牝鹿 ＊モンテロッソ）�１勝��入着�
ダイユウアイリス（17牝青鹿 リアルインパクト）�	出走
キングオブサミット（19牡鹿 トゥザワールド）���出走

２代母 ラッキーロンプ（91鹿 ＊エブロス）３勝
ラッキーシアトル（98牝 ＊シアトルダンサーⅡ）１勝
カレガスキ（00牝 ＊ハウスバスター）１勝
フリーシンカー（02牡 バブルガムフェロー）１勝，��３勝
クリプトグレン（05牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）�３勝�

３代母 ＊クリプテイツク（84 GB鹿 TouchingWood）GB入着２回
コスモセイザン（89牡 ＊ワイズカウンセラー）１勝，小石原特別３着
ミートデザイヤー（90牝 ミホシンザン）１勝，松浜特別２着
ルクールドラメール（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，ニセコ特別２着，おけさ特

別３着
ワイルドサプライズ（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�２勝
，北海優駿２着

サンキンヘイロー（98牡 ＊ジョリーズヘイロー）６勝，コーラルＳ‐L，高砂特別，羅
生門Ｓ２着，etc.

サンキンバスター（00牡 ＊ハウスバスター）５勝，橘Ｓ‐OP ２着，雲ヶ畑特別，隅
田川特別，etc.

ストローズティック（02牡 ＊ストローズクリーク）１勝，都井岬特別２着，二王子特
別２着，�２勝

４代母 クリプトメリアCryptomeria（74 GB栗 Crepello）GB２勝
［子］ ＊パーシヤンボーイ（82牡 Persian Bold）５勝，宝塚記念‐Jpn1，谷川岳

Ｓ‐OP ２着，千葉日報杯，etc.，種牡馬
セレネッセ Serenesse（80 牝 ＊ハバツト）ITY７勝，Criterium Labroni
co‐L，P. Ceprano‐L ２着，P. Seregno‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

841 サンキンレター２０２０ �・黒鹿 ３／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeサンキンレター ＊エブロス

��
��
�ラッキーロンプ鹿 2003 ＊クリプテイツク

14b
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 サクセスビスケット（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ベリービスケット（10牝黒鹿 ＊グラスワンダー）�３勝�４勝
ヤマイチリーダー（11牡黒鹿 ＊バゴ）�１勝
スピットファイヤー（16�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�地方未出走
イージス（18牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）��２勝

２代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）FR１勝
サクセスビューティ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

菜の花賞‐OP，千両賞３着
サクセスブロッケン（05牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ‐G1，etc.，

��２勝	
入着２回，東京大賞典‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，
ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ２着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ２着，etc.

サクセスウイッチ（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
マカニビスティー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，万葉Ｓ

‐L ２着，天皇賞（春）‐G1 ４着，大沼Ｓ‐OP，etc.，��２勝�入着�，
名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.

ヴェリイブライト（10牡 メジロベイリー）��３勝
６勝�４勝	，ハイセイ
コー記念２着，くろゆり賞，すずらん賞，くろゆり賞２着（２回），不来方
賞２着，etc.

サクセスアルデンテ（01牝 ＊エルコンドルパサー）１勝
サクセスヒューゴー（06牡 ネオユニヴァース）４勝，白馬岳特別３着
サクセスアイニー（07牝 ジャングルポケット）��７勝

サクセスエナジー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�７勝，�１勝��２勝	１勝
�１勝，さきたま杯‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ
‐Jpn3，黒船賞‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3，etc.

テイエムナデシコ（10牝 ゼンノロブロイ）１勝

３代母 コロニアルウォーターズ Colonial Waters（85 USA黒鹿 Pleasant Colony）
USA６勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，レイディーズＨ‐G2，ジョニーウォーカーク
ラシック‐G2，Florida Oaks‐L，Lady's Secret S，etc.
パナマカナル Panama Canal（94 牝 Gulch）USA４勝，ネクストムーヴＨ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

842 サクセスビスケット２０２０ 牡・黒鹿 ３／１６
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

�
�
�
�
�
�
�
�
� Flame of Taraサトノクラウン

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellサクセスビスケット
＊ Deputy Minister

��
��
�アワーミスレッグス黒鹿 2002 Colonial Waters

4r
Hail to Reason M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラメガマックス（04鹿 ＊クロフネ）�１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（28）〕
サクラビクトワール（10�鹿 サクラローレル）１勝，�13 勝�入着���
サクラエルカミーノ（11牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��１勝
ガールズ（12牝鹿 ＊グラスワンダー）��４勝
ワンダフルワンダー（13牡鹿 サクラオリオン）��２勝
イヴレア（14牡栗 ローエングリン）��８勝
ハシュマル（18牝鹿 ＊ベーカバド）出走，�地方未出走
ピロコギガマックス（19牝鹿 ホッコータルマエ）��入着

２代母 サクラメガ（98栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記念‐G3，鳴

尾記念‐Jpn3，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，カシオペアＳ‐L，etc.，種牡馬
サクラメガスター（06牡 サクラローレル）１勝
サクラアンプルール（11牡 キングカメハメハ）４勝，札幌記念‐G2，中山記念‐G2

２着，日経賞‐G2 ３着（２回），函館記念‐G3 ２着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.，
	２勝，種牡馬

３代母 サクラクレアー（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着
サクラヤマトオー（88牡 サクラユタカオー）４勝，オールカマー‐Jpn3 ２着，共同

通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ホープフルＳ‐OP，etc.
サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣＣ‐Jpn2，

中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラヒーロー（91牝 サクラユタカオー）不出走

サクラローズマリー（06牝 サクラプレジデント）３勝，スイートピーＳ‐L ２着，
忘れな草賞‐OP ３着，御室特別，etc.

サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

サクラプレステージ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ＵＨＢ杯‐OP ３着，おお
ぞら特別２着
サクラプレジール（10牝 サクラプレジデント）２勝，フラワーＣ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

843 サクラメガマックス２０２０ �・栗 ４／ ６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサクラメガマックス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラメガ鹿 2004 サクラクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 シャドウライフ（09黒鹿 サクラバクシンオー）２勝，日高特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
トゥルカナ（18牡栗 ラブリーデイ）出走，�地方未出走

２代母 ライブリーダンス（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ミッキーホワイト（08牡 ＊ホワイトマズル）３勝，円山特別２着
イレプレイスブル（10牡 キングカメハメハ）３勝，帯広特別，高湯温泉特別３着，

伊達特別３着，山藤賞３着
ライブリーソウル（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��６勝
ライブリーソング（12牝 ＊ファルブラヴ）��１勝�５勝
アモーレ（14牝 ショウナンカンプ）�４勝�入着６回���
マエストーソ（15牡 ＊ワークフォース）�１勝�１勝

３代母 ＊ステイトリーダンス（90 USA栗 ＊ステートリードン）USA２勝
シーズクラッシー She's Classy（97 牝 Boundary）USA２勝，Bustles and Bows

S‐L，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，デルマーデビュタントＳ‐G1
３着，etc.
スキュラカドー Scylla Cadeaux（03牝 Cadeaux Genereux）GB入着
ホク Hoku（11牝 Holy Roman Emperor）GB・FR・NOR・SWE・DE
N10勝，Lanwades Stud S‐L（２回），ファースオヴクライドＳ‐G3
２着，Marygate S‐L ２着，etc.

ステイトリーデイズ（04牝 スペシャルウィーク）３勝，稲荷特別２着，北大路特別
２着，桑折特別２着，etc.

４代母 ウィッチーウーマンWitchyWoman（72 USA栗 Strate Stuff）USA５勝，
Breeze‐A‐Lea S２着
［子］ ビーマイネイティヴ Be My Native（79 牡 Our Native）GB・FR・USA

３勝，コロネイションＣ‐G1，ラフォルス賞‐G3，デューハーストＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

グッドコールドGood Cold（80牡 Full Out）ARG７勝，P. Good Star
‐L，P. Alberto Vacarezza‐L，H.Provincia del Chaco‐L
２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

844 シャドウライフ２０２０ 牡・鹿 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモシャドウライフ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ライブリーダンス黒鹿 2009 ＊ステイトリーダンス

5j
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ジュエルメッセージ（13鹿 ダイワメジャー）１勝，�２勝，瑞穂賞（Ｄ1800）２着
本馬の他に産駒あり

２代母 レディサファイア（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
ロードコランダム（14牡 ハーツクライ）入着，�１勝��入着６回
ワンプレート（18牡 ＊ロードアルティマ）�１勝

３代母 レディブラッサム（96鹿 Storm Cat）５勝，マラヤンＲＡＴ，船橋Ｓ２着，雪
割草特別２着，寒竹賞２着
ロードバリオス（05牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，ポートアイランドＳ‐L ２着，

ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，六甲Ｓ‐OP，etc.，種牡馬
ロードカナロア（08牡 キングカメハメハ）11勝，安田記念‐G1，スプリンターズＳ

‐G1（２回），高松宮記念‐G1，etc.，HKG２勝，香港スプリント‐G1（２回），
優短距（2回），年代表，種牡馬

ロードガルーダ（09牡 アグネスタキオン）４勝，賢島特別，千種川特別，フリーウ
ェイＳ２着

４代母 ＊サラトガデュー（89 USA鹿 Cormorant）USA８勝，ベルダムＳ‐G1，ガゼ
ルＨ‐G1，カムリーＳ‐G2，Over All S‐L，New York Oaks‐R，etc.
［子］ アルカザン（05牡 ダンスインザダーク）２勝，京都２歳Ｓ‐L，大山崎特別

３着
［孫］ カシノティーダ（16牝 ＊ケイムホーム）１勝，ひまわり賞‐OP

５代母 スーパールナ Super Luna（82 USA鹿 In Reality）不出走
［孫］ スマイルマイロード Smile My Lord（98� Not For Love）USA６勝，

Raise A Cup H‐L，アムステルダムＳ‐G2 ３着，メリーランドＢ
ＣＨ‐G3 ２着，etc.

サラトガキュア Saratoga Cure（94� Cure the Blues）USA７勝，C
haseMe S‐R，E. William Furey Memorial S‐L ３着

セイエイシェーン（00牝 タヤスツヨシ）��８勝��２勝	入着
，トゥ
インクルレディ賞２着，北関東桜花賞，かもしか賞，etc.

＊シークスプレンダー（98牡 Seeking the Gold）３勝，しゃくなげＳ，清
里特別３着，プラタナス賞３着

販売申込者・所有者： ㈲三石橋本牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2326
生 産 牧 場： ㈲三石橋本牧場
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

845 ジュエルメッセージ２０２０ 牡・鹿 ３／１７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケジュエルメッセージ ＊シンボリクリスエス

��
��
�レディサファイア鹿 2013 レディブラッサム

＊サラトガデュー 2s
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ジュエルド（14栗 ＊ストーミングホーム）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
キタノコレット（19牝栗 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ＊ルビーズアンドダイアモンズ（04 IRE 鹿 Singspiel）不出走
ピラミッド（09� Dubai Destination）１勝，�２勝�

３代母 トルーリースペシャル Truly Special（85 IRE 鹿 Caerleon）FR２勝，ロワイ
ヨモン賞‐G3，オペラ賞‐G2 ３着，ノネット賞‐G3 ２着，P. de la Seine‐L
２着，P. des Tuileries‐L ２着，etc.
ソロドリュヌ Solo de Lune（90牝 Law Society）FR・GER１勝，Bayerischer

Stutenpreis‐L ２着
セルリアンスカイ Cerulean Sky（96牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，サン

タラリ賞‐G1，P. La Camargo‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1 ２着，etc.
ランクレッス L'Ancresse（00 牝 Darshaan）GB・IRE・USA２勝，Finale S

‐L，愛オークス‐G1 ２着，ＢＣターフ牝馬‐G1 ２着，etc.
ムーンストーンMoonstone（05牝 Dalakhani）GB・FR・IRE１勝，愛オーク

ス‐G1，英オークス‐G1 ２着
トルーリーアドリーム Truly a Dream（91牝 Darshaan）FR・USA３勝，ＥＰテ

イラーＳ‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，プシュケ賞‐G3 ２着，etc.
ドリームピースDream Peace（08牝 Dansili）FR・USA・CAN・SIN４勝，

ノネット賞‐G2，P. Volterra‐L，ダイアナＳ‐G1 ２着（２回），etc.
ワリードWareed（98牡 Sadler's Wells）GB・FR４勝，ヴィコンテッスヴィジェ

賞‐G2，ユベールドショードネイ賞‐G2，Troy S‐L，etc.，種牡馬
リブレット Libretto（00 牝 Singspiel）不出走

コレット Colette（16 牝 Hallowed Crown）�AUS６勝，ＡＴＣオーストラリア
ンオークス‐G1，ＡＴＣアポロＳ‐G2，ＡＴＣアドリアンノックスＳ‐G3，etc.

４代母 アルクティクロワイヤル Arctique Royale（78 IRE 鹿 Royal and Regal）F
R・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G2，愛プリティポリー
Ｓ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

846 ジュエルド２０２０ 牡・栗 ３／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meジュエルド
＊ Singspiel

��
��
�ルビーズアンドダイアモンズ栗 2014 Truly Special

23
Halo S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルクアピール（00栗 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：地方－７（28）〕
ベルファム（06牝栗 ＊ブライアンズタイム）入着

ベッロポモドーロ（13牝 アジュディミツオー）�２勝�１勝�入着２回����，
梅桜賞２着，園田クイーンセレクション２着，ライデンリーダー記念２着

ゴールデンキャット（11牡黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）�６勝
ギャラントレディ（12牝鹿 ＊バトルプラン）�２勝��
グローリアスロウラ（13牝鹿 アサクサキングス）入着２回，��６勝
ヌンフェスタ（14	栗 ナカヤマフェスタ）�２勝��６勝
マルヒロキング（15牡栗 キングヘイロー）
��３勝
レディトゥフライ（17牝鹿 ベルシャザール）�１勝�
オオエスサノオ（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）
�２勝

２代母 ＊ドラゴンティーナ（92 USA鹿 Danzig）FR出走
ドリームティーナ（98牝 Kingmambo）１勝
アルドラゴン（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，�２勝�18 勝���，名古屋大賞

典‐Jpn3，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，名
古屋大賞典‐Jpn3 ２着，オッズパークＧＰ，etc.

アドマイヤグレイト（03牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�１勝

３代母 シャルマント Charmante（85 USA栗 Alydar）IRE・USA３勝，Wassl Ra
ce‐L
チャーロック Charlock（93 牝 Nureyev）IRE１勝，愛メイトロンＳ‐G3 ３着，

Solonaway S‐L ３着，Brownstown Stud S‐L ３着
アミュレットAmulette（98 牝 Mark of Esteem）GB・FR２勝

トークンオヴラヴ Token Of Love（12牝 Al Maher）AUS６勝，ＶＲＣメイ
トリアークＳ‐G2 ３着

アイカエアイAe Kae Ae（02牝 ＊キングオブキングス）不出走
アルモラディ Almoradi（14 牡 Top Hat）
UAE・URU14勝，P. Alfredo de

Castro Perez.‐L，P. Asociacion Uruguaya Propietarios‐L，P. Ze
lmar Michelini‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

847 シルクアピール２０２０ 牡・栗 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileシルクアピール
＊ Danzig

��
��
�ドラゴンティーナ栗 2000 Charmante

8h
Danzig M3×S4 Raise a Native M4×M5

価格： 購買者：



母 シンワシュシュ（11黒鹿 ＊ファスリエフ）�１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ラダン（16牡青鹿 ローレルゲレイロ）�２勝

２代母 タイキミューズ（02青鹿 スペシャルウィーク）３勝，仁山特別，函館日刊スポ
ーツ杯２着，鏑矢特別２着，知立特別３着，鈴鹿特別３着
タイキミホクイーン（10牝 ＊タイキシャトル）�３勝
シュンクルーズ（12牡 ＊タイキシャトル）１勝，障害１勝
スナイドル（13牡 ディープスカイ）�５勝�１勝��入着２回
ファシネ（17牝 トーセンホマレボシ）�１勝

３代母 ＊サブミッション（89 IRE 鹿 Darshaan）２勝，鹿島灘特別，鳴滝特別３着
タイキブライドル（95牡 ＊スリルシヨー）５勝，マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，京王杯

スプリングＣ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.
タイキトゥインクル（96牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，タ

ーコイズＳ‐OP，ユートピアＳ２着
タイキシャイン（04牝 ＊タイキシャトル）出走
サウンドアプローズ（12牡 ＊コンデュイット）３勝，須磨特別，鶴橋特別，
ドンカスターＣ２着，etc.

アンノートル（14牡 ＊アイルハヴアナザー）５勝，中京２歳Ｓ‐OP ３着，
湘南Ｓ，鞍ケ池特別，��出走

リトゥルスター（05牝 ＊アグネスワールド）��３勝
ビヨンドボーダーズ（15� ＊キンシャサノキセキ）���５勝，船橋記念２着

エイシンフェアリー（06牝 ＊タイキシャトル）２勝，あやめ賞，八幡特別２着
ヒットジャポット（07牡 フジキセキ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，東京新聞杯‐G3 ３着，etc.
タイキソレイユ（09牝 フジキセキ）３勝，西湖特別３着

タイキナタリー（99牝 ＊コマンダーインチーフ）入着６回
ファンキーテーラー（05牡 アドマイヤコジーン）２勝，箱根特別３着

タイキマーズ（01� ＊タイキシャトル）２勝，礼文特別，庄内川特別２着

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569

848 シンワシュシュ２０２０ �・鹿 ５／ ６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモショウナンカンプ ＊ラツキーソブリン

��
��
�ショウナングレイス鹿 1998 ヤセイコーソ

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessシンワシュシュ スペシャルウィーク

��
��
�タイキミューズ黒鹿 2011 ＊サブミッション

21a
Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ショウナンカグラ（01鹿 ＊アジュディケーティング）��５勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（５）〕
キングダムキング（08牡鹿 ステイゴールド）２勝，�１勝��，志布志湾賞
（Ｄ1400）２着，九千部山賞（Ｄ1400）３着，阿蘇山賞（Ｄ1750）３着

ランドブリーズ（10牝鹿 スパイキュール）１勝
エリシュカ（11牝黒鹿 ＊トワイニング）�１勝�入着３回
オベストルシャトウ（12牝黒鹿 ステイゴールド）�１勝
シゲルオキサワラ（13牡鹿 ＊トワイニング）１勝，�１勝�入着��
シェナローレル（17牝黒鹿 ローレルゲレイロ）���入着
ダイヤマリー（18牡青鹿 メイショウボーラー）��１勝，金の鞍賞（Ｄ1400）３着
スピードコーナー（19牡鹿 ＊トビーズコーナー）���出走

２代母 ダイヤノクビカザリ（89鹿 ＊ブレイヴエストローマン）入着３回
クローズカップ（95牡 ＊モガミ）��10 勝�２勝�１勝�
ランニングボーイ（96牡 ＊リンドシェーバー）	
６勝
イアラスーベニア（97牝 ＊カーネギー）入着６回

ミスティーオメガ（04牝 ＊スクワートルスクワート）１勝，�１勝��入着
ドクターラオウ（06牡 キングカメハメハ）３勝，赤穂特別２着，はこべら賞２

着，�３勝
ラヴアンドサンクス（07牝 サクラバクシンオー）１勝，筑紫特別２着
プリティアクィーン（08牝 フジキセキ）１勝

ラヴリイダイヤ（99牝 マーベラスサンデー）��１勝
カーネギーシャトー（00牝 ＊カーネギー）�１勝
キングプロテクター（04牡 ＊ヘクタープロテクター）��１勝

３代母 マリージヨーイ（76黒鹿 ＊テスコボーイ）５勝，ＣＢＣ賞，金鯱賞，京阪杯３
着，三河特別，雪割草特別
トキオアルテミス（88牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，スイートピーＳ‐OP ３

着，若水賞２着，オープニングＣ３着，etc.

４代母 デリラハード（72鹿 ＊ダイハード）不出走
［子］ オノデンテスコ（83牝 ＊テスコボーイ）４勝，伊達特別，春日山特別，鷹

巣山特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
生 産 牧 場： 中地 義次
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

849 ショウナンカグラ２０２０ �・鹿 ５／ ４
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverショウナンカグラ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�ダイヤノクビカザリ鹿 2001 マリージヨーイ

＊フイノラ 20a
Danzig M3×S4

価格： 購買者：



母 ストロングレダ（06鹿 マンハッタンカフェ）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（10）〕
ララクードゥリオン（12牡青鹿 ジャングルポケット）入着３回，���５勝�５勝
ダンツプリウス（13牡鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，アー

リントンＣ‐G3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着，ジュニアＣ‐OP（芝 1600），
きんもくせい特別（芝 1800）２着，こうやまき賞（芝 1600）３着，障害１勝

メイショウテンオン（18牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走

２代母 ＊ハートオンウェーブ（00 USA鹿 Storm Cat）１勝，マリーゴールド賞‐OP ２着
ノブジョプリン（11牝 スペシャルウィーク）入着，�３勝
キクノドラート（15� カネヒキリ）�１勝
サンキララ（17牝 スピルバーグ）��１勝

３代母 フェアリーハイツ Fairy Heights（91 IRE 鹿 Fairy King）GB３勝，フィリー
ズマイル‐G1，Sweet Solera S‐L，レイシングポストトロフィ‐G1 ２着
ミスターマハタンMr. Mahatan（04牡 Distorted Humor）BRZ３勝，P. Eurico

Solanes‐L ２着
ダイナフェアーDynaffair（05 牝 Dynaformer）USA出走

アセンブリーホール Assembly Hall（10� Sharp Humor）USA・CAN３勝，
Manitoba Derby‐L，Assiniboia Gold Cup S２着

４代母 コマンチベルCommanche Belle（83 GB鹿 Shirley Heights）GB・IRE入
着４回
［子］ プエルトリーコ Puerto Rico（03牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・HKG

２勝，ガリニュールＳ‐G3，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2 ３着
パーシャンブレイヴ Persian Brave（90牡 Persian Heights）GB６勝，
セントサイモンＳ‐G3，ジョンポーターＳ‐G3 ２着，Aston Park S
‐L ２着，etc.，GB障害１勝，種牡馬

［曾孫］ ターンミールース Turn Me Loose（11牡 Iffraaj）AUS・NZ７勝，ＭＲ
ＣフュチュリティＳ‐G1，ＶＲＣカンターラＳ‐G1，ＮＺ２０００ギニー
‐G1，etc.，種牡馬

ミスタープロフーモMr Profumo（05� Falvelon）AUS・SIN・MAL16
勝，ＡＴＣキンダーガーテンＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈱リーディング＝千葉県山武郡芝山町 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

850 ストロングレダ２０２０ 牡・黒鹿 ２／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジストロングレダ
＊ Storm Cat

��
��
�ハートオンウェーブ鹿 2006 Fairy Heights

14f
Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 スイートライラック（09黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ハーモニーブラス（14牡鹿 ヴァーミリアン）��３勝
ブラックキングダム（15牡青鹿 ローズキングダム）入着２回，��入着�１勝��

入着�
ニーニャボニータ（16牝黒鹿 カネヒキリ）�１勝�入着
リラジョリフィーユ（17牝黒鹿 キズナ）�１勝

２代母 ＊スイートスリリング（97 USA鹿 ＊サンダーガルチ）２勝，江戸川特別３着
スイートグラーツ（05牝 サクラバクシンオー）１勝
バンガロール（06牡 アグネスタキオン）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，マリーゴー

ルド賞‐OP ２着，会津特別，新春Ｓ３着
シンボリシュテルン（08牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
シンボリパソドブレ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，��１勝

３代母 ＊ゲーリックチューン（91 USA鹿 Danzig）不出走
＊シンボリインディ（96牡 A.P. Indy）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，京成杯オータ

ムＨ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
＊スイートクラフティ（98牝 Crafty Prospector）５勝，驀進特別，神奈川新聞杯，鳥

羽特別，etc.
マコトクオバディス（10牝 ダイワメジャー）入着２回，�６勝�入着２回，秋桜賞３着

４代母 スクアンソング Squan Song（81 USA黒鹿 Exceller）USA18 勝，アフェク
ショニトリーＨ‐G3，レアトリートＨ‐G3，コティリオンＳ‐G3，Carousel H
‐L（２回），Whitemarsh H‐L，etc.
［孫］ オメガコードOmega Code（00牡 Elusive Quality）USA３勝，サンミ

ゲルＳ‐G3，Jessman CloudMemorial S‐L，Gilded Time S
‐L ３着，種牡馬

テンペストフュージット Tempest Fugit（97	 Unaccounted For）US
A10 勝，John B.Campbell H‐L，Oceanport H‐L，Eight Th
irty S，etc.

ヴァーソエイヴァーソ Verso a Verso（10牝 Circular Quay）USA２勝，
MyDear Girl S‐R，John Franks Juvenile Fillies Turf S‐R ２着

販売申込者・所有者： 伊藤 敏明＝新ひだか町静内浦和 �090-8901-4217
生 産 牧 場： 伊藤 敏明
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

851 スイートライラック２０２０ 牡・鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayスイートライラック
＊

＊サンダーガルチ

��
��
�スイートスリリング黒鹿 2009 ＊ゲーリックチューン

5f
Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スナークスマイル（08鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（17）〕
スナークエンジェル（12牝黒鹿 タニノギムレット）入着，��１勝�６勝
マサノスマイル（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝���入着６回，プリンセス

Ｃ（Ｄ1400）２着，フルールＣ（Ｄ1000）２着
キタノマナザシ（17牝青鹿 ＊ベーカバド）���３勝�５勝
キープクライミング（19牝栗 フリオーソ）�	出走

２代母 サンデーアイ（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，十勝岳特別，ガーベラ賞３着
アイポッパー（00牡 サツカーボーイ）８勝，阪神大賞典‐G2，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，万葉Ｓ‐L，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.，AUS入着，ＭＲＣコール
フィールドＣ‐G1 ２着

インマイアイズ（01牡 サクラバクシンオー）６勝，難波Ｓ，伏見特別，皆生特別，
東山特別，下鴨Ｓ２着，etc.

ツルマルアイ（04牝 ＊タイキシャトル）入着２回
コウエイダリア（14牝 ジャングルポケット）４勝，千種川特別，庄内川特別，

紫川特別３着，戸畑特別３着，由布院特別３着，etc.
サンライズアイ（05牡 ＊フレンチデピュティ）入着２回，��２勝
２勝�
サンライズスカイ（06牡 キングカメハメハ）２勝，英彦山特別２着，牧園特別２着

３代母 ＊ヒコ（79 USA鹿 Nijinsky）不出走
ナリタファースト（90牡 ＊トニービン）３勝，コスモス賞‐OP，みなみ北海道Ｓ，嵐

山Ｓ３着，etc.
ナリタシルバー（91牝 ＊トニービン）１勝，コスモス賞‐OP ２着，雪割草特別２着，

りんどう賞３着
ナリタコマンダー（92牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，君子蘭賞２着
リキパラダイス（93牝 ＊ヘクタープロテクター）�２勝

スイートアリッサム（02牡 フジキセキ）２勝，山藤賞，立冬特別３着，山桜賞３着
ステラパラダイス（04牡 フジキセキ）２勝，�23 勝�入着��
�，珊瑚冠賞２着
コーニングストーン（05牝 アグネスゴールド）１勝，矢車賞２着

４代母 ファニーファニーエイク Funny Funny Ache（68 USA栗 Jester）USA８勝，
Osunitas S，Bel Air Claiming S３着，California Jockey Club H３着

販売申込者・所有者： ㈲見上牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2617
生 産 牧 場： ㈲見上牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

852 スナークスマイル２０２０ 牡・鹿 ５／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandスナークスマイル ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーアイ鹿 2008 ＊ヒコ

9b
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 スイートリリック（10栗 ダイワメジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
リリカルフレイム（17牝黒鹿 ＊パイロ）�１勝
パストーソ（18牡栗 フリオーソ）���３勝
パルフェグラッセ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ＊スリリングヴィクトリー（02 USA鹿 Event of the Year）USA６勝，Alb
any S，Angel Island S，BayMeadows Oaks，ラブレアＳ‐G1 ３着，
Golden Poppy BC S‐L ３着，etc.
トーセンセカイオー（09牡 キングカメハメハ）３勝
レディードリー（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
モズセカイイサン（17牝 ジャスタウェイ）�２勝

３代母 ゴールデンシャドーズGolden Shadows（98 USA栗 ＊デヒア）不出走

４代母 プロミスオヴゴールドPromise of Gold（89 USA鹿 Slew o' Gold）不出走

５代母 アリダーズプロミスAlydar's Promise（83 USA栗 Alydar）GB出走
［子］ ジェネラルミーティングGeneral Meeting（88 牡 Seattle Slew）USA４

勝，ヴォランテＨ‐G3，Bradbury S‐R，ハリウッドフュチュリテ
ィ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ＊テディーズプロミス（08牝 Salt Lake）USA11 勝，ラブレアＳ‐G1，サン
タモニカＳ‐G2，Kalookan Queen S‐L，etc.

ノーサーNosir（03� Cee's Tizzy）USA11 勝，NewMexico State Fair
H，Charlie Iles H２着，Walter R. Cluer Memorial H２着，etc.

カウガールマリー Cowgirl Mally（07 牝 GoneWest）USA１勝，スカ
イラヴィルＳ‐G3 ３着

［曾孫］ マイラプソディ（17牡 ハーツクライ）�３勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，都大路Ｓ‐L ２着，野路菊Ｓ‐OP

デヴルーDevereux（05� Forestry）USA９勝，Red Legend S‐L，
Inaugural S，アムステルダムＳ‐G2 ３着，etc.

スキャッバード Scabbard（17� More Than Ready）�USA１勝，サ
ラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，イロクオイＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

853 スイートリリック２０２０ 牡・鹿 ３／３０

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケスイートリリック
＊ Event of the Year

��
��
�スリリングヴィクトリー栗 2010 Golden Shadows

4r
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 スウィートマフィン（06青 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
クイックブレッド（10牡鹿 サクラバクシンオー）�２勝�１勝��
ショコラシュクレ（13牝鹿 ＊カジノドライヴ）��１勝��入着９回�
アンヴェルス（14牡黒鹿 ローエングリン）�２勝�３勝��
ヴァイスシュテルン（15牡青 ＊ヨハネスブルグ）��１勝�
フユロック（16牝青 スクリーンヒーロー）	��入着３回
サンマッハ（18
黒鹿 ＊バゴ）出走，	地方未出走
ダイセンストーム（19牡黒鹿 ＊ダンカーク）	地方未出走

２代母 ＊ウェルシュマフィン（87 GB鹿 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000
Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着

＊タイキフォレスト（93牝 Green Forest）３勝
タイキアルファ（00牡 バブルガムフェロー）６勝，ブリリアントＳ‐L ２着，東京

競馬場新スタンドＯＰ記念，渡島特別，メイズイメモリアル，知床特別，etc.
＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1

（２回），スプリンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，スワンＳ‐Jpn2，etc.，
FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距（2回），年代表，優古牡，種牡馬

＊タイキチェイサー（95牡 ＊ジェイドハンター）４勝，北摂特別，早鞆特別，日光特別，
御宿特別２着，野島崎特別３着

＊タイキファイヤー（97牡 Miswaki）２勝，種牡馬
＊タイキミルフィーユ（00牝 Devil's Bag）出走

エイシンナナツボシ（07牡 ＊クロフネ）４勝，もちの木賞２着，きんもくせい特
別２着，�１勝�１勝�入着４回����，道営記念２着，瑞穂賞２着
（２回），六甲盃２着，etc.

タイキマドレーヌ（03牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，秋風Ｓ，野分特別，祇園特別，
三面川特別２着，宝ケ池特別２着，etc.

３代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
＊ビバムール（92牝 Caerleon）２勝

ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

854 スウィートマフィン２０２０ �・青鹿 ３／２１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスウィートマフィン
＊ Caerleon

��
��
�ウェルシュマフィン青 2006 Muffitys

4d
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×M4

価格： 購買者：



母 スズカグリーン（12栗 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
アグードイメル（17牡栗 トーセンジョーダン）�１勝
コスモヴィテス（18牡黒鹿 ＊モンテロッソ）��１勝��
オリベ（19牡鹿 ＊モンテロッソ）�未出走

２代母 スズカグレイス（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
スズカクエーサー（08牝 ジャングルポケット）出走

ペイシャオブワキア（14牝 フリオーソ）２勝
ペイシャクェーサー（18牝 フリオーソ）�２勝

スズカキングダム（09牡 キングカメハメハ）２勝
スズカグランデ（11� キングカメハメハ）入着，障害１勝，�３勝
ラーケン（14牝 ＊エンパイアメーカー）�１勝��４勝
スズカノロッソ（15牡 ＊モンテロッソ）�２勝，脊振山特別
スズカヘネシー（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��２勝

３代母 ワキアオブスズカ（93鹿 ＊ダンスオブライフ）２勝
スズカドリーム（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ワキア（87 USA鹿 Miswaki）USA７勝，Ingenue H，Rancho del Cha
rro H，Pasadena S‐L ３着，Betsy Ross H３着
［子］ サイレンススズカ（94牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，宝塚記念‐Jpn1，

毎日王冠‐Jpn2，金鯱賞‐Jpn2，etc.，特別賞
ラスカルスズカ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1
２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コマンドスズカ（95牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，八瀬特別，稲荷特
別，湯浜特別，etc.

５代母 ラスカルラスカル Rascal Rascal（81 USA黒鹿 Ack Ack）USA４勝，Ha
il Hilarious S，BayMeadows Lassie S，Vallejo S３着
［子］ ベニーザディップ Benny the Dip（94牡 Silver Hawk）GB５勝，英ダ

ービー‐G1，ダンテＳ‐G2，ロイヤルロッジＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-3788
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

855 スズカグリーン２０２０ 牡・鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlスズカグリーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�スズカグレイス栗 2012 ワキアオブスズカ

＊ワキア 9a
サンデーサイレンス S3×M3 Miswaki S5×M5

価格： 購買者：



母 スズカリーガル（03鹿 ＊ホワイトマズル）�６勝�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ショウサンミーベル（11牝鹿 フジキセキ）１勝

スピリットワンベル（15牡 ロードカナロア）�４勝，春風Ｓ，箕面特別，初春
Ｓ３着

サヨノイチバン（18牝鹿 ミッキーアイル）���入着５回

２代母 ＊リーガルソリューション（90 USA栗 Mr. Prospector）USA４勝，Floral P
ark H‐L ３着
メルシーアージュ（98牝 ＊ラムタラ）出走

メルシーラスカル（09牡 ラスカルスズカ）１勝，小名浜特別２着
シルクメガヒット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，桑折特別３着

３代母 ロイヤルソルーションRoyal Solution（82 USA栗 Sir Ivor）不出走
リーガルグラントRegal Grant（91 牝 Mr. Prospector）不出走

ゴールドクラスターGold Cluster（01 牡 Formal Gold）USA７勝，Hoove
r S‐L ３着，Fire Plug S３着

クリュスタセオ Crustaceo（02牡 Royal Anthem）PR・PAN20勝，C.Jose
de Diego‐L，C.Verset's Jet‐L ２着，Copa C.I.T.G.O.‐L ２着，etc.

ディヴァイドアンドコンカーDivide and Conquer（94 牡 Danzig）USA６勝，ケル
ソＨ‐G2 ２着，ディクシーＳ‐G2 ３着，フォースターデイヴＨ‐G3 ２着，etc.

ロイヤルリザーヴズRoyal Reserves（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA入着
ライツリザーヴド Rights Reserved（00� With Approval）USA１勝，Co

lin S‐L
シーズローデド She's Loaded（04牝 Deputy Minister）USA出走
イアンズドリーム Ian's Dream（10牡 Speightstown）GB１勝，英ノーフ
ォークＳ‐G2 ３着

マイナーズリザーヴMiner's Reserve（07 牡 Mineshaft）USA２勝，ジムダン
ディＳ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲水上牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3039
生 産 牧 場： 水上 習孝
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

856 スズカリーガル２０２０ 牡・鹿 ４／ ３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeスズカリーガル
＊ Mr. Prospector

��
��
�リーガルソリューション鹿 2003 Royal Solution

5f
Mr. Prospector M3×S4 Sir Ivor M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スターリットスカイ（08栗 フジキセキ）入着７回，遊楽部特別（芝 1800）２着，栗
子特別（芝 1700）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
キタノキセキ（16牝栗 ストロングリターン）入着，��出走��出走

２代母 ＊トキオジュリア（95 USA栗 Crafty Prospector）４勝，鞍馬特別，蓬莱峡特
別２着
ワイルドソニック（02牡 フジキセキ）３勝，クローバー賞‐L ３着，朝里川特別，ニ

セコ特別２着，礼文特別３着
ミステリー（03牝 アグネスタキオン）入着２回，�１勝
トロサックス（07� ゼンノロブロイ）１勝
トラスティー（10牡 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 ＊フライングジュリア（83 USA鹿 Flying Paster）USA６勝，サンタマルガリ
ータＨ‐G1，ラスフローレスＨ‐G3，ヴァニティＨ‐G1 ２着，ミレイディＨ‐G1
２着，チューラヴィスタＨ‐G2 ２着，etc.
パンサーランPanther Run（91牝 Cox's Ridge）USA１勝

クールンコレクティヴ Cool N Collective（97� Ruhlmann）USA・CAN15
勝，Elgin S‐R，ペガサスＨ‐G2 ２着，Michael G. Schaefer Mile S
‐L ２着，etc.

シックスアンドウォルナット Sixth andWalnut（99 牝 Defrere）USA６勝
ウィズウィングズWithWings（05� Marquetry）USA３勝，Michiga
n Futurity‐R

＊ダストワール（94牡 Storm Cat）５勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，槍ヶ岳特別，オ
ーロラ特別２着，�２勝

４代母 シズケイト Sid's Kate（77 USA鹿 Chieftain）USA出走
［曾孫］ イクアリティズデビュターント Equalitysdebutante（05 牝 Equality）U

SA４勝，Larkspur H‐R，Michigan Sire S‐R，Temptress S
‐R，etc.

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

857 スターリットスカイ２０２０ 牡・鹿 ３／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサースターリットスカイ
＊ Crafty Prospector

��
��
�トキオジュリア栗 2008 ＊フライングジュリア

3l
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×S5
In Reality M5×M5
価格： 購買者：



母 スターリーウインド（12黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別（芝 1800）３着，鳥
栖特別（芝 2000）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
プレザントブリーズ（06牝 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞２着

プラチナヴォイス（14牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ‐LR，スプリングＳ
‐G2 ３着，名古屋日刊スポーツ杯，ｔｖｋ賞２着，野分特別２着

ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，
黄菊賞

クロンヌデトワール（15牝 オルフェーヴル）１勝
スターズプレミア（17牡 ロードカナロア）�１勝

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊ヴェイルオブアヴァロン（97牝 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，ドラローズ
Ｈ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，etc.

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝��１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさらぎ
賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

858 スターリーウインド２０２０ 牡・鹿 ２／２７

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスターリーウインド
＊ Woodman

��
��
�スターズインハーアイズ黒鹿 2012 ＊ウインドインハーヘア

2f
Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 スティールクィーン（15鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
初仔

２代母 シェーナビアンカ（10芦 ＊タイキシャトル）��出走
サンボストン（14牝 カンパニー）入着，��１勝�入着
ベリッシモファルコ（16牝 スマートファルコン）１勝，���１勝��
ミキノルミナス（17牡 ローズキングダム）��３勝
シャイニークロレ（18牝 ラブリーデイ）��２勝

３代母 ＊グッドセイラー（01 USA芦 Premiership）１勝

４代母 ＊マミーブルーⅡ（95 USA芦 Red Ransom）不出走
［孫］ チャイヨー（13牝 ＊アグネスデジタル）	５勝��３勝，ウイナーＣ，留

守杯日高賞２着，イーハトーブマイル３着，etc.

５代母 ＊ブルーアヴェニュー（90 USA芦 Classic Go Go）USA５勝，Pleasanton
Senorita H，San Jose Breeders' Cup H３着
［子］ ＊クロフネ（98牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパ

ンＣダート‐Jpn1，武蔵野Ｓ‐Jpn3，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬
ベッラベルーチ Bella Bellucci（99 牝 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，
アスタリタＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.

シシリアンブリーズ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ミスパスカリ（01牝 Mr. Greeley）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，御
在所特別，高山特別２着，etc.

［孫］ マウントロブソン（13牡 ディープインパクト）５勝，スプリングＳ‐G2，
オクトーバーＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.

チャーオベッラ Ciao Bella（09 牝 Giant's Causeway）USA４勝，ランパー
トＳ‐G3，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着，Dowager S‐L ２着

ミヤマザクラ（17牝 ディープインパクト）�２勝，クイーンＣ‐G3，Ｒ－
ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，桜花賞‐G1 ５着

ポポカテペトル（14牡 ディープインパクト）５勝，菊花賞‐G1 ３着，日
本海Ｓ，烏丸Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

859 スティールクィーン２０２０ 牡・黒鹿 ２／２５

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

�
�
�
�
�
�
�
�
� Park Appealベーカバド ベフカラ Kris

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタースティールクィーン ＊タイキシャトル

��
��
�シェーナビアンカ鹿 2015 ＊グッドセイラー

2r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ステラビスティー（08鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
モダンクラシック（15牡栗 ＊タイキシャトル）�４勝��１勝�１勝，古伊万里賞
（Ｄ1800）

ダイユウブライアン（16牡栗 ＊グラスワンダー）��３勝��１勝

２代母 ＊カーメリタ（99 GB黒鹿 Zafonic）不出走
ウインプレミアム（04牡 Cozzene）４勝，インディアＴ，ＴＶ静岡賞３着，高瀬川

Ｓ３着
マックスバローズ（07牡 フジキセキ）２勝
トゥルッリ（12� ＊クロフネ）３勝，�１勝

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，コリーダ賞‐G3 ２着，ラクープドメゾン
ラフィット‐G3 ２着，P. des Tourelles‐L ２着，etc.
ミスティシルヴァーMisty Silver（92 牝 Slew o' Gold）不出走

＊マルターズホーク（97牡 ＊サザンヘイロー）６勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３
着，ＮＳＴＯＰ‐L ３着，駿風Ｓ‐L ３着（２回），etc.

＊シベリアンホーク（00牡 ＊スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ‐L，京成杯
オータムＨ‐Jpn3 ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，etc.，種牡馬

スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，２歳クリテ
リヨム‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L ２着，etc.，
種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，Platin
um S‐L

ピンクカメオ（04牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，中山牝馬
Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーンＳ‐G3
３着，東京スマイルプレミアム
ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，ホープ

フルＳ‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： 今井 秀樹＝浦河町向別 �0146-22-0652
生 産 牧 場： 今井 秀樹
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

860 ステラビスティー２０２０ �・青鹿 ３／３０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellネオユニヴァース

＊ Kris

��
��
�ポインテッドパス鹿 2000 SilkenWay

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーステラビスティー
＊ Zafonic

��
��
�カーメリタ鹿 2008 ＊シルバーレーン

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ステージスクール（02 USA青鹿 ＊サンデーサイレンス）GB２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（８），海外－１（１），地方－６（16）〕
ブロードウェイダンサーBroadway Dancer（07 GB牝鹿 ＊ファンタスティックライト）

GB・IRE１勝
ウエストエンド（08牡鹿 Pivotal）５勝，六甲アイランドＳ（芝 1200），久多特別
（芝 1400），舞子特別（芝 1400），斑鳩Ｓ（芝 1400）２着，ファンタスティックＪ
ＳＴ（芝 1400）２着，長岡京Ｓ（芝 1400）２着，伊万里特別（芝 1200）２着，雲雀
Ｓ（芝 1400）３着，仲秋Ｓ（芝 1400）３着

パレディウム（09牡鹿 アドマイヤムーン）入着，��２勝
エンジェヌー（11牝青鹿 ＊コマンズ）３勝
アンフィシアター（12牝青鹿 ＊ストーミングホーム）�３勝
ホームルーム（13牝青 ＊ストーミングホーム）��２勝
メジャーロール（14牡鹿 ＊ストリートセンス）��７勝
ロタツィオーネ（17�黒鹿 ＊キングズベスト）���１勝
クレイジースピード（18牡鹿 ルーラーシップ）��１勝

２代母 ＊ダンスールファビュルー（82 USA鹿 Northern Dancer）FR・USA入着７回，
ミネルヴ賞‐G3 ２着

＊アラジ（89牡 Blushing Groom）GB・FR・USA９勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，
仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，ロンポワ
ン賞‐G2，ロベールパパン賞‐G2，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

フォートローズ Fortrose（90 牝 ＊フォーティナイナー）FR１勝，P. des Lilas‐L
２着

ノヴェールNoverre（98 牡 Rahy）GB・FR・USA・UAE・HKG５勝，サセックス
Ｓ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，ジュライＳ‐G3，P. La Fleche‐L，クイ
ーンエリザベス二世Ｓ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

３代母 ファビュルージャーヌ Fabuleux Jane（74 USA栗 Le Fabuleux）GB・FR
４勝，ポモーヌ賞‐G3，P. de la Porte de Passy‐L，P. des Belles Filles‐L，
仏オークス‐G1 ３着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147
生 産 牧 場： ㈲山際牧場
飼 養 者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147

861 ステージスクール２０２０ 牡・黒鹿 ３／２５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieビーチパトロール バッシュフルバーティー Quiet American

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellステージスクール
＊ Northern Dancer

��
��
�ダンスールファビュルー青鹿USA 2002 Fabuleux Jane

7
Mr. Prospector S4×S5 Raise a Native S5×M5 AlmahmoudM5×M5

価格： 購買者：



母 ステージワンスモア（04鹿 タニノギムレット）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（10）〕
キチロクステージ（13牡鹿 ローレルゲレイロ）２勝，釧路湿原特別（Ｄ1700）２着
リンノゲレイロ（15牡鹿 ローレルゲレイロ）��３勝�２勝�４勝��入着，佐賀皐

月賞（Ｄ1800），筑紫野賞（Ｄ1750），飛燕賞（Ｄ1800）２着，天山賞（Ｄ1400）３着
ニャーゴ（16牡鹿 サムライハート）�１勝
マーガリン（18牝栗 ＊サウンドボルケーノ）�	入着４回

２代母 エレガントダンサー（91鹿 ＊ナグルスキー）４勝，京葉Ｓ‐OP ３着，錦秋特別，
北総Ｓ３着
バクシンライアン（00牡 メジロライアン）	５勝
ダノンシャトル（02牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＴＶ埼玉杯２着，青梅特別２着，藤

森特別３着，マラヤンＲＡＴ３着
セイウンデジレ（05牡 ＊ムーンバラッド）
１勝	１勝�
カシノライフ（06牝 バブルガムフェロー）�６勝
ノカゼ（08牝 サクラプレジデント）	１勝�
ジョウショウハート（11牡 サムライハート）��１勝
入着

３代母 メイバン（79鹿 ＊ダンデイルート）２勝，陸奥湾特別

４代母 ライトパレー（66鹿 ＊フエリオール）４勝，オークス２着，サンスポ四歳牝馬
特別３着，阪急杯３着，桜草特別
［子］ フアステスト（82牡 ＊クラウンドプリンス）２勝，弥生賞‐Jpn3 ３着，障

害１勝
ライトベイバー（73牡 タケシバオー）２勝，夏井川特別，��２勝
ナスカリンダ（75牝 ＊エタン）３勝，和布刈特別
タケライト（74牡 タケシバオー）入着３回，��
�14 勝，三条記念２着

［孫］ ロンガーワンダー（95牡 ＊ラシアンボンド）�５勝�６勝��，グランシ
ャリオＣ‐Jpn3 ３着，北海優駿，栄冠賞，etc.

トウカイステータス（86牡 ＊ピツトカーン）２勝，胎内川特別，糸魚川特
別，竜飛崎特別３着

ケンセツエース（81牡 ＊ダンサーズイメージ）４勝，白梅賞，障害２勝，
�１勝

販売申込者・所有者： ㈲浅川牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2914
生 産 牧 場： ㈲浅川牧場
飼 養 者： サラブレッド・トレーニング・サービス＝新冠町朝日 �0146-47-2914

862 ステージワンスモア２０２０ 牡・栗 ３／３１

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルステージワンスモア ＊ナグルスキー

��
��
�エレガントダンサー鹿 2004 メイバン

＊メイビイソウ 27a
Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ストーリーライン（10栗 ＊ブライアンズタイム）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カラスミヤビ（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝
コタ（18牡青鹿 トーセンラー）�出走
バジガクシャーンス（19牝栗 トーセンラー）���出走

２代母 ビューチフルドラマ（93栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，エイ

プリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，南武特別，利尻特別，etc.
テンタシオン（00牝 ＊エリシオ）不出走

レッツゴーヒチョリ（05牡 ＊マイネルラヴ）３勝，富嶽賞３着
ビューティファイン（06牝 サツカーボーイ）２勝，織姫賞
ライジングサン（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，伊勢特別，咲花特別，鳴海

特別３着，花見山特別３着，菅名岳特別３着
ジョウテンロマン（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，�１勝，岩鷲賞３着
アールヌーヴォー（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美浦Ｓ，習

志野特別，山藤賞，上越Ｓ２着，etc.
モデルウォーク（08牝 キングカメハメハ）出走

ナンヨーオボロヅキ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）���出走�８勝�入着２回
��，黒潮菊花賞，高知優駿，土佐春花賞，佐賀ヴィーナスＣ２着，ル・
プランタン賞２着，etc.

ミッキーマーチ（09	 フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，
２勝�入着３回��

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入着２回，
Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

863 ストーリーライン２０２０ 牡・栗 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayストーリーライン ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ビューチフルドラマ栗 2010 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Riverman S4×M5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 スリーアフロディテ（09鹿 スズカマンボ）４勝，札幌スポニチ賞（芝 1500），日田
特別（芝 2000），湯浜特別（芝 1800）２着，小倉城特別（芝 1800）２着，大倉山特別
（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
スズカパイロット（17牝青 ＊パイロ）�１勝
サイレントナイト（18牡黒鹿 リオンディーズ）�入着５回
オーエンズテソーロ（19牝栗 ラブリーデイ）�未出走

２代母 アイライクスズカ（01栗 ＊ラムタラ）１勝，�３勝

３代母 ＊アイシングスズカ（92 USA鹿 Dayjur）１勝，北洋特別２着
ルンルンスズカ（99牝 ＊ラムタラ）１勝

スズカルパン（09牡 スズカマンボ）４勝，鴨川特別，下鴨Ｓ２着（２回），マレ
ーシアＣ３着，etc.

アイシースズカ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
スズカゴーディー（14牡 スズカコーズウェイ）�３勝，立川特別，天王寺特別

２着，日吉特別３着，etc.
スズカアーチスト（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，日野特別３着，由比ヶ浜

特別３着

４代母 アイシング Icing（73 IRE 鹿 Prince Tenderfoot）GB・IRE４勝，フィリー
ズマイル‐G3，Mullion S，アスコット１０００ギニートライアル‐G3 ２着
［子］ アルハレブ Al Hareb（86牡 El Gran Senor）GB３勝，英フュチュリテ

ィＳ‐G1，種牡馬
ドクターサマーヴィルDr. Somerville（87 牡 Chief's Crown）FR４勝，
ラクープドメゾンラフィット‐G3，コンデ賞‐G3，P. Ridgway‐L

ライジング Rising（82 牡 Relkino）GB・IRE10 勝，Mooresbridge S
‐L，Ulster Harp Derby‐L，Waterford Crystal Nursery S‐L，etc.，
種牡馬

スノウトップ Snowtop（83牝 Thatching）IRE３勝，Joe McGrath H‐L
［孫］ エルハイク Elhayq（95牡 Nashwan）GB・USA５勝，ボーリンググリー

ンＨ‐G2，種牡馬
シブル Shibl（97 牡 ＊アラジ）IRE・UAE・SAU13勝，ミンストレルＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

864 スリーアフロディテ２０２０ 牡・鹿 ３／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボスリーアフロディテ ＊ラムタラ

��
��
�アイライクスズカ鹿 2009 ＊アイシングスズカ

13e
Kingmambo S3×M4 Nijinsky M4×S5×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊スプリングシティ（01 FR鹿 Seeking the Gold）FR１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），海外－１（１），地方－４（９）〕
スラムシティ Slam City（06 USA牝栗 Grand Slam）USA１勝
ザハヤテオー（08牡黒鹿 ネオユニヴァース）�３勝��，ヤングＣｈ（Ｄ1700），

北日本新聞杯（Ｄ1700）２着
タイセイスペシャル（10牝芦 ＊クロフネ）入着２回，��１勝
アラフジ（11牝黒鹿 フジキセキ）２勝
シンゼンドリーム（13牡黒鹿 ハーツクライ）４勝，和布刈特別（Ｄ1700），花見山

特別（Ｄ1700），小倉城特別（芝 2000）３着
グランディスカーペ（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）入着２回，��４勝
シンゼンマックス（16牡栗 カネヒキリ）�２勝，ドンカスターＣ（Ｄ1200）２着
リヴィエラボーイ（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）入着２回，��１勝

２代母 ＊シアトルスペシャル（93 USA黒鹿 Nureyev）FR・USA１勝，２歳クリテリ
ヨム‐G2 ３着，エクリプス賞‐G3 ３着
デスティニーローグ（04牡 アドマイヤベガ）２勝
ネレイス（07牝 フジキセキ）１勝
アドマイヤバーラム（08牡 スペシャルウィーク）２勝
シンセラメンテ（10牝 サムライハート）１勝

３代母 オースルーモヴァO' Slewmova（86 USA黒鹿 Seattle Slew）USA入着２回
ミニグルームMinigroom（92牝 Mt. Livermore）USA１勝

アールクリアーヴィクトリー R Clear Victory（03� Victory Gallop）USA
８勝，High Rock Springs S‐R，Kings Point H‐R，Alex M. Robb
H‐R，etc.

グルームドフォーヴィクトリーGroomedforvictory（05� Victory Gallop）
USA15 勝，Adirondack Holme S‐R，Study Hard S‐R，Screenl
and S‐R，etc.

４代母 マクシモワMaximova（80 FR鹿 Green Dancer）GB・FR・IRE７勝，サラ
マンドル賞‐G1，モートリー賞‐G3，セーネオワーズ賞‐G3，カルヴァドス賞
‐G3，P. de Cabourg，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アラキファーム＝新冠町万世 �0146-49-5218
生 産 牧 場： ㈲アラキファーム
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

865 スプリングシティ２０２０ 牡・青鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameスプリングシティ
＊ Nureyev

��
��
�シアトルスペシャル鹿FR 2001 O' Slewmova

2s
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 スマイルユー（10青鹿 ＊スタチューオブリバティ）��入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
アノマリー（15牡青鹿 ＊ベーカバド）�入着３回，�４勝��２勝�入着６回
ウエディングパーク（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）���入着２回�１勝

２代母 カワカミパウダー（02黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
メイショウウズシオ（07牡 ＊オペラハウス）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，大阪―ハン

ブルクＣ‐L ２着，巴賞‐LR ３着，丹頂Ｓ‐OP ３着，すみれＳ‐OP ３着，etc.
メイショウアサアケ（09牡 ＊シニスターミニスター）２勝

３代母 パウダースノー（93鹿 ＊スキャン）４勝，嵯峨野特別，美濃特別
ブランピュール（00牝 アンバーシヤダイ）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ３着，コスモス賞‐OP
マイネルジェネシス（06牡 ＊ムーンバラッド）１勝
フミノミリオン（08牡 キングヘイロー）１勝
ノースパストラル（10牝 キングヘイロー）１勝，あすなろ賞３着，ビオラ賞３着
メイショウムラクモ（18牡 ネオユニヴァース）�２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，
黒竹賞３着

メルヴィンカズマ（14牡 ヴィクトワールピサ）２勝，茶臼山高原特別，信濃川
特別２着，野分特別３着

ワンダーアフィラド（16牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，仲春特別２着，�１勝
ミスポーラ（01牝 ＊タイキシャトル）不出走

アクアブルーフライ（07牡 アグネスフライト）３勝，香住特別２着，霊山特別
２着，蔵王特別２着，etc.

ラッキーマンボ（10牝 スズカマンボ）１勝

４代母 タカサークル（87鹿 ＊クリスタルパレス）不出走

５代母 トクノパーシア（72鹿 ＊パーシア）��３勝
［子］ チェリーフィールド（90牝 ＊アンフイールド）２勝，須賀川特別３着
［孫］ カネトシパッション（00� ＊リンドシェーバー）１勝，�９勝�，姫山菊

花賞，摂津盃２着
ライヴリードータ（91牝 ＊リフアーズスペシヤル）２勝，印旛沼特別３着

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-35-3078

866 スマイルユー２０２０ �・黒鹿 ３／２３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieスマイルユー ＊ブライアンズタイム

��
��
�カワカミパウダー青鹿 2010 パウダースノー

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 スマートウェーブ（06鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（17）〕
スマートミラー（10牝青鹿 タイムパラドックス）��２勝
スズカウルトラ（13牡鹿 メイショウボーラー）１勝
キョウエイオジョウ（14牝鹿 トランセンド）���５勝��
キョウエイオビエド（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，���未出走

�２勝
シャンテ（16牝青 ＊プリサイスエンド）��４勝��
バニラケーキ（17牝鹿 オリオンザサンクス）�１勝
ボニート（18牝芦 ＊ダンカーク）��３勝

２代母 フロムファースト（94鹿 ＊ドクターデヴィアス）４勝，サロマ湖特別，ＳＴＶ
賞３着
ウイニングザバロン（00牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，�６勝
スマートカスタム（04牝 マンハッタンカフェ）２勝，スイートピーＳ‐L，ミモザ賞

２着，千両賞２着，きんせんか賞３着
スマートレディー（05牝 ジャングルポケット）１勝，岡崎特別２着

デルマオソマツ（11牡 ダイワメジャー）１勝
タガノカレン（15牝 ダイワメジャー）２勝

スマートジェネシス（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，不知火特別２着，ひめさゆ
り賞２着，磐梯山特別３着，美作特別３着

ヴィオラーネ（09牝 フジキセキ）１勝，クロッカスＳ‐OP ３着，ひいらぎ賞３着
ファーストエバー（10牡 ゼンノロブロイ）１勝，�１勝

３代母 ＊ブリランジャー（82 USA鹿 Run the Gantlet）USA２勝
マーガレットアロー（92牝 ＊スリルシヨー）３勝，平ヶ岳特別，粟島特別
サンシャインリリー（93牝 サツカーボーイ）１勝，五泉特別２着

４代母 エイプリルファーストApril First（75 USA黒鹿 Quadrangle）USA１勝
［子］ ケイラズアジェム Kayla's a Gem（92牝 Exclusive Gem）USA24 勝，

Floyd Duncan S（２回），Hannah Dustin S，Columbus Da
y S，etc.

販売申込者・所有者： 山口 義彦＝浦河町絵笛 �0146-22-0715
生 産 牧 場： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

867 スマートウェーブ２０２０ �・鹿 ４／ ９
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパススマートウェーブ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�フロムファースト鹿 2006 ＊ブリランジャー

1h
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 スリーサンハーツ（09鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
スリーコーズクライ（17牡栗 スズカコーズウェイ）�１勝，�２勝
スリーマイトコーズ（18牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝

２代母 ＊スリーサンナイナー（96 USA鹿 ＊フォーティナイナー）４勝，葵Ｓ‐OP ２着，
天草特別，瀬戸特別，鳥栖特別
スリーサンフレンチ（03牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，高田城特別，鶴ヶ城特別３

着，障害１勝
スリーサンカリスマ（05牡 ＊カリズマティック）１勝，�２勝
スリーボストン（07牡 ＊ボストンハーバー）８勝，栗東Ｓ‐L ２着，室町Ｓ‐OP，天

保山Ｓ‐OP，太秦Ｓ‐OP，西陣Ｓ，etc.

３代母 ＊サン（88 USA鹿 Danzig）不出走
ドリームフォートゥーDream for Two（92牝 Devil's Bag）BRZ４勝，P. Presi

dente Joao Tobias de Aguiar‐L ２着
カスタニエ Kastanie（99 牝 Minstrel Glory）BRZ５勝，州知事大賞‐G3 ２着，

ブラジルＪＣ大賞‐G3 ３着，P. Profissionais do Turfe‐L ３着
オメリョールOMelhor（03 牡 Exile King）BRZ８勝，P. Itajara‐L ２着，

P. Nelson Pereira‐L ２着，P. Breno Caldas‐L ３着（２回）
クオリフォートゥーQuari for Two（05牡 P. T. Indy）BRZ２勝，アウグス

トＳケイロス会長大賞‐G3 ３着
ドラマティックライトDramatic Light（93 牝 Majestic Light）USA出走

リーガリーライト Reagally Light（00 牝 Regal Classic）USA・CAN２勝，
Penny Ridge S２着

ライトオヴゴールド Light of Gold（02� Banker's Gold）USA・CAN12勝，
Red Diamond Express H‐R ２着

４代母 アルーヴィアルAlluvial（69 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ スルーオゴールド Slew o' Gold（80 牡 Seattle Slew）USA12 勝，ジョ

ッキークラブゴールドＣ‐G1（２回），ウッドメモリアルＳ‐G1，ホイ
ットニーＨ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村中牧場＝浦河町野深 �0146-27-4337
生 産 牧 場： 村中牧場
飼 養 者： 村中牧場＝浦河町野深 �0146-27-4337

868 スリーサンハーツ２０２０ �・鹿 ４／１４
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Colorspinメイショウサムソン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンススリーサンハーツ
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�スリーサンナイナー鹿 2009 ＊サン

9f
Northern Dancer S4×S5×M5 Lyphard S4×M5

価格： 購買者：



母 セトカ（15鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝
初仔

２代母 ビバドリーム（09鹿 ＊クロフネ）出走
ロジータミニスター（18牝 ＊シニスターミニスター）��１勝，ゴールドウィング賞３着

３代母 イズミバード（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
メイプルキング（13牡 キングカメハメハ）３勝，日野特別，��３勝���

４代母 ロジータ（86鹿 ＊ミルジヨージ）��10 勝，川崎記念，東京大賞典，東京王冠
賞，東京ダービー，羽田盃，etc.
［子］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝�入

着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

アクイレジア（01牝 ＊フォーティナイナー）３勝，端午Ｓ‐OP，��入着
２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，関東オークス‐Jpn3 ２着

オースミサンデー（94牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，弥生賞‐Jpn2 ２着
［孫］ レギュラーメンバー（97牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，�１勝��２

勝�入着�，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ダービーＧ
Ｐ‐Jpn1，etc.，種牡馬

トイガー（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，瀬波温泉
特別，���出走��出走

エネスク（13牡 ＊ベーカバド）４勝，下総Ｓ，etc.，��未出走��入着２
回��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着

オルキスリアン（13牝 キングカメハメハ）��11 勝�入着，クイーン賞
‐Jpn3 ３着，東京シンデレラマイル２着，兵庫サマークイーン賞２着

ビバサムシング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，クローバー賞‐L ３着，す
ずらん賞‐OP ２着，礼文特別

［曾孫］ ブラゾンドゥリス（12� ＊ノボジャック）６勝，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ
‐L ２着，etc.，�	３勝�３勝�入着���，黒船賞‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

869 セトカ２０２０ 牡・鹿 ４／２９
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerセトカ ＊クロフネ

��
��
�ビバドリーム鹿 2015 イズミバード

＊チツプトツプ 4m
Nashua S5×S5 Deputy Minister M5×M5

価格： 購買者：



母 セレスティアル（07鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（６）〕
フランシスコダイゴ（15牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝，舞浜特別（Ｄ1200）２着，�

��２勝�４勝，習志野きらっとスプリント（Ｄ1000）３着
テイエムリオン（18牡黒鹿 リオンディーズ）�入着３回

２代母 アルバローズ（00鹿 ＊エリシオ）出走
フロイラインローゼ（05牝 アドマイヤベガ）入着４回

カマクラ（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，カーネーションＣ２着，デイジー
賞２着

エアジェルブロワ（09牝 ダイワメジャー）４勝，遊楽部特別，堀川特別２着，夕月
特別２着，かもめ島特別２着

アンブリッジ（10牡 ダイワメジャー）３勝，鎌ケ谷特別，豊明Ｓ２着
ミヤコローズ（16牝 ダイワメジャー）１勝

３代母 ロゼカラー（93鹿 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋華賞
‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬
Ｓ‐Jpn1 ５着
ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，マーメ

イドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.
ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優２牡，種牡馬
ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京記念‐G3，

毎日杯‐Jpn3，etc.
ローズプレステージ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，京

都２歳Ｓ‐L ２着，清滝特別３着

４代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）FR１勝
［子］ ロサード（96牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー‐Jpn2，小倉

記念‐Jpn3（２回），京阪杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
ヴィータローザ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，セントライト記念
‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 政宏＝日高町豊田 �01456-5-2064
生 産 牧 場： 山田 政宏
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

870 セレスティアル２０２０ 牡・黒鹿 ３／１１

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラセレスティアル ＊エリシオ

��
��
�アルバローズ鹿 2007 ロゼカラー

＊ローザネイ 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 セクシーモーション（14鹿 ＊キングズベスト）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�２勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1 ３着

プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若
戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

アイルビーゼア（18牝 ＊サウスヴィグラス）���入着�１勝�１勝�，園田プ
リンセスＣ２着，兵庫若駒賞３着

ジュラーレ（13牝 ジャングルポケット）１勝

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
パシオンノーブル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，柏崎特別，塩沢特別２着，鳥

海山特別２着，etc.
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，��１勝��入着２回，全

日本２歳優駿‐Jpn1，佐賀記念‐Jpn3 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱アースファーム＝日高町幾千世 �090-3115-2121
生 産 牧 場： ㈱幾千世牧場
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-3115-2121

871 セクシーモーション２０２０ �・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaセクシーモーション ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ鹿 2014 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 セブンスハーモニー（08鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハニハニハーモニー（15牝栗 ディープブリランテ）��２勝
ディーププレザント（17�栗 ディープブリランテ）��入着３回�入着
カミゴエ（19牡栗 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ＊ディボーステスティモニー（92 CAN栗 Vice Regent）USA出走
プレザントディヴォース Pleasant Divorce（98� Pleasant Tap）USA６勝，ギャ

ラントフォックスＨ‐G3 ２着，スタイミーＨ‐G3 ３着
フサイチセブン（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アンタレ

スＳ‐G3 ３着，阿蘇Ｓ‐OP，アルデバランＳ‐OP ２着，etc.，��１勝，ダ
イオライト記念‐Jpn2，種牡馬

３代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
マカレナマカレナMacarena Macarena（94牝 GoneWest）USA１勝

ユズル Yuzuru（10牝 Medaglia d'Oro）USA２勝，Forever Together S
＊レディバラード（97牝 Unbridled）５勝，��２勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，クイー

ン賞‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着
ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－ＮＩＫ

ＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬
スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，ハリウッド

ターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ウルフトーンWolfe Tone（01牡 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Paddy Powe

r S‐L，ムアズブリッジＳ‐G3 ３着，種牡馬
＊ミレニアムウイング（03牡 Sadler's Wells）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，青嵐賞，支

笏湖特別，etc.
イディリケYdillique（05牝 Sadler's Wells）FR入着４回

トリステス Tristesse（11 牝 Broken Vow）FR４勝，P. Panacee‐L
＊アンアピーズド（09牝 Galileo）�入着

ミスタービッグニュ－ズMr. Big News（17牡 Giant's Causeway）�USA２
勝，Oaklawn S，ケンタッキーダービー‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈱リーディング＝千葉県山武郡芝山町 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

872 セブンスハーモニー２０２０ 牡・鹿 ４／１０
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayセブンスハーモニー
＊ Vice Regent

��
��
�ディボーステスティモニー鹿 2008 Angelic Song

12c
Northern Dancer M4×S5×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 セラフィックロンプ（04青鹿 マンハッタンカフェ）５勝，愛知杯‐G3（２回），府
中牝馬Ｓ‐G3 ２着，マーメイドＳ‐G3 ２着，糺の森特別（芝 2000），尾頭橋特別
（芝 1800）２着（２回），etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
ミカタ（13�黒鹿 アドマイヤムーン）�２勝
ヴィーヴァザキング（15牡鹿 ＊キングズベスト）�５勝
マーサーアン（18牡鹿 ルーラーシップ）�１勝
リュタン（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 エルソル（89鹿 ＊ロイヤルスキー）入着
ウルトラダン（97� ＊コマンダーインチーフ）１勝，�６勝�３勝�入着２回�
シュア（98� ＊ソヴィエトスター）３勝，新・新潟市制施行記念３着
ヒカルパラディーゾ（99牡 ＊リアルシヤダイ）�12 勝��
ヒカルダイチ（03牡 ダンスインザダーク）入着２回，�７勝

３代母 アズマローマン（79青鹿 ＊ラデイガ）１勝，��４勝
アズマフアンシー（86牝 アズマハンター）��入着

ショウブパワー（90牡 ブラツクスキー）��６勝，ゴールドＣ，しらさぎ賞，
戸塚記念２着

オーミマツカゼ（95牡 イブキマイカグラ）３勝，千里山特別２着，生田特別２
着，障害１勝

ダイヤッコ（87牝 アズマハンター）��６勝，トゥインクルレディ賞２着
メルクーリオ（93牡 ＊メンデス）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，かえで賞３着
ユニコーン（94牝 マルゼンスキー）出走

モエレスペクタクル（08牡 ＊マジックマイルズ）�２勝�４勝	５勝，ジュニア
クラウン２着

４代母 ＊ハイタニア（71 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ バンパサー（75牝 ＊ラデイガ）４勝，クイーンＳ，佐渡Ｓ

マルサスMalthus（92 牡 Temperence Hill）USA・PAN４勝，P. Emp
leados de Establos‐L，トラヴァーズＳ‐G1 ３着，ジムダンディＳ
‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

873 セラフィックロンプ２０２０ 牡・鹿 ５／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジセラフィックロンプ ＊ロイヤルスキー

��
��
�エルソル青鹿 2004 アズマローマン

＊ハイタニア 4r
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 セラミックガール（10栗 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
タイソウ（18牡栗 モーリス）�２勝，プリンシパルＳ‐L（芝 2000）３着，メルボル

ンＴ（芝 2200）

２代母 アスクレピアス（02栗 ＊ヘクタープロテクター）入着
クラサヴィカ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）�４勝�
ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，葉山特

別，カーネーションＣ，ＴＶ山梨杯３着，隅田川特別３着，etc.
サブマリン（12牡 ステイゴールド）�９勝
エクセレントミスズ（13牡 ナカヤマフェスタ）�３勝，兵庫特別，積丹特別，メル

ボルンＴ２着，早春Ｓ３着，知床特別３着，etc.
ハクユウセンター（16牝 アドマイヤムーン）��入着�１勝

３代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
ソリッドプラチナム（03牝 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，マーメイ

ドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
スティルウォーター（13牝 キングカメハメハ）３勝，鳴滝特別，高雄特別３着，

�２勝
ホッテストチケット（04牝 ＊ゼンノエルシド）１勝

マウイノカオイ（10牡 キングカメハメハ）２勝，知床特別，八雲特別２着，境
港特別３着，etc.

ハーマジェスティ（05牝 ＊ラムタラ）３勝，蔵王特別，西部スポニチ賞３着，天竜川
特別３着，etc.
ボードウォーク（15牝 オルフェーヴル）３勝，津軽海峡特別，釜山Ｓ２着，夏

至Ｓ３着
スマートリバティー（08牡 ステイゴールド）４勝，小牧特別，積丹特別，ムーンラ

イトＨ２着，etc.，障害２勝
アロンザモナ（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ‐OP

４代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
［子］ ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，

アーリントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

874 セラミックガール２０２０ �・栗 ３／１９

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケセラミックガール ＊ヘクタープロテクター

��
��
�アスクレピアス栗 2010 リザーブシート

＊インヴァイト 2f
Literat S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ソンヨン（10栗 ＊ティンバーカントリー）�入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
シキサイ（16牝栗 アッミラーレ）�２勝
クイーンキャンディ（17牝栗 オリオンザサンクス）��１勝

２代母 ワールドマジック（96栗 サツカーボーイ）�４勝�入着
セレンディップ（04牝 フサイチコンコルド）�４勝
ジェストダンサー（05牝 ＊オース）�４勝�
エジソン（06牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，ライラ

ック賞，日高特別２着，五稜郭Ｓ３着
イチフジホマレ（07� アドマイヤボス）	１勝
�入着５回��
ルーズベルト（08牡 ＊ティンバーカントリー）１勝，	５勝��入着３回
�

３代母 ロングドーター（79鹿 ＊ハードリドン）３勝
ロングセピア（87牝 マルゼンスキー）出走

マルタカウィーラ（96牝 ＊アレミロード）�１勝
ツルマルオーカン（03牡 ＊アルカング）�３勝
�入着，ウイナーＣ３着
ギオンゴールド（06牝 ゴールドヘイロー）�12 勝�５勝
�３勝�入着	�，
習志野きらっとスプリント３着，荒炎賞，九州ダービー栄城賞，etc.

ウメマツサクラ（13牝 ゴールドヘイロー）入着３回，なずな賞２着，つわ
ぶき賞３着，	２勝，兵庫若駒賞２着

ロングショウリ（88牡 ＊ナグルスキー）１勝，アザレア賞３着，�７勝，中津大賞典
３着，中津王冠３着

ロングシャーマン（91牡 サツカーボーイ）３勝，エメラルドＳ‐OP ３着，白鷺特別，
白鷺特別２着，etc.

ロングワールド（92牡 ＊トロメオ）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，七夕賞
‐Jpn3 ３着，福島民報杯‐OP ３着，etc.

ロングカイウン（93牡 ＊トニービン）６勝，七夕賞‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ５着，箱
根Ｓ，etc.

４代母 ロングジエスト（71黒鹿 ＊ダイハード）不出走
［子］ ロングブレイブ（75牡 ＊ヴイミー）３勝，中距離特別

販売申込者・所有者： 横井 哲＝日高町清畠 �01456-5-6321
生 産 牧 場： 横井 哲
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

875 ソンヨン２０２０ �・栗 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenソンヨン サツカーボーイ

��
��
�ワールドマジック栗 2010 ロングドーター

＊ノルマニア 5i
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：


