
母 カクテルラウンジ（05鹿 タニノギムレット）��２勝�１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）３着，オパールＣ（芝 1700）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－７（22）〕
フレアバーテンダー（11�栗 ＊グラスワンダー）�１勝��２勝
ミチェラーダ（12牝鹿 メイショウサムソン）�２勝��入着３回
ジンロックカフェ（13牡鹿 ＊ワークフォース）入着５回，�２勝��入着５回
グラヴィオーラ（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝��２勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，東京プリンセス賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），ユ
ングフラウ賞（Ｄ1400）２着，桜花賞（Ｄ1600）３着，リリーＣ（Ｄ1200）２着，
フルールＣ（Ｄ1000）３着

ブルーコーラル（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝
ヴィクトリアグラス（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝
ピーチリキュール（18牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�	未出走�１勝�１勝�
アークヴィルヌーブ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）���入着３回�２勝

２代母 ランニングヒロイン（93鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ノーマターホワット（00牝 ＊ソウルオブザマター）１勝，	１勝
リメンバードリーム（02牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，清里特別３着，雪うさぎ賞３着
スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和国杯

‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ３着，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

センターステージ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝
ラントゥザリード（08牝 タニノギムレット）１勝
ブロンドヒロイン（10牝 ＊グラスワンダー）入着２回，�２勝

ココニアル（17牝 ＊タートルボウル）�３勝，ライラック賞

３代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1043 カクテルラウンジ２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
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フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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�
� Forestry

�
�
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�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルカクテルラウンジ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン鹿 2005 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 カフジサファイア（15黒鹿 ロードカナロア）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 テイクザケイク（99黒鹿 ＊スキャン）４勝，御池特別２着
テイクエイム（07牡 ＊プリサイスエンド）４勝，�６勝
テイクアベット（08牡 サクラバクシンオー）５勝，鞍馬Ｓ‐OP ３着，安芸Ｓ，陽春

Ｓ，円山特別３着，etc.，�１勝��，サマーＣｈ‐Jpn3
エスケイティアラ（09牝 スズカマンボ）�６勝�１勝�８勝
テイクファイア（10牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，三宮特別
カフジテイク（12牡 ＊プリサイスエンド）７勝，根岸Ｓ‐G3，グリーンチャンネルＣ

‐L，フェブラリーＳ‐G1 ３着，プロキオンＳ‐G3 ２着，根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.，
���出走，種牡馬

カフジティアラ（13牝 カネヒキリ）出走
カフジエニアゴン（19牝 トランセンド）�２勝

ララメダイユドール（14牡 ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別，犬山特別２着，
福島放送賞２着，��４勝，福永洋一記念，二十四万石賞

カフジストーム（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝

３代母 エビスマイ（90鹿 ＊ラシアンルーブル）２勝，鶴見特別３着

４代母 ローレルハツピー（80鹿 トウシヨウボーイ）２勝，白河特別

５代母 リユウローレル（63栗 ＊ソロナウエー）２勝
［子］ リュウコマガダケ（76牡 ＊バリメライス）７勝，橿原特別
［孫］ ベストセーリング（86牡 ＊ホープフリーオン）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，

栗東Ｓ‐OP，ガーネットＳ‐OP ２着，etc.
テイユウハード（77牝 ＊ラフインゴラ）１勝，桶狭間特別，���７勝，
農林水産大臣賞典２着，東京盃２着，etc.

ベストライアー（89牡 ＊サウスアトランテイツク）４勝，伊吹山特別，土
湯特別，川西特別，etc.

オーゴンリュウ（76牡 ＊ラフインゴラ）４勝，浜名湖特別
エイブルテスコ（78牝 ＊ボールドアンドエイブル）３勝，袖ヶ浦特別

販売申込者・所有者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258
生 産 牧 場： ㈲ヒダカファーム
飼 養 者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258

1044 カフジサファイア２０２１ 牡・鹿 ３／２１

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� 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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムカフジサファイア ＊スキャン

��
��
�テイクザケイク黒鹿 2015 エビスマイ

＊カナデアンガール 2r
Mr. Prospector M4×S5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊カメリアローズⅡ（08 FR鹿 Oratorio）FR・USA２勝，G.P. de Clairefontaine
‐L ２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ドンドンキードン（16牝鹿 オルフェーヴル）１勝

２代母 ソラス Solaz（03 IRE 鹿 Galileo）FR入着

３代母 マウンテンホリーMountain Holly（93 GB鹿 Shirley Heights）GB出走

４代母 エラロマラ Ela Romara（85 GB鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB３勝，英ナッソーＳ
‐G2，ローザーＳ‐G2，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
［子］ アーリーン Earlene（97牝 In TheWings）GB・FR・IRE・GER５勝，

アルクール賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，愛パークＳ‐G3 ２着
フォイアー Foyer（91 牡 Sadler's Wells）GB２勝，キングエドワード七
世Ｓ‐G2，種牡馬

モザイクMosaic（02 牡 Singspiel）FR・UAE３勝，P. Scaramouche
‐L，P. de la Porte deMadrid‐L ２着

５代母 ロマラRomara（76 GB栗 Bold Lad）GB２勝
［子］ ソーロマンティック So Romantic（88 牝 Teenoso）GB・FR・ITY３勝，

P. Verziere‐L
モールトンボーイMoulton Boy（81牡 Moulton）GB・HKG３勝，Quee
nMother's Cup‐L，Hong Kong Gold Cup‐L ３着（２回）

ローマンガナー Roman Gunner（84 牡 ＊グランデイ）GB・AUS・BEL４
勝，G.P. de Bruxelles‐L ３着，AUS障害３勝

［孫］ ヤングバスター Young Buster（88 牡 Teenoso）GB・GER・USA・UA
E７勝，セプテンバーＳ‐G3，Gala S‐L，Winter Hill S‐L，etc.，
種牡馬

ニューサウスウェイルズNew SouthWales（00 牡 In TheWings）GB
・FR・IRE・GER４勝，キラヴランＳ‐G3，ヘンリー二世Ｓ‐G2 ３
着，種牡馬

ロマニープリンス Romany Prince（99� Robellino）GB１勝，Esher
S‐L ２着，March S‐L ３着，GB障害４勝

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1045 カメリアローズⅡ２０２１ 牡・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
�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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

オラトリオ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Oratorio MahrahカメリアローズⅡ ソラス Galileo

��
��
�Solaz鹿FR 2008 Mountain Holly

3c
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ガーランドワルツ（14鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アークヴェリスト（20牝鹿 ＊ノヴェリスト）���出走

２代母 ＊スーパーバレリーナ（94 CAN鹿 Storm Bird）入着
シングルプレイヤー（99牡 ＊アフリート）２勝
レインボーマリーン（06牝 サクラバクシンオー）１勝
ウインバリアシオン（08牡 ハーツクライ）４勝，日経賞‐G2，青葉賞‐G2，日本ダ

ービー‐G1 ２着，有馬記念‐G1 ２着，菊花賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ビップベリンダ（15牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ＊カウントオンアチェンジ（87 USA栗 Time for a Change）USA６勝，Et
obicoke H‐L（２回），George C. Hendrie H‐L ２着，Ontario Matron S
‐R ３着，Ontario Matron H‐R ３着
ナイスチェンジNice Change（95牝 Gulch）USA入着２回

シドカップ Sidcup（02� Running Stag）USA４勝，Prairie Bayou S，
Tejano Run S２着

ロックゴールド Rock Gold（04� El Prado）USA５勝，Don Ciccio S３着
バーニーファイフBarnie Fife（96 牝 Deputy Minister）USA入着

アメリカンクラシック American Classic（04� Distorted Humor）USA10 勝，
Budweiser S，Bill Thomas Memorial S２着，K.L.A.Q. H２
着，etc.

ニコネリーNiconellie（12� West Acre）USA４勝，Gulfstream Park Unb
ridled S‐R ３着，Prized S‐R ３着

４代母 カウントオンキャシー Count On Kathy（78 USA芦 Dancing Count）US
A４勝，Flirtation S２着，Politely S‐R ２着，Caesar's Wish H‐R ３
着，Miss Delaware S３着，Trevose S３着，etc.
［孫］ カウンテスダイアナ Countess Diana（95牝 Deerhound）USA７勝，ス

ピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アルシバイ
アディズＳ‐G2，etc.

エクソジェナス Exogenous（98 牝 Unbridled）USA５勝，ベルダムＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，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

1046 ガーランドワルツ２０２１ 牡・鹿 ４／１３
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フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account
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�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス
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�ハーツクライ アイリッシュダンスガーランドワルツ
＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2014 ＊カウントオンアチェンジ

19c
Storm Bird M3×S4 Damascus S4×M5

価格： 購買者：



母 カリズマ（09鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ワイルドフィクサー（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，�１勝
ジンクルポン（16牡栗 ストロングリターン）�１勝
スプリングローズ（18牝青鹿 フェノーメノ）入着２回，���入着３回
アストラガルス（19牡黒鹿 トゥザワールド）��入着
ヒーローエフエー（20牡鹿 メイショウサムソン）��出走

２代母 ＊ヴェルヴェットクイーン（01 GB鹿 Singspiel）FR１勝
リラックススマイル（06牝 Dubai Destination）入着

マローブルー（11牝 ディープインパクト）４勝，稲村ヶ崎特別，秩父特別，ユ
ートピアＳ２着，レインボーＳ２着，マレーシアＣ２着，etc.

マウントハレアカラ（12牡 カネヒキリ）３勝，初日の出賞，甲南Ｓ２着，イン
ディアＴ２着，浜名湖特別２着，梅田Ｓ３着，��１勝

デボネア（08牡 アグネスタキオン）１勝，弥生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ２着，皐
月賞‐G1 ４着

リージェンシー（10牝 タニノギムレット）２勝
チャーマー（11牡 ＊ストーミングホーム）１勝
リリックドラマ（14牝 ステイゴールド）４勝，トルマリンＳ，北斗特別，土湯温泉

特別，２０１９ＷＡＳＪ第２戦２着，高田城特別２着，etc.

３代母 ヴェルヴェットムーン Velvet Moon（91 IRE 鹿 ＊シャーディー）GB・FR４
勝，ローザーＳ‐G2，James Seymour S‐L
シリア Syria（98 牝 Halling）不出走

ターキッシュディライトTurkish Delight（03 牝 Doyoun）TUR１勝
ミスアレイナMiss Aleyna（11牝 Sabirli）TUR１勝，I.Inonu S‐L ２着
セディッフィ Seddifi（12 牝 Bekmezbey）TUR８勝，Disi Tay Deneme
One Thousand Guineas‐L ２着

＊ムーンバラッド（99牡 Singspiel）GB・IRE・USA・UAE５勝，ドバイワールドＣ
‐G1，ダンテＳ‐G2，マクトゥームチャレンジＲ２‐G3，etc.，種牡馬

ヴェルエットVelouette（00 牝 Darshaan）不出走
テレスコープ Telescope（10牡 Galileo）GB・USA５勝，ハードウィックＳ‐G2，

グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Aston Park S‐L，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： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1047 カリズマ２０２１ �・芦 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
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�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊エンドスウィープ
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�アドマイヤムーン マイケイティーズカリズマ
＊ Singspiel

��
��
�ヴェルヴェットクイーン鹿 2009 Velvet Moon

4k
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Sadler's Wells S5×M5

価格： 購買者：



母 カワカミハナコ（16鹿 ネオユニヴァース）不出走
初仔

２代母 ＊マウンテンウーマン（08 IRE 鹿 Montjeu）IRE 入着
マイネルクライマー（17牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��７勝�１勝�
ハクアイローレル（18牡 ＊ダンカーク）�１勝

３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
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）�USA６勝，First Lady S‐R，S
outhern Park S‐R，Cheryl S. White Memorial S３着

アウトフォファンOut for Fun（19牝 CityWeekend）�USA２勝，Emeral
d Necklace S‐R，Joshua Radosevich Memorial S‐R ３着

４代母 ヒルオヴスノーHill of Snow（92 GB鹿 Reference Point）IRE１勝
［子］ 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）G
B２勝，Further Flight S‐L

スノーファイア Snowfire（99 牝 Machiavellian）GB・USA１勝，英１００
０ギニー‐G1 ２着，Oh So Sharp S‐L ２着

［孫］ 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.

［曾孫］ カネリーロー Canary Row（10� Holy Roman Emperor）GB・IRE６
勝，Ruby S‐L

５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 �090-9517-4750

1048 カワカミハナコ２０２１ �・栗 ２／２５
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＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲
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� エンパイアメーカー
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�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスカワカミハナコ
＊ Montjeu

��
��
�マウンテンウーマン鹿 2016 Preseli

4m
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 カグラヤルージュ（15黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
初仔

２代母 アルウェット（06鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
ミュークロール（12牝 ゴールドアリュール）入着２回，�３勝�２勝
トミケンライニ（14牝 ゼンノロブロイ）��１勝
カッティングロック（17牡 ベルシャザール）�１勝

３代母 ＊アルヴァーダ（00 GB黒鹿 Hernando）FR・ITY・USA４勝，ラプレヴォワ
イヤントＨ‐G2，グレンズフォールズＨ‐G3，サンタラリ賞‐G1 ３着，ロングア
イランドＨ‐G2 ３着，グイドベラルデリ賞‐G3 ３着
パイクスピーク（08牝 アグネスタキオン）１勝，閃光特別３着

アルピニズム（17牡 ローエングリン）�４勝，サンライズＳ，ハッピーエンドＣ
アルヴェロン（10牡 ダイワメジャー）２勝，ゆりかもめ賞
ロングスピーク（12牡 ハーツクライ）２勝，臥牛山特別，白川特別２着

４代母 ラリンディ Lalindi（91 IRE 鹿 Cadeaux Genereux）GB７勝
［子］ アダージョ Adagio（04 牡 Grand Lodge）GB・USA11 勝，クレイヴァン

Ｓ‐G3，Volponi S‐L ３着
［孫］ バンザリ Banzari（12 牝 Motivator）GB・FR・CAN５勝，ラクープドメ

ゾンラフィット‐G3，P. Luth Enchantee‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1
３着，etc.

５代母 スーンバ Soemba（83 GB鹿 General Assembly）GB１勝
［孫］ コンプトンアドミラル Compton Admiral（96 牡 Suave Dancer）GB３

勝，エクリプスＳ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，ソラリオＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

サモナー Summoner（97� Inchinor）GB・UAE６勝，クイーンエリザ
ベス二世Ｓ‐G1，National Day Cup‐L，Strensall S‐L ２着，etc.

ホワイトフットWhitefoot（97 牝 Be My Chief）GB２勝，Newbury
Fillies' Trial S‐L，Zetland S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1049 カグラヤルージュ２０２１ �・栗 １／１１

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythカグラヤルージュ ＊エンパイアメーカー

��
��
�アルウェット黒鹿 2015 ＊アルヴァーダ

7a
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 カゼノサファイア（10青 スパイキュール）２勝，���１勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
カゼノスバル（18牡鹿 カゼノグッドボーイ）��２勝��

２代母 フェアリーバニヤン（03青鹿 Honour and Glory）��２勝
マクロバニヤン（09牡 ゴールドアリュール）�３勝��４勝
フラワーハート（11牝 サムライハート）１勝

レオフューチャー（18牡 ＊アジアエクスプレス）�	３勝
シャンパンサーベル（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ロンドンタウン（13牡 カネヒキリ）５勝，エルムＳ‐G3，マーチＳ‐G3 ２着，etc.，


１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，etc.，KOR
２勝，Korea Cup‐L（２回），種牡馬

ケンパラドックス（14牡 タイムパラドックス）��２勝
ロンリーハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�	入着２回
グレートバニヤン（16牡 ダイワメジャー）２勝
カシノアンバー（17牝 ＊タートルボウル）
３勝
トラストドーベル（18牝 オルフェーヴル）��６勝

３代母 ＊キャタラクト（99 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ペルルノワール（04牝 ＊ブライアンズタイム）４勝
ミヤジエルビス（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，アクアラインＳ，ドンカスター

Ｃ，鹿島特別，etc.

４代母 クイーンタッタQueen Tutta（92 USA栗 Kris S.）USA５勝，Pebbles S
‐L，トップフライトＨ‐G1 ２着，ランパートＨ‐G2 ２着，ジョーネイマスＨ
‐G3 ２着，Turnback the Alarm H‐L ２着，etc.

５代母 タッタTutta（88 USA栗 In Reality）不出走
［孫］ ランウィズジョイ RunWith Joy（04牝 Ghazi）USA４勝，Frances G

enter S‐R，Minnesota Oaks‐R，Northern Lights Debutante
S‐R ２着

［曾孫］ ジャンツェズファンシーフレンド Jantzesfancyfriend（10� Friends Lake）
USA１勝，Minnesota Derby‐R ３着

販売申込者・所有者： �プログレスファーム＝新冠町高江 �0146-47-2453
生 産 牧 場： �プログレスファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

1050 カゼノサファイア２０２１ 牡・黒鹿 ２／２８
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

�
�
�
�
�

��
��

�スパイキュール ＊クラフテイワイフカゼノサファイア Honour and Glory

��
��
�フェアリーバニヤン青 2010 ＊キャタラクト

13c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 カタストロフィ（12栗 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ダンツキック（19�青鹿 フェノーメノ）�未出走

２代母 シャイニンルビー（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，
オーロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，エイプリルＳ
‐L ２着，etc.
シャイニンアーサー（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，八重桜賞，白井

特別３着，隅田川特別３着，八ヶ岳特別３着
アトランティード（10牝 Curlin）１勝

ルクルト（17牡 ＊キングズベスト）�３勝，福島中央ＴＶ杯，会津特別２着，十
日町特別２着

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンググラス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川特別，広

瀬川特別，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

ールデンサドルＴ３着
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

小倉日経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
キョウエイアシュラ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，函館２
歳Ｓ‐Jpn3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，��１勝��，
テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3，etc.

ダノンミル（08� ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，
野分特別２着，etc.，�１勝�４勝��

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝浦河町西幌別 �090-9083-2713
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1051 カタストロフィ２０２１ 牡・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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlカタストロフィ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンルビー栗 2012 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キアーロ（05栗 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（38）〕
サマーグレース（12牝栗 ＊ケイムホーム）�９勝��
シゲルシマカツオ（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）��３勝
カサマツブライト（14牝鹿 アドマイヤムーン）��３勝�10 勝�入着�
ケンゴッド（16牡栗 ＊パイロ）��入着４回��２勝
セイペイシェンス（17牡黒鹿 ＊ベーカバド）��未出走�１勝�10 勝��

２代母 アローム（90栗 ＊ノーザンテースト）２勝，エルフィンＳ‐OP，紅梅賞‐OP ２着
ヒダカプロテクター（95牡 ＊ヘクタープロテクター）５勝，阿蘇Ｓ，安芸Ｓ，姫路特別
アマーレ（98牝 ＊トニービン）２勝

ブラッシュアップ（05牡 バブルガムフェロー）４勝，舞鶴特別２着，えりも特
別２着，銀蹄Ｓ３着，銀嶺Ｓ３着，神無月Ｓ３着，etc.，�７勝

ユウキュウ（99牡 ＊エリシオ）�13 勝��	入着７回���
��，六甲盃２着，オ
ータムスプリントＣ３着，オータムＣ３着，名古屋記念３着

アスール（01牝 ＊フォーティナイナー）１勝
フレールフィーユ（19牡 エスポワールシチー）���３勝，クラウンＣ

フローネ（03牝 アグネスタキオン）２勝，あやめ賞３着
キティラ（18牝 ＊バトルプラン）１勝，朱竹賞３着

フェスティヴマロン（04牝 ＊クロフネ）３勝，由比ヶ浜特別３着，クリスマスキャロ
ル賞３着，宝ケ池特別３着

レインボーダリア（07牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，エリザベス女王杯‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1 ５着，五稜郭Ｓ，大倉山特別，摩周湖特別，etc.

クラウディア（08牝 マンハッタンカフェ）入着，��１勝
スターアイリス（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�５勝，土佐春花賞，黒潮皐月賞２着

３代母 ＊ストロークト（83 USA栗 Riverman）USA５勝，Eggy S‐R ２着
ロングスターダム（96牝 ＊ノーザンテースト）不出走

トゥインクル（11牡 ステイゴールド）５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，ステイヤー
ズＳ‐G2 ３着，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，etc.

ゲームコンパイラ（98牝 メジロライアン）出走
アルマディヴァン（10牝 メジロベイリー）５勝，中京記念‐G3 ２着，幕張Ｓ，

知立特別，etc.

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
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

1052 キアーロ２０２１ 牡・栗 ４／１５

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤキアーロ ＊ノーザンテースト

��
��
�アローム栗 2005 ＊ストロークト

8h
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 キアーロベルタ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ディレットヴィータ（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）��入着２回
ローザキアーロ（19牝栗 トランセンド）��３勝
トリマゴクイーン（20牝黒鹿 エイシンフラッシュ）��入着

２代母 レースオブスターズ（03栗 アグネスタキオン）出走
ギムオブスターズ（18牡 タニノギムレット）��１勝�入着３回

３代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
シャイニンレーサー（91牝 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，京都牝

馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オー

ロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞

‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
サンシャワーキッス（95牝 アンバーシヤダイ）不出走

キョウエイアシュラ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，函館２歳Ｓ
‐Jpn3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，��１勝�	，テレ玉
杯オーバルＳ‐Jpn3，etc.

アグネススペシャル（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オールカマー‐Jpn2 ２着，
ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

スターリーロマンス（98牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西日本ス
ポーツ杯３着
ダノンミル（08
 ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分

特別２着，etc.，�１勝	４勝��
ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
ミルルーテウス（04牝 アグネスタキオン）１勝

コスモカレンドゥラ（16牡 ＊ノヴェリスト）�４勝，アイビーＳ‐L ２着，ホー
プフルＳ‐G1 ４着，関門橋Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

1053 キアーロベルタ２０２１ �・鹿 ３／２７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキアーロベルタ アグネスタキオン

��
��
�レースオブスターズ鹿 2012 ＊ミルレーサー

22d
Northern Dancer S4×M5 Fappiano M4×S5 Le Fabuleux M4×M5
In Reality M5×M5
価格： 購買者：



母 グレイトアプローズ（16鹿 オルフェーヴル）出走
初仔

２代母 セレブリティ（08鹿 タニノギムレット）２勝，白根特別

３代母 タニノシスター（93栗 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，ゆうすげＳ２着，船橋Ｓ３着
タニノエクセレント（01牝 ＊ブライアンズタイム）�７勝

テーブルスピーチ（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，鹿屋特別，木津川特別３着
タニノタビト（19牡 オルフェーヴル）��５勝，東海ダービー，駿蹄賞

タニノベリーニ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，ムーニーバレーレーシングクラ
ブ賞２着，ゆきやなぎ賞３着

ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1（２回），
天皇賞（秋）‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，日本ダービー‐Jpn1，阪神ジュベ
ナイルフィリーズ‐Jpn1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝（2回）

＊タニノアーバンシー（13牝 Sea The Stars）４勝，西部スポニチ賞，須磨特別，
不知火特別２着

＊タニノフランケル（15牡 Frankel）４勝，小倉大賞典‐G3 ２着，中山金杯‐G3
３着，アイビーＳ‐OP ３着，etc.，種牡馬

＊タニノミッション（16牝 Invincible Spirit）１勝，鶴橋特別２着
ズブロッカ（05牝 ＊アグネスデジタル）�入着

ラブリロンリロンス（16牡 ナカヤマフェスタ）１勝，萌黄賞２着，��１勝
ラテラルアーク（11� ディープスカイ）２勝，葉山特別３着，蓬莱峡特別３着

４代母 エナジートウショウ（87鹿 トウシヨウボーイ）不出走
［子］ スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ

ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.
スカイアンドリュウ（97牡 ＊ポリッシュパトリオット）４勝，京王杯スプ
リングＣ‐G2 ２着，朱雀Ｓ，山陽特別，etc.，種牡馬

マイネルダイナモ（04牡 ＊マリエンバード）３勝，みなみ北海道Ｓ‐L ３着，
北海Ｈ，臥牛山特別，etc.

スリートウショウ（95牡 ニホンピロウイナー）４勝，妙高特別３着，比良
山特別３着

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1054 グレイトアプローズ２０２１ 牡・鹿 ２／２５

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kitten's Firstホークビル トレンサ Giant's Causeway

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートグレイトアプローズ タニノギムレット

��
��
�セレブリティ鹿IRE 2016 タニノシスター

＊フロリースカツプ 3l
Roberto S5×M5

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：４〕
ラインウィンド（19牡鹿 ホッコータルマエ）���入着
ショッキングブルー（20牝鹿 ＊バゴ）�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
スペシャルドラマ（18牡 エピファネイア）�３勝，秩父特別

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： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1055 キスオブザビーナス２０２１ �・鹿 ３／１８
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊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
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 キモンオレンジ（11鹿 ダンスインザダーク）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ラブミーピンク（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）２着

ロードレイライン（18牡鹿 ストロングリターン）�２勝，河口湖特別（Ｄ1400）２着
アグルーメ（20牝鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 コパノプレゼント（06鹿 サクラバクシンオー）不出走
コパノハート（12牝 コパノフウジン）入着，�２勝�入着，フルールＣ

コパノキャッチング（18牡 コパノリチャード）�１勝
ラブミーリバティー（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�１勝�１勝�３勝�１勝��
コパノニューヨーク（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝��２勝�
キモンボーイ（16牡 キモンノカシワ）１勝，��５勝���入着２回�
ラブミーパラダイス（17牝 コパノリチャード）��６勝�１勝��

３代母 ウルトラシートゥ（96鹿 Gulch）３勝
メイショウロフウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，はこべら賞３着

４代母 ＊シートゥシャイニングシー（91 USA青鹿 Devil's Bag）USA２勝，Rainbo
wMeadows Thoroughbreds H２着，Ribbonwood Farm H３着
［孫］ キモンレッド（08牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，内房Ｓ，etc.，

�１勝�２勝	入着２回���，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1
３着，etc.

ケンブリッジナイス（10牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝�１勝�入着	，
しらさぎ賞２着，東京シンデレラマイル２着，ロジータ記念２着，etc.

ドゥフトライネン（09牡 アドマイヤボス）��５勝�２勝�，戸塚記念３
着，福永洋一記念３着

モザイク（14牡 タニノギムレット）３勝，熱田特別，小牧特別２着，清洲
特別３着，障害１勝

キモンホワイト（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，なでしこ賞
リワードシャンヴル（07牡 ＊クロフネ）�16 勝
１勝���入着２回�，
福山ＣｈＳ２着，九州ダービー栄城賞３着

アイビスティ（10牝 メイショウサムソン）�１勝�８勝，新春ペガサスＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1056 キモンオレンジ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２２

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイキモンオレンジ サクラバクシンオー

��
��
�コパノプレゼント鹿 2011 ウルトラシートゥ

＊シートゥシャイニングシー 2b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 キャラメリゼ（09栗 ＊ブライアンズタイム）�２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－２（14）〕
キラキラオーラ（15牝鹿 ＊バトルプラン）��５勝�１勝��５勝
レモンスカッシュ Lemon Squash（16牡鹿 ＊ベーカバド）�SIN２勝
ラヨドラード（17牡栗 カネヒキリ）�３勝�
メガフラッシュ（19牡栗 ワールドエース）��出走��入着２回

２代母 ＊マジェスティックラニア（02 IRE 栗 Giant's Causeway）不出走
シルクマイホーム（06牝 ＊ストーミングホーム）１勝
ガンマーバースト（07牡 スペシャルウィーク）５勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，etc.，��５勝，

勝島王冠，埼玉新聞栄冠賞，埼玉新聞栄冠賞２着，埼玉新聞栄冠賞３着，etc.
クリールマグナム（08� ＊クロフネ）１勝，��４勝
ヒルノアマランテ（16牡 マンハッタンカフェ）�１勝，�２勝

３代母 クリスタルリングCrystal Ring（88 IRE 鹿 Kris）GB１勝
カテーラ Catella（96 牝 ＊ジェネラス）FR・GER・ITY・USA・UAE・HKG８勝，

エールドガス大賞‐G1，ゲルリンク賞‐G2，ヘニンガートロフィ‐G2，etc.
カプリス Caprice（03 牝 Monsun）FR・GER・USA４勝，ロバートＧディックメ

モリアルＨ‐G3，La Zanzara H，シープスヘッドベイＳ‐G2 ３着，etc.
リジーレッティ Lizzey Letti（98 牝 Grand Lodge）GB・GER２勝，Nereide‐R

ennen‐L
グランドトレジャーGrand Treasure（10 牝 Aussie Rules）FR・ITY２勝，

Criterium Femminile‐L，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. Eupili‐L
２着，etc.

リングオヴエスティームRing of Esteem（99牝 Mark of Esteem）不出走
ティンシュ Tinshu（06牝 ＊ファンタスティックライト）GB10勝，Quebec S

‐L，Magnolia S‐L ２着，Winter Derby Trial S‐L ２着
クリスタルクワイアCrystal Choir（00 牝 Singspiel）GB出走

コルセール Corsaire（06 牝 Anabaa）AUS２勝，MRCQuezette S‐L，
MRCMerson Cooper S‐L，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ
‐G3 ２着

デボネアリーDebonairly（14 牝 ＊スニッツェル）AUS４勝，Scone RCWoo
dlands S‐L

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1057 キャラメリゼ２０２１ 牡・栗 ３／２７
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayキャラメリゼ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジェスティックラニア栗 2009 Crystal Ring

21a
Storm Cat S4×M4 Graustark M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊キューバンリズムⅡ（05 USA鹿 Kingmambo）GB入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（12）〕
プライドイズメシア（10牡鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ジョーチャーリー（11牡黒鹿 マンハッタンカフェ）��１勝・１勝��６勝
ダイアゴナルパス（14牝黒鹿 アドマイヤムーン）�１勝�入着，筑紫野賞
（Ｄ1750）３着

レッドカード（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝�入着��，北斗盃（Ｄ1600），
留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，ブロッサムＣ（Ｄ1700）２着，王冠賞（Ｄ1800）３着

タイセイルージュ（18牝栗 ダイワメジャー）１勝，�地方未出走
フォルキュンデス（20牝栗 バンブーエール）�地方未出走

２代母 ＊クルナコーヴァ（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IRE２勝，Denny C
ordell Lavarack Memorial S‐L，マルセルブサック賞‐G1 ３着，Athasi S‐L
２着
アドマイヤダリヤ（11牡 フジキセキ）２勝

３代母 バミューダクラシック Bermuda Classic（83 IRE 鹿 Double Form）IRE２
勝，カラＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3，Orchardstown Stud S‐L ２着，グラ
ッドネスＳ‐G3 ３着，デズモンドＳ‐G3 ３着，etc.
トロピカル Tropical（90 牝 Green Desert）GB・FR・IRE７勝，フライイングファ

イヴＳ‐G3（２回），フィーニクススプリントＳ‐G3，カラＳ‐G3，etc.
トロピカルスター Tropical Star（00	 Machiavellian）UAE７勝，アルシン

ダガスプリント‐G3，マハブアルシマール‐G3，ドバイゴールデンシャヒ
ーン‐G1 ２着，etc.

ティベスティTibesti（02 牝 Machiavellian）不出走
ムーヴインタイムMove In Time（08	 Monsieur Bond）GB・FR・IR
E11 勝，アベイドロンシャン賞‐G1，プティクヴェール賞‐G3，Rous
S‐L，etc.

シェイクザヨーク Shake the Yoke（93牝 Caerleon）GB・FR・USA５勝，コロ
ネイションＳ‐G1，ウィルシャーＨ‐G3，グロット賞‐G3，etc.
シェイクオフ Shake Off（01 牝 A.P. Indy）USA３勝，Barona Cup H‐L，

Flawlessly S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1058 キューバンリズムⅡ２０２１ 牡・栗 ３／３１
＊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

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo MiesqueキューバンリズムⅡ
＊ Sadler's Wells

��
��
�クルナコーヴァ鹿USA 2005 Bermuda Classic

14c
Northern Dancer M4×S5×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 クインズプリンセス（15栗 アドマイヤオーラ）出走
初仔

２代母 クイーンオブタイム（95栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
ケイユウリズム（99牝 ＊ブラッシングジョン）�３勝
シルクストリート（02牡 ＊タバスコキャット）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，飯坂

温泉特別２着，福島放送賞２着
ジャパンペガサス（03牡 フサイチコンコルド）�１勝
シルクアドニス（04牡 ＊ラムタラ）�７勝��
シルクダイナスティ（05牡 ＊カリズマティック）４勝，舞鶴特別，大津特別３着，障

害１勝，�２勝，摂津盃２着
シルキーブリス（06牝 ＊チーフベアハート）�２勝
シルクデイブレイク（07牡 ＊アジュディケーティング）３勝
シルクシンフォニー（09牝 ＊ストーミングホーム）２勝，�１勝�１勝，姫山菊花賞３着

ブルベアイリーデ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�６勝，ＢＳＮ賞‐L，オアシス
Ｓ‐L，東海Ｓ‐G2 ３着，オアシスＳ‐L ２着，グリーンチャンネルＣ‐L
２着，etc.

キングオブタイム（11牡 ＊キンググローリアス）１勝
タイムカム（12牝 ＊ケイムホーム）�２勝�
マルボルクシチー（14牡 スターリングローズ）���４勝

３代母 ロイヤルシルキー（83栗 ＊ロイヤルスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ３着，新春４歳牝馬Ｓ‐OP ３着，信濃川特別，あさがお賞，etc.
アリジャポネ（89牡 ＊ノーザンテースト）４勝，柏崎特別，茨城新聞杯２着，利根川

特別２着，etc.
ロイヤルグリッター（90牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，ＮＳＴ賞３着
シルクルネッサンス（91牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，彦星賞，大島特別２着，成

田特別２着，etc.

４代母 ＊モミジⅡ（72 CAN黒鹿 Laugh Aloud）USA12 勝，Niagara H，Nettie
H，Breeders' S，Nassau S（２回），Canadian S‐R，etc.
［孫］ マーベラスサンデー（92牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，宝塚記念‐Jpn1，

産経大阪杯‐Jpn2，京都大賞典‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1059 クインズプリンセス２０２１ �・栗 ３／１４

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤオーラ ビワハイジクインズプリンセス ＊ブライアンズタイム

��
��
�クイーンオブタイム栗 2015 ロイヤルシルキー

＊モミジⅡ 9h
Roberto M4×S5 ロイヤルスキーM4×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 グローブ（10栗 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ワキノフラッシュ（18牡鹿 エイシンフラッシュ）入着，��１勝
オステリア（19牡栗 ＊ドレフォン）�１勝
プレザントアンクル（20牡鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 ＊ホワイトトルネード（96 IRE 鹿 ＊ウォーニング）FR１勝
ヴォークリンデ（01牝 Singspiel）１勝

グラーネ（09牡 ネオユニヴァース）２勝，鶴橋特別３着，��７勝
コパノマリーン（13牝 ヴィクトワールピサ）４勝，不知火特別，織姫賞

グランプリペガサス（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，�１勝��入着
テイエムザエックス（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，四国新聞杯，大須特別，マ

ラヤンＲＡＴ，名古屋城Ｓ２着，上賀茂Ｓ２着，etc.

３代母 ホワイトヘイヴンWhitehaven（87 GB鹿 Top Ville）GB・FR３勝，ポモー
ヌ賞‐G2，P. de la Porte de Passy‐L，マルレ賞‐G2 ２着，パークヒルＳ‐G2
３着，クレオパトル賞‐G3 ２着，etc.
コープランド Copeland（95� ＊ジェネラス）GB・FR・GER・SWI５勝，G.P. d

e Lyon‐L，G.P. de Clairefontaine‐L，G.P. du Sud‐Ouest‐L ２着，etc.，
GB・IRE障害６勝

エナーデイルEnnerdale（03 牝 Singspiel）FR・IRE出走
エクレアビッグバン Eclair Big Bang（10� Savabeel）AUS・HKG９勝，コ

ールフィールドギニーズプレリュード‐G3，ＶＲＣデインヒルＳ‐G2 ３
着，MRCCaulfield Village S‐L ３着

サマラダンサー Samara Dancer（13 牝 Hinchinbrook）AUS２勝，ＭＲＣブ
ルーダイアモンドプレリュードＦ‐G2，ＶＲＣデインヒルＳ‐G2 ３着

ブラックセイル Black Sail（14� Savabeel）�AUS８勝，SAJC Colin Haye
s Memorial Cup‐L，ＭＲＣサンダウンギニーズ‐G2 ３着，VRCDesi
rable S‐L ２着，etc.

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： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
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

1060 グローブ２０２１ 牡・栗 ４／１５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケグローブ
＊

＊ウォーニング

��
��
�ホワイトトルネード栗 2010 Whitehaven

4m
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 グローリアスイリス（14黒鹿 メイショウサムソン）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
インカラム（19牡青鹿 フェノーメノ）��出走
ロドレッタ（20牝黒鹿 サトノクラウン）��出走

２代母 ミリオンセラー（09青鹿 フジキセキ）��２勝
ダブルミリオン（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��５勝
ワイズファースト（16牡 ベルシャザール）�１勝��

３代母 ハッピーリクエスト（97栗 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，北野特別，
野分特別，対馬特別，下鴨Ｓ２着，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
ハッピープレゼント（05牝 アグネスタキオン）２勝，豊中特別，八幡特別２着，西

部日刊スポーツ杯２着，etc.
ミルグラシアス（14牡 ＊クロフネ）��２勝�１勝��７勝�，ブリーダーズゴ

ールドジュニアＣ３着
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.
マカリオス（07牡 ネオユニヴァース）２勝，日豊特別３着，川内特別３着
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

ポップフランセ（16牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝，成田特別３着

４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.
［孫］ 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.
［曾孫］ 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.
テンクウ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝，ジュニアＣ‐LR，新潟２歳Ｓ
‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1061 グローリアスイリス２０２１ �・鹿 ２／２８

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアングローリアスイリス フジキセキ

��
��
�ミリオンセラー黒鹿 2014 ハッピーリクエスト

＊エイプリルソネット 12
ダンシングブレーヴ S4×M4 Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 クリノクロフネ（09芦 ＊クロフネ）��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（９）〕
フライングビーノ（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）��９勝
マイネルアミスター（18牡鹿 ミッキーアイル）�１勝
ミイヒダンサーツー（19牝黒鹿 メイショウボーラー）�地方未出走
タンバアズキ（20牝芦 インカンテーション）�地方未出走

２代母 クリノリボン（92黒鹿 ウインザーノツト）��８勝
クリノキンコ（02牝 サニーブライアン）��１勝
クリノステルス（05牝 ＊アジュディケーティング）��１勝

３代母 テンザンラツキー（85芦 ＊ラツキーソブリン）１勝
ミツルマサル（91牡 ミナガワビクトリー）２勝，プラタナス賞，�12 勝，オグリキ

ャップ記念３着
ミスピアノ（94牝 サクラテルノオー）�４勝

４代母 マーブルスズラン（80芦 ＊ゼダーン）出走

５代母 マーシヤルライフ（69鹿 ＊オンリーフオアライフ）��出走
［子］ リネンジヨオー（74牝 ＊フィルモン）７勝，小倉記念，京都牝馬特別，エ

リザベス女王杯３着，etc.
マーブルジヨージ（83� ＊ミルジヨージ）１勝，医王寺特別２着，�６勝
�入着

［孫］ チョウカイエクセル（86牡 ＊ラシアンルーブル）４勝，新潟記念‐Jpn3 ３
着（２回），東スポ杯‐OP，天の川Ｓ，etc.

チョウカイフリート（84牡 ＊パーソロン）５勝，朱鷺Ｓ‐OP，青葉賞‐OP，
新津特別，etc.

ミルキーウイナー（93牡 ニホンピロウイナー）４勝，春風Ｓ，比良山特別，
清水Ｓ２着，etc.

ミサキパワー（82牡 ＊パーソナリテイ）２勝，さわらび賞，周防灘特別３
着，�１勝

チョウカイソユーズ（92牡 ＊クリエイター）１勝，水仙賞２着
モガミロマン（83牝 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，野苺賞３着

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1062 クリノクロフネ２０２１ 牡・鹿 ２／１４

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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クリノクロフネ ウインザーノツト

��
��
�クリノリボン芦 2009 テンザンラツキー

＊クヰツクランチ 4r
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ギンザクイーンビー（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（10）〕
ギンザマトリックス（13牡栗 ジャングルポケット）１勝，���１勝�
メガディスカバリー（16�鹿 ＊ワークフォース）１勝，���１勝
コウユーモテモテ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）����１勝・５勝�１勝
パーフェクトボディ（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）�	１勝

２代母 アーネストデザイア（96鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
スウィートデザイア（01牝 ＊アフリート）
３勝	３勝�入着６回
アイアンクロウ（02牡 ＊エルコンドルパサー）
３勝
グッドバニラ（03牝 ＊エンドスウィープ）１勝
フサイチアソート（05� ＊トワイニング）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，中日新聞杯

‐Jpn3 ２着，障害１勝
オペラ（08牡 ＊スニッツェル）入着４回，��１勝
ギャラクシーイクスプレスGalaxy Express（10 牡 ＊ロージズインメイ）SIN７勝
リアンドジュエリー（12牝 ＊クロフネ）２勝，ミモザ賞
キューノキセキ（13牡 ＊ブレイクランアウト）
３勝

３代母 リストレーション（86栗 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，天
皇賞（秋）‐Jpn1 ４着，漁火特別，竜飛崎特別，勿来特別，etc.
アカンプリッシュ（95牝 ＊トニービン）１勝

アクレイム（02牡 スペシャルウィーク）４勝，鹿野山特別，湾岸Ｓ２着，豊栄
特別２着，etc.

ステイツマンシップ（06牡 ステイゴールド）２勝，東京ウェルカムプレミアム２着
ツクバオトメ（08牝 ネオユニヴァース）１勝
ベルジュネス（16� ＊ロージズインメイ）�３勝，犬山特別，鳥屋野特別２
着，菅名岳特別２着，etc.

リベレーション（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，湾岸Ｓ，節分賞，スピカＳ２着，etc.
マイネリスペクト（08牝 リンカーン）�18 勝，黒潮皐月賞，高知優駿２着
ロマネクイーン（10牝 ＊マイネルラヴ）２勝，紫川特別２着

４代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）USA２勝
［曾孫］ アイアンルック（06牡 アドマイヤボス）２勝，毎日杯‐G3

販売申込者・所有者： 福岡 駿弥＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0074
生 産 牧 場： 福岡 駿弥
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

1063 ギンザクイーンビー２０２１ 牡・鹿 ２／ ４

＊

＊ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandギンザクイーンビー ＊サンデーサイレンス

��
��
�アーネストデザイア栗 2006 リストレーション

＊リセス 19b
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ゲイエティ（14栗 タニノギムレット）�１勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
シュシュメジェール（20牝黒鹿 サトノアラジン）�地方未出走

２代母 サンシャインバレイ（95栗 ＊サンデーサイレンス）入着
ワスレナイデ（02牝 ＊フレンチデピュティ）出走

モグモグパクパク（10牡 メイショウボーラー）５勝，尾張Ｓ‐L ２着，クリスマ
スローズＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP ３着，上越Ｓ，由比ヶ浜特別，etc.

マルクナッテ（11牝 ローエングリン）１勝，檜原湖特別２着，蔵王特別２着，
筑紫特別３着，筑後川特別３着

ディーエスボランチ（04牡 サツカーボーイ）２勝，新緑賞
クラシックヴィオラ（09牝 ジャングルポケット）�７勝
マイネルサンオペラ（10牡 ＊オペラハウス）４勝，信夫山特別，潮来特別
フミノスナイパー（11� マヤノトップガン）３勝，国東特別３着
ライドオンウインド（12牡 ＊アグネスデジタル）４勝，鳳雛Ｓ‐OP，箕面特別，くす

のき賞，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
ディアビオラン（15牝 タニノギムレット）１勝

３代母 メイジホリデイ（80栗 ＊ナイスダンサー）入着
メイジサファイア（88牝 ＊パンザー）不出走

ファインルナラック（96牝 ＊カコイーシーズ）３勝，羽鳥湖特別，岩室特別３着
ヴァルドルフ（05牡 ＊デザートキング）１勝，三国特別２着

サスケ（89牡 ＊ミシシツピアン）�５勝���，北斗盃２着，王冠賞３着
アルペンウッセロ（92牝 ホリスキー）３勝，苫小牧特別２着

ゴールデンシンガー（00牡 ＊トニービン）１勝，胎内川特別２着，横津岳特別３
着，湯川特別３着

ローランマアビイ（94牝 ＊リアルシヤダイ）�１勝
ローリーステック（99牡 サクラバクシンオー）１勝，白山特別３着

４代母 メイジガルボ（73栗 ＊フアバージ）５勝，福島大賞典，安田記念２着，中京３
歳Ｓ‐OP，東北３歳Ｓ‐OP
［孫］ シーズプリンセス（94牝 ＊カコイーシーズ）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，

阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805
生 産 牧 場： 春木ファーム
飼 養 者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805

1064 ゲイエティ２０２１ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルゲイエティ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンシャインバレイ栗 2014 メイジホリデイ

＊トリーモス 14c
サンデーサイレンス S3×M3 Caro S4×M5 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ゲストアスリート（05黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝，蔵王特別（芝 2600）３着
〔産駒馬名登録数：４〕
エムアイグランツ（16牡黒鹿 ＊ベーカバド）障害１勝

２代母 ＊カーラヤ（96 IRE 鹿 Darshaan）GB出走
ダノンビート（04牡 Beat Hollow）�１勝��
クリスタルステージ（08牝 アドマイヤコジーン）�１勝
ステツクテンテン（12牡 ローエングリン）�１勝��

３代母 カラタKalata（84 IRE 鹿 Assert）FR出走
キサンガ Kithanga（90牝 Darshaan）GB・FR・IRE３勝，セントサイモンＳ‐G3，

Galtres S‐L，愛セントレジャー‐G1 ３着，etc.
ミランMilan（98牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA３勝，英セントレ

ジャー‐G1，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，ＢＣターフ‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

ゴーフォーゴールドGo For Gold（01� Machiavellian）GB・IRE・UAE１
勝，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2 ３着，ゴードンＳ‐G3 ２着，
Michael Seely Memorial Glasgow S‐L ３着

キバラKibara（03牝 Sadler's Wells）GB１勝
デュバラDubara（14牝 Dubawi）GB・USA３勝，Marie G. Krantz Memori
al S，Blushing K. D. S３着，Ellis Park Turf S３着

カハラ Kahara（04牝 Sadler's Wells）GB３勝，Gillies Fillies' S‐L ３着
カルピノ Karpino（12牡 Cape Cross）GER３勝，独２０００ギニー‐G2，ド
クトルブッシュ記念‐G3，種牡馬

クーラ Koora（12牝 Pivotal）GB・IRE２勝，セントサイモンＳ‐G3，ミドル
トンＳ‐G2 ２着，Galtres S‐L ２着
ケマリ Kemari（18� Dubawi）�GB・FR・UAE２勝，クイーンズヴァ
ーズ‐G2，ショードネイ賞‐G2 ２着

カンティコイKantikoy（91牝 Alzao）不出走
デリケイトチャームDelicate Charm（07牝 High Chaparral）不出走
ヌメリアンNumerian（16� Holy Roman Emperor）�GB・IRE・AUS
４勝，Gosford Gold C‐L，Devoy S‐L，ムアズブリッジＳ‐G2
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093

1065 ゲストアスリート２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ５
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayゲストアスリート
＊ Darshaan

��
��
�カーラヤ黒鹿 2005 Kalata

5e
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ケージーヒトメボレ（09栗 ジャングルポケット）入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（18）〕
ロマンスマジック（14牝栗 ＊プリサイスエンド）２勝
ソロムコ（15牡鹿 ＊パイロ）��出走��５勝�１勝
マイネルモーディグ（16牡栗 ローズキングダム）入着２回，��３勝�６勝
マイネルポインター（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）１勝，��入着�１勝�入着��
ビバリークイーン（18牝黒鹿 ローズキングダム）��１勝�１勝

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
マトラチャパスMatlacha Pass（97 牝 Seeking the Gold）USA２勝
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，マンハッタンＨ‐G1，ガルフストリームパークタ
ーフ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.

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： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

1066 ケージーヒトメボレ２０２１ �・鹿 ４／ ３
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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーケージーヒトメボレ
＊ Private Account

��
��
�ケージービューティ栗 2009 ＊メイプルジンスキー

1g
トニービンM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Nijinsky M4×S5
Northern Dancer M5×M5
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
〔産駒馬名登録数：１〕
マーゴットバモス（20牡黒鹿 ＊アポロキングダム）�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）��４勝�１勝�入着��，兵
庫ダービー，西日本ダービー，はがくれ大賞典２着，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，	７勝
イクゼファイターズ（18牡 トゥザワールド）��５勝�１勝
入着
ミルトクリーガー（19牡 メイショウボーラー）�１勝

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 �090-9517-4750

1067 ケーズノーツ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�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
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 クインズラッシュ（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ロードエクスプレス（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，秋明菊賞（芝 1400）３

着，障害１勝
レモンソーダ（18牝鹿 ミッキーアイル）��未出走�１勝
セキトバノゴトク（19牡鹿 ビッグアーサー）�１勝

２代母 ケイアイギャラリー（99黒鹿 ＊ウォーニング）５勝，ＨＢＣ賞，白鳥大橋特別，
七重浜特別３着，キーンランドＣ３着
ケイアイデイジー（07牝 ＊クロフネ）３勝，葵Ｓ‐L，淀短距離Ｓ‐L ３着，橘Ｓ‐OP

２着，朱鷺Ｓ‐OP ３着
クインズマラクータ（14牡 ゴールドアリュール）２勝，恵那特別２着
ケイアイターコイズ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�５勝，名鉄杯‐OP，バレン

タインＳ‐OP ２着，端午Ｓ‐OP ２着，銀嶺Ｓ，はこべら賞，etc.
ケイアイユニコーン（09牡 キングカメハメハ）３勝，刈谷特別，会津特別，皆生特

別２着，etc.，�２勝�１勝��，ＯＲＯターフスプリント，グランシャリオ
門別スプリント

ケイアイウィルゴー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，千種川特別，桑名特別，彦根Ｓ
３着，高砂特別３着
ケイアイサクソニー（16牡 ロードカナロア）４勝，韋駄天Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，

皆生特別，あやめ賞，周防灘特別２着，etc.，��入着
クインズロンペール（12牡 ＊クロフネ）１勝，�３勝�２勝��
クインズサリナ（14牝 ダノンシャンティ）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，フェニ

ックス賞‐OP，山城Ｓ

３代母 ＊サラトガワールド（87 USA鹿 Saratoga Six）IRE１勝
ケイアイミサイル（03牝 スペシャルウィーク）１勝

ミキノドラマー（13牡 ショウナンカンプ）４勝，ルミエールオータムダッシュ‐L，
ルミエールオータムダッシュ‐L ３着，韋駄天Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1068 クインズラッシュ２０２１ �・栗 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceクインズラッシュ ＊ウォーニング

��
��
�ケイアイギャラリー芦 2011 ＊サラトガワールド

2h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サトノネネ（10鹿 ディープインパクト）１勝，筑紫特別（芝 1200）２着，タイラン
ドＣ（芝 1400）３着（２回）
〔産駒馬名登録数：３〕
ベルクフリート（18�鹿 モーリス）��入着
エクスプロア（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�地方未出走

２代母 ＊フローリオット（02 IRE 栗 Monsun）GER・ITY８勝，リディアテシオ賞
‐G1，P. Baggio‐L，P. Terme di Merano‐L，P. Giuseppe Valiani‐L，
パオロメザノッテ賞‐G3 ２着，etc.
アンクレット（08牝 Footstepsinthesand）１勝

ネコハーバー（13牡 ヴィクトワールピサ）�７勝
レッドベリンダ（12牝 ハーツクライ）１勝，湯浜特別，�２勝
リュウキンカ（13牝 ステイゴールド）入着

ハルヒコ（18牡 ストロングリターン）��２勝
レッドルドラ（14牡 ヴィクトワールピサ）３勝，瀬戸内海特別

３代母 フロー Fureau（95 GER栗 ＊ファーディナンド）FR・GER３勝
ファンタズマティク Fantasmatic（01 牝 Lomitas）GER・ITY２勝
ファラデイ Faraday（03� Montjeu）GB・GER・ITY２勝
フローランス Florance（05牝 Orpen）不出走

レクシス Lexis（09� Gentlewave）ITY２勝
ファウンデイションフィリー Foundation Filly（07 牝 Lando）FR３勝，Coupe

des Trois Ans‐L ３着
ローマンプリンセスRoman Princess（13 牝 Holy Roman Emperor）NOR・

SWE５勝
フィルマンPhil Man（09� Manduro）FR１勝

４代母 フルーイドダンサー Fluid Dancer（87 USA鹿 Irish River）USA９勝，R
osenna S，Park Heights H３着
［孫］ フェイヴァリトムーン Favorite Moon（17� Sea The Moon）�GB・I

RE・AUS３勝，ＡＴＣＮＥマニオンＣ‐G3
ファンマック Fun Mac（11� Shirocco）�GB・FR６勝，P. du Carro
usel‐L，カドラン賞‐G1 ３着，March S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1069 サトノネネ２０２１ 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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ラドラーダ鹿 2014 ＊レディブロンド

＊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サトノネネ
＊ Monsun

��
��
�フローリオット鹿 2010 Fureau

5i
ウインドインハーヘアM3×S4 Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 コウジンシュリー（11鹿 カンパニー）��５勝
初仔

２代母 ステイウィズユー（05青鹿 ステイゴールド）１勝
ブラックバゴ（12牡 ＊バゴ）４勝，アンドロメダＳ‐L，ホープフルＳ‐G2 ３着，京

成杯‐G3 ２着，五稜郭Ｓ，etc.，��１勝��入着，ＯＲＯＣ
サンドプラチナ（13牡 ＊カジノドライヴ）��４勝��入着８回

３代母 アイアンレディ（94黒鹿 ホリスキー）出走
マイニングレディ（98牝 ＊マイニング）２勝，��１勝��，関東オークス‐Jpn3，

クイーン賞‐Jpn3 ３着
ホワイトポイント（03牝 ＊デザートキング）入着２回，障害１勝，�２勝
センペンバンカ（13牡 ＊パイロ）��４勝�４勝�入着，園田ＣｈＣ

ロックエンジン（05牡 ＊カリズマティック）�10 勝�
セフティファントム（06牡 スペシャルウィーク）�３勝�入着
エブリイニューデイ（07牡 アドマイヤボス）１勝，�３勝
ラッキーニューデイ（09牝 ＊ゼンノエルシド）	４勝�
ハーモニードラゴン（14牡 ＊ゼンノドラゴン）�１勝

ダイモスハーバー（04牡 ＊スキャターザゴールド）�１勝�３勝	２勝
デュークハーバー（08牡 ＊キッケンクリス）	４勝���入着３回

タイガーシード（09牡 ブラックタキシード）４勝

４代母 レデイフツド（80黒鹿 ＊ボールドラツド）１勝
［子］ キングオブトラック（87牡 ＊マグニテユード）６勝，コスモス賞‐OP ２着，

府中Ｓ，支笏湖特別，etc.，障害２勝
エヌワイセイコー（92牡 ハイセイコー）３勝，千歳特別，清津峡特別，層
雲峡特別３着

５代母 カイサイ（69鹿 ＊ヴイミー）３勝
［子］ ニツポーフアスト（78� ＊フロリバンダ）１勝，�11 勝，百万石賞２着，

中日杯３着
［孫］ ゴッドワンダー（85牡 マルゼンスキー）４勝，サマーＳ，西日本スポーツ

杯，牧園特別

販売申込者・所有者： ㈲本桐牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026
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

1070 コウジンシュリー２０２１ �・鹿 ２／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

ミラクルアドマイヤ

�
�
�
�
�

��
��

�カンパニー ブリリアントベリーコウジンシュリー ステイゴールド

��
��
�ステイウィズユー鹿 2011 アイアンレディ

＊ピンゾラ 8g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 コウヨウアイリーン（04黒鹿 ダンスインザダーク）４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
トーマス（14牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝
アシャカータ（15牡黒鹿 ＊キングズベスト）��３勝��
ハルサエウィズ（16牡黒鹿 ＊ダンカーク）���２勝
ミンミンセレーナ（17牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��６勝

２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
カナハライサベラ（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走

コウヨウタレイア（09牝 エイシンサンディ）��５勝，優駿スプリント２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，フリーウェイＳ，勝浦特別，etc.，��２勝
コウヨウチャンス（10牝 ゼンノロブロイ）１勝，�３勝��入着３回

３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
リテラリー Literary（94 牝 Woodman）GB１勝

ヴァレン Valain（03� Grand Lodge）FR・IRE３勝，G.P. Inter‐Regional
des 3ans‐L ２着，GB・IRE障害５勝

４代母 リパティア Lypatia（75 FR鹿 Lyphard）FR・USA２勝，P. d'Alencon
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

［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： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1071 コウヨウアイリーン２０２１ 牡・青鹿 ４／２０
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊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ヨウアイリーン
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�フォーティース黒鹿 2004 Book Collector

4i
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 コパノプレゼント（06鹿 サクラバクシンオー）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（27）〕
キモンオレンジ（11牝鹿 ダンスインザダーク）入着，��１勝

ラブミーピンク（16牝 ＊タイキシャトル）�１勝��１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）２着

ロードレイライン（18牡 ストロングリターン）�２勝，河口湖特別（Ｄ1400）２着
コパノハート（12牝鹿 コパノフウジン）入着，�２勝�入着，フルールＣ（Ｄ1000）
ラブミーリバティー（13牝黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）�１勝�１勝�３勝�

１勝��
コパノニューヨーク（15牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�４勝��２勝�
キモンボーイ（16牡鹿 キモンノカシワ）１勝，��５勝���入着２回�
ラブミーパラダイス（17牝鹿 コパノリチャード）��６勝�１勝��
コパノアトランタ（20牡鹿 キモンノカシワ）��未出走�出走

２代母 ウルトラシートゥ（96鹿 Gulch）３勝
デンコウタービン（02牡 キングヘイロー）１勝
ドリームモア（04牝 サクラバクシンオー）２勝
メイショウガルソン（07牡 キングカメハメハ）１勝
メイショウロフウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，はこべら賞３着
スマートストリーム（11牡 ゴールドアリュール）１勝
メイショウミラコロ（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
メイショウアワジ（14牡 ゴールドアリュール）１勝，��３勝�２勝	
入着５回��

３代母 ＊シートゥシャイニングシー（91 USA青鹿 Devil's Bag）USA２勝，Rainbo
wMeadows Thoroughbreds H２着，Ribbonwood Farm H３着
オイワケトモエ（99牝 ＊ブラックタイアフェアー）出走

キモンレッド（08牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，内房Ｓ，etc.，
�１勝�２勝	入着２回���，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

４代母 アヴィリオン Avilion（74 USA鹿 Cornish Prince）USA５勝，アルシバイ
アディズＳ‐G2 ２着，New Hope S２着，Cherry Tree H３着
［子］ ＊ディアブロ（87牡 Devil's Bag）USA９勝，トルーノースＨ‐G2，フィン

ガーレイクスＨ‐G3，Alydar S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1072 コパノプレゼント２０２１ 牡・鹿 ２／１６
＊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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモコパノプレゼント Gulch

��
��
�ウルトラシートゥ鹿 2006 ＊シートゥシャイニングシー

2b
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コンフォータブル（11青鹿 ＊ザール）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（５）〕
ウェルビーイング（17牝鹿 ヴィクトワールピサ）��３勝�２勝
ロードミッドナイト（18牡黒鹿 カレンブラックヒル）�２勝
リネンファイト（19牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ライヴペッパー（20牡鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ローズホーラー（91黒鹿 トウシヨウボーイ）２勝
タイガーホーラー（96牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，由布院特別２着，寒狭川特別３

着，障害１勝
フジノテンビー（98牡 ＊テンビー）１勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，ユニコーンＳ

‐Jpn3 ２着，�９勝�１勝��２勝，報知オールスターＣ，船橋記念２着，
アフター５スター賞３着，etc.

ウイングオブタイム（99牡 ナリタブライアン）１勝
ローレルメモワール（00牝 ＊カーネギー）入着，�４勝
エレガンスローズ（01牝 スペシャルウィーク）�４勝�

ダイリンウィーク（09牡 スターリングローズ）�１勝�４勝��６勝�入着２
回，九州ジュニアＣｈ，九州ダービー栄城賞２着，飛燕賞２着

ロイバーブレット（03牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��２勝
ホッコーイェーガー（07牡 ＊バゴ）１勝
ファルファローネ（08牡 キングヘイロー）	４勝
ローレルイニシオ（09牡 ＊ファスリエフ）入着，�３勝��６勝�入着２回
リュウノヘイロー（10牡 キングヘイロー）��６勝
ツウローゼズ（12牝 スターリングローズ）３勝

３代母 ミステイローズ（84鹿 サクラシヨウリ）出走

４代母 サクラタニマサ（76栗 ＊ネプテユーヌス）不出走
［孫］ レジェンドハンター（97牡 サクラダイオー）２勝，デイリー杯３歳Ｓ

‐Jpn2，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，�23 勝�１勝
	入着２
回��，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ優２歳

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1073 コンフォータブル２０２１ 牡・青鹿 ３／１４
＊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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeコンフォータブル トウシヨウボーイ

��
��
�ローズホーラー青鹿 2011 ミステイローズ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 コーリングオブラブ（07栗 キングカメハメハ）１勝，�２勝��２勝�入着７回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ササノハクズ（19牝栗 フリオーソ）���１勝�

２代母 フローレス（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，古町特別３着，�１勝
クリールタイラント（08牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
プリモアモーレ（09牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
マテリアライズ（10牝 キングカメハメハ）��１勝
エリーザベスト（11牝 ＊クロフネ）２勝
フローレススカイ（13牝 ＊クロフネ）入着，�２勝

３代母 ＊シジェームサン（92 USA黒鹿 Septieme Ciel）FR・USA７勝，サンゴルゴニ
オＨ‐G2，ダリアＨ‐G2，アシーニアＨ‐G3，P. de Bagatelle‐L，Hanshin
H‐L ２着，etc.
セレブ（98� GoneWest）４勝，竜飛崎特別，晩秋特別２着
ボールドブライアン（99� ＊ブライアンズタイム）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，函館ス

プリントＳ‐Jpn3 ２着，石清水Ｓ，etc.
メイクヒストリー（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，エルフィンＳ‐OP ３着

ティリアンパープル（10牝 ジャングルポケット）障害２勝，新潟ジャンプＳ
‐JG3，新潟ジャンプＳ‐JG3 ３着

アサギリジョー（14牡 ジャングルポケット）１勝，山吹賞３着，葉牡丹賞３着
ミルフィアタッチ（06牝 キングカメハメハ）３勝，小名浜特別２着

カサーレ（15牝 マンハッタンカフェ）１勝，四国新聞杯３着，夕月特別３着，
	３勝

ウシュバテソーロ（17牡 オルフェーヴル）�４勝，横浜Ｓ，三陸特別
ルージュマジック（08牝 ＊アフリート）��２勝

ヒメタチバナ（13牝 ナカヤマフェスタ）２勝，南相馬特別，フルーツラインＣ
２着，桑折特別２着，etc.

４代母 サマレクス Samalex（82 GB鹿 Ela‐Mana‐Mou）FR２勝，ペネロープ賞
‐G3 ３着，サンロマン賞‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

1074 コーリングオブラブ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスコーリングオブラブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フローレス栗 2007 ＊シジェームサン

9f
Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 グローリアスセラン（14栗 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊クレバーマリリン（05 USA栗 GoneWest）出走

３代母 カシス Cassis（00 USA鹿 Red Ransom）GB・FR・IRE・USA２勝，ミュ
ージドラＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G2 ２着，ミルリーフＳ‐G2 ３着

４代母 ミンストレスMinstress（83 USA栗 The Minstrel）USA５勝，Bold Princ
ess S‐L，Surfside S，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G3 ２着，Boca Ra
ton H２着，ポインセティアＳ‐G3 ４着，etc.
［子］ フェアデイ Fairday（94牡 Eastern Echo）ITY６勝，Criterium Parte

nopeo‐L ３着
［孫］ ＊ストームソング（94牝 Summer Squall）USA４勝，フリゼットＳ‐G1，

ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，etc.
ダイアモンドオーミDiamond Omi（03牝 Giant's Causeway）USA２
勝，オークリーフＳ‐G2

ウフィツィUffizi（03� El Prado）USA７勝，ゴールデンゲイトフィー
ルズターフＳ‐G3 ３着，イングルウッドＨ‐G3 ３着

テイエムノブシオー（03牡 ＊タバスコキャット）５勝，伏見Ｓ，伊吹山特
別，箕面特別２着，etc.

［曾孫］ ハイコットン High Cotton（03牡 Dixie Union）USA４勝，ノーザンダ
ンサーＢＣＳ‐G3，Rushaway S‐L，Sir Barton S‐L，etc.，
種牡馬

シンフォニーシド Symphony Sid（00 牡 Unbridled）USA５勝，カール
トンＦバークＨ‐G3，San Quentin S３着，種牡馬

トロージャンネイション Trojan Nation（13牡 Street Cry）USA１勝，
ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，種牡馬

バラッドリー Balladry（08 牡 Unbridled's Song）USA・UAE・CHA３
勝，サンフェルナンドＳ‐G2 ２着，クーガーザセカンドＨ‐G3 ３着，
Prove It S３着

ガリアーノGaliano（05牡 Vindication）USA１勝，Minstrel S３着

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1075 グローリアスセラン２０２１ 牡・鹿 ３／ ５
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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビグローリアスセラン
＊ GoneWest

��
��
�クレバーマリリン栗 2014 Cassis

1o
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 サトノエレーナ（16青 ＊ノヴェリスト）出走
初仔

２代母 サトノエカテリーナ（11青鹿 ディープインパクト）入着２回
サトノファビュラス（17牝 ロードカナロア）�３勝，勝浦特別，芦屋川Ｓ２着，道

頓堀Ｓ２着
サトノラムセス（18牡 ルーラーシップ）�３勝

３代母 ロンドンブリッジ（95栗 ＊ドクターデヴィアス）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ２着
ダイワエルシエーロ（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，オークス‐Jpn1，マーメイ

ドＳ‐Jpn3，京阪杯‐Jpn3，etc.
ビッグプラネット（02牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，京都金杯‐Jpn3，アーリント

ンＣ‐Jpn3
ビッグカポネ（03牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，名古屋城Ｓ，大須特別，戎橋特別，etc.
ダイワディライト（04牡 ＊アフリート）７勝，カペラＳ‐G3 ２着，室町Ｓ‐OP，Ｎ

ＳＴ賞‐OP，etc.
ダイワスピリット（05牝 ダンスインザダーク）２勝，大倉山特別

タイセイディバイン（19牡 ルーラーシップ）�１勝，アーリントンＣ‐G3 ２着，
ファルコンＳ‐G3 ２着

ブリッツフィナーレ（08牝 ディープインパクト）不出走
キセキ（14牡 ルーラーシップ）４勝，菊花賞‐G1，大阪杯‐G1 ２着，ジャパン

Ｃ‐G1 ２着，etc.，FR・HKG入着，種牡馬
ビッグリボン（18牝 ルーラーシップ）�３勝，忘れな草賞‐L ３着，渥美特別，

栄特別
グレーターロンドン（12牡 ディープインパクト）７勝，中京記念‐G3，東風Ｓ‐L，

毎日王冠‐G2 ３着，etc.，種牡馬
ブリッジオーヴァー（14牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，飛翼特別，�３勝

４代母 ＊オールフオーロンドン（82 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝，Ocean City S
２着，Platinum Belle S２着，Margate S３着
［子］ ナリタオンザターフ（98牡 ＊アフリート）２勝，ポインセチア賞，�１勝

��，名古屋優駿‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲日の出牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1574
生 産 牧 場： ㈲日の出牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1076 サトノエレーナ２０２１ �・鹿 ２／１９
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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonサトノエレーナ ディープインパクト

��
��
�サトノエカテリーナ青 2016 ロンドンブリッジ

＊オールフオーロンドン 22b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サトノマイヒメ（13栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アスタートリゴン（19牡鹿 リオンディーズ）�出走，��１勝

２代母 ダイワエンジェル（00栗 ＊タイキシャトル）入着２回
ダイワアセット（07牡 スペシャルウィーク）２勝，寒竹賞２着，葉牡丹賞３着
ダイワデッセー（09牝 スペシャルウィーク）２勝，フローラＳ‐G2 ３着，障害１勝

ヒートヘイズ（18牡 ロードカナロア）�１勝，�５勝
ダイワストリーム（10牝 ダイワメジャー）３勝，スイートピーＳ‐LR ３着，カーネ

ーションＣ
ダイワブレス（11牝 ダイワメジャー）１勝
ダイワプロパー（12牝 ダイワメジャー）３勝，立待岬特別２着，高尾特別３着，柏

崎特別３着
レーヌミノル（14牝 ダイワメジャー）３勝，桜花賞‐G1，小倉２歳Ｓ‐G3，阪神ジ

ュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐G2 ２着，etc.

サトノプライド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，樅の木賞３着

３代母 プリンセススキー（85鹿 ＊ロイヤルスキー）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
ジャパンスキー（91牡 ヤマニンスキー）５勝，稲荷特別，有松特別２着
フサイチヒロシ（93牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，シリウスＳ‐Jpn3 ３着，大原

Ｓ，仲秋Ｓ，etc.
セゾンコンチェルト（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，露草賞２着，十和田湖

特別３着，唐津特別３着

４代母 ギフトプリンセス（76鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ マキシムプリンス（88牡 サクラシンゲキ）３勝，下北半島特別，甲東特別

２着，原町特別２着，etc.
［孫］ コスモリアライズ（98牡 ＊パラダイスクリーク）１勝，�１勝�２勝��，

兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3
ウエスタンローレル（04牡 サクラローレル）��３勝，東京湾Ｃ
ベルグエイシ（93牡 ＊マークオブディスティンクション）３勝，相川特別
２着，糸魚川特別２着，湘南特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

1077 サトノマイヒメ２０２１ 牡・栗 ４／２２
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

＊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サトノマイヒメ ＊タイキシャトル

��
��
�ダイワエンジェル栗 2013 プリンセススキー

＊プリンセスリタ 2c
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5×M5 Ballade S5×M5

価格： 購買者：



母 シニスタークイーン（09黒鹿 ＊シニスターミニスター）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（１）〕
メイショウメイリン（16牡黒鹿 メイショウボーラー）２勝，��出走���出走
テーオーエリザベス（17牝鹿 ロードカナロア）��１勝�
メイショウフンジン（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）�４勝，オークランドＴＲＴ
（Ｄ1800），丹沢Ｓ（Ｄ2100）２着，灘Ｓ（Ｄ2000）２着，横浜Ｓ（Ｄ2100）３着

ラッキーホープ（19牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 フォーリアクイーン（97鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
クイーンテレージア（04牝 テイエムジャンボ）�７勝���
トップオバマ（06牡 ＊マリエンバード）�７勝��４勝，ＭＲＯ金賞３着
マツノグーセン（07牡 ＊マリエンバード）�１勝�２勝
イトククリ（08牝 サクラバクシンオー）３勝，長万部特別，刈谷特別，河北新報杯

２着，吾妻小富士賞２着
シャインエタニティ（10牝 ＊グラスワンダー）入着，��１勝

グロリオーソ（18牝 フリオーソ）���２勝�１勝	入着�，桜花賞２着，ユ
ングフラウ賞３着，留守杯日高賞３着

シャルマンウーマン（11牝 サクラバクシンオー）１勝
ピエノフィオレ（12牝 キングカメハメハ）１勝
ラブロイ（13
 ＊シンボリクリスエス）��４勝

３代母 ＊フォーリア（89 GB鹿 Sadler's Wells）GB３勝

４代母 ドゥヌーフDunoof（83 GB芦 Shirley Heights）GB・ITY１勝
［子］ セルティチュード Seltitude（96牝 Fairy King）GB・FR３勝，セーネオワ

ーズ賞‐G3，グロシェーヌ賞‐G2 ３着，サンジョルジュ賞‐G3 ３着
［孫］ シャルロットオーフレーズ Charlotte O Fraise（04 牝 Beat Hollow）F

R２勝，カルヴァドス賞‐G3
ディアマントヴェーレDiamantwelle（02 牝 ＊ザール）FR・GER・ITY２
勝，P. Baggio‐L

ラヴァーマン Lover Man（09
 Lawman）GB・FR・GER・BEL３勝，
P. Hampton‐L

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

1078 シニスタークイーン２０２１ �・鹿 ２／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerシニスタークイーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フォーリアクイーン黒鹿 2009 ＊フォーリア

9e
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 サニーヘイロー（08栗 キングヘイロー）３勝，浜名湖特別（芝 1400），トリトンＳ
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
デュープス（17牝栗 リアルインパクト）��１勝
アステルカーラ（18牝栗 カレンブラックヒル）�１勝

２代母 サニークラッシック（00鹿 ＊トニービン）入着２回
サニーサンデー（06牡 マーベラスサンデー）３勝，福島記念‐G3，ラジオＮＩＫＫ

ＥＩ賞‐G3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３着
サニーダニエル（07牡 ＊チーフベアハート）１勝
サニーロック（10牝 キングカメハメハ）出走

ハイパータンク（18牡 ＊シニスターミニスター）���３勝�入着，オパールＣ２着
サニーロブロイ（11牝 ゼンノロブロイ）�１勝�入着７回�
サニーゴールド（12� スペシャルウィーク）�７勝	１勝�入着
サニーリスペクト（13牡 ＊クロフネ）�４勝	２勝�入着７回
アマノラヴィータ（15牝 キングヘイロー）
１勝�入着��
ハッピークラシック（17牡 ゴールドアリュール）
４勝	３勝�入着２回
ユウファースト（18牡 ダノンシャンティ）	１勝
１勝��

３代母 サニースイフト（88鹿 ＊スイフトスワロー）４勝，山中湖特別，若水賞，ＴＶ
山梨杯２着，利根川特別３着，鷹巣山特別３着
サニーブライアン（94牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，日本ダービー‐Jpn1，皐月賞

‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.，優３牡，種牡馬
サニーペガサス（98牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回

サニーアンジェリカ（04牝 サクラバクシンオー）４勝，ＴＶｈ賞，札幌スポニ
チ賞，美利河特別２着，etc.

サニーエリザベス（07牝 サクラバクシンオー）１勝，下北半島特別２着
サニーネイティブ（02牡 ＊アフリート）３勝，青梅特別３着，障害１勝，��１勝
サニーケーティング（04牡 ＊アジュディケーティング）入着，郡山特別３着，��１勝

４代母 サニーロマン（74鹿 ＊フアバージ）��６勝
［子］ サニースワロー（84牡 ＊スイフトスワロー）２勝，日本ダービー‐Jpn1 ２

着，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，菊花賞‐Jpn1 ５着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259

1079 サニーヘイロー２０２１ �・栗 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローサニーヘイロー ＊トニービン

��
��
�サニークラッシック栗 2008 サニースイフト

＊星谷 1l
Halo S4×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 サトノコンドル（08栗 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（１），地方－２（11）〕
ピンギット（14牝鹿 ＊タートルボウル）入着２回，��５勝�５勝��
フライングハイ（16牝鹿 ルーラーシップ）�１勝�入着６回
ロックグラス（17�鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
カシノサヴィ（20牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ＊ソウスマッグ（89 USA鹿 Nureyev）GB・USA３勝
クチーナクチーナCucina Cucina（97牝 Carson City）不出走

オスコ Hosco（01牡 Honour and Glory）USA３勝，サンミゲルＳ‐G3，サ
ンヴィセンテＳ‐G2 ２着

サヨウナラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，トパーズＳ‐L ３着，師走Ｓ‐OP ３着，
河口湖特別，etc.，��１勝，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

シンシアー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝
ビッグタキオン（03牡 アグネスタキオン）１勝，香住特別３着
フェニコーン（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，目黒記念‐G2 ３着，安房特別，潮

来特別，初咲賞２着，磐梯山特別２着，etc.

３代母 スマッグリー Smuggly（80 USA栗 Caro）FR４勝，サンタラリ賞‐G1，ペ
ネロープ賞‐G3，P. La Camargo‐L，仏オークス‐G1 ２着
チャオフォーナウCiao for Now（93牝 Nureyev）不出走

チャオ Ciao（04牝 Lear Fan）USA・CAN５勝，Indian Maid H‐L，C
aressing H，ミセズリヴィアＳ‐G2 ２着，etc.
アンテイムドドメインUntamed Domain（15� ＊アニマルキングダム）
�USA・CAN２勝，サマーＳ‐G2，ＢＣジュヴェナイルターフ‐G1 ２
着，アメリカンターフＳ‐G2 ２着，etc.

４代母 コールミーゴッデス Call Me Goddess（71 USA栗 Prince John）USA３勝，
Highland Fling S２着
［子］ ＊ダンツシアトル（90牡 Seattle Slew）８勝，宝塚記念‐Jpn1，京阪杯

‐Jpn3，オーストラリアＴ‐OP，etc.，種牡馬
［孫］ ラビーベ Labibeh（92牝 Lyphard）GB５勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，

Chester H‐L ２着

販売申込者・所有者： 福田 米造＝鹿児島県いちき串木野市 �090-3463-2806
生 産 牧 場： 福田 米造
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1080 サトノコンドル２０２１ �・芦 ４／２６

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラサトノコンドル
＊ Nureyev

��
��
�ソウスマッグ栗 2008 Smuggly

16
Caro S4×M4

価格： 購買者：



母 サンライトムーン（08鹿 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－１（１），地方－４（10）〕
ラビゴット（14�鹿 ディープスカイ）�２勝�
ムーンサルト（15牡栗 アドマイヤムーン）�２勝�
ロードホライゾン（16牡鹿 ＊モンテロッソ）�１勝�
サンライト（17牡鹿 ＊モンテロッソ）１勝，��５勝
ライヴトパーズ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走
コスモベルガモット（20牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ＊プライムオブユース（99 USA鹿 Deputy Minister）１勝
プライムウィッシュ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着

ジュガンティーヤ（11牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，桑園特別３着，��１勝�
入着２回

コスモアンカー（10牡 ステイゴールド）入着，	４勝�２勝�１勝��入着
マユノトップスター（11牝 ＊アグネスデジタル）�５勝
バイオレットフィズ（12牝 タニノギムレット）入着７回，�２勝
エミーリオ（14牡 アドマイヤムーン）�１勝，隅田川特別２着，障害１勝，
４勝
フランクオジョウ（15牝 ジャングルポケット）	３勝��入着２回

３代母 ミスラヒーラMiss Ra He Ra（91 USA鹿 Rahy）USA７勝，バシュフォー
ドマナーＳ‐G3，Abrogate H‐L，Weekend Delight S‐L，Debutante
S‐L ２着，La Troienne S‐L ３着
ダンシングバンドDancing Band（03牝 Dixieland Band）USA・CAN４勝，レ

イクプラシドＳ‐G2 ３着，Capital Request S２着，Summer Finale H
‐L ３着

４代母 グリマーオヴゴールドGlimmer of Gold（86 USA鹿 Slew o' Gold）USA３勝
［孫］ エルアウテンティコ El Autentico（02 牡 Go for Gin）PER・PAN11勝，

P. Dia del Trabajo‐L，P. Isaac Tawachi‐L，P. Junta de C
ontrol de Juegos‐L，etc.

［曾孫］ ストラッピンググルーム Strapping Groom（07牡 ＊ヨハネスブルグ）US
A10 勝，フォアゴーＳ‐G1，トムフールＨ‐G3，Gravesend H，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1081 サンライトムーン２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスサンライトムーン
＊ Deputy Minister

��
��
�プライムオブユース鹿 2008 Miss Ra He Ra

1c
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ジェルミナーレ（13鹿 アドマイヤムーン）１勝
初仔

２代母 サンフラワーガール（00鹿 ＊タイキシャトル）不出走
ウインスペンサー（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，ムーンライトＨ，若戸特別
ダンツキッスイ（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，萩Ｓ

‐OP ２着，�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
ウインバンディエラ（06牡 キングカメハメハ）３勝，袖ケ浦特別，朝里川特別，ハ

ッピーエンドプレミアム２着，勝浦特別３着，須賀川特別３着，�２勝�
アートフェスタ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，雄国沼特別，栗子特別３着
バッファゴー（14牡 ディープブリランテ）�７勝�
シナモンフレイバー（15牡 ディープブリランテ）１勝
ジーニー（16牡 ジャスタウェイ）２勝，���１勝

３代母 ＊ランバダスタイル（88 IRE 黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
キングフィーバー（95牡 ＊リンドシェーバー）１勝，�	７勝�４勝��，とちぎ大

賞典，太平記記念，ばん阿賞，etc.
アタラクシア（97牡 ＊デインヒル）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，

あすなろ賞
トリッキーアイズ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着
パッショナルダンス（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山国川特別，犬山特別３着

ウインクルサルーテ（13牝 ＊ハービンジャー）５勝，フラワーＣ‐G3 ３着，中
京２歳Ｓ‐OP ３着，寿Ｓ，etc.

４代母 サンタズシスタ－Santa's Sister（71 USA鹿 Middle Brother）GB４勝
［子］ マイシスタ－My Sister（78牝 ＊ノノアルコ）IRE・USA１勝，マルカイＳ‐G3
［孫］ ティプシークリーク Tipsy Creek（94牡 Dayjur）GB・USA６勝，テンプ

ルＳ‐G2，英ノーフォークＳ‐G3，Hopeful S‐L，etc.，種牡馬
アブナウワス Abunawwas（00牡 In TheWings）IRE・SAU４勝，バ
リーコーラスＳ‐G3，Glencairn S‐L，Woodlands S‐L，etc.，
種牡馬

オンテオジエセンプリOntemhojeesempre（03牝 Vettori）BRZ２勝，
マリアノプロコピオ大賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈲丸幸小林牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1909
生 産 牧 場： ㈲丸幸小林牧場
飼 養 者： 天馬ステーブル＝浦河町上杵臼 �090-8898-9750

1082 ジェルミナーレ２０２１ �・鹿 ２／２２
＊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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズジェルミナーレ ＊タイキシャトル

��
��
�サンフラワーガール鹿 2013 ＊ランバダスタイル

9h
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 シュネッラー（15鹿 オルフェーヴル）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ロイヤルインパクト（08黒鹿 ディープインパクト）４勝，白鳥大橋特別
ジンギ（16牡 ロードカナロア）��19 勝�入着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，兵庫大

賞典（２回），白鷺賞（２回），園田金盃（２回），摂津盃，etc.
エクステンデット（17牡 オルフェーヴル）入着，�１勝��
ラロワイヤル（18牡 キングカメハメハ）��３勝��
ロイヤルザップ（19牡 キングカメハメハ）��入着�１勝�

３代母 ＊シーキングロイヤル（93 USA栗 Seeking the Gold）１勝
ゴーオンマイウェイ（99牝 ＊ジョリーズヘイロー）３勝

ジョイフルスマイル（05牝 マヤノトップガン）１勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着
スマイルフォース（12牡 ＊バトルプラン）２勝，大雪Ｈ３着，�７勝

アドマイヤランディ（11牡 ステイゴールド）５勝，堺Ｓ，愛宕特別，フェアウ
ェルＳ２着，etc.

リヴァイアサン（14牡 ヴァーミリアン）２勝，ニセコ特別，初茜賞２着
デビルインマインド（00牝 ダンスインザダーク）２勝

ダンシングロイヤル（08牝 サクラバクシンオー）２勝，黒松賞，ＨＢＣ賞２着
イツカハシャチョウ（18牡 エイシンフラッシュ）�２勝，川西特別３着

トニーポケット（09牡 ジャングルポケット）３勝，藻岩山特別３着，障害１勝，
��１勝�４勝���，北國王冠，金沢スプリングＣ２着，etc.

４代母 カヌードリング Canoodling（82 USA栗 Cyane）USA５勝，アンアランデ
ルＨ‐G3 ４着
［子］ ＊ケイアイサクラ（00牝 Petionville）USA６勝，Audubon Oaks‐L

＊トーヨーデヘア（97牡 ＊デヒア）２勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，エプ
ソムＣ‐Jpn3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ３着，etc.，�５勝	
入着��

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1083 シュネッラー２０２１ 牡・鹿 ２／２２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートシュネッラー ディープインパクト

��
��
�ロイヤルインパクト鹿 2015 ＊シーキングロイヤル

4r
サンデーサイレンス S4×M4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ジュローズ（14鹿 ＊ワークフォース）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 キストゥヘヴン（03鹿 アドマイヤベガ）５勝，桜花賞‐Jpn1，中山牝馬Ｓ‐G3，
京成杯オータムＨ‐G3，フラワーＣ‐Jpn3，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.
ファミーユ（10牡 ＊チチカステナンゴ）入着，�３勝�
アヴェクトワ（11牝 ＊チチカステナンゴ）出走

ヒュミドール（16� オルフェーヴル）�４勝，福島記念‐G3 ２着，小倉記念
‐G3 ２着，ノベンバーＳ，信夫山特別

アンドトゥモロー（12牝 ＊ハービンジャー）入着，�２勝
ガロシェ（16牝 ルーラーシップ）２勝，三面川特別２着，テレ玉杯２着，寺泊特別

２着，三面川特別３着，テイエムオペラオーＣ３着，etc.
タイムトゥヘヴン（18牡 ロードカナロア）�２勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，ＮＺト

ロフィー‐G2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，富士Ｓ‐G2 ３着，京成
杯‐G3 ２着

エールトゥヘヴン（19牡 ロードカナロア）�１勝

３代母 ロングバージン（87栗 ＊ノーザンテースト）１勝
クリスタルコーラル（93牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

レッドスパークル（07牡 ニューイングランド）３勝，京成杯‐G3 ３着，東スポ
杯２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すみれＳ‐OP，etc.

マヤノユウシ（96牡 サクラユタカオー）３勝，恵那特別
フレンチバージン（02牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝�入着

ポメグラネイト（11牡 ダイワメジャー）５勝，栗東Ｓ‐L ２着，ポラリスＳ‐L
２着，三河Ｓ，etc.

４代母 スイーブ（68栗 ＊テユーダーペリオツド）出走
［子］ ロンググレイス（80牝 ＊ゲイルーザツク）６勝，エリザベス女王杯，ロー

ズＳ，金杯‐Jpn3，etc.，優古牝
フアイアーダンサー（81牝 アローエクスプレス）３勝，京都牝馬特別
‐Jpn3，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，黄菊賞

［孫］ ラツキーオカメ（82牝 トウシヨウボーイ）４勝，北九州記念‐Jpn3，ロー
ズＳ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
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

1084 ジュローズ２０２１ 牡・鹿 ２／２５
＊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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonジュローズ アドマイヤベガ

��
��
�キストゥヘヴン鹿 2014 ロングバージン

＊カナデアンガール 2r
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ジュエリスト（09鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
グローリアスカント（14牝栗 キングヘイロー）�２勝���１勝・５勝
ヤギリオーディン（16牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，���３勝
グローリアスグナー（17牝青鹿 スパロービート）���１勝
グローリアスカペラ（18牝栗 エピファネイア）�１勝，春菜賞（芝 1400）３着
エスプリアンディ（19牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝
ミツカネサターン（20牡鹿 ミッキーロケット）�未出走

２代母 アクティビスト（02鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回
タガノユニヴァース（07牝 ネオユニヴァース）�２勝
パームアイランド（08牝 フジキセキ）１勝
スパークエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）�６勝
ナンヨーマーズ（14牡 ハーツクライ）１勝，いわき特別２着，白梅賞２着，川俣特

別３着
アシャカナウ（15牡 ダノンシャンティ）��１勝�入着�
ヴァイル（16牝 トーセンホマレボシ）��２勝�２勝�入着３回

３代母 ワーキングガール（88鹿 ＊パドスール）４勝
クラフトマンシップ（95牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念‐Jpn3，函館記念

‐Jpn3 ２着，中山金杯‐Jpn3 ２着，etc.
クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，函

館記念‐Jpn3，etc.
クラフトミラージュ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，新緑賞３着
ラヴォランテ（05	 ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別，初咲賞３着
ガールズトーク（08牝 ステイゴールド）不出走

トーセンナチュラル（12牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ‐LR ２
着，湯浜特別３着

４代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1085 ジュエリスト２０２１ �・鹿 ５／３０
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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケジュエリスト ＊フレンチデピュティ

��
��
�アクティビスト鹿 2009 ワーキングガール

＊ナイトライト 22d
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×M5

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
〔産駒馬名登録数：１〕
モンテジュエル（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

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

アウトシャイン（10牝 ネオユニヴァース）１勝
カーテンコール（17牝 スクリーンヒーロー）３勝，豊川特別，西郷特別２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，Hyde Park H‐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

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： ㈲三石橋本牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2326

1086 ジュエルメッセージ２０２１ 牡・鹿 ３／１８

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊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
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 シュガーハートコン（09栗 オンファイア）�２勝�
〔産駒馬名登録数：５〕
モーニングアヤメ（18牝栗 ＊トビーズコーナー）�出走
モーニングボーイ（19牡栗 ＊トビーズコーナー）�未出走

２代母 バルカンホース（96栗 サツカーボーイ）�１勝
コスモミッドウェイ（01牡 ＊スターオブコジーン）２勝，万代特別２着
コスモパスカル（05牝 ＊スターオブコジーン）�２勝�３勝

３代母 ベリーズロツチ（85栗 ＊ホープフリーオン）出走

４代母 ネバーロツチ（72栗 ＊ネヴアービート）１勝
［子］ ラツキーロード（79牡 ＊フアバージ）４勝，上賀茂特別，�１勝，建依別

特別３着
ナイスロッチ（88牝 ＊ナイスダンサー）１勝，ミモザ賞２着

［孫］ オースミロツチ（87牡 ＊アーテイアス）８勝，京都大賞典‐Jpn2，京都記
念‐Jpn2，宝塚記念‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

ロッチラヴウインク（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝，チューリップ賞
‐Jpn3 ２着，桜花賞‐Jpn1 ４着

マヤノリバティ（01牡 マヤノトップガン）３勝，荒川峡特別，ゴールデン
ブーツＴ２着，皿倉山特別３着，etc.，�４勝

カシマタイソン（86牡 ＊デイクタス）３勝，本栖湖特別，里見特別３着（２回）
エアスムース（98牡 タマモクロス）３勝，錦秋特別２着，赤倉特別２着，
館山特別２着，etc.

ビーアウェイク（07牡 ＊グラスワンダー）障害１勝，東京ジャンプＳ‐JG3
３着

［曾孫］ コルージャ（08� ＊ブライアンズタイム）４勝，嵯峨野特別，雅Ｓ２着，
堺Ｓ２着，etc.，�１勝

スマートセントラル（05牡 マンハッタンカフェ）１勝，開成山特別

５代母 スターロツチ（57鹿 ＊ハロウエー）９勝，有馬記念，オークス，京王杯オータ
ムＨ，桜花賞３着，クイーンＳ２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2700
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

1087 シュガーハートコン２０２１ �・栗 ２／２０
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オンファイア ＊ウインドインハーヘアシュガーハートコン サツカーボーイ

��
��
�バルカンホース栗 2009 ベリーズロツチ

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊シュネーバル（13 AUS鹿 Lonhro）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
オクトニオン（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 スノースペル Snow Spell（05 GB芦 Daylami）IRE 障害２勝
アイシーセイクリッドAeecee Sacred（17� ＊スニッツェル）�AUS１勝

３代母 スカイソング Sky Song（97 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR入着２回
ラヴェロック Laverock（02 牡 Octagonal）GB・FR・GER・ITY・UAE・HKG・

TUR５勝，イスパーン賞‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，アンドレバボワ
ン賞‐G3，etc.，種牡馬

ライトノートRight Note（03 牝 Daylami）FR・AUS２勝
ピエロ Pierro（09 牡 Lonhro）AUS11 勝，ＡＴＣカンタベリーＳ‐G1，ＡＴＣ

ジョージライダーＳ‐G1，ＡＴＣシャンペインＳ‐G1，etc.，種牡馬
アンビエンス Ambience（12牝 Street Cry）AUS３勝，ＶＲＣウェイクフルＳ

‐G2，Dulcify Three‐Year‐Old Quality H‐L，ＡＴＣオーストラリア
ンオークス‐G1 ２着，etc.

ソングストリート Song Street（07 牝 Shamardal）不出走
ロッホイーグル Loch Eagle（18 牡 Lonhro）�AUS２勝，ATC South Pacifi

c Classic‐L ２着

４代母 クリケット Criquette（90 GB鹿 Shirley Heights）GB・UAE２勝，Radle
y S‐L
［子］ フライイングクラウド Flying Cloud（06牝 ＊ストーミングホーム）GB・

FR・IRE・ITY３勝，リブルズデイルＳ‐G2，クレオパトル賞‐G3，
愛プリティポリーＳ‐G1 ２着，etc.

キャプテンウェッブ CaptainWebb（05牡 ＊ストーミングホーム）GB・
UAE４勝，Glasgow S‐L

［孫］ ナイツトゥアー Knight's Tour（08 牡 Reset）NZ３勝，グレイトノーザ
ンギニーズ‐G2，種牡馬

アガトニア Agathonia（14 牝 Street Cry）GB・FR・GER３勝，Hop
pegartener Stutenpreis‐L，メールミュルヘンスレットゲン牧場大
賞‐G3 ２着，G.P. der BMWNiederlassung Hannover‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
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

1088 シュネーバル２０２１ 牡・鹿 ４／１４
＊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

＊

ロンロー Octagonal

�
�
�
�
�

��
��

�Lonhro Shadeaシュネーバル スノースペル Daylami

��
��
�Snow Spell鹿AUS 2013 Sky Song

1t
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊クレバースランチェ（10 IRE 鹿 Duke of Marmalade）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ジュウワンマックス（16牡鹿 ダノンシャンティ）���４勝�１勝�入着

２代母 アーントルヌーEntre Nous（05 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR出走
ドレスオヴドリームズDress of Dreams（15牡 Mastercraftsman）ITY１勝
コンファイディング Confiding（16 牡 Iffraaj）GB１勝，ヴィンテージＳ‐G2 ３着，

ソラリオＳ‐G3 ３着
ヴァルパライソValparaiso（18� Sir Percy）�GB１勝

３代母 ダヤナタDayanata（85 IRE 鹿 Shirley Heights）不出走
コーティアス Courteous（95 牡 ＊ジェネラス）GB・FR・USA３勝，ドーヴィル大

賞‐G2，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3，カナディアンインターナシ
ョナルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ダンダーナDandanna（97牝 Linamix）GB１勝
ケンタウルス Centaurus（02 牡 Daylami）GB・USA・CAN２勝，Noel Mu

rless S‐L ２着，March S‐L ３着
ハーペスHarpeth（05 牝 Sadler's Wells）USA入着２回
クイーンアンズレイスQueen Anne's Lace（14牝 Lonhro）IRE・USA１
勝，Silken Glider S‐L ３着

ダンディナDandyna（07牝 Dynaformer）USA２勝
ダイナビーDynabee（15牝 English Channel）IRE・USA１勝，Blueb
ell S‐L ２着，Hurry Harriet S‐L ３着

ポートマントーPortmanteau（01牝 Barathea）GB２勝
ハンターズライト Hunter's Light（08 牡 Dubawi）GB・FR・GER・ITY・US

A・UAE・TUR・SIN12 勝，ローマ賞‐G1，ジェベルハッタ‐G1，アルマ
クトゥームチャレンジＲ３‐G1，etc.，種牡馬

リンダラドレット Linda Radlett（09 牝 Manduro）FR３勝，P. Dahlia‐L
３着
ファニーローガン Fanny Logan（16牝 Sea The Stars）�GB・USA６勝，
ハードウィックＳ‐G2，プライドＳ‐G3，JohnMusker S‐L，etc.

スクリプトライター Scriptwriter（02� Sadler's Wells）GB５勝，Braveheart S
‐L，GB障害２勝

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

1089 クレバースランチェ２０２１ �・鹿 ４／１７
＊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アルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊

デュークオヴマーマレイド ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Duke of Marmalade Love Me Trueクレバースランチェ アーントルヌー Sadler's Wells

��
��
�Entre Nous鹿IRE 2010 Dayanata

13c
Northern Dancer M4×M5 His Majesty S5×M5

価格： 購買者：



母 グラヴィオーラ（15栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝��２勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，東京プリンセス賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），ユング
フラウ賞（Ｄ1400）２着，桜花賞（Ｄ1600）３着，etc.
初仔

２代母 カクテルラウンジ（05鹿 タニノギムレット）��２勝�１勝，東京２歳優駿牝
馬３着，オパールＣ
フレアバーテンダー（11� ＊グラスワンダー）�１勝��２勝
ミチェラーダ（12牝 メイショウサムソン）�２勝��入着３回
ジンロックカフェ（13牡 ＊ワークフォース）入着５回，�２勝��入着５回
ブルーコーラル（16牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝
ヴィクトリアグラス（17牝 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝
ピーチリキュール（18牝 ＊サウスヴィグラス）�	未出走�１勝�１勝�
アークヴィルヌーブ（19牝 ＊ディスクリートキャット）���入着３回�２勝

３代母 ランニングヒロイン（93鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
リメンバードリーム（02牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，清里特別３着，雪うさぎ賞３着
スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和国杯

‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬
ブロンドヒロイン（10牝 ＊グラスワンダー）入着２回，�２勝

ココニアル（17牝 ＊タートルボウル）�３勝，ライラック賞

４代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
［子］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ

ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

［孫］ アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯
‐G3，マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.

ベストアクター（14� ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，
神奈川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1090 グラヴィオーラ２０２１ 牡・栗 ２／２２

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターグラヴィオーラ タニノギムレット

��
��
�カクテルラウンジ栗 2015 ランニングヒロイン

＊マジツクゴデイス 1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジョリーリュバン（15栗 ＊ノヴェリスト）�６勝�
初仔

２代母 リボンアート（01青鹿 ＊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，舞子特別，心斎橋Ｓ２着，etc.
アートギャラリー（08牡 ＊ファルブラヴ）�１勝
レッドヴェレーナ（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回，�１勝
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
ルヴェルソー（17牝 ルーラーシップ）�２勝，松浜特別，野島崎特別２着，汐

留特別２着，かもめ島特別３着
リプカ（12牝 ＊ハービンジャー）�２勝
ココリアッピア（16牝 ルーラーシップ）入着，��２勝

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.
サンセットバレー（98牝 ＊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，etc.，��出走�１勝�入着��

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： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1091 ジョリーリュバン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１７
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonジョリーリュバン ＊サンデーサイレンス

��
��
�リボンアート栗 2015 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

価格： 購買者：



母 シルショコラティエ（09鹿 ＊カコイーシーズ）�９勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ゼンダンイワミ（17牡黒鹿 フェノーメノ）入着，��１勝
スプランディッド（18�栗 スマートファルコン）��６勝
コブラクロー（19牡鹿 サトノアラジン）�入着４回

２代母 ワレンダラッド（05鹿 ＊ワレンダー）不出走
ショコラノワゼット（10牡 フサイチレオン）�３勝�２勝
エムオーグリッタ（14牡 ブラックタキシード）５勝，古町Ｓ，與杼特別，名古屋城

Ｓ２着，招福Ｓ２着，北総Ｓ３着，etc.，���出走
マーシデスペラード（16牡 サムライハート）�２勝�３勝��
ジャコウジ（17牡 ＊パイロ）��３勝�入着
ディパッセ（19牡 サトノアラジン）�２勝

３代母 マルゼンラッド（91鹿 ＊ミルジヨージ）��４勝
クールダウン（96牝 ＊シャンハイ）３勝，甲斐駒特別２着
コンサートクィーン（98牝 ＊カコイーシーズ）��３勝

ブルーヒーロー（06牡 ＊シーロ）��３勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着，東京ダ
ービー２着，etc.

ワタリキングオー（11牡 キングヘイロー）	２勝��２勝，クラウンＣ
サダムアオイツキ（99牡 ＊シャンハイ）３勝，出雲崎特別
シャンハイサラ（00牝 ＊シャンハイ）��２勝�１勝，サラ・クイーンＣ２着
ブルーラッド（06牡 ＊シーロ）�１勝��６勝
４勝	入着，浦和記念‐Jpn2，マー

キュリーＣ‐Jpn3 ２着，埼玉栄冠賞，etc.，ＮＡＲ優３歳

４代母 マルゼンキール（81栗 ＊ボールドラツド）１勝
［孫］ レッツゴーキリシマ（05牡 メジロライアン）５勝，関屋記念‐G3，カシオ

ペアＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ２着，etc.
ゴウゴウキリシマ（03牡 キングヘイロー）３勝，シンザン記念‐Jpn3，千
両賞，黄菊賞３着

ゴールドキリシマ（04牡 ステイゴールド）３勝，京都２歳Ｓ‐L，中京２歳
Ｓ‐OP ３着，清水Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

1092 シルショコラティエ２０２１ 牡・鹿 ２／ ９
＊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

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionシルショコラティエ ＊ワレンダー

��
��
�ワレンダラッド鹿 2009 マルゼンラッド

＊シル 5g
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 シンメイゲイルス（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
モンサンカーラ（13牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝�４勝
エコロレインボー（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）�５勝��
アペタイザー（16牡鹿 ＊ケープブランコ）１勝
レイワンダー（17牝黒鹿 ＊パイロ）�１勝

２代母 ＊ジャウンティング（94 USA鹿 Seattle Slew）IRE１勝
サンデープラチナム（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝
ピサノバンキッシュ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，大雪Ｈ３着
イエスドラゴン（04牝 ダンスインザダーク）出走

コウギョウデジタル（10牝 ＊アグネスデジタル）�８勝，ＯＲＯＣディスタフ，
フェアリーＣ，あすなろ賞，不来方賞，ひまわり賞，etc.

タンスチョキン（10牝 ＊ストラヴィンスキー）２勝，�２勝

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

ダイヤモンドピサ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１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，etc.
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.
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

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1093 シンメイゲイルス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイシンメイゲイルス
＊ Seattle Slew

��
��
�ジャウンティング黒鹿 2006 ＊ジョード

1s
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ジューンメイプル（15栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
初仔

２代母 プンターレ（09鹿 ブラックタキシード）��入着２回
コスモフレンチ（13牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，小樽特別，小樽特別２着，下北

半島特別３着，黒松賞３着
ザントブリッツ（17牡 ＊サウスヴィグラス）���２勝
ツヨシーフェイス（18牡 ＊サウスヴィグラス）��２勝

３代母 コーリンビビアン（93芦 ＊アジュディケーティング）�９勝
コーリンエンブレム（00牡 ＊エリシオ）�４勝
コーリンラヴィアン（01牝 ＊ミシックトライブ）１勝，�11 勝

コーリンギデオン（09牡 オンファイア）４勝，初霞賞，円山特別２着，フルー
ツラインＣ２着，etc.

コーリンベリー（11牝 ＊サウスヴィグラス）５勝，�１勝��２勝�，ＪＢＣス
プリント‐Jpn1，東京スプリント‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3，etc.

コーリンスピアーズ（03牝 スペシャルウィーク）�９勝
セイントアスリート（05牡 ＊マイネルラヴ）�１勝
キングコーリンオー（06� キングヘイロー）�７勝�入着２回
ファーストバレー（07牡 フサイチコンコルド）��５勝�入着３回
コーリンハッピー（08牝 バブルガムフェロー）１勝，�１勝��，リリーＣ３着

４代母 シルケツト（83芦 ＊ハバツト）２勝，香取特別２着，あやめ賞３着
［子］ シルヴァーケット（90牡 ＊シルヴアーヴオイス）３勝，まりも特別２着

５代母 ＊チユデスタ（73 CAN芦 Tudor Grey）USA５勝
［子］ シルクグレイッシュ（91牡 ＊イルドブルボン）４勝，福島記念‐Jpn3，河

北新報杯，グラジオラス賞，etc.
チュデキング（80牡 ＊ネヴアーダンス）６勝，ＡＲＣ加盟国騎手招待，飯
豊特別，湯沢特別

グリンチュデスタ（85牡 ＊ネヴアーダンス）５勝，早春賞，雄国沼特別，
いわき特別２着，etc.，	８勝
入着４回

タイガーフォード（88牡 ＊ミルフオード）２勝，河口湖特別，佐倉特別２着

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1094 ジューンメイプル２０２１ �・栗 ４／２３

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタージューンメイプル ブラックタキシード

��
��
�プンターレ栗 2015 コーリンビビアン

＊チユデスタ 4g
Storm Cat S3×M5

価格： 購買者：



母 ジュデッカ（14鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
パレスガード（19牡黒鹿 ＊マクフィ）��１勝
スペンサーバローズ（20牡鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊レディオブヴェニス（03 FR栗 Loup Solitaire）FR・USA７勝，キャッシュ
コールマイルＳ‐G2，ウィジャボードディスタフＨ‐G3，リグレットＳ‐G3，
Appalachian S‐L，ジャストアゲイムＳ‐G1 ２着，etc.
アクションスター（10牡 アグネスタキオン）３勝，京成杯‐G3 ２着，逆瀬川Ｓ，寿

Ｓ，垂水Ｓ２着，八坂Ｓ３着
ポーシア（11牝 ディープインパクト）入着２回，�１勝

ネリッサ（16牝 ＊タートルボウル）３勝，五頭連峰特別，晩春Ｓ３着，フリーウ
ェイＳ３着

ワールドバローズ（18牡 ＊ディスクリートキャット）�４勝，長篠Ｓ，オルフェ
ーヴルＣ，元町Ｓ２着，皆生特別２着

ヴェネト（12牡 ディープインパクト）５勝，新春Ｓ，豊栄特別，豊明Ｓ３着，市川
Ｓ３着，秋風Ｓ３着，etc.，��２勝

アッフィラート（13牝 ディープインパクト）４勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，野島崎特
別，初富士Ｓ２着，常総Ｓ３着，トルマリンＳ３着，etc.

レインフロムヘヴン（18牡 ドゥラメンテ）�３勝，町田特別，フリージア賞，百日
草特別２着，陣馬特別３着

３代母 レイスウィングズ Lacewings（91 USA栗 ＊フォーティナイナー）不出走
ヴェイルドウィングズVeiledWings（97 牝 Priolo）FR・USA２勝

アールマルシャル Art Martial（04� Monsun）FR８勝，P. Right Royal‐L
ブリーズオセアンヌBrise Oceanne（05牝 Kendor）FR１勝
サウザンドオークス Thousand Oaks（15 牝 Penny's Picnic）FR・USA
８勝，P. Ceres‐L ２着

ルーマスク Loup Masque（99� Loup Solitaire）FR・USA３勝，P. Montenic
a‐L，P. OmniumⅡ‐L ２着，P. des Sablonnets‐L ２着

４代母 ＊リフカ（85 USA栗 Lyphard）FR・USA３勝，P. des Lilas‐L，アスタル
テ賞‐G2 ２着，プシュケ賞‐G3 ４着，P. Finlande‐L ３着

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

1095 ジュデッカ２０２１ 牡・栗 ５／１０
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアジュデッカ
＊ Loup Solitaire

��
��
�レディオブヴェニス鹿 2014 Lacewings

9f
サンデーサイレンスM3×S4 Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×M5
Lyphard M5×M5
価格： 購買者：



母 シーダーローズ（06栗 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（23）〕
ワインカラー（12牡栗 ＊ロージズインメイ）�３勝�４勝
ウインラングロワ（13牡栗 マツリダゴッホ）�５勝
クーロゼ（14牝鹿 マツリダゴッホ）�２勝�１勝�７勝
アイヅリュウコ（16牡栗 グランプリボス）１勝
アイドルヲサガセ（17牝鹿 ヴァンセンヌ）入着２回，��出走�１勝�

２代母 ルシールシーダー（90栗 ＊クリスタルグリツターズ）５勝，奥多摩Ｓ，御嶽特
別，越後特別，穂高特別２着，都大路Ｓ３着，etc.
ホシスコープ（97� ＊オジジアン）５勝，鏑矢特別，淀屋橋Ｓ２着，初風特別２着，

栃尾特別２着，疾風特別２着
サミーオブライト（99� ＊テンビー）�１勝
サミーミラクル（00牡 ＊アフリート）６勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，ガーネットＳ

‐Jpn3 ３着，マーガレットＳ‐L ３着，アクアラインＳ，ドンカスターＣ，etc.
サミーカラー（02牝 ＊オペラハウス）不出走

コスモヘイガー（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，福寿草特別
サミーテンボシ（03牡 アドマイヤベガ）	７勝�３勝�２勝
ケリーメイ（05牝 ＊アグネスデジタル）出走

キャリアベスト（14牡 ＊グラスワンダー）２勝，湯川特別２着，高山特別２着，
栄特別２着

ハルダル（07牝 ゴールドアリュール）不出走
ブランオラージュ（14� ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��１勝
�，

園田ＦＣスプリント２着
マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）
�８勝�４勝

３代母 パワーシーダー（81栗 ＊ノーザリー）５勝，中京記念‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2
３着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ３着，北山特別，はなのき賞，etc.
ヴァイスシーダー（88牡 ＊メンデス）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，バイオレ

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

スターボード（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，銀嶺Ｓ，etc.，
�
２勝�入着５回��，東京スプリント‐Jpn3 ３着，船橋記念３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1096 シーダーローズ２０２１ 牡・栗 ４／ ４
＊

＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンシーダーローズ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー栗 2006 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ジンダバイン（12黒鹿 ＊コマンズ）１勝，��１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アークティックシルク（01 GB栗 Selkirk）GB入着２回
アンタークティクデザートAntarctic Desert（07� Green Desert）GB・QAT１勝
ゴールデンナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，パラダイ

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
アンタークティカ（11牝 ＊コマンズ）入着，�２勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
シルクドレス（14牝 ディープスカイ）入着

ミヤギザオウ（19牡 ＊パイロ）���３勝，羽田盃
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，三陸特別２着，阿寒

湖特別３着，飯盛山特別３着，汐留特別３着
ポーラーサマー（17牡 キズナ）１勝，ルスツ特別２着，��１勝
アイスムーン（18牝 アドマイヤムーン）��３勝

３代母 ケイプヴァーディ Cape Verdi（95 IRE 鹿 Caerleon）GB３勝，英１０００ギニ
ー‐G1，ローザーＳ‐G2，ファルマスＳ‐G2 ３着，Chesham S‐L ２着
ナブッコNabucco（09� Dansili）GB・FR５勝，Godolphin S‐L，James Sey

mour S‐L，Goodwood Festival S‐L ３着，etc.，GB障害３勝

４代母 アフリクブルーアジュールAfrique Bleu Azur（87 USA黒鹿 Sagace）FR２勝
［子］ ラフリカンブルー L'Africain Bleu（93牡 Saint Cyrien）FR・USA６勝，

G.P. de Lyon‐L，P. de l'Avre‐L，P. de Reux‐L ２着，
種牡馬

［孫］ ダームクレールDame Claire（07 牝 Danehill Dancer）AUS６勝，M
orn R. M. Ansett Classic‐L，VRC Andrew Ramsden S‐L，ＳＡ
ＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，etc.

［曾孫］ イクスチェインジズ Exchanges（07 牝 Domesday）AUS２勝，TRC S
trutt S‐L ２着，TTC Tasmanian Oaks‐L ２着，SAJC Oakla
nds Plate‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1097 ジンダバイン２０２１ 牡・栗 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseジンダバイン
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク黒鹿 2012 Cape Verdi

8f
Halo S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルヴィルージュ（08芦 アドマイヤコジーン）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
シルヴィバック（14牝芦 ダノンシャンティ）�１勝
トストス（16牡鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
ラストルージュ（18牝鹿 マツリダゴッホ）��１勝�１勝�
サンエイゴロー（20牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 フレンチアイドル（03栗 ＊フレンチデピュティ）出走
オージーアイドル（12牝 ＊スニッツェル）２勝

３代母 スティンガー（96鹿 ＊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，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，etc.，優２牝

＊スコルピオンキッス（04牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�５勝
インテンスライト（16牡 エイシンフラッシュ）�４勝，幕張Ｓ，立志Ｓ２着，

秋風Ｓ３着，etc.
サトノギャラント（09� ＊シンボリクリスエス）７勝，谷川岳Ｓ‐L，キャピタルＳ‐L，

谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.，障害１勝
キングズオブザサン（11� ＊チチカステナンゴ）２勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，

京成杯‐G3 ２着，葉牡丹賞，etc.，障害１勝

４代母 ＊レガシーオブストレングス（82 USA栗 Affirmed）USA１勝
［子］ 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： 長谷部牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2450
生 産 牧 場： 長谷部牧場
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

1098 シルヴィルージュ２０２１ �・栗 ５／ ５
＊ 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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディシルヴィルージュ ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチアイドル芦 2008 スティンガー

＊レガシーオブストレングス 9c
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サマーコード（07鹿 スターリングローズ）２勝，なずな賞（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６）〕
ハングリーベン（14牡鹿 ＊ベーカバド）４勝，室町Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，花のみち

Ｓ（Ｄ1200），なでしこ賞（Ｄ1400），２０１７フェアウェルＳ（Ｄ1200）２着，ヤマ
ボウシ賞（Ｄ1400）２着，恵那特別（Ｄ1200）３着，�入着��，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2 ２着

ゲームチェンジャー（15牡栗 ロジユニヴァース）１勝
テイエムオードリー（19牝青鹿 シルバーステート）�１勝
モズライフセーバー（20牡青鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 スーパーラヴァー（02黒鹿 Silver Deputy）入着
ムーンアミュレット（08牝 ＊ムーンバラッド）�２勝
タキノイチバンボシ（09牡 レギュラーメンバー）��１勝�入着４回
ヒワノスーパー（11牡 ＊ルールオブロー）�２勝�５勝��，イノセントＣ３着
ヒワノランニング（12牡 ＊ファスリエフ）�２勝��４勝
ダイヤインザラフ（14牝 スマートファルコン）１勝
ケイツーキナ（17牝 ロジユニヴァース）３勝，三陸特別
リトルカレン（19牝 カレンブラックヒル）��出走�１勝

３代母 ＊サウスオードリー（96 USA青鹿 Gulch）FR・USA１勝

４代母 マダムノースMadamNorth（88 CAN鹿 Halo）不出走
［孫］ リヴァークロッシング River Crossing（08� Caesour）SAF７勝，Ｊ＆

ＢステイヤーズＨ‐G2，ロンズデイルスティラップＣ‐G3，チェアマ
ンズＣ‐G3 ２着

［曾孫］ コールミーワイルド Call MeWild（03� Caller I. D.）USA７勝，D
anzig S‐R

５代母 レイズザスタンダードRaise the Standard（78 CAN鹿 Hoist the Flag）不出走
［孫］ クードジェニー Coup de Genie（91 牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA

４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1099 サマーコード２０２１ �・鹿 ４／２２

＊

＊
＊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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズサマーコード Silver Deputy

��
��
�スーパーラヴァー鹿 2007 ＊サウスオードリー

2d
Mr. Prospector M4×M5×M5 Deputy Minister M4×S5

価格： 購買者：



母 スタコラサッサ（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
プレストエンジェル（19牝鹿 ロゴタイプ）���入着２回
アオイマコト（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�地方未出走

２代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，アレキサンドライトＳ２着，赤富士Ｓ２着，etc.

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走

トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，阪急杯‐G3 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮
記念‐G1 ４着（２回），etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３
着，斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉
Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.

シープシャンクス（10牝 ディープインパクト）出走
ネオストーリー（17牡 ＊ハービンジャー）�２勝，稲城特別，春日山特別３着

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.
フィールドオアシス（03牡 タヤスツヨシ）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ３着，昇竜Ｓ

‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1100 スタコラサッサ２０２１ �・鹿 ３／２８

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

�
�
�
�
�
�
�
�
� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

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スタコラサッサ
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス黒鹿 2014 ＊フィールディ

2n
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 セイユウスマイル（10鹿 ＊ルールオブロー）２勝，噴火湾特別（Ｄ1000）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
キズナビーム（17牡黒鹿 キズナ）��１勝�７勝
スマイルミュ（18牝黒鹿 ＊マクフィ）���２勝�１勝�１勝，留守杯日高賞
（Ｄ1600），ジュニアＧＰ（芝 1600）３着

フィールマイラヴ（19牝鹿 ワンアンドオンリー）��２勝
キョウエイジョイ（20牝芦 レッドファルクス）�未出走

２代母 ブリッジヘッド（00鹿 ＊パークリージエント）�５勝
アイファーマーチス（07牡 ＊マリエンバード）入着，�３勝
ディフェンスライン（08牡 ウインラディウス）�２勝�入着
トップアイリスト（11牝 スターリングローズ）�２勝�２勝�１勝�入着４回	
ナニワノキンニクン（12牡 オレハマッテルゼ）�１勝�入着


３代母 マロニエジェンヌ（93黒鹿 ホリスキー）出走

４代母 スイートシヤモニー（85鹿 ＊ダンサーズイメージ）入着
［子］ マロニエチェリー（91牝 ＊リフアーズスペシヤル）１勝，呉竹賞２着
［孫］ ヨシノコンドル（02牡 ＊パークリージエント）�５勝��１勝，全日本２

歳優駿‐Jpn1 ４着，春霞賞，サンライズＣ３着

５代母 スイートチエリー（70芦 ＊パーソロン）５勝，エルムＳ，ユートピアＳ，六社特別
［子］ ピュアーシンボリ（76牡 スピードシンボリ）９勝，ステイヤーズＳ（２回），

ダイヤモンドＳ，日経賞２着，etc.
［孫］ ダンツシリウス（95牝 タマモクロス）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，シン

ザン記念‐Jpn3，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ３着，etc.
ジャムシード（89牡 シンボリルドルフ）３勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，etc.，
FR４勝，P. Michel Houyvet‐L，リュテース賞‐G3 ２着

マイネルトレドール（90牡 タマモクロス）４勝，信夫山特別，金北山特別，etc.，
障害５勝，東京障害特別（春）

イースタンシンボリ（85牡 ＊モガミ）１勝，豊栄特別３着，羽黒山特別３
着，村上特別３着

［曾孫］ テイエムアラシ（99牡 ＊アラジ）１勝，�12 勝�２勝，道営記念

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1101 セイユウスマイル２０２１ 牡・鹿 ４／２２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingセイユウスマイル ＊パークリージエント

��
��
�ブリッジヘッド鹿 2010 マロニエジェンヌ

＊スヰート 1s
Mr. Prospector M4×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：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
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）��３勝
シャンハイマゴコロ（20牝青鹿 ＊シャンハイボビー）�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）��４勝�１勝�入着��，兵
庫ダービー，西日本ダービー，はがくれ大賞典２着，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，	７勝
イクゼファイターズ（18牡 トゥザワールド）�
５勝�１勝�入着
ミルトクリーガー（19牡 メイショウボーラー）�１勝

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 �090-9517-4750

1102 カワカミマゴコロ２０２１ �・鹿 ２／１１

＊

＊ 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

＊ 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×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 クライフターン（13青 バンブーエール）�２勝��２勝�４勝�
初仔

２代母 ルージュバンブー（06青鹿 ＊マリエンバード）２勝，チューリップ賞‐Jpn3
３着，桜花賞‐Jpn1 ５着，西海賞２着
モズステラ（14牡 ＊キングズベスト）�１勝
ゴチソウサン（17牡 ロードカナロア）�１勝�１勝�入着２回
マキアージュ（19牝 ビッグアーサー）	１勝

３代母 トロピカルナイト（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
キングブレイク（09牡 キングカメハメハ）３勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，香取特別，白川

特別２着，etc.
ワードイズボンド（11牡 ＊グラスワンダー）４勝，朱雀Ｓ，清水Ｓ３着，修学院Ｓ３着

４代母 ＊ウインドフレスカ（93 USA青 Kris S.）入着
［子］ スムースバリトン（02牡 スペシャルウィーク）２勝，東スポ杯２歳Ｓ

‐Jpn3，いちょうＳ‐L ２着，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.
［孫］ ボクノタイヨウ（05牡 ＊アグネスデジタル）５勝，ファンタスティックＪ

ＳＴ，鷹取特別，総武Ｓ２着，etc.
［曾孫］ グローリアスレゴン（17牝 スパロービート）	��２勝�１勝，リリーＣ

２着，フローラルＣ３着

５代母 ドーナットホールDonut Hole（73 USA黒鹿 Donut King）USA３勝，D
ixie Miss S２着，Debutante S３着
［子］ ドーナッツプライドDonut's Pride（82 牝 Nodouble）USA７勝，フォ

ールズシティＨ‐G3，Cornucopia S‐L ２着，Mint Julep S２
着，etc.

カーネルズアルファ Colonel's Alpha（79牝 Colonel Power）USA５勝，
Fantasia S‐R，Southern Belle S‐R，Sunshine Miss S
‐R ２着

［孫］ ラストヴァイス Last Vice（96 牝 Vice Regent）USA４勝，Nandi S
‐R，Ontario Lassie S‐R，ShadyWell S‐R，etc.

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1103 クライフターン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１９

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�バンブーエール ＊レインボーウッドクライフターン ＊マリエンバード

��
��
�ルージュバンブー青 2013 トロピカルナイト

＊ウインドフレスカ 9f
Mr. Prospector S4×M4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 クリールソレイユ（09栗 ＊フレンチデピュティ）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（14）〕
アスタークライ（14牡栗 ハーツクライ）入着３回，��11 勝，新春盃（Ｄ1800），

新春盃（Ｄ1800）２着
フジノカナリア（15牝栗 ゴールドアリュール）��２勝
スマイルヴィーナス（17牝黒鹿 ダノンシャンティ）�１勝
レーヌサージュ（19牝鹿 ネオユニヴァース）��入着２回�入着
ミシェラドラータ（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 エアラグドール（96栗 Storm Cat）不出走
エアジンクス（01牝 スペシャルウィーク）出走

ベアフルート（09牝 サクラバクシンオー）１勝
クレイジーアクセル（15牝 ＊ロージズインメイ）��５勝�１勝�１勝�，
クイーン賞‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，東京湾Ｃ，ロジータ記
念２着，戸塚記念３着，etc.，ＮＡＲ優古牝

アサクササンジャ（02牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，�１勝�３勝��入着
ビーチパトロール（05牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
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，ダリア賞‐OP，

越後Ｓ，etc.，�入着���，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優
駿‐Jpn1 ４着

３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.
リファインメントRefinement（94 牝 Seattle Slew）USA出走

＊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
ラッキーライラック（15牝 オルフェーヴル）７勝，大阪杯‐G1，エリザベ
ス女王杯‐G1（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1，etc.，HKG入
着，優２牝

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259

1104 クリールソレイユ２０２１ �・黒鹿 ２／２５
＊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クリールソレイユ Storm Cat

��
��
�エアラグドール栗 2009 ＊ステラマドリッド

6a
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 スカイウォリアー（11鹿 テレグノシス）�２勝��１勝�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マルヒロワールド（19牡鹿 トゥザワールド）��１勝

２代母 カネショウダイヤ（93鹿 ＊ダイヤモンドショール）��４勝
チトセダイヤ（00牡 サクラチトセオー）�１勝�１勝��１勝	２勝�入着２回
ダイヤモンドカラー（01牡 ＊タイキブリザード）�２勝��１勝

マルカアムール（02牝 ＊テンビー）�３勝��２勝
セラフ（03牝 ＊ホワイトマズル）入着，��１勝

スイートメモリーズ（13牝 ブラックタイド）１勝
メルシーモンサン（05牡 アドマイヤベガ）障害２勝，中山グランドジャンプ‐JG1
ダイヤモンドハウス（08� ＊オペラハウス）�２勝
ムーンラビット（09牝 ＊ムーンバラッド）�３勝��３勝
ヘレンドビジュー（10牝 ゴールドヘイロー）�４勝��２勝

３代母 ウィスパーモア（86鹿 マルゼンスキー）出走
カネショウシャネル（95牝 ＊フェアジャッジメント）��２勝

カネショウハヤブサ（02牡 ＊パークリージエント）��１勝，鎌倉記念３着
マンボプリンス（11牡 スズカマンボ）入着２回，４勝，不来方賞３着

メルシータカオー（99� サクラユタカオー）１勝，障害３勝，中山大障害‐JG1，中
山グランドジャンプ‐JG1 ２着，東京ハイジャンプ‐JG2 ３着

デスバラード（03牡 トウカイテイオー）３勝，成田特別２着，鎌ケ谷特別３着

４代母 メルシーブルー（76鹿 ＊ダイアトム）入着
［子］ アドバンスモア（85牡 サクラシンゲキ）４勝，京王杯スプリングＣ‐Jpn2 ３

着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，etc.
［孫］ ヴィッセル（95牝 ＊ナグルスキー）	３勝，ＲＫＣ杯２着

ホゲットゲニー（92牝 ＊フェアジャッジメント）３勝��入着３回，ひ
まわり賞３着

５代母 マミーブルー（70鹿 ＊ネヴアービート）５勝，京成杯３歳Ｓ，福島３歳Ｓ‐OP
［子］ メルシーアトラ（87牡 ＊サウスアトランテイツク）５勝，日経新春杯

‐Jpn2，京都新聞杯‐Jpn2 ３着，菊花賞‐Jpn1 ４着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1105 スカイウォリアー２０２１ 牡・栗 ４／１０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�テレグノシス メイクアウイッシュスカイウォリアー ＊ダイヤモンドショール

��
��
�カネショウダイヤ鹿 2011 ウィスパーモア

＊リーガルローブ 1e
Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 スカラムーシュ（07栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（６）〕
チョリータ（14牝黒鹿 メイショウボーラー）��４勝
キタサンタイドー（15牡黒鹿 ブラックタイド）３勝，福島中央ＴＶ杯（Ｄ1700），大雪

Ｈ（Ｄ1700）２着，天満橋Ｓ（Ｄ1400）３着，奥羽Ｓ（Ｄ1700）３着，小倉城特別
（Ｄ1700）３着，２０１９ＷＡＳＪ第３戦（Ｄ1700）３着，大雪Ｈ（Ｄ1700）３着，���出走

ドリームオーソ（18牝栗 フリオーソ）��２勝��
アイアンレディ（19牝栗 エスポワールシチー）���入着２回

２代母 ＊プリンセスリーマ（84 USA栗 Affirmed）不出走
ペイミ－バック Pay Me Back（90牡 Master Willie）ITY20 勝，伊セントレジャー

‐G3，Coppa d'Oro di Milano‐L（２回），P. Principe Amedeo‐L，エ
リントン賞‐G2 ２着，エリントン賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

＊メイショウドトウ（96牡 Bigstone）10勝，宝塚記念‐G1，日経賞‐Jpn2，オールカ
マー‐Jpn2，金鯱賞‐Jpn2，中京記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

＊ペイミーキャッシュ（97牝 Hamas）ITY１勝
ディビデンド（05牡 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別，筑後川特別２着，

蔵王特別３着，�１勝
ブルーリーマ Blue Reema（00牝 Bluebird）IRE１勝，Park Express S‐L ２着
プリンセスルシータ（02牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，納屋橋Ｓ，火の山特別，伊

万里特別，元町Ｓ３着，仲秋特別３着
トロフィーディール（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，東京競馬場グランドＯＰ記

念‐L ２着，琵琶湖特別，恋路ケ浜特別，箱根特別２着，ジューンＳ３着，etc.，
障害２勝

ロンズデーライト（08牡 ジャングルポケット）１勝

３代母 ファ－ストフリング First Fling（77 USA栗 Nijinsky）USA１勝
アファームドアフェアAffirmed Affair（83 牝 Affirmed）USA１勝

フレジーズ Fregy's（92 牡 Combsway）USA・ARG・CHI・PER10 勝，カル
ロスペジェグリーニ賞‐G1，ペルーＪＣ賞‐G1，ペルー共和国大統領賞
‐G2，etc.，種牡馬

ザイデコアフェア Zydeco Affair（00� Islefaxyou）USA８勝，El Joven S
‐L，Manila S‐L，Hopemont S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1106 スカラムーシュ２０２１ 牡・栗 １／１２
＊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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススカラムーシュ
＊ Affirmed

��
��
�プリンセスリーマ栗 2007 First Fling

4p
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 スクリーンデビュー（11黒鹿 スクリーンヒーロー）�８勝��入着８回
〔産駒馬名登録数：１〕
メイジョウサンダー（20牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 ツクバノーブル（92鹿 ＊アサティス）６勝，パールＳ，茨城新聞杯２着，初凪
賞２着，サフラン賞２着
ツクバファースト（99牡 ウイニングチケット）１勝，��４勝
ツクバシャルマン（00牝 ＊ジェネラス）��１勝�３勝�２勝��
ツクバコンサート（01牝 ＊ウォーニング）２勝
サチノスカイライン（04牡 ＊ティンバーカントリー）入着，	９勝
サチノプレンティ（07牡 ザッツザプレンティ）	６勝��11 勝
マイネルメダリスト（08牡 ステイゴールド）６勝，目黒記念‐G2，サンシャインＳ，

グッドラックＨ，早苗賞，但馬Ｓ２着，etc.
ブリッサ（09牝 ＊ブラックホーク）入着２回，��１勝�
アナタナラドウスル（10牝 アドマイヤドン）�１勝
ディーエスノーブル（12
 ＊ロージズインメイ）��３勝�３勝�入着３回
コウザンティアラ（13牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝

３代母 ハンキダイヤ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，郡山特別
タマモハツピー（83牝 ＊モーニングフローリツク）５勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，

博多特別，瀬戸内海特別，etc.
タマモイナズマ（94牡 タマモクロス）６勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，万葉Ｓ

‐OP，天竜川特別，etc.
タマモヒビキ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，小倉大賞典‐Jpn3，大阪城

Ｓ‐OP，尾張Ｓ，etc.
タマモモノノフ（87牡 ＊キヤタオラ）５勝，グリーンＳ，層雲峡特別，ストークＳ２

着，etc.，障害５勝

４代母 ホンマルクイン（66鹿 ＊ソロナウエー）１勝
［子］ ヤマノシラギク（79牝 ＊オーバーサーブ）７勝，京都大賞典‐Jpn2，京都

大賞典，小倉大賞典‐Jpn3，etc.
［孫］ ノースシャトル（84
 ＊マラケート）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，東ス

ポ杯‐OP ３着，佐倉特別，障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
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

1107 スクリーンデビュー２０２１ 牡・芦 ４／ ７
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインスクリーンデビュー ＊アサティス

��
��
�ツクバノーブル黒鹿 2011 ハンキダイヤ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 スティルウォーター（13黒鹿 キングカメハメハ）３勝，鳴滝特別（芝 2400），高雄
特別（芝 2400）３着，�２勝
初仔

２代母 ソリッドプラチナム（03黒鹿 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，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオ
ンＳ２着，etc.
レジーナ（10牝 ジャングルポケット）１勝
ウスベニノキミ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，西海賞２着，日田特別２着，四

国新聞杯３着

３代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着

セラミックガール（10牝 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ
タイソウ（18牡 モーリス）�３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，白鷺特別，メ
ルボルンＴ

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，etc.

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，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： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1108 スティルウォーター２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススティルウォーター ステイゴールド

��
��
�ソリッドプラチナム黒鹿 2013 リザーブシート

＊インヴァイト 2f
Mr. Prospector M4×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ストーミーウェザー（02 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－４（11）〕
ドリームアーサー（08牡黒鹿 Eddington）�６勝
トーセンブリザード（09牡青鹿 ハーツクライ）�１勝
テイエムライオネス（10牝青鹿 フジキセキ）１勝
タケノローマン（11牝黒鹿 キングカメハメハ）���１勝・２勝

アナゴサン（18牡 ミッキーアイル）�２勝，白百合Ｓ‐L ２着，高湯温泉特別，
恋路ケ浜特別２着，名古屋日刊スポーツ杯２着，宇佐特別３着

トラストマヴィア（13牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
フォリオール（16�栗 オルフェーヴル）１勝，��入着３回	１勝
ビギドリ（20牝鹿 サトノダイヤモンド）�未出走

２代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
マークスピードMach Speed（01� A.P. Indy）USA15 勝
エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，

Awad S２着，Forestry H２着，種牡馬
＊クロスウォーターⅡ（05牝 Storm Cat）USA１勝

フミノメモリー（10牡 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別
ウォーターエデン（16牝 ＊ハービンジャー）４勝，下関Ｓ，ＨＴＢ杯２着，函館

日刊スポーツ杯２着，潮騒特別３着，仲春特別３着
ジャスパーイーグル（17牡 オルフェーヴル）�３勝，伊万里特別

デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN
８勝，Chris Loseth H，Count Lathum H，River Rock Casino S，
ブリティッシュコロンビアダービー‐G3 ２着，George Royal S２着，etc.，
種牡馬

３代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着

＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，ブリーダ
ーズフュチュリティ‐G2，バシュフォードマナーＳ‐G3，etc.，種牡馬

クラウドバースト Cloudburst（05 牝 Storm Cat）USA２勝，Mardi Gras S
ミスティックアイズMystic Eyes（19 牝 Maclean's Music）�USA２勝，St

ewart Manor S，Ainsworth S２着，メイトロンＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1109 ストーミーウェザー２０２１ �・黒鹿 ３／２６

＊

＊
＊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

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaストーミーウェザー ベイハーバー ＊フォーティナイナー

��
��
�Bay Harbor黒鹿USA 2002 Harbor Springs

6a
Storm Cat M2×S4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 スプリングスワン（09鹿 サクラローレル）�23 勝�，春望賞（Ｄ1400）３着
初仔

２代母 スプリングドキッチ（99鹿 ＊キンググローリアス）��入着２回��
スプリングシャラ（04牝 イシノサンデー）�４勝�１勝
スプリングナイル（06牡 ＊スターオブコジーン）�２勝	

スプリングヴォイス（07牡 ＊グラスワンダー）�２勝�１勝	
入着３回

３代母 タニイチパワー（81黒鹿 ＊ネヴアービート）１勝
イチノアミューズ（85牡 ＊コインドシルバー）５勝，宇多野特別，筑後川特別，睦月

賞２着，etc.
ワイルドエミュー（86牝 ＊ブレイヴエストローマン）２勝

シルクビート（01牡 ＊スピニングワールド）	
４勝，ハイセイコー記念，ニュ
ーイヤーＣ３着

サンヨウアロー（88牝 ミスターシービー）３勝
ウイングアロー（95牡 ＊アサティス）５勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，ジャパンＣ

ダート‐Jpn1，etc.，�２勝�３勝	
１勝�入着３回，ブリーダーズＧ
Ｃ‐Jpn2（２回），etc.，優ダート（2回），ＤＧ優秀，種牡馬

ムゲン（96牝 ＊アジュディケーティング）入着４回
ロケットシュート（03牡 サクラローレル）２勝，指宿特別，聖護院特別３着
ロングプライド（04牡 サクラローレル）５勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，トパー
ズＳ‐L，etc.，	
�入着２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，etc.

メイショウスミトモ（11牡 ゴールドアリュール）７勝，シリウスＳ‐G3，
ラジオ日本賞‐OP，etc.，�１勝	
�，名古屋ＧＰ‐Jpn2

ラストアロー（04牝 ＊アサティス）５勝，大沼Ｓ‐OP ３着，東大路Ｓ，福島放
送賞３着
サトノプライム（14牡 ＊ストリートセンス）５勝，上賀茂Ｓ，赤穂特別，etc.，
�	
２勝，金盃３着

ランクアップ（91牝 ＊ミルジヨージ）１勝
ハートランドロバリ（02牡 ＊ジェイドロバリー）�７勝，菊水賞２着，園田ダー

ビー３着
ユーセイトップラン（93牡 ＊ミルジヨージ）８勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，ダイヤモン

ドＳ‐Jpn3（２回），阪神大賞典‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 福田 米造＝鹿児島県いちき串木野市 �090-3463-2806
生 産 牧 場： 福田 米造
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1110 スプリングスワン２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊ 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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラスプリングスワン ＊キンググローリアス

��
��
�スプリングドキッチ鹿 2009 タニイチパワー

＊マーシユメドウ 11f
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 スーパールミナル（12栗 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ドリーム（19牝黒鹿 サトノアラジン）�入着
ウルフヴェローチェ（20牡黒鹿 ＊バゴ）��出走

２代母 ＊ファストアズライト（99 USA鹿 ＊ヘネシー）５勝，壬生特別，鷹ケ峰特別，
耶馬渓特別，九重特別，別府特別２着，etc.

＊ラヴアズギフト（07牝 Tiznow）出走
ファストアズエバー（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，ルミエールオータ

ムダッシュ‐L ３着，飛翼特別，飛翔特別，邁進特別２着，閃光特別２着，etc.
グランマリアージュ（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，西部スポニチ

賞２着，大府特別３着，さわらび賞３着
アナザースカイAnother Sky（09牝 Songandaprayer）USA１勝
ファストアズソング（11牡 Curlin）入着，��３勝�
ルーチェミラコロ（14牡 ＊キンシャサノキセキ）��１勝
ライトストーリー（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，背振山賞
ラストライト（16� ＊ダンカーク）�１勝��

３代母 タフアズネイルズTough as Nails（84 USA鹿 Majestic Light）不出走
キャトレイル Catrail（90 牡 Storm Cat）GB・FR・USA６勝，英チャレンジＳ

‐G2，ダイアデムＳ‐G3，Hackwood S‐L，etc.，種牡馬
スワンリヴァー Swan River（98 牝 ＊ヘネシー）不出走

トラッケンジャム Trac N Jam（08牝 El Corredor）USA３勝，Indiana Do
wns Distaff S‐L

４代母 ハードライナーHardliner（74 USA黒鹿 Buckpasser）不出走
［子］ ジョンズゴールド John's Gold（79 牡 Bold Bidder）USA６勝，ロング

フェローＨ‐G2，フォートマーシーＨ‐G3，ペンシルヴァニアガヴァ
ナーズＣ‐G3，etc.，種牡馬

［孫］ ライフアトザトップ Life At the Top（86牝 Habitat）GB・USA４勝，
カンデラブラＳ‐G3，Sweet Solera S‐L，サンチャリオットＳ
‐G2 ２着

販売申込者・所有者： 福岡 駿弥＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0074
生 産 牧 場： 福岡 駿弥
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

1111 スーパールミナル２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスーパールミナル
＊

＊ヘネシー

��
��
�ファストアズライト栗 2012 Tough as Nails

2d
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スマッシュ（10黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－１（４）〕
モルフェオルフェ（15牝鹿 オルフェーヴル）４勝，立志Ｓ（芝 1600），��出走
スマッシュパワー（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝
スマッシャー（18牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ユニコーンＳ‐G3，

端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着
ダンツアクア（19牝栗 モーリス）�出走
スマッシュキング（20牡栗 エピファネイア）�未出走

２代母 ロフティーエイム（02鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3 ２着，檜原湖特別，野島崎特別２着，両国特別２着，etc.
ビーウィッチド（12牝 ＊ハービンジャー）１勝
エイムアンドエンド（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，共同通信杯‐G3 ３着，Ｔ

Ｖ山梨杯，幕張Ｓ２着，障害１勝
テキーラ（16牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ロフティーピーク（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，知床特別２着
エイムトゥルー（18牡 エイシンフラッシュ）�１勝

３代母 ＊ウィッチフルシンキング（94 USA鹿 Lord Avie）USA12 勝，パカラップＳ
‐G2，イーゴンマイルＳ‐G3，ジャストアゲイムＨ‐G3，ニジャナＳ‐G3，Fir
st Lady S‐L，etc.
マンティスハント（01牝 Deputy Minister）入着３回

ゴーハンティング（08� フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別，etc.
クロスボウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，錦秋Ｓ２着，障害１勝
サングレーザー（14牡 ディープインパクト）７勝，札幌記念‐G2，マイラーズ

Ｃ‐G2，スワンＳ‐G2，etc.，種牡馬
バイマイサイド（15牡 ステイゴールド）３勝，鳴滝特別，グレイトフルＳ２着，

金山特別３着
メーデイア（08牝 キングヘイロー）４勝，��５勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック

‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3（２回），etc.
ウィッチクラフト（16� ゴールドアリュール）�２勝，天満橋Ｓ３着，��１勝�入着

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

1112 スマッシュ２０２１ 牡・鹿 ３／２９
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススマッシュ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロフティーエイム黒鹿 2010 ＊ウィッチフルシンキング

2b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 クレヨンルージュ（03黒鹿 フジキセキ）３勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（７）〕
モラルタ（12牡鹿 ＊スニッツェル）��１勝�２勝
オーブルージュ（14牝鹿 ルーラーシップ）�１勝�
ラインアストリア（15牝鹿 ＊ワークフォース）１勝
キービジュアル（16牡鹿 ＊ワークフォース）��３勝
ショウナンアレス（18牡鹿 リオンディーズ）�３勝，岡崎特別（芝 1400）
クレヨンピロチャン（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走
ペリヴァロン（20牝鹿 ビッグアーサー）���出走

２代母 ＊マハーブ（95 USA黒鹿 Nureyev）GB・FR１勝
マレーシアMalaysia（01 牝 Quiet American）USA２勝，My Charmer S２着

バルマー Balmat（11 牡 Kitten's Joy）FR２勝，P. Ridgway‐L ３着
ドックスフォリーDox Folly（14	 Paddy O'Prado）�USA12 勝，Hoosie

r Breeders Sophomore S‐R ３着
ダイワモナーク（04牡 サクラバクシンオー）１勝，
３勝
マハーバリプラム（05牝 フジキセキ）６勝，室町Ｓ‐OP，ＢＳＮ賞‐OP，千葉Ｓ

‐OP ３着，岩室温泉特別，円山特別，etc.
デイトユアドリーム（06牝 ＊トワイニング）４勝，苗場特別，プラタナス賞，仲冬Ｓ

２着，ブラッドストーンＳ２着，立夏Ｓ２着，etc.
ユアマイラブ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，��出走�８勝��入着，船

橋記念３着
タイセイドレフォン（19牡 ＊ドレフォン）�３勝，鳳雛Ｓ‐L ２着，弥富特別

マハーバーラタ（08牝 ディープインパクト）１勝
ヒンドゥタイムズ（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，大阪城Ｓ‐L，チャレンジＣ

‐G3 ３着，京成杯‐G3 ３着，下鴨Ｓ，フォーチュンＣ，etc.

３代母 パーソナルビジネス Personal Business（86 USA鹿 Private Account）US
A５勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1 ２着，Mom's Command S
‐LR ２着，アフェクショニトリーＨ‐G3 ３着
インコンフェレンス In Conference（92牝 Dayjur）USA４勝，ヒューマナディス

タフＨ‐G3，オナラブルミスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1113 クレヨンルージュ２０２１ �・栗 ３／２７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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 ＊ミルレーサークレヨンルージュ
＊ Nureyev

��
��
�マハーブ黒鹿 2003 Personal Business

2s
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 セルプランタン（16芦 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 マドモアゼルドパリ（01芦 ＊サンデーサイレンス）６勝，飛鳥Ｓ，外房特別，
早春賞，尾張特別２着
マキシマムドパリ（12牝 キングカメハメハ）６勝，マーメイドＳ‐G3，愛知杯‐G3，

秋華賞‐G1 ３着，フローラＳ‐G2 ３着，愛知杯‐G3 ３着，etc.
サトノエトワール（13牡 キングカメハメハ）３勝，箱根特別，サンシャインＳ２着，

兵庫特別２着，烏丸Ｓ３着，湾岸Ｓ３着
エトワールドパリ（15牝 ＊クロフネ）１勝
タイセイアーサー（18牡 キングカメハメハ）入着，���２勝

３代母 ＊アドマイス（92 FR芦 Highest Honor）FR・USA５勝，オークトリーターフ
Ｃｈ．Ｓ‐G1，Honey Fox H‐L，Matching H‐L，P. Edellic‐L，ダリ
アＨ‐G2 ３着，etc.
ブラックカフェ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，カシオペアＳ‐L ２着，卯月Ｓ，

野島崎特別，etc.
アップルティー（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回

キンショーユキヒメ（13牝 メイショウサムソン）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ムー
ンライトＨ，シンガポールＴＣ賞，etc.

ランリーナ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，デイジー賞３着
ハイエストホワイト（05牝 アグネスタキオン）１勝

アオイクレアトール（17牡 キングカメハメハ）�４勝，キャピタルＳ‐L ３着，
紅葉Ｓ，セントポーリア賞２着，etc.

ハシッテホシーノ（06牝 アグネスタキオン）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，三面川
特別，信夫山特別２着
キャプテンドレイク（17牡 ロードカナロア）�３勝，淀屋橋Ｓ，周防灘特別，

�３勝
カピオラニパレス（08牡 アグネスタキオン）２勝，六波羅特別２着（２回），三年坂

特別２着，ＴＶ山梨杯３着，etc.

４代母 アドミラシヨン Admiration（78 FR鹿 Kashmir）FR４勝，P. Rieussec
‐L，P. Rieussec

販売申込者・所有者： 藤本ファーム＝日高町美原 �090-8908-2903
生 産 牧 場： 藤本ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1114 セルプランタン２０２１ 牡・鹿 ２／１３
＊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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムセルプランタン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マドモアゼルドパリ芦 2016 ＊アドマイス

5e
サンデーサイレンス S3×M3 Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 セーヌパリジャンヌ（08栗 ゴールドアリュール）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（６）〕
タニノホウザン（14牡栗 タイムパラドックス）��６勝
ニシノジャガーズ（15�鹿 リーチザクラウン）２勝
サイシュウテイリ（17牝鹿 ＊ベーカバド）���入着５回
セーヌウォーリア（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 ビーバップ（87栗 アンバーシヤダイ）５勝，関屋記念‐Jpn3 ２着（２回），ク
イーンＳ‐Jpn3 ２着，パラダイスＳ‐OP，ニューイヤーＳ‐OP ２着，谷川岳Ｓ
‐OP ３着，etc.
アフタービート（94牝 ＊クリエイター）２勝，咲花特別２着，ビッグベン賞３着，富

里特別３着
バプティスタ（95牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，秋

華賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP，いちょうＳ‐OP ３着，袖ケ浦特別，etc.
イースター（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，ディセンバーＳ‐L，京王杯２歳

Ｓ‐Jpn2 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，東京新聞杯‐G3 ３着，カ
シオペアＳ‐L ３着，etc.

デウスウルト（08� キングカメハメハ）４勝，中日新聞杯‐G3 ２着，チャレン
ジＣ‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ３着，大原Ｓ，近江特別，etc.

バティスティーニ（13牡 キングカメハメハ）�７勝，ホープフルＳ‐G2 ３着，
コーラルＳ‐L ２着，コーラルＳ‐L ３着，ポラリスＳ‐OP，ギャラクシー
Ｓ‐OP，etc.

ヒートザビート（96牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝
ジュピターズジャズ（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

スズジュピター（05牡 タニノギムレット）４勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
谷川岳Ｓ‐L ２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP，
早春Ｓ，etc.，�１勝�

ジャズアップ（00牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，浦安特別，ジャニュアリーＳ２着，
ブラッドストーンＳ３着，岩室特別３着，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ２着

アドマイヤスワット（05牡 ＊クロフネ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，ブラジルＣ‐OP
３着，上賀茂Ｓ，梅田Ｓ，噴火湾特別

３代母 ビバールクイン（77鹿 ＊レイズアボーイ）出走

販売申込者・所有者： 前川 隆範＝新冠町東川 �0146-47-6099
生 産 牧 場： 前川 隆範
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1115 セーヌパリジャンヌ２０２１ �・栗 ４／２２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤセーヌパリジャンヌ アンバーシヤダイ

��
��
�ビーバップ栗 2008 ビバールクイン

＊ネヴアーキヤツチ 4c
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ソットヴォーチェ（13鹿 ヴィクトワールピサ）�10 勝
本馬の他に産駒あり

２代母 トレアンサンブル（95鹿 ＊トニービン）出走
マルカラスカル（02牡 ＊グラスワンダー）３勝，加古川特別，障害７勝，中山グラン

ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，中山大障害‐JG1 ３着，優障害
ミステリーチューン（03牝 スペシャルウィーク）�２勝�２勝�入着 13回，ル・プ

ランタン賞３着
トリビュートソング（05牡 ＊グラスワンダー）４勝，サンシャインＳ，南武特別，浦

佐特別，山吹賞２着，etc.，障害１勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ソウルフルヴォイス（07牝 キングカメハメハ）４勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，エーデ

ルワイスＳ，ミモザ賞，スピカＳ２着，グレイトフルＳ２着，etc.
アンコールピース（09牝 ネオユニヴァース）１勝

シャドウセッション（16� ストロングリターン）２勝，恋路ケ浜特別２着，初
凪賞２着，�地方未出走

サトノエメラルド（15牡 キングカメハメハ）２勝，障害２勝，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着

３代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，

マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
ランニングヒロイン（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走

スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和
国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

ベストロケーション（05牝 ＊クロフネ）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，キーンランド
Ｃ‐G3 ３着，ラピスラズリＳ‐OP ２着，etc.
ベストアクター（14� ディープインパクト）６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，神奈

川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

1116 ソットヴォーチェ２０２１ 牡・鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

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ソットヴォーチェ ＊トニービン

��
��
�トレアンサンブル鹿 2013 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンス S3×M4 Machiavellian S3×M4 トニービンM3×S4
Halo S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 トウカイセレッソ（09青鹿 キングカメハメハ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
ギンザモヒート（15牝黒鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝��
フォルトゥーレ（16�芦 キャプテントゥーレ）���４勝�４勝
サンマルセレッソ（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）�１勝

２代母 トウカイティアラ（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ‐OP
２着，忘れな草賞‐OP ２着，飛鳥Ｓ，初夢賞，クリスマスキャロルＨ２着，etc.
トウカイフラッグ（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，九十九島特別２着
トウカイアワード（04牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，国東特別，夕月特別３着
トウカイポプリ（05牝 ＊タイキシャトル）２勝

トウカイパシオン（15牝 ＊ヨハネスブルグ）３勝，浦安特別３着
トウカイセレブ（06牝 キングカメハメハ）２勝

トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着
トウカイレジーナ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，��２勝
トウカイベルタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走

ハルクンノテソーロ（14牡 ＊ファスリエフ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，青竜
Ｓ‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着（２回），銀蹄Ｓ２着，麦秋Ｓ３着，etc.，障害１勝

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

３代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
トウカイテイオー（88牡 シンボリルドルフ）９勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，産經大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，
優３牡，優父内，特別賞，種牡馬

トウカイテネシー（94牝 シンボリルドルフ）２勝，陸奥湾特別，高山特別２着，臥
牛山特別２着
トウカイメガミ（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着
ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�３勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，
長久手特別，御堂筋Ｓ３着

トウカイオーザ（97牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，大阪―ハ
ンブルクＣ‐L，小倉記念‐Jpn3 ２着，etc.

トウカイエリート（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，日経新春杯‐G2 ２着，ステ
イヤーズＳ‐Jpn2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1117 トウカイセレッソ２０２１ �・黒鹿 ４／ ４
＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファストウカイセレッソ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ青鹿 2009 トウカイナチユラル

＊星友 19b
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイシサンサン（13鹿 ＊アジュディケーティング）��入着７回
〔産駒馬名登録数：１〕
シュッシュ（19牡鹿 トゥザグローリー）���出走

２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
チャンスメイク（11牡 ＊パイロ）２勝

３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
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
レアシングチェリー（88牝 ＊ミシシツピアン）１勝

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，ＡＲ共和
国杯‐Jpn2 ２着，日経新春杯‐Jpn2 ２着（２回），etc.

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.
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.
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

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

ウインドスイープ（97牝 ニホンピロウイナー）１勝，さざんか賞３着
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

４代母 ＊サンサン（69 USA黒鹿 Bald Eagle）FR・USA５勝，凱旋門賞，ヴェルメイ
ユ賞，P. de Psyche，ノネット賞２着，P. de la Calonne２着，etc.
［子］ ウインザーノツト（80牡 ＊パーソロン）７勝，函館記念‐Jpn3（２回），天

皇賞（秋）‐Jpn1 ２着，天皇賞（秋）‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
スプライトパッサー（87牝 メイワパツサー）５勝，関屋記念‐Jpn3，報知
４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
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

1118 ダイシサンサン２０２１ 牡・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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverダイシサンサン ＊ブライアンズタイム

��
��
�アクティブサンサン鹿 2013 ポトマツクチエリー

＊サンサン 7c
Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワフェズブルー（07鹿 ネオユニヴァース）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
ヨコスカダンディー（16牡栗 ジャングルポケット）�出走，障害入着２回
シオジレア（17牡鹿 ＊ベーカバド）��８勝
マロンブリンク（19牝栗 ストロングリターン）��出走

２代母 ノンストップレディ（90鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，木曽川特別２着，アカ
シヤＳ２着
ラブフォーエバー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，堀川特別，ゴールデンサドル

Ｔ２着，東山特別２着，あさがお賞２着，名鉄杯３着，etc.
ロールオブザダイス（05牡 ＊トワイニング）６勝，平安Ｓ‐G3，etc.，����

入着５回���，東京大賞典‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，
佐賀記念‐Jpn3 ２着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着，etc.

ノンストップラブ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，大森浜特別２着
ブレーヴドライバー（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，障害１勝
ノンスタンダード（00牡 ＊ラムタラ）３勝，生田特別２着
フレンチマリー（06牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��３勝�入着，オパールＣ２着
マルカロゼッタ（11牡 ゴールドアリュール）１勝，�１勝���	

３代母 ＊マガロ（80 USA黒鹿 Caro）USA４勝
クーラウィン Coolawin（86牝 Nodouble）USA９勝，オーキッドＨ‐G2，Ｑエリ

ザベス二世チャレンジＣ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.
シスタークリス Sister Chrys（87 牝 Fit to Fight）USA２勝

シルヴァーラプソディ Silver Rhapsody（95牝 Silver Hawk）GB・FR・GER
２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ヨークシャーオークス‐G1 ３着，英
ジョッキークラブＳ‐G2 ２着，etc.

タヤスツヨシ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，Ｒたんぱ杯
３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

マジカルサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走
キューバンサンデイ Cuban Sunday（07
 Benicio）AUS５勝，MRCHeat

herlie H‐L，MRCGalilee Series Final‐L ３着
タイチマスター Taichi Master（08
 Testa Rossa）SIN・MAL７勝，Mal

aysia Coronation Cup‐L，Supreme Challenge Trophy‐L

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282

1119 ダイワフェズブルー２０２１ �・栗 ４／ ３

＊

＊
＊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 ＊ポインテッドパスダイワフェズブルー ＊ノーザンテースト

��
��
�ノンストップレディ鹿 2007 ＊マガロ

1r
Caro M4×S5

価格： 購買者：



母 デンコウブルー（06黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（31）〕
シゲルリュウザ（10牡鹿 アドマイヤコジーン）�４勝��３勝
ロアーズオブザシー（11牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝�１勝�
ウインヴォルケーノ（13牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝・16勝，仙酔峡賞
（Ｄ1750）２着，錦江湾賞（Ｄ1800）２着，すみれ賞（Ｄ1800）３着

カシノジェーン（14牝青鹿 ＊ブラックホーク）�２勝
エリーバラード（16牝黒鹿 ＊アルデバランⅡ）��２勝��
ベルボールドナイン（20牡鹿 ＊マクフィ）�未出走

２代母 プロミストーク（98黒鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アーリン

トンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，朝日杯フューチュリティＳ
‐Jpn1 ５着，コスモス賞‐OP ３着，etc.

ナムラシャンティ（03牡 サクラバクシンオー）�１勝

３代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，

	
１勝
エターナルシャイン（99牝 ＊ノーザンテースト）出走

シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別
ワイキキブリーズ（07牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

ニシノレバンテ（19牡 イスラボニータ）�２勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，黒松賞
リヴァプール（02牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グリ

ーンＳ，金峰山特別，etc.
アースザスリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別，秩父特別３着，

野島崎特別３着，etc.
リュウグウヒメ（16牝 ルーラーシップ）１勝，織姫賞３着，��出走

ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上
川大賞典２着

販売申込者・所有者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 �090-8769-3133
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1120 デンコウブルー２０２１ 牡・鹿 ３／３０

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスデンコウブルー ＊ジェイドロバリー

��
��
�プロミストーク黒鹿 2006 マークプロミス

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector M4×M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 チリペッパー（11鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
リュウジン（16牡黒鹿 ＊モンテロッソ）��５勝�２勝��１勝�

２代母 ＊チリースタート（98 IRE 鹿 Caerleon）不出走
ジョワイユ（14牝 ＊パイロ）２勝

３代母 スノーブライド Snow Bride（86 USA栗 Blushing Groom）GB・FR５勝，
英オークス‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プリンセスロイヤルＳ‐G3，Danepak
Bacon S‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ４着

＊ラムタラ（92牡 Nijinsky）GB・FR４勝，英ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，Ｋジョ
ージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬

カムターラ Kammtarra（93 牡 Zilzal）GB・USA・UAE４勝，Sheikh Maktoum
Al Maktoum Challenge R3‐L，Sheikh Maktoum Al Maktoum Challenge R
1‐L，種牡馬

ハルターラ Haltarra（94 牡 Zilzal）GB・UAE４勝，Newmarket S‐L ２着
サイターラ Saytarra（96 牝 Seeking the Gold）GB・FR２勝，オマール賞‐G3
カイスQais（00 牡 Seeking the Gold）USA・UAE４勝，ゴドルフィンマイル‐G2

２着，Burj Nahaar‐L ３着，Coronado's Quest S‐R ３着，種牡馬
アビシェーカ Abhisheka（03牝 Sadler's Wells）GB・UAE３勝，Balanchine S

‐L ２着
イソップスフェイブルズ Aesop's Fables（09 牡 Distorted Humor）GB・FR

・UAE２勝，ジャンプラ賞‐G1，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ２着，P.
Roland de Chambure‐L ２着，etc.

コンコルディアConcordia（06 牝 Pivotal）FR１勝
ポーラライゼイション Polarisation（12� Echo of Light）GB・AUS６勝，

ＡＴＣシドニーＣ‐G1

４代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）GB・FR・ITY・USA４勝，
ヨークシャーオークス‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，凱旋門賞‐G1 ３着

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1121 チリペッパー２０２１ �・青鹿 ３／２６
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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジチリペッパー
＊ Caerleon

��
��
�チリースタート鹿 2011 Snow Bride

22b
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 ツインダイヤ（06栗 ゴールドアリュール）障害１勝，�３勝��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
コンジキノボス（15牡栗 ＊アメリカンボス）���４勝
ニュールック（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝�入着３回�，飛燕

賞（Ｄ1400），カペラ賞（Ｄ1800），ロータスクラウン賞（Ｄ2000）３着
ビービーレガロ（17�鹿 シビルウォー）�１勝
ビービーグラーテス（20牡栗 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ハリスンマリー（90鹿 ダイナガリバー）１勝
シロキタフラワー（97牝 ダイタクヘリオス）�１勝�
シュイベモア（98牡 ミホノブルボン）��８勝�２勝，報知オールスターＣ２着，

種牡馬
エフェクト（02牡 ＊チーフベアハート）	10 勝
入着
ウェイオブグローリ（03牡 ＊ウェイオブライト）��１勝	�

マケマケ（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��５勝�３勝
バッターカネムラ（13牡 ミスキャスト）�１勝�６勝

３代母 レインボーホープ（84栗 ＊ホープフリーオン）３勝
テンザンカブト（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，白菊賞３着

４代母 イーデンブルース（74栗 ＊マツチウオン）１勝
［子］ レインボーアンバー（86牡 アンバーシヤダイ）３勝，弥生賞‐Jpn2，菊花

賞‐Jpn1 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
［孫］ トーホウエンペラー（96牡 ＊ブライアンズタイム）入着，	17 勝��１勝�１

勝�１勝�入着，東京大賞典‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，名古
屋大賞典‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

レインボーリバティ（97� ＊リンドシェーバー）��６勝，ゴールドＣ
ストロングレオン（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，大島特別，三条特別
テイエムファイター（90牡 アンバーシヤダイ）３勝，松川浦特別，恵庭岳
特別２着，宗谷特別３着，etc.

リュウベンセル（91牡 アンバーシヤダイ）15 勝，鳥海大賞典２着
タイアップレディ（98牝 ベストタイアップ）�３勝�，金の鞍賞３着

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

1122 ツインダイヤ２０２１ �・栗 ４／ ８

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤツインダイヤ ダイナガリバー

��
��
�ハリスンマリー栗 2006 レインボーホープ

＊プロポンチス 4d
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 テンザンオトヒメ（03鹿 フジキセキ）１勝，�３勝�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
セローフォース（14牡鹿 ＊ワークフォース）１勝
シンモエ（16牝黒鹿 ＊ケープブランコ）�１勝�
タンバアンジェラ（17牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）��１勝
メルジーナ（18牝鹿 エピファネイア）��６勝
サバンナモンキー（19牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝

２代母 ＊パパラッシオ（97 USA鹿 Nureyev）FR３勝
マイネルポポラーレ（02牡 Machiavellian）�１勝�15 勝�

３代母 ポピュレイションPopulation（86 IRE 黒鹿 General Assembly）IRE 入着３回
サラトガスプリングズ Saratoga Springs（95 牡 El Gran Senor）GB・FR・IRE・

USA・UAE５勝，レイシングポストトロフィ‐G1，ダンテＳ‐G2，ベレスフ
ォードＳ‐G3，etc.，種牡馬

サマークラッシュ Summer Crush（96牝 Summer Squall）USA出走
ブラックベリーボーイ Blackberry Boy（04牡 Desert Prince）IRE・SPA10 勝，

Lenebane S‐L ２着
アンチェックトUnchecked（98牝 Unbridled）USA出走

チェックユアソウル Check Your Soul（08 牡 Perfect Soul）USA・CAN４勝，
Wando S‐L，Plate Trial S‐R

サラトガヴィジョン Saratoga Vision（17牝 Court Vision）�USA・CAN２
勝，セリーニＳ‐G3 ２着，Catch A Glimpse S‐L ３着

ラシャンダンスRussian Dance（01牝 Nureyev）GB１勝
ダンスイーストDance East（07 牝 Shamardal）GB３勝
ダンスディーヴァDance Diva（15牝 Mayson）GB４勝，Eternal S
‐L，Empress S‐L，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ２着，etc.

イシオマ Isioma（10牝 Shamardal）GER１勝，Dusseldorfer Stutenpreis
‐L ３着

エルラービEl Raabi（02 牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝
アウスス Ausus（09 牝 Invasor）USA４勝，モデスティＨ‐G3，ビヴァリーデ

ィＳ‐G1 ３着，Marie G. Krantz Memorial H２着，etc.
ポピュリスト Populist（05 牝 Fusaichi Pegasus）USA５勝，St. George S

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

1123 テンザンオトヒメ２０２１ 牡・鹿 ４／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーテンザンオトヒメ
＊ Nureyev

��
��
�パパラッシオ鹿 2003 Population

21a
Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 テールバインダー（07鹿 ＊カコイーシーズ）�７勝��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
リュウワンゴーゴー（14牡黒鹿 スウィフトカレント）��１勝��入着６回
キングドンドルマ（15牡青鹿 ブラックタキシード）１勝，��３勝	入着２回
ピエールサンデー（16牝黒鹿 タニノギムレット）��１勝�入着２回
サンドジョーカー（17牡鹿 スマートファルコン）���２勝
６勝
パラティッシ（18牡鹿 タイムパラドックス）���入着３回
ルックアットユー（19牝鹿 アドマイヤムーン）��入着

２代母 ビーフレグラント（02鹿 ダイタクヘリオス）�１勝��
ピエールタイガー（08牡 ＊カコイーシーズ）�４勝��９勝�入着
，マイルＧＰ，マ

イルＧＰ２着，川崎マイラーズ２着，サンタアニタＴ２着，船橋記念３着，etc.
ハンドスター（09牝 ＊パラダイスクリーク）�１勝	１勝

カステヘルミ（16牝 ブラックタイド）２勝，ＳＴＶ杯２着
ピクトルテソーロ（18� ＊シンボリクリスエス）�２勝
スンヌンタイ（19牝 ストロングリターン）�１勝

３代母 コンサートダイナ（82栗 ＊ハンターコム）出走
コンサートボーイ（92牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��８勝，帝王賞‐Jpn1，東京大

賞典‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
ブルーダイナ（01牝 ＊カコイーシーズ）��２勝

タイムビヨンド（12牝 タイムパラドックス）入着，�９勝��１勝�入着２回，
クイーン賞‐Jpn3 ３着，道営記念，ノースクイーンＣ，etc.

ブルーウィザード（13牡 ＊トワイニング）��２勝�８勝��５勝	，園田ジュ
ニアＣ２着

４代母 ＊コンサーテイスト（71 GB栗 Supreme Sovereign）不出走

５代母 チャムボード Chambord（55 GB栗 Chamossaire）GB４勝，Newmarket O
aks，Royal Standard S，ヨークシャーオークス３着，パークヒルＳ２着
［子］ カロ Caro（67牡 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，仏２０００ギニー，イスパー

ン賞，ガネー賞，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
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

1124 テールバインダー２０２１ 牡・鹿 ２／２６
＊ 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

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionテールバインダー ダイタクヘリオス

��
��
�ビーフレグラント鹿 2007 コンサートダイナ

＊コンサーテイスト 3o
Raise a Native S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 トリルビー（12鹿 デュランダル）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ミツカネラブリー（19牡青鹿 ラブリーデイ）��出走

２代母 エイプリルドラマ（89鹿 サクラユタカオー）４勝，北洋特別，知床特別，松浜
特別，あざみ賞３着
ヒーロードラマ（96牡 ＊ノーザンテースト）１勝
ユメノドラマ（00牝 ジェニュイン）１勝
ロジック（03牡 アグネスタキオン）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ＮＺトロフィー

‐Jpn2 ３着，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，シンザン記念‐Jpn3 ３着，日本
ダービー‐Jpn1 ５着，etc.

リーティラ（06牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 フアインドラマ（74鹿 シンザン）４勝，愛知杯２着，ＨＴＢ賞，祇園特別
サンシードラマ（81牡 ＊サンシー）７勝，飛鳥特別，津軽海峡特別，樽前山特別，etc.
ハードドラマ（82牡 ＊ハーデイカヌート）２勝，エリカ賞
ヘルメスアンジエラ（83牝 ＊ヴアイスリーガル）５勝，忘れな草賞‐OP ２着，洛陽

特別２着，あずさ賞２着，etc.
シアトルドラゴン（90牡 ＊スルーザドラゴン）３勝，麒麟山特別，スカイブルー

Ｓ２着
ジャストアヒーロー（92牡 ＊アウザール）６勝，ブラジルＣ‐OP ２着，花園Ｓ，

北山Ｓ２着，etc.
フェミニンドラマ（84牝 ＊デイクタス）３勝，石清水特別２着，川西特別２着，比良

山特別３着，etc.
リアルドラマ（88牝 ＊リアルシヤダイ）出走

レイオブライト（96牝 ウイニングチケット）３勝
フェイズシフト（06牝 サクラバクシンオー）２勝，君子蘭賞２着
リュンヌ（07牝 ＊クロフネ）５勝，彦根Ｓ，福島中央ＴＶ杯，大濠特別，etc.
ラディアーレ（08牡 サクラバクシンオー）４勝，長篠Ｓ３着

４代母 スイートベリー（58黒鹿 トサミドリ）３勝，四歳抽籖馬特別‐OP，つくし賞
［孫］ ファインヘリオス（77牡 ヘリオス）３勝，中日新聞杯２着，菩提樹特別，

菜の花賞

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1125 トリルビー２０２１ �・鹿 ４／１７

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセストリルビー サクラユタカオー

��
��
�エイプリルドラマ鹿 2012 フアインドラマ

＊スイートヘレン 2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スウィートピカンテ（12黒鹿 ＊パイロ）���１勝・３勝
初仔

２代母 マイルドスマイル（99栗 バブルガムフェロー）出走
デュークラウド（04牝 ＊コマンダーインチーフ）�５勝�
ダンツゼネラル（07牡 ジャングルポケット）��７勝
リンガスクリフ（08牡 ジャングルポケット）１勝
ラフィットオフ（10牝 キングヘイロー）�３勝�１勝�１勝�５勝
ヤンゴンYangon（11	 ＊バゴ）SIN１勝
ヒマラヤキンラン（13牝 ＊ベーカバド）入着，�２勝��
スコアリングマシン（14牡 ローエングリン）�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
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，A

TC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.
インコントラーレ（19牡 ＊マクフィ）
１勝，オキザリス賞２着

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： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1126 スウィートピカンテ２０２１ �・栗 ２／１７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionスウィートピカンテ バブルガムフェロー

��
��
�マイルドスマイル黒鹿 2012 ＊ビバムール

4d
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スギノフォルモーザ（97栗 ＊サンデーサイレンス）３勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－７（24）〕
スギノバンディエラ（05牡黒鹿 タニノギムレット）�２勝
ミラクルシーカー（06牡栗 ＊フレンチデピュティ）入着，��３勝
ナンデヤネン（07牡青 ＊シンボリクリスエス）２勝，磐梯山特別（芝 2600）２着，千

葉日報杯（芝 1800）２着，新津特別（芝 2000）２着，石和特別（芝 1800）３着，館
山特別（芝 2000）３着，障害１勝

キングサイレンス（08�鹿 キングカメハメハ）��７勝�
レッドフォーチュン（10牝芦 ＊クロフネ）２勝
ナニスンネン（12牡栗 ＊クロフネ）１勝，�３勝��３勝�１勝�，兵庫ダービー
（Ｄ1870）３着

ナニシハルン（16牝栗 トーセンジョーダン）�２勝
ファッシネイター（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝�１勝
ミネヴィーノ（19牝栗 サンカルロ）���入着３回	１勝�入着２回

２代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
クリムズンハウス（93牡 ＊キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別，五頭連峰

特別２着，瀬波特別３着，八海山特別３着，etc.
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝�１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1
（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念
‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２勝
ジュリアビコー（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.
クリムゾンブーケ（06牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1127 スギノフォルモーザ２０２１ 牡・栗 ４／２６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellスギノフォルモーザ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ栗 1997 ＊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 セシャト（13黒鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トラヴェラーズ（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�１勝

２代母 ＊アーキオロジー（02 USA鹿 Seeking the Gold）GB入着
アストロロジー（08牡 アグネスタキオン）２勝
アルキメデス（09牡 アドマイヤムーン）６勝，朝日ＣｈＣ‐G3，中山記念‐G2 ２着，

アーリントンＣ‐G3 ３着，プリンシパルＳ‐LR ３着，八坂Ｓ，etc.
ドラグーン（12� ＊パイロ）１勝，��１勝�３勝
プリヒストリー（15� ディープインパクト）１勝，�３勝��入着
クロニクル（19牡 ハーツクライ）�１勝

３代母 カレス Caress（91 USA黒鹿 Storm Cat）USA13 勝，アシーニアＨ‐G3，ボ
ーゲイＨ‐G3，ポーカーＳ‐G3，Just A Game H‐L，Just A Game S‐L，etc.
モンシルMonthir（99 牡 Gulch）USA１勝，ハッチソンＳ‐G2 ２着，ナシュアＳ

‐G3 ２着，ベイショアＳ‐G3 ３着，種牡馬
スカイメサ Sky Mesa（00牡 Pulpit）USA３勝，ホープフルＳ‐G1，ブリーダーズ

フュチュリティ‐G2，ハスケル招待Ｈ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ゴールデンヴェルヴェットGolden Velvet（03 牝 Seeking the Gold）FR・USA

・UAE４勝，セイビンＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，オグデンフィップ
スＨ‐G1 ２着，etc.
イノヴェイティヴアイディア Innovative Idea（12牝 Bernardini）USA６勝，

グルーピドールＳ‐G3，Iowa Distaff S‐L，ローカストグローヴＳ
‐G3 ３着，etc.
マタレヤMatareya（19牝 Pioneerof the Nile）�USA５勝，エイコーン
Ｓ‐G1，エイトベルズＳ‐G2，ボーモントＳ‐G3，etc.

ルカラン Lucullan（14牡 ＊ハードスパン）USA・CAN６勝，ニッカボッカー
Ｓ‐G2，Lure S‐LR，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

カレッシヴ Caressive（04 牝 A.P. Indy）USA１勝，ラカニャーダＳ‐G2 ３着
ヴェルヴェティVelvety（10 牝 Bernardini）GB１勝

マックスフィールドMaxfield（17 牡 ＊ストリートセンス）USA８勝，クラーク
Ｓ‐G1，ブリーダーズフュチュリティ‐G1，スティーヴンフォスターＳ
‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1128 セシャト２０２１ 牡・黒鹿 ５／３１
＊ 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズセシャト
＊ Seeking the Gold

��
��
�アーキオロジー黒鹿 2013 Caress

1s
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 シンメトリック（13鹿 アドマイヤムーン）�１勝�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
エイワキャントレー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���出走

２代母 ＊ダイアゴネル（00 IRE 鹿 Darshaan）FR１勝
シアフォース（07牡 Motivator）１勝
クエルクス（08牝 フジキセキ）１勝

ローゼンクリーガー（16牝 ＊ノヴェリスト）２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，ダ
リア賞‐OP ２着，秋明菊賞，りんどう賞２着，祇園特別３着

スタリア（09牝 ＊アルカセット）１勝
エオリア（14牝 ＊ストリートセンス）４勝，浜名湖特別，堺Ｓ２着，立志Ｓ２着，

伊勢佐木特別２着，舞鶴Ｓ３着，etc.
ハートウォーミング（16牝 ハーツクライ）１勝，胎内川特別

３代母 ダンスオヴリーヴズDance of Leaves（87 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest（92 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・

USA４勝，英チャレンジＳ‐G2，クイーンアンＳ‐G2，セントジェイムズパレ
スＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

メダーリーMedaaly（94 牡 Highest Honor）GB・UAE３勝，レイシングポストト
ロフィ‐G1，種牡馬

ディザイアドDesired（95牝 RainbowQuest）不出走
デシデラータムDesideratum（02牡 Darshaan）FR４勝，リス賞‐G3，P. d

e l'Avre‐L，パリ大賞‐G1 ２着，種牡馬
デュバイフォールDubai Fall（99 牝 Mr. Prospector）USA・UAE１勝，Seren

a's Song S２着
ダンスデコールDanse d'Ecole（01 牝 Daylami）FR・GER・AUS３勝，Derby

de l'Ouest‐L ２着
ガルフブリーズGulf Breeze（05牝 Dubai Destination）不出走

フレネー Fresnaye（14牝 WesternWinter）SAF６勝，ヴィクトレスＳ‐G3，
Stormsvlei Mile‐L，Winter Oaks‐L，etc.

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1129 シンメトリック２０２１ 牡・鹿 ４／ ９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシンメトリック
＊ Darshaan

��
��
�ダイアゴネル鹿 2013 Dance of Leaves

4m
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 タキオンレディー（12栗 ＊クロフネ）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ネイキッド（20牡青鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

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）��３勝�10 勝
ミヤギウイング（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
サンエイキングダム（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）��７勝
タナザウィング（19牝 エピファネイア）１勝，��出走

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

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

1130 タキオンレディー２０２１ 牡・栗 ２／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊
＊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
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 ダムガルヌンナ（14鹿 ＊ストリートセンス）�７勝
初仔

２代母 サンデーミッチー（97青 ＊サンデーサイレンス）２勝
ノボリデューク（05牡 ＊タイキシャトル）４勝，不知火特別，魚沼Ｓ３着，新春Ｓ３

着，朝日岳特別３着，六波羅特別３着，障害１勝
スウィングダンス（07牝 ＊クロフネ）�25 勝�，名古屋記念，秋桜賞２着，名港盃２

着，梅見月杯３着
ロッキーサンダー（17牡 ＊ダンカーク）�３勝，オークランドＴＲＴ３着，伊丹

Ｓ３着，摩耶Ｓ３着
ノボリドリーム（09牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，城崎特別，東大路Ｓ２着，桃山

Ｓ２着，愛宕特別２着
ノボリフジ（11牡 サクラバクシンオー）２勝，�10 勝
ノボリクリーン（12牡 ＊タイキシャトル）２勝，西部日刊スポーツ杯，�３勝
ノボリレーヴ（15牝 ロードカナロア）２勝，ラジオ福島賞３着

３代母 ＊プレザントソーサリス（89 USA黒鹿 Pleasant Colony）USA２勝
＊ゲイリーフェザント（95牝 Irish River）出走

ダブルパンチDouble Punch（05牝 Two Punch）USA出走
ロックトトワイス Rocked Twice（11� Rocky Bar）USA・CAN８勝，
Arizona Breeders' Futurity‐R ３着

トゥーザパンチ Two the Punch（13� Top Hit）�USA10 勝，Arizon
a Breeders' Futurity‐R ２着

４代母 ウィッチダンスWitch Dance（72 USA栗 Northern Dancer）USA１勝
［子］ ヴードゥーダンス Voo Doo Dance（80牝 Stage Door Johnny）USA

８勝，Grassland H‐L，Sweet Tooth H，Smart Deb H，etc.
ジョニーダンス Johnny Dance（78牡 Stage Door Johnny）USA３勝，
John R.Macomber H，West Virginia Derby，ロスマンズ
インターナショナル‐G1 ３着，etc.

［孫］ プレザントテンパー Pleasant Temper（94 牝 Storm Cat）USA12 勝，ボ
ールストンスパＨ‐G3，ジェニーワイリーＳ‐G3，Hillsborough S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1131 ダムガルヌンナ２０２１ 牡・青鹿 ４／ ５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleダムガルヌンナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーミッチー鹿 2014 ＊プレザントソーサリス

16g
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer M5×M5 His Majesty M5×M5

価格： 購買者：



母 トーコーニーケ（11鹿 キングカメハメハ）�７勝�２勝��入着，関東オークス
‐Jpn2 ２着，園田金盃（Ｄ1870），のじぎく賞（Ｄ1700），東海クイーンＣ
（Ｄ1600），若草賞（Ｄ1400），etc.，ＮＡＲ優３牝
〔産駒馬名登録数：１〕
クラトス（19�鹿 イスラボニータ）�出走

２代母 ナリタフローラ（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
フェンウェイバード（05牝 ＊ボストンハーバー）�６勝�１勝�
マヤノマヤ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，若潮賞２着
メイショウヤマホコ（10牡 タニノギムレット）２勝，金山特別，知立特別３着（２回）
ハッピーウィルス（12牡 ＊タイキシャトル）２勝，高湯温泉特別，稲荷特別２着
アマノスペシャル（14牝 タニノギムレット）�３勝
シントーサクラ（15牝 ＊ワークフォース）��１勝
ファイトフラッシュ（16牝 エイシンフラッシュ）��５勝
ピスハンド（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��10 勝，菊水賞２着，兵庫若駒賞２着

３代母 ナリタレッドバード（88鹿 マルゼンスキー）１勝
ナリタプロテクター（93牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，谷川岳Ｓ‐OP，ポートア

イランドＳ‐OP，札幌日経ＯＰ‐OP，etc.，	３勝
７勝
ナリタグレース（97牝 ＊トニービン）１勝

ショウナンカンムリ（09牡 ダイワメジャー）３勝，須磨特別，はなみずき賞，
春日特別２着，etc.

４代母 ビユーテイマリヤ（80黒鹿 ＊トライバルチーフ）��１勝
［子］ ファイトガリバー（93牝 ダイナガリバー）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，紅梅賞‐OP ２着，etc.
ナリタタイセイ（89牡 ダイナガリバー）４勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，皐月賞
‐Jpn1 ２着，若駒Ｓ‐OP，etc.

［孫］ イグゼキュティヴ（06牡 ＊チーフベアハート）１勝，京都２歳Ｓ‐L，札幌
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，コスモス賞‐OP ２着，etc.，�２勝�２勝，Ｎ
ＡＲ優ターフ

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 藤本 直弘
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

1132 トーコーニーケ２０２１ 牡・栗 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファストーコーニーケ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ナリタフローラ鹿 2011 ナリタレッドバード

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 トップレイスター（06鹿 マヤノトップガン）��９勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ユーセイクインビー（19牝鹿 エスポワールシチー）��１勝

２代母 ウイニングリバー（93鹿 ＊ムーンマツドネス）�４勝
ロッコウパレス（98牡 ＊エブロス）��１勝
サカモトスキャン（99牝 ＊スキャン）�８勝
マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹賞，

葉牡丹賞２着
ケイティラブ（04牝 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特別，Ｔ

Ｖユー福島賞３着，駿風Ｓ３着
マイネルエメ（15� ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��12 勝��

シュルヴィーヴル（05牝 ＊スターオブコジーン）入着，�４勝�５勝	入着
マイネルタイド（07牡 ＊マイネルラヴ）�６勝

３代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，
１

勝��１勝��２勝１勝�１勝�入着，とちぎマロニエＣ‐Jpn3，朱鷺大賞
典‐Jpn3，etc.，種牡馬

マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺトロフィー

‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
ケイティローレル（06牝 サクラローレル）入着，�２勝

ケイティブレイブ（13牡 アドマイヤマックス）３勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，etc.，
�１勝��６勝	１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，etc.

ケイティマドンナ（16牝 サクラプレジデント）入着３回，��２勝，ロジータ
記念３着

４代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
［曾孫］ ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1133 トップレイスター２０２１ 牡・鹿 ４／ ６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズトップレイスター ＊ムーンマツドネス

��
��
�ウイニングリバー鹿 2006 ＊ビーマイフアイア

1s
Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 トパーズトウショウ（10栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ギラーミン（15�栗 ＊アポロキングダム）１勝，障害１勝，��１勝
パークシティ（17牝鹿 ワールドエース）��入着
バンクロール（19牡鹿 ディーマジェスティ）�出走

２代母 シリウストウショウ（04栗 スペシャルウィーク）出走
トウショウジュピタ（09牡 タニノギムレット）入着，��１勝
トウショウディスク（11牡 ジャングルポケット）�５勝�５勝	４勝
リップルトウショウ（13牝 ソングオブウインド）１勝
バトルクウ（14牝 ＊ケイムホーム）
６勝�入着
ミトノアミーゴ（15牡 ローエングリン）２勝，紫川特別２着，�４勝，ベイスプリ

ント２着

３代母 シスタートウショウ（88栗 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，安田記念‐Jpn1 ４着，チューリップ賞
‐OP，etc.，優３牝
トウショウアスロン（01牡 ＊カーネギー）３勝，飯盛山特別，桜木特別３着，飯盛山

特別３着
トウショウパワーズ（02牡 ダンスインザダーク）５勝，松籟Ｓ，花見小路特別，境

港特別２着，etc.

４代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
［子］ 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
［孫］ シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ

‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.
スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ
ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.

トウショウカレッジ（02牡 ＊ラストタイクーン）８勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，
米子Ｓ‐L，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1134 トパーズトウショウ２０２１ 牡・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 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandトパーズトウショウ スペシャルウィーク

��
��
�シリウストウショウ栗 2010 シスタートウショウ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワサンルージュ（06鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（６）〕
グランプリブレイド（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
コウエイラブリー（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
ローザルージュ（13牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝���入着３回
クールマドカ（14牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�入着５回�
クールキッズ（15牝栗 ゴールドアリュール）�２勝

２代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
ホーマンハンター（97牡 ＊ジェイドハンター）１勝，�１勝
デザートモーニング（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，臥牛山特別３着
ダイワパッション（03牝 ＊フォーティナイナー）４勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

フェアリーＳ‐Jpn3，黒松賞
エポカドーロ（15牡 オルフェーヴル）３勝，皐月賞‐G1，日本ダービー‐G1 ２

着，スプリングＳ‐G2 ２着，あすなろ賞，種牡馬
キングストンボーイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，青葉賞‐G2 ２着，ベゴニア賞

マイネルヴルメリオ（04牡 バブルガムフェロー）１勝，和田岬特別３着，�２勝
ダンツミラション（07牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ダロスDaros（89� ＊ダミスター）GB・FR・USA４勝，デルマーダービー‐G2，

Doncaster Mile‐L，オークトリー招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

４代母 ケルンルージュ Cairn Rouge（77 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB・FR・IRE・U
SA６勝，愛１０００ギニー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コロネイションＳ‐G2，マ
ルカイＳ‐G3，英チャンピオンＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バートベルトリヒアゲン Bad Bertrich Again（93 牡 ＊ドージング）FR・

GER・ITY・USA・SWI３勝，オイローパシャンピオナート‐G2
デインフェアDanefair（92 牝 ＊デインヒル）FR４勝，ミネルヴ賞‐G3，
P. des Tuileries‐L，P. Melisande‐L

プロリックス Prolix（95 牡 Kris）GB・FR・UAE・SAU16勝，スコテイ
ッシュクラシック‐G3，Dee S‐L，ロイヤルロッジＳ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 久井牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2507
生 産 牧 場： 久井牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1135 ダイワサンルージュ２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

＊
＊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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookダイワサンルージュ ＊シエイデイハイツ

��
��
�サンルージュ鹿 2006 ＊チカノヴァ

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ダイヤインザラフ（14黒鹿 スマートファルコン）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 スーパーラヴァー（02黒鹿 Silver Deputy）入着
サマーコード（07牝 スターリングローズ）２勝，なずな賞３着

ハングリーベン（14牡 ＊ベーカバド）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，花のみちＳ，な
でしこ賞，２０１７フェアウェルＳ２着，etc.，�入着��，兵庫ジュニアＧ
Ｐ‐Jpn2 ２着

ゲームチェンジャー（15牡 ロジユニヴァース）１勝
テイエムオードリー（19牝 シルバーステート）�１勝

ムーンアミュレット（08牝 ＊ムーンバラッド）�２勝
タキノイチバンボシ（09牡 レギュラーメンバー）��１勝�入着４回
ヒワノスーパー（11牡 ＊ルールオブロー）�２勝�５勝��，イノセントＣ３着
ヒワノランニング（12牡 ＊ファスリエフ）�２勝��４勝
ケイツーキナ（17牝 ロジユニヴァース）３勝，三陸特別
リトルカレン（19牝 カレンブラックヒル）��出走�１勝

３代母 ＊サウスオードリー（96 USA青鹿 Gulch）FR・USA１勝

４代母 マダムノースMadamNorth（88 CAN鹿 Halo）不出走
［孫］ リヴァークロッシング River Crossing（08� Caesour）SAF７勝，Ｊ＆

ＢステイヤーズＨ‐G2，ロンズデイルスティラップＣ‐G3，チェアマ
ンズＣ‐G3 ２着

［曾孫］ コールミーワイルド Call MeWild（03� Caller I. D.）USA７勝，D
anzig S‐R

５代母 レイズザスタンダードRaise the Standard（78 CAN鹿 Hoist the Flag）不出走
［孫］ クードジェニー Coup de Genie（91 牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA

４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，etc.
マキアヴェリアンMachiavellian（87 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE
４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，P. Djebel‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1136 ダイヤインザラフ２０２１ �・栗 ３／２９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブダイヤインザラフ Silver Deputy

��
��
�スーパーラヴァー黒鹿 2014 ＊サウスオードリー

2d
Mr. Prospector S5×M5×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ハイフィールド（06鹿 マーベラスサンデー）２勝，有明特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エスケイフェスタ（14牡栗 タイムパラドックス）�３勝
アポロファントム（17牡鹿 ＊アポロキングダム）�入着２回
フォートレスヒル（18牡栗 ＊アポロキングダム）入着３回，��未出走��出走
ハイグッドエース（19牡黒鹿 ジャングルポケット）�入着
レジュークレール（20牝鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 レガシーフィールド（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）６勝，阪急杯‐Jpn3，
北九州記念‐Jpn3 ２着，セントウルＳ‐Jpn3 ３着，上賀茂Ｓ，保津峡特別，etc.
レガシーラッシュ（96牡 ＊サンデーサイレンス）入着，英彦山特別３着，�５勝
レガシーアライブ（97牡 ＊ジェネラス）�３勝
レガシーミューズ（98牝 ＊ティッカネン）１勝，�２勝
レガシーパーパス（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

キョウエイストーム（05牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，中山金杯‐G3
２着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３着，福島
民報杯‐L ３着，韓国馬事会杯，etc.

ハクサンレガシー（10牡 ＊ロージズインメイ）１勝，��１勝
マイネルツィール（13牡 ＊アグネスデジタル）１勝，熱田特別，壇之浦特別３着，

湯川特別３着，�２勝�１勝
レガシーコスモ（01牝 ＊ジェネラス）入着２回，�３勝
レガシーラベンダー（02牝 ＊フォーティナイナー）不出走

セイウンクロス（11牡 ＊アグネスデジタル）１勝，プラタナス賞２着
デヒアサウンド（03牝 ＊デヒア）１勝
デンコウカルド（05牡 マーベラスサンデー）�１勝�

３代母 ハマノサイクロン（80栗 ＊テユーダーペリオツド）入着
グッドフオルム（84牡 ＊マナード）３勝，飯坂特別２着，福島中央ＴＶ杯２着，八甲

田山特別３着
リファードフォルム（86牡 ＊モガミ）４勝，ＴＶｈ賞，オホーツクＨ２着，障害２勝
レガシークレスト（94牡 ＊プルラリズム）入着，障害４勝，阪神障害Ｓ（秋）

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1137 ハイフィールド２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーハイフィールド ＊サウスアトランテイツク

��
��
�レガシーフィールド鹿 2006 ハマノサイクロン

＊プロポンチス 4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ハービンジャーラス（10 GB鹿 ThousandWords）GB１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（４）〕
メイショウコジョウ（17牡鹿 オルフェーヴル）�２勝，天白川特別（Ｄ1900）２着，

香嵐渓特別（Ｄ1900）３着
マハラジャゴールド（18牡鹿 オルフェーヴル）��４勝

２代母 ＊ペナンクライ（05 GB鹿 Barathea）不出走
アヴニュデシャンAvenue des Champs（12� Champs Elysees）GB５勝
アートシーArtsy（13 牝 Dutch Art）GB１勝
＊トーセンハーディ（15牝 Compton Place）FR２勝
トーセンソワレ（17牡 トーセンホマレボシ）��出走��１勝

３代母 ペナンパール Penang Pearl（96 FR鹿 Bering）GB・IRE３勝，October S‐L
＊ハービンジャー（06牡 Dansili）GB６勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，

ハードウィックＳ‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，etc.，種牡馬

４代母 グアパGuapa（88 GB鹿 Shareef Dancer）GB２勝

５代母 ソースボート Sauceboat（72 GB鹿 Connaught）GB４勝，チャイルドＳ
‐G3，英ナッソーＳ‐G2 ２着（２回），サンチャリオットＳ‐G2 ３着，ダイオメ
ドＳ‐G3 ２着
［子］ カインドオヴハッシュ Kind of Hush（78牡 Welsh Pageant）GB３勝，

プリンスオヴウェイルズＳ‐G2，クレイヴァンＳ‐G3，ジョーマグ
ラスメモーリアルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ダスティダラーDusty Dollar（83 牝 Kris）GB２勝，サンチャリオットＳ
‐G2，チャイルドＳ‐G3 ２着，Sceptre S‐L ２着

クライグリーン Kly Green（91牡 Green Desert）IRE２勝，レイルウェ
イＳ‐G3 ２着，Leopardstown 2000 Guineas Trial S‐L ２着，テ
トラークＳ‐G3 ３着

［曾孫］ ミスイロンデル（99牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，�１勝�入着��
��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着，兵庫Ｃｈ
Ｓ‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1138 ハービンジャーラス２０２１ �・鹿 ３／ ３
＊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

＊

サウザンドワーズ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ThousandWords Verboseハービンジャーラス
＊ Barathea

��
��
�ペナンクライ鹿GB 2010 Penang Pearl

1k
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ドレスコード（03黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，尾頭橋特別（芝 1800）３着，
二本松特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（８）〕
ミノディエール（10牝黒鹿 ＊アグネスデジタル）１勝
デグニティクローズ（11牡鹿 ＊ファスリエフ）３勝，松戸特別（Ｄ1800）２着，初凪

賞（Ｄ1800）３着
ウィックドクイーン（14牝青 アーネストリー）�３勝�入着�
シャインオン（15牝鹿 メイショウサムソン）�１勝�入着
フレイムフォース（18牡青 メイショウボーラー）��３勝�１勝
フォルハッシーナ（20牝青鹿 メイショウボーラー）��出走

２代母 ＊ハートリーフⅡ（96 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
バリアントパシャ（00牡 ＊デインヒル）入着，�７勝
セイユウキング（07牡 ノーリーズン）�２勝�７勝��入着２回
スナークスクリプト（10牡 ＊アグネスデジタル）�１勝

３代母 アイヴィ Ivy（81 USA鹿 Sir Ivor）USA入着２回
ロイヤルクライマー Royal Climber（86 牝 Kings Lake）IRE２勝，愛オークス

‐G1 ４着，Saval Beg S‐L ３着，Trigo S‐L ３着
イヴレア Ivrea（87牝 Sadler's Wells）GB・USA１勝，リブルズデイルＳ‐G2 ２

着，ランカシャーオークス‐G3 ３着，ミュージドラＳ‐G3 ３着
アイヴィアナ Ivyanna（89牝 Reference Point）FR・IRE・ITY３勝，伊オークス‐G1
イヴィーサ Iviza（90 牝 Sadler's Wells）GB・FR１勝，フィリーズマイル‐G1 ３

着，リブルズデイルＳ‐G2 ２着，ミュージドラＳ‐G3 ２着
イレクトロライザー Electrolyser（05	 Daylami）GB・FR・UAE４勝，Fu

rther Flight S‐L，Fenwolf S‐L，グッドウッドＣ‐G2 ２着，etc.，G
B障害１勝

フォーリングインラヴ Falling in Love（91牝 Sadler's Wells）IRE 出走
ゴールデンテンパーGolden Temper（96 牝 ＊フォーティナイナー）USA６勝，

ドグウッドＳ‐G3，Iowa Oaks‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2 ２着，etc.
アイヴィリーフ Ivy Leaf（94 牝 Nureyev）IRE入着３回

ディスティンクションDistinction（99	 ＊デインヒル）GB・AUS８勝，グッ
ドウッドＣ‐G2，Esher S‐L，Fenwolf S‐L，etc.

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

1139 ドレスコード２０２１ �・黒鹿 ２／２７
＊ 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellドレスコード
＊ Sadler's Wells

��
��
�ハートリーフⅡ黒鹿 2003 Ivy

1l
Halo M3×S4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 トロピカルスイーツ（07鹿 ＊フレンチデピュティ）�入着４回�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
ゴールドファーム（13牡栗 ゴールドアリュール）入着，��１勝��
テイルバック（14牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ビバラエポボン（15牝黒鹿 スズカフェニックス）�３勝��２勝�，加賀友禅賞
（Ｄ1300）３着

セイヴァンキッシュ（17牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）	�４勝
２勝
トロピカルライト（20牝黒鹿 キズナ）	未出走

２代母 プチトマト（96鹿 ＊トニービン）不出走
サダムジュピター（02牡 バブルガムフェロー）��７勝
スズカダーク（03牡 ダンスインザダーク）３勝，赤倉特別，米沢特別，赤倉特別３着
シングルショット（05牡 ダンスインザダーク）１勝，美濃特別３着
ホーマンアクセル（08牡 ダンスインザダーク）�６勝

３代母 ＊ピンクトマト（88 CAN鹿 Vanlandingham）USA３勝，ハニービーＳ‐G3
３着，Magnolia S‐L ３着
タイガーキッズ（95牡 Pine Bluff）３勝，和布刈特別３着，�２勝

４代母 コーニッシュラナー Cornish Runner（76 USA黒鹿 Cornish Prince）USA
５勝，Rosetown S２着
［子］ カールドナスクラ Carr de Naskra（81 牡 Star de Naskra）USA７勝，

トラヴァーズＳ‐G1，ジムダンディＳ‐G2，Carry Back H‐L，etc.，
種牡馬

アンダーオーダーズUnder Orders（82 牡 State Dinner）USA11 勝，Gul
f Coast H，Louisiana H，Tenacious H，etc.，種牡馬

［孫］ パワーフルパッケジ Powerful Package（96牝 Star de Naskra）USA４
勝，Monmouth Beach S‐L ２着，Thirty Eight Go Go S‐L ２
着，Carousel S‐L ３着，etc.

［曾孫］ ダーウィンズスターDerwin's Star（07 牝 Wildcat Heir）USA・CAN８
勝，ベッドオーロージズＨ‐G3，Charles Town Oaks‐L，バレリ
ーナＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

1140 トロピカルスイーツ２０２１ �・青鹿 ３／ ８
＊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トロピカルスイーツ ＊トニービン

��
��
�プチトマト鹿 2007 ＊ピンクトマト

4
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トーセンファースト（09芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
オーヴァル（17牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着，���入着
ジョイガナール（18牡芦 トーセンモナーク）��１勝

２代母 ＊エスペラーダ（03 USA鹿 Fusaichi Pegasus）出走
トーセンアスリート（12牡 ＊フレンチデピュティ）入着３回，��１勝
ブレイドフォース（13牡 ヴィクトワールピサ）�２勝
エメラルドザオー（14牝 ディープブリランテ）�１勝��入着２回

３代母 ＊ゲルニカ（97 ARG栗 Luhuk）ARG６勝，ＣＥディスタフ‐G1，パレルモ賞
‐G1，ミルギニーズ‐G1，亜１０００ギニー‐G1，イネスＶロカ賞‐G3，etc.

＊オルティスローザ（04牝 Fusaichi Pegasus）不出走
サンライズクロンヌ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，美濃特別，信濃川特別

２着，千両賞２着，etc.，��１勝
タペストリー（05牝 Fusaichi Pegasus）出走

サージェントバッジ（12� ステイゴールド）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，ア
ルデバランＳ‐OP ３着，雅Ｓ，etc.，�	３勝����

レッドカーペット（13牡 ダノンシャンティ）３勝，もみじＳ‐OP ２着
レイナソフィア（06牝 スペシャルウィーク）２勝，春日山特別，浦佐特別２着

レイエスプランドル（15牡 ＊ハービンジャー）２勝，山吹賞，三田特別２着，白
川特別２着，etc.

エイシンオスマン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，Ｎ
ＨＫマイルＣ‐G1 ４着，障害２勝

４代母 グワーシュGouache（89 ARG栗 ＊サザンヘイロー）ARG９勝，ブエノスア
イレス市大賞‐G1，サトゥルニーノＪウンスエ大賞‐G1，カルロスカサレス賞
‐G2，フランシスコＢボッシュ将軍賞‐G3（２回），ビアモンテ将軍賞‐G3，etc.
［子］ パブリックスピーカー Public Speaker（05 牡 Distorted Humor）USA

８勝，Robert F. Carey Memorial H‐L，Sea O Erin H‐L，ファ
イアクラッカーＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ゴールデンライフGolden Life（04 牝 ＊コロナドズクエスト）FR３勝，
P. Isola Bella‐L

販売申込者・所有者： 幌村牧場＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2667
生 産 牧 場： 幌村牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1141 トーセンファースト２０２１ �・黒鹿 ２／２８
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュートーセンファースト
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�エスペラーダ芦 2009 ＊ゲルニカ

9g
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊ドリーボンズレガシー（05 USA鹿 Proud Citizen）USA３勝，デビュターントＳ
‐G3 ２着，Bassinet S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（15）〕
プラウドレガシー（11牝鹿 ダンスインザダーク）��１勝
ロジレガシー（12牡鹿 ダイワメジャー）��８勝
ソロダンサー（13牝鹿 ゴールドアリュール）３勝
デビルバローズ（17牡鹿 ゴールドアリュール）入着，��３勝��１勝
イーテーラー（18牝鹿 モーリス）��１勝��１勝

２代母 ケリーアンバー Kelly Amber（88 USA鹿 Highland Park）USA４勝，Ba
ssinet S‐L，Dixie Miss S，Martha Washington S‐L ２着，Cain‐Tu
ck‐Ee S２着
ウィルクレストWilcrest（95� Houston）USA４勝，Jean Lafitte Futurity
オールモストアンバーAlmost Amber（96 牝 Mt. Livermore）GB１勝

アモンティリャードAmontillado（11牝 Pastoral Pursuits）GB出走
リトルオーケリー Little O' Kelly（19 牝 Twilight Son）�ITY１勝，P. G
ino e Luciano Mantovani‐L，P. Vittorio Crespi‐L ３着

＊グラッブユアハート（00牝 Deputy Commander）３勝，�１勝��４勝	入着，
マリーンＣ‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，白山大賞典
‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.
ダイワユニティー（10牝 ディープインパクト）１勝，菅名岳特別２着

ダッツレイディディDattts Lady Di（06 牝 Proud Citizen）USA２勝
リンディ Lindy（12牝 War Front）USA１勝，Astoria S３着

３代母 パメラケイ Pamela Kay（83 USA鹿 Hold Your Peace）USA２勝，Lad
y Sponsors' S‐L，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G1 ３着
トリッキメイTricki Mae（93牝 Phone Trick）USA４勝

＊レイクサイドカップ（99牝 Salt Lake）USA３勝，Ellis Park Debutante S
‐L，スカイラヴィルＳ‐G2 ２着，デビュターントＳ‐G3 ２着，etc.

ファーストマニー First Money（01牡 Lil's Lad）USA３勝，バシュフォード
マナーＳ‐G3 ２着，ケンタッキーＢＣＳ‐G3 ２着，種牡馬

エインジェルトランペット Angel Trumpet（02 牝 Cape Canaveral）USA５勝，
Pent Up Kiss H，Gowell S，スカイラヴィルＳ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 �090-8769-3133
生 産 牧 場： 本田 土寿
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

1142 ドリーボンズレガシー２０２１ �・栗 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊

プラウドシティズン GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Proud Citizen Drums Of Freedomドリーボンズレガシー ケリーアンバー Highland Park

��
��
�Kelly Amber鹿USA 2005 Pamela Kay

4r
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Raise a Native M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ナイスゴールド（09栗 ＊サウスヴィグラス）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（２）〕
クリノティファニー（17牝芦 ゴールドシップ）入着，��未出走��入着２回��
テンウォークライ（18牡栗 ＊ダンカーク）�２勝
シーモアドリーム（19牝栗 ディーマジェスティ）���未出走�１勝
レディースピーダー（20牝栗 スマートファルコン）��１勝

２代母 ナイスグリンベル（93栗 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，大日岳特別，わら
び賞３着
バクシンスペシャル（99牡 サクラバクシンオー）３勝，下北半島特別２着，隅田川

特別３着，仁山特別３着
ジェイリーガー（00� ＊ジェイドロバリー）１勝
オリエンタルローズ（03牝 メジロライアン）１勝，水芭蕉特別２着
バラベルサイユ（07牝 ＊アグネスデジタル）１勝

ルグランシェクル（13牡 ＊パイロ）１勝，障害１勝
マイネルオスカル（15牡 エスポワールシチー）３勝，天ケ瀬特別，和布刈特別

３着，��１勝，黒潮マイルＣｈＳ３着
ウインアウォード（19牡 スクリーンヒーロー）�１勝

３代母 ミヤサンレデイ（80栗 ＊ラツキーソブリン）入着
ナイスパーワー（87牡 ＊アーテイアス）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，須賀川特別，

久慈川特別３着，	４勝
�
アラサンエーコー（92牝 ＊ブライアンズタイム）��入着３回

スピードアタック（05牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，白川郷Ｓ２着

４代母 タケノアレグロ（73栗 ＊フアバージ）１勝
［子］ ロングレザー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ‐Jpn2，桜花

賞‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
サンヨーエース（86牡 ＊ダンサーズイメージ）３勝，祇園特別２着，加古
川特別３着，祇園特別３着

ロングハンター（84牡 ＊ハビトニー）１勝，ふきのとう特別３着，�９勝	�
［孫］ マイネオリーブ（93牝 サツカーボーイ）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

ダリア賞‐OP

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093

1143 ナイスゴールド２０２１ �・鹿 ３／３１
＊ダンシングブレーヴ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングヘイロー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊グッバイヘイローキタサンミカヅキ サクラバクシンオー

��
��
�キタサンジュエリー鹿 2010 キタサンコール

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターナイスゴールド ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ナイスグリンベル栗 2009 ミヤサンレデイ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ナイトオブドバイ（08 IRE 鹿 Lord of England）GER・ITY１勝，ディアナトラ
イアル‐G2 ３着，P. des Union Gestuts‐L ３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
レッドレイル（16�黒鹿 ディープインパクト）入着３回，磐梯山特別（芝 2600）２

着，萬代橋特別（芝 2400）２着
ヨルノトバリ（17牝鹿 スピルバーグ）�１勝
ナックドバイ（19牡鹿 スピルバーグ）出走，�地方未出走
ナイトオブバンド（20牡黒鹿 ＊シャンハイボビー）���１勝

２代母 ナイトウーマンNightWoman（98 GER芦 Monsun）GER４勝，Frankfu
rter Stutenpreis‐L ２着
ナイトプリンスNight Prince（05 牡 Dashing Blade）FR・GER４勝，Dallmay

r Prodomo‐Trophy‐L ２着
＊ナイトマジック（06牝 Sholokhov）FR・GER・ITY７勝，バーデン大賞‐G1，独オ

ークス‐G1，バーディシェンウンターネーメン大賞‐G2，ハウプトシュタット
レギオーン大賞‐G2，ユングハインリヒフォークリフト大賞‐G3，etc.
フォイヤーヴェルク（13� ディープインパクト）４勝，琵琶湖特別，萬代橋特別，

荒川峡特別，睦月賞２着，etc.，障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，etc.
ノチェブランカ（15牝 ディープインパクト）３勝，潮来特別，磐梯山特別，日

本海Ｓ２着，グリーンＳ３着，睦月賞３着
ブラックマジック（17牡 ディープインパクト）�４勝，迎春Ｓ，南武特別，新

緑賞，グレイトフルＳ３着
グレートマジシャン（18牡 ディープインパクト）�２勝，毎日杯‐G3 ２着，日

本ダービー‐G1 ４着，セントポーリア賞
ナイトウィッシュNightWish（10牡 Sholokhov）FR・GER・ITY５勝，ヴィシー

大賞‐G3，G.P. Aufgalopp‐L，オイロパ賞‐G1 ３着，バーデン大賞‐G1
３着，ゲルリンク賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ナイトミュージックNight Music（13 牝 Sea The Stars）FR・GER・ITY７勝，
ミラノ大賞‐G2，フェデリコテシオ賞‐G2，P. Paolo Mezzanotte‐L
（２回），伊ジョッキークラブ大賞‐G2 ３着

３代母 ノヴェーカNoveka（87 GER芦 Kalaglow）GER３勝

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1144 ナイトオブドバイ２０２１ 牡・黒鹿 ２／ １

＊

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

＊

ロードオヴイングランド Dashing Blade

�
�
�
�
�

��
��

�Lord of England Loveriaナイトオブドバイ ナイトウーマン Monsun

��
��
�NightWoman鹿IRE 2008 Noveka

4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ストームイメージ（01鹿 ダンスインザダーク）入着，�１勝�
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－６（15）〕
ディアグリスター（10牡鹿 テレグノシス）３勝，松戸特別（Ｄ1800）３着，�４勝

�入着２回，中日杯（Ｄ2000）２着，金沢スプリントＣ（Ｄ1400）２着，白銀争
覇（Ｄ1400）３着

ポッドキャッツ（12牝鹿 ＊ブライアンズタイム）��３勝
ドウディ（14牡鹿 ＊コンデュイット）３勝，大日岳特別（芝 1200），ＳＴＶ杯
（芝 1200）２着，道新スポーツ杯（芝 1200）３着，��４勝���

サルース（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�２勝�
ユーベルント（18牝黒鹿 ルーラーシップ）�出走，��１勝
コスモテンペスタ（19牝黒鹿 エピファネイア）�	１勝

２代母 ＊スーパードレス（94 USA青鹿 Storm Cat）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ３着，
ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，函館３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，葵Ｓ‐OP ３着，山城Ｓ
エキゾーストタイム（00牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ゴッドツェッペリン（09牡 ＊ファスリエフ）３勝，鶴ヶ城特別２着，	４勝�入着

ムゲンノカノウセイ（15牡 ヴァーミリアン）��３勝��４勝
，不来方賞３着

ゴールドブリック（02牡 ＊フォーティナイナー）USA６勝
シルクキャピタル（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）
７勝�３勝��

３代母 デコレイテドイメジDecorated Image（84 USA黒鹿 Well Decorated）U
SA１勝
デジグネイテドダンサーDesignated Dancer（88 牝 Gate Dancer）USA８勝，

Florida Oaks‐L，Judy's Red Shoes H‐L，Gloxinia S，etc.
イメジオヴオナー Image of Honor（01 牝 Honour and Glory）不出走

ブラッキーザブル Blacky the Bull（09 牡 Flashy Bull）USA１勝，Gold Ru
sh S‐L ３着

４代母 ジュリーズイメジ Julie's Image（72 USA黒鹿 ＊ダンサーズイメージ）USA
９勝，Vivacious H３着
［孫］ ダブルトークジョンDouble Talk John（91牡 Double Sonic）PAN４

勝，P. Dia del Trabajo‐LR，P. Luis H.Farrugia‐L，P. Felip
e E. Motta‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1145 ストームイメージ２０２１ 牡・鹿 ３／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイストームイメージ
＊ Storm Cat

��
��
�スーパードレス鹿 2001 Decorated Image

23b
Nijinsky M4×S5 Nureyev S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 スフィンクス（09鹿 リンカーン）３勝，�２勝，栗駒賞（Ｄ1400），栗駒賞
（Ｄ1400）３着，白嶺賞（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４）〕
スペクタクル（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，江戸川Ｓ（Ｄ1200），妙見山Ｓ
（Ｄ1200）２着，オキザリス賞（Ｄ1400）３着

カイザーレオン（19牡鹿 ＊マクフィ）�入着

２代母 アレグリアス（02鹿 ＊フォーティナイナー）１勝
パリージョ（07牝 ＊タイキシャトル）入着，�２勝

アケルナルスター（19牡 トーセンラー）�１勝，稲城特別３着，早苗賞３着
クレバーパルマ（10牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ボナフォルトゥーナ（12牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
タイムオヴトラブルTime of Trouble（92 牝 ＊ウォーニング）GB・FR・UAE３勝

マーアドゥールMa Adour（01 牡 In TheWings）FR・ITY２勝，P. Circo
Massimo‐L ３着

リザーブシート（95牝 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着
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，etc.

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.

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

４代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
［子］ ＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル

‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.
［孫］ 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

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1146 スフィンクス２０２１ 牡・鹿 ４／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�リンカーン グレースアドマイヤスフィンクス ＊フォーティナイナー

��
��
�アレグリアス鹿 2009 ＊インヴァイト

2f
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ニュープロローグ（11鹿 キングカメハメハ）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（14）〕
オルオル（16牝栗 バーディバーディ）���２勝�11 勝�
ディープシーテッド（18牝栗 フリオーソ）入着，���１勝
アピーリングライフ（19牝黒鹿 フリオーソ）��入着�

２代母 イストワール（01鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
ホエイソースWhey Sauce（08牝 ＊クロフネ）GB・USA・CAN１勝，ミュージド

ラＳ‐G3 ３着
プライオリタイズ Prioritize（15� Tizway）�USA４勝，ウッドワードＨ‐G1

３着，ヒルプリンスＳ‐G2 ３着，Better Talk Now S‐R ３着
ナラトゥリス（15牝 ルーラーシップ）１勝，赤松賞３着
ビスタストリカ（16牝 ルーラーシップ）１勝，���出走�出走
ウェイヴァリー（17牡 ＊ノヴェリスト）１勝，�１勝
ビオグラフィア（18牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊アピーリングストーリー（88 USA栗 Valid Appeal）不出走
＊ディアブロズストーリー（94牝 ＊ディアブロ）USA３勝，Natalma S‐L，Maz

arine S‐L ２着，Whas‐11 S‐L ２着，etc.
オープンストーリーOpen Story（99 牝 Open Forum）USA１勝，Three C

himneys Juvenile S‐L
スイーピングストーリー Sweeping Story（96 牝 ＊エンドスウィープ）USA５勝，Elli

s Park H‐L，Bourbonette S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
ベイストーリー Bay Story（02� Kris S.）GB・AUS２勝，ＷＡＴＣパースＣ

‐G2 ２着
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
アイヴォリーカラー（04牝 ＊クロフネ）２勝，呉竹賞

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，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

1147 ニュープロローグ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２１
＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスニュープロローグ ＊サンデーサイレンス

��
��
�イストワール鹿 2011 ＊アピーリングストーリー

9f
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ティアドーロ（14芦 ハーツクライ）入着２回，�３勝�
初仔

２代母 ソフィアルージュ（03芦 ＊クロフネ）入着
リバーロイヤル（08牡 オンファイア）１勝，�１勝�入着
キセキノハナ（09牝 ネオユニヴァース）３勝
トップエトワール（10牡 ダイワメジャー）１勝
タムロダイチ（12牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
ジャルーズ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝
コラード（15牡 ネオユニヴァース）�２勝
ルージュフォンセ（16牝 ＊エンパイアメーカー）�２勝
グローエルディング（18牡 ＊クリエイターⅡ）１勝
コパノニコルソン（19牡 コパノリッキー）�２勝，ネモフィラ賞２着，わらび賞３着

３代母 ビツキーロイヤル（96鹿 ＊パラダイスクリーク）不出走
ウォーターヘンリー（02牡 フジキセキ）３勝，伊丹特別２着，つばき賞２着
トップヴィーナス（07牝 キングカメハメハ）�５勝

モズヘラクレス（16牡 グランプリボス）��11 勝�１勝���入着４回，大高
坂賞，土佐秋月賞

ロイヤルシフォン（09牝 ダイワメジャー）出走
トップロイヤル（17牡 メイショウサムソン）���２勝�11 勝，中日杯２着，

百万石賞３着
ミキノトロンボーン（12牡 フサイチコンコルド）２勝，早鞆特別３着

４代母 ニホンピロビツキー（82鹿 トウシヨウボーイ）３勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，
デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着，黄菊賞，優２牝
［孫］ ミキノバンジョー（07牡 ＊グラスワンダー）７勝，小倉日経ＯＰ‐LR，福

島ＴＶＯＰ‐L，七夕賞‐G3 ３着，etc.，種牡馬
テンペストシチー（97牡 ＊フオテイテン）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，
京都３歳Ｓ‐OP ３着，吹田特別２着，etc.，障害１勝

ヴィエントシチー（96牡 ＊シャーラスタニ）５勝，菩提樹Ｓ‐OP ２着，サ
マーＳ，ゴールデンスパーＴ，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

1148 ティアドーロ２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスティアドーロ ＊クロフネ

��
��
�ソフィアルージュ芦 2014 ビツキーロイヤル

＊カデンザゼセカンド 8f
Deputy Minister S4×M5

価格： 購買者：



母 パッショナルダンス（02青鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，山国川特別（芝 1800），
犬山特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－４（17）〕
ガリャルダ（10牡鹿 ＊フレンチデピュティ）��11 勝
ミヤジレイナ（11牝黒鹿 キングカメハメハ）�１勝
ウインクルサルーテ（13牝鹿 ＊ハービンジャー）５勝，フラワーＣ‐G3 ３着，中京２歳

Ｓ‐OP（芝 1600）３着，寿Ｓ（芝 2000），四国新聞杯（芝 2000），青島特別（芝 1700），
御室特別（芝 2000）３着，三年坂特別（芝 1600）３着，野分特別（芝 1800）３着

オオイリ（15牡鹿 ルーラーシップ）入着，��３勝
ナンヨーコウゼン（17牡青 エイシンフラッシュ）��２勝

２代母 ＊ランバダスタイル（88 IRE 黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
キングフィーバー（95牡 ＊リンドシェーバー）１勝，��７勝�４勝��，とちぎ大

賞典，太平記記念，ばん阿賞，ばん阿賞２着，カネユタカオー記念３着，etc.
アタラクシア（97牡 ＊デインヒル）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，

あすなろ賞
トリッキーアイズ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着
サンフラワーガール（00牝 ＊タイキシャトル）不出走

ウインスペンサー（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，ムーンライトＨ，若戸特別
ダンツキッスイ（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，萩

Ｓ‐OP ２着，	入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
ウインバンディエラ（06牡 キングカメハメハ）３勝，袖ケ浦特別，朝里川特別，

ハッピーエンドプレミアム２着，勝浦特別３着，須賀川特別３着，�２勝

アートフェスタ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，雄国沼特別，栗子特別３着

ライトニングウォー（01牡 ＊ウォーニング）１勝

３代母 サンタズシスタ－Santa's Sister（71 USA鹿 Middle Brother）GB４勝
マイシスタ－My Sister（78 牝 ＊ノノアルコ）IRE・USA１勝，マルカイＳ‐G3
プレイサークイーン Placer Queen（79牝 Habitat）GB・USA３勝，Tattling H
バリグ Baligh（87牡 Sadler's Wells）GB１勝，レイシングポストトロフィ‐G1 ２

着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲丸幸小林牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1909
生 産 牧 場： ㈲丸幸小林牧場
飼 養 者： 天馬ステーブル＝浦河町上杵臼 �090-8898-9750

1149 パッショナルダンス２０２１ �・黒鹿 ４／２３

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellパッショナルダンス
＊

＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ランバダスタイル青鹿 2002 Santa's Sister

9h
Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハナオウギ（15 USA鹿 Super Saver）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊インターリム（10 IRE 鹿 Elusive City）IRE 出走
フェリスダージ（18牝 ＊ノヴェリスト）���１勝�入着４回

３代母 ＊ジョコンダⅡ（03 IRE 鹿 Rossini）IRE２勝，Silken Glider S‐L，キラヴラ
ンＳ‐G3 ３着

＊ジョリージョコンド（08牝 Marju）IRE１勝，タイロスＳ‐G3 ３着
ファストアプローチ（15� Dawn Approach）３勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，

芙蓉Ｓ‐LR ２着，多摩川Ｓ，etc.
シークレットアイズ（16牡 ディープインパクト）２勝，駒ケ岳特別
メリディアンローグ（17牡 ディープインパクト）�２勝，支笏湖特別２着，ひ

いらぎ賞３着
＊ライトニングパール（09牝 Marju）GB・IRE３勝，チヴァリーパークＳ‐G1，ラウ

ンドタワーＳ‐G3，愛デビュターントＳ‐G2 ３着
ライトニングクイック Lightening Quick（15 牝 Frankel）GB・IRE２勝，ア

サシＳ‐G3
マテンロウディーバ（17牝 ディープインパクト）２勝，紅梅Ｓ‐L ３着

サトノクラウン（12牡 Marju）６勝，宝塚記念‐G1，京都記念‐G2（２回），弥生賞
‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港ヴァーズ‐G1，種牡馬

ポンデザール（15牝 ハーツクライ）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，ステイヤーズＳ‐G2 ３
着，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，etc.

フィリオアレグロ（17牡 ディープインパクト）�３勝，青葉賞‐G2 ３着，共同通信
杯‐G3 ３着，潮来特別，etc.

４代母 ラジョコンド La Joconde（99 GB鹿 Vettori）不出走

５代母 ラスト Lust（94 GB栗 Pursuit of Love）不出走
［子］ スクルードライヴァー Screwdriver（02� ＊アントレプレナー）GB１勝，

Woodcote S‐L

販売申込者・所有者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258
生 産 牧 場： ㈲ヒダカファーム
飼 養 者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258

1150 ハナオウギ２０２１ 牡・鹿 ２／１６
＊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ミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊

スーパーセイヴァー Maria's Mon

�
�
�
�
�

��
��

�Super Saver Superchargerハナオウギ
＊ Elusive City

��
��
�インターリム鹿USA 2015 ＊ジョコンダⅡ

20c
Lyphard S5×S5 Touch of Greatness M5×M5

価格： 購買者：



母 バニラマカロン（12芦 ＊クロフネ）入着，�２勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メガミリオン（18牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 マカロンドナンシー（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
タイセイダンク（17牡 ＊ダンカーク）��１勝�１勝
メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�３勝，山陽特別，水無月Ｓ２着

３代母 アドマイヤマカディ（91栗 ＊ノーザンテースト）不出走
アドマイヤコジーン（96牡 Cozzene）６勝，安田記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，

阪急杯‐Jpn3，etc.，優２牡，優短距，種牡馬
タイキジャンヌ（98牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

シゲルサケガシラ（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，ごぎょう賞２着，
�４勝��入着�

タイキエンデバー（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，尾瀬特別，田舎館特別
ラフェクレール（07牝 スペシャルウィーク）入着４回

エピックアン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，清里特別２着，大倉山特別２着，鎌倉
Ｓ３着，etc.

エイカイキャロル（16牝 ロードカナロア）１勝，医王寺特別２着，��２勝

４代母 ＊ミセスマカディー（74 GB鹿 ＊トライバルチーフ）GB・USA８勝，英１０００ギ
ニー‐G1，European Free H，Strensall S，Sanyo S３着
［子］ シティダンサ－Citidancer（86 牡 Lomond）GB・FR・IRE・USA５勝，

グレンカーンＳ‐G3，バリーマコイＳ‐G3，フィーニクスチャンピ
オンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ジノズスピリッツGino's Spirits（96 牝 ＊ペルジノ）GB・USA９勝，ノーブ
ルダムゼルＨ‐G3，Bryan Station S‐L，Hialeah H‐L，etc.

クル－ンカラ Clooncara（87 牝 King of Clubs）ITY５勝，Criterium
Nazionale‐LR，P. Vittorio Crespi‐L，キウスーラ賞‐G3 ３着，etc.

トブラー Tobler（98� Rebounding Thrill）IND５勝，Pune Derby
‐LR，Super Mile Cup‐L ２着，Indian 2000 Guineas‐LR ３着

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

1151 バニラマカロン２０２１ �・芦 ２／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューバニラマカロン ダンスインザダーク

��
��
�マカロンドナンシー芦 2012 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ハマギク（12黒鹿 Lawman）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
クラシックタイム（19牡鹿 フリオーソ）���入着

２代母 ＊アンリーチャブルスター（04 GB栗 Halling）GB入着２回
トゥルースオアデア Truth Or Dare（11� Invincible Spirit）GB３勝，英オータ

ムＳ‐G3 ３着，Fairway S‐L ３着，Feilden S‐L ３着
ヒラボクプレミアム（15牡 ハーツクライ）入着，�４勝

３代母 スピニングザヤーン Spinning The Yarn（96 GB鹿 Barathea）GB出走
＊ネックレス（01牝 Darshaan）GB・FR・IRE・USA２勝，モイグレアスタッドＳ

‐G1，愛デビュターントＳ‐G3，ビヴァリーディＳ‐G1 ３着
ルビーネックレスRuby Necklace（08牝 Sadler's Wells）不出走
インペリアルルビー Imperial Ruby（16� Silvano）�SAF７勝，ゴール
ドボール‐G3，シーコテージＳ‐G3 ３着，Java H‐L ３着

リマーカブルストーリーRemarkable Story（02 牝 Mark of Esteem）GB出走
グレンディサーGrendisar（10 牡 Invincible Spirit）GB・TUR10 勝，ウィン

ターダービー‐G3，Winter Derby Trial S‐L（２回），Floodlit S‐L，etc.，
種牡馬

ピヴォッティングPivotting（06 牝 Pivotal）不出走
ハディーヤHadeeya（10牝 Oratorio）GB出走
ロウピゲスト Ropey Guest（17� Cable Bay）�GB２勝，ホーリスヒル
Ｓ‐G3 ２着，エイコムＳ‐G3 ３着，英オータムＳ‐G3 ３着，etc.

グッドオールドボーイラッキーGood Old Boy Lukey（11牡 Selkirk）GB・
HKG４勝，シュパーラティヴＳ‐G2

オークリーガールOakley Girl（12 牝 Sir Percy）GB・USA３勝，Conquer
or S‐L ２着，Hoppings S‐L ３着，Kentucky Downs Ladies Mar
athon S‐L ３着

４代母 カラースピン Colorspin（83 FR鹿 High Top）GB・IRE４勝，愛オークス
‐G1，Newbury S‐L，英オークス‐G1 ４着，ヨークシャーオークス‐G1 ４
着，ミュージドラＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1152 ハマギク２０２１ 牡・青鹿 ２／１９
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

ロウマン Invincible Spirit

�
�
�
�
�

��
��

�Lawman Laramieハマギク
＊ Halling

��
��
�アンリーチャブルスター黒鹿 2012 Spinning The Yarn

13e
Mr. Prospector S5×M5 Kris S5×M5 Shirley Heights S5×M5
Sharpen Up S5×M5
価格： 購買者：



母 パリスブルー（07黒鹿 ゼンノロブロイ）障害１勝，�２勝�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
マーセッドマッハ（16牡鹿 フリオーソ）�３勝
ワイジーコマチ（19牝栗 ＊エスケンデレヤ）��入着２回

２代母 マーズプリンセス（97鹿 ＊デインヒル）出走
ブルーポラリス（03牝 ＊ウェイオブライト）２勝，障害１勝
ディーズメンフィス（04牝 マヤノトップガン）２勝，赤松賞
ディーズハイビガー（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝

アセンダント（16牝 ダノンバラード）�２勝，浄土平特別，医王寺特別２着，
立待岬特別２着

ディープインアスク（08牝 ディープインパクト）入着
コロラトゥーレ（14牝 ＊タイキシャトル）�５勝，朱雀Ｓ，ＲＫＢ賞，２０１８ＷＡ

ＳＪ第１戦３着，ＨＴＢ杯３着，勝浦特別３着，etc.
ファンタジスト（16牡 ロードカナロア）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，小倉２歳Ｓ

‐G3，セントウルＳ‐G2 ２着，スプリングＳ‐G2 ２着，朝日杯フューチ
ュリティＳ‐G1 ４着

ボンボヤージ（17牝 ロードカナロア）�４勝，マレーシアＣ，紫川特別，周防
灘特別２着

ブリリアントアスク（10牝 ネオユニヴァース）４勝，白井特別，春日山特別，デイ
ジー賞，松島特別３着

ジャジャウマガール（13牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ＊ディアーミミ（87 USA黒鹿 Roberto）GB入着
フリートレイディ Fleet Lady（94牝 Avenue of Flags）USA10 勝，エルエンシノ

Ｓ‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，B. Thoughtful S‐R，etc.
ファストクッキー Fast Cookie（00 牝 Deputy Minister）USA９勝，コティリ

オンＨ‐G2，アスタリタＳ‐G2 ２着，Endeavour S‐L ２着，etc.
フロステド Frosted（12牡 Tapit）USA・UAE６勝，ウッドメモリアルＳ
‐G1，メトロポリタンＨ‐G1，ホイットニーＳ‐G1，etc.，種牡馬

ミッドシップマンMidshipman（06牡 Unbridled's Song）USA・UAE５勝，
ＢＣジュヴェナイル‐G1，デルマーフュチュリティ‐G1，ノーフォークＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
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

1153 パリスブルー２０２１ 牡・鹿 ４／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルパリスブルー ＊デインヒル

��
��
�マーズプリンセス黒鹿 2007 ＊ディアーミミ

16g
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ヒアデス（16黒鹿 ＊モンテロッソ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
バジガクマナムスメ（19牝鹿 オウケンブルースリ）���出走

２代母 ノヴェンバースカイ（11鹿 ディープスカイ）不出走
ウィシュアポナスタ（19牝 ＊ラニ）���１勝

３代母 ＊ノベンバースルー（97 USA黒鹿 Seattle Slew）USA３勝，ソレントＳ‐G2 ２着
イーグルアイランドEagle Island（04牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝

エズモッシュ Ezmosh（15� Tizway）�USA５勝，アーリントンクラシック‐G3
ヒラボクワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）７勝，ポラリスＳ‐L，ギャラクシーＳ

‐LR，薫風Ｓ，etc.
タイセイワイルド（07牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，ひかり賞

３着，桃山Ｓ３着，etc.
ヒラボクテイオー（12牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝，愛宕特別３着，�１勝
マーチャンスルー（16牝 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�１勝�３勝，ユングフラウ

賞３着

４代母 ノヴェンバースノーNovember Snow（89 USA鹿 Storm Cat）USA８勝，
アラバマＳ‐G1，テストＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，Boca Raton S‐L，
MyDear S‐L，etc.
［孫］ イクスプレストレイン Express Train（17 牡 Union Rags）�USA７勝，

サンタアニタＨ‐G1，サンパスカルＳ‐G2（２回），サンアントニオ
Ｓ‐G2，etc.

モーニングラインMorning Line（07牡 Tiznow）USA５勝，カーターＨ
‐G1，マーヴィンリロイＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，etc.，
種牡馬

クロシオ Kuroshio（10 牡 Exceed And Excel）AUS３勝，ＭＶＲＣイア
ンマッキウェントロフィ‐G2，ＭＲＣＢダイアモンドプレリュードＣ
＆Ｇ‐G3，VRCMaribyrnong Trial S‐L，etc.，種牡馬

ビリーヴェンサクシード Believe'N'succeed（05牝 Exceed And Excel）A
US２勝，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3，VRCMoom
ba Plate‐L ３着，MRCBlue Diamond Preview F‐L ３着

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1154 ヒアデス２０２１ 牡・鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�モンテロッソ Porto Rocaヒアデス ディープスカイ

��
��
�ノヴェンバースカイ黒鹿 2016 ＊ノベンバースルー

16c
５代までにクロスなし

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：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハジヲシレ（18牝黒鹿 リオンディーズ）�１勝�入着
ボルドサタン（19牡黒鹿 ゼンノロブロイ）���入着
ヒロピアーナ（20牡鹿 リアルインパクト）�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）�２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�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

1155 ハルノアシオト２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ 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
Mr. Prospector S5×M5

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
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サマーサンシャイン（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝
ホッカイメルケル（20牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

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）��入着�１勝�１勝�２勝�４勝
グランプリアルザン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ジョージバローズ（18� ダイワメジャー）��１勝�	入着

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，
ボーゲイＨ‐G3 ２着，バックラムオーク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，Prairie Express S，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，ＡＴＣＪ
ＲＡプレイト‐G3，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 �090-9517-4750

1156 ハルノヒダマリ２０２１ �・黒鹿 ２／ 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

＊ 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 S4×M4 Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハギノウィッシュ（09鹿 アグネスタキオン）１勝，美濃特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６）〕
ハギノベルエキプ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝，城崎特別（芝 1800）３着
ハギノリュクス（17牝黒鹿 ルーラーシップ）�４勝，トルマリンＳ（Ｄ1800），夏

至Ｓ（Ｄ1600）２着，栞Ｓ（Ｄ1900）３着
ハギノロマネスク（18牝鹿 エピファネイア）１勝

２代母 ＊アヴェニューズレディ（01 USA黒鹿 Avenue of Flags）USA１勝
レイディドワイルドキャット Lady d'Wildcat（05 牝 D'Wildcat）USA・CAN６勝，

South Ocean S‐R ２着，Eternal Search S‐R ３着，Victorian Qu
een S‐R ３着

ミュゼストリート（11牡 ゴールドアリュール）１勝
フォルテミノル（13牡 ＊ワークフォース）１勝

３代母 レイディソースボート Lady Sauce Boat（80 USA鹿 Sauce Boat）USA２勝
ソーシーゲイロード Saucy Gaylord（85 牝 Lord Gaylord）USA８勝，Park Hei

ghts H‐L ２着，Francis Scott Key H３着
ソーシーレイディゲイロード Saucyladygaylord（89 牝 Lord Gaylord）USA７勝

＊ワンフォーローズ（99牝 Tejano Run）USA・CAN15勝，シーグラムＣ‐G3，
メイプルリーフＳ‐G3（２回），Ontario Matron H‐L（２回），etc.
レディアルバローザ（07牝 キングカメハメハ）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3（２回），
ヴィクトリアマイル‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ３着，etc.

キャトルフィーユ（09牝 ディープインパクト）４勝，クイーンＳ‐G3，愛
知杯‐G3 ２着（２回），福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.

エンジェルフェイス（13牝 キングカメハメハ）３勝，フラワーＣ‐G3，新春Ｓ
シンプリーソーシー Simply Saucy（93牝 Lord Avie）USA１勝

アンバーズウェイ Amber's Way（98牝 Forest Wildcat）USA３勝，Klass
y Briefcase S，Klassy Briefcase S３着

シーズシンプリースイート She's Simply Sweet（05 牝 Mazel Trick）USA７勝
ゴーントゥースーンGone too Soon（12� Belong to Me）�USA11 勝，
Cardinal H‐R ２着，Best of Ohio Endurance S‐R ３着

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
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

1157 ハギノウィッシュ２０２１ 牡・栗 ４／１４

＊

＊
＊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 アグネスフローラハギノウィッシュ
＊ Avenue of Flags

��
��
�アヴェニューズレディ鹿 2009 Lady Sauce Boat

12d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ボムガール（08鹿 アグネスタキオン）�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（４）〕
ペイシャボム（14牡鹿 ＊アグネスデジタル）２勝
マイネルショック（15牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）���２勝�２勝�
シゲルリジ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝
ルミマルヤ（19牝鹿 ベルシャザール）���入着２回

２代母 ポニーガール（98黒鹿 Seattle Slew）１勝
レソナル（03牡 ＊グラスワンダー）４勝，もちの木賞，出石特別３着，�１勝
プロミスフェアー（04牡 スペシャルウィーク）２勝
ボムクイーン（05牝 ＊アフリート）�２勝��
テイエムカルメン（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，蒲郡特別
プリムール（07牝 キングカメハメハ）１勝，大森浜特別２着
ギンガ（12牡 ハーツクライ）１勝
アンゲルス（14牝 ダイワメジャー）�１勝
ゴルヴァ（16牡 ゴールドアリュール）１勝，なでしこ賞２着

３代母 ＊ルーズブルーマーズ（93 USA鹿 Deputy Minister）USA入着
ルースリンド（01牡 ＊エルコンドルパサー）入着２回，��14 勝，浦和記念‐Jpn2

２着，彩の国浦和記念‐Jpn2 ２着，東京大賞典‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬
フルブラッサム（02牡 スペシャルウィーク）４勝，津軽海峡特別２着，内外タイム

ス杯３着

４代母 レイトブルーマー Late Bloomer（74 USA鹿 Stage Door Johnny）USA11
勝，ベルダムＳ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，デラウェアＨ‐G1，ブラックヘレンＨ
‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2，etc.
［子］ エンズウェル EndsWell（81 牡 Lyphard）USA10 勝，ユナイテドネイシ

ョンズＨ‐G1，ホーソンゴールドＣ‐G2，ミシガンマイルアンドワン
エイスＨ‐G2，etc.，種牡馬

フレッドアステア Fred Astaire（83 牡 Nijinsky）USA５勝，ラトガーズ
Ｈ‐G2，ＢＣマイル‐G1 ３着，マンノウォーＳ‐G1 ４着，種牡馬

［孫］ フィリーエイス Philly Ace（08� Smart Strike）USA７勝，トロピカルター
フＨ‐G3，Alphabet Soup H‐R，レッドスミスＨ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1158 ボムガール２０２１ �・鹿 ２／２０
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラボムガール Seattle Slew

��
��
�ポニーガール鹿 2008 ＊ルーズブルーマーズ

3d
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ハロウィンパレード（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ハッピーハロウィン（13牡鹿 ヴァーミリアン）��１勝
アテンフェアリー（16牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
コラゾンデオロ（17牡栃栗 エスポワールシチー）����１勝・６勝
キクノディーン（18牡鹿 リオンディーズ）��入着�１勝
アテンハピネス（19牡青 リーチザクラウン）�出走
メグ（20牝黒鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ＊ドーンズヘイロー（86 USA鹿 Halo）USA出走
アファームドヘイローAffirmed Halo（91牝 Affirmed）USA２勝

＊マルターズオリジン（05牝 Swain）３勝，菜の花賞‐OP ３着，ジュニアＣ‐OP
３着，浅草特別，赤松賞３着

ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリングＳ
‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，Ｒたんぱ
杯３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ブライトドーン（95牝 ＊ポリッシュネイビー）１勝
クローストゥユー（99牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ビヨンドマックス（06牡 ＊アフリート）４勝，中京スポニチ賞，天白川特別，障
害１勝

サテライトキャノン（01牡 ＊アフリート）５勝，白川郷Ｓ，タイランドＣ，アクアル
ミナスＳ３着，由布院特別３着，桜島特別３着，etc.

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
＊モーニングタイド（94牝 Seeking the Gold）USA１勝

マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3
（２回），ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲本桐牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026
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

1159 ハロウィンパレード２０２１ 牡・栗 ４／２６
＊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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawハロウィンパレード
＊ Halo

��
��
�ドーンズヘイロー黒鹿 2007 Eastern Dawn

5g
Halo M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ハンドスター（09鹿 ＊パラダイスクリーク）�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－２（４）〕
オールプレリー（15牝鹿 スマートファルコン）�１勝
カステヘルミ（16牝黒鹿 ブラックタイド）２勝，ＳＴＶ杯（芝 1200）２着
プロフーモ（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��２勝�１勝
ピクトルテソーロ（18�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
スンヌンタイ（19牝鹿 ストロングリターン）�１勝
トレンディスター（20牝鹿 ファインニードル）�未出走

２代母 ビーフレグラント（02鹿 ダイタクヘリオス）�１勝��
テールバインダー（07牝 ＊カコイーシーズ）�７勝��

キングドンドルマ（15牡 ブラックタキシード）１勝，�	３勝�入着２回
ピエールタイガー（08牡 ＊カコイーシーズ）�４勝��９勝
入着�，マイルＧＰ，マ

イルＧＰ２着，川崎マイラーズ２着，サンタアニタＴ２着，船橋記念３着，etc.

３代母 コンサートダイナ（82栗 ＊ハンターコム）出走
コンサートボーイ（92牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��８勝，帝王賞‐Jpn1，東京大

賞典‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
ブルーダイナ（01牝 ＊カコイーシーズ）��２勝

タイムビヨンド（12牝 タイムパラドックス）入着，�９勝��１勝
入着２回，
クイーン賞‐Jpn3 ３着，道営記念，ノースクイーンＣ，etc.

ブルーウィザード（13牡 ＊トワイニング）�
２勝�８勝��５勝�，園田ジュ
ニアＣ２着

４代母 ＊コンサーテイスト（71 GB栗 Supreme Sovereign）不出走

５代母 チャムボード Chambord（55 GB栗 Chamossaire）GB４勝，Newmarket O
aks，Royal Standard S，ヨークシャーオークス３着，パークヒルＳ２着
［子］ カロ Caro（67牡 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，仏２０００ギニー，イスパー

ン賞，ガネー賞，etc.，種牡馬
［孫］ ディクティナDictina（81牝 ＊デイクタス）USA４勝，パカラップＳ‐G3，

Grassland H‐L，マッチメイカーＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
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

1160 ハンドスター２０２１ �・鹿 ３／１１
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

＊ Irish River

�
�
�
�
�

��
��

�パラダイスクリーク North of Edenハンドスター ダイタクヘリオス

��
��
�ビーフレグラント鹿 2009 コンサートダイナ

＊コンサーテイスト 3o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 パーカッショニスト（07栗 アグネスタキオン）入着，�１勝��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ドラムスティック（14牝栗 ＊ロージズインメイ）��２勝
スタジアムロック（17牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝
サウスワールド（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��１勝，ゴールドジュニア
（Ｄ1400）３着

フユノソラ（20牝栗 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 マクリス（97栗 ＊グルームダンサー）３勝，稲村ヶ崎特別，あさがお賞，かも
め島特別２着，野島崎特別３着，洞爺湖特別３着，etc.
マイディアサン（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，アレキサンドライトＳ，シャングリ

ラ賞，サンタクロースＳ２着，伊勢特別２着
ティーマックス（05牝 アグネスタキオン）１勝

クインオブザナイト（12牝 ＊ストーミングホーム）�３勝�２勝，ひまわり賞３着
ハーレムライン（15牝 マンハッタンカフェ）４勝，谷川岳Ｓ‐L，アネモネＳ‐LR

３代母 マツクホープ（83栗 ＊ノーザンテースト）５勝，フクニチ新聞杯，浜名湖特別，
天草Ｓ３着
マッチポイント（90牝 ＊リアルシヤダイ）入着５回

トウカイポイント（96� トウカイテイオー）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，中山
記念‐Jpn2，etc.，�１勝，HKG入着，香港マイル‐G1 ３着，優父内

パープルエビス（97牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，
アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐OP，etc.

デライトポイント（03牝 トウカイテイオー）出走
オツウ（10牝 ハーツクライ）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイズＳ
（重賞）‐L ３着，ポートアイランドＳ‐L ３着，etc.

ボンヌシャンス（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝
インテレット（03牡 アドマイヤベガ）２勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２着，毎日杯

‐Jpn3 ２着
トランスワープ（05� ＊ファルブラヴ）７勝，新潟記念‐G3，函館記念‐G3，Ａ

ＪＣＣ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1161 パーカッショニスト２０２１ 牡・栗 ４／３０
＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラパーカッショニスト ＊グルームダンサー

��
��
�マクリス栗 2007 マツクホープ

＊パロクサイド 8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピカバ（15鹿 トーセンホマレボシ）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
カヴァコ（20牝鹿 グランプリボス）��出走

２代母 ライヴリーデイズ（05鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
テーオーイージス（11牡 ゴールドアリュール）２勝
マーチン（13牝 デュランダル）入着，�１勝��

３代母 ＊トランクイルデイズ（93 USA鹿 Easy Goer）不出走
テーオーレジェンド（09牡 アドマイヤムーン）１勝，春日山特別２着，唐戸特別２

着，足立山特別３着
メイショウオオゼキ（10� ハーツクライ）２勝，両津湾特別，壇之浦特別２着，etc.，

��２勝�５勝	入着���
�，オグリキャップ記念２着，etc.

４代母 キソグラムガールKissogram Girl（87 USA黒鹿 Danzig）GB・USA２勝

５代母 フォーリンクーリア Foreign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［子］ グリーンデザートGreen Desert（83 牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA

５勝，ジュライＣ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G2，フライイング
チルダーズＳ‐G2，etc.，種牡馬

ユーセフィア Yousefia（89 牝 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady M.
H‐L，Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着

［孫］ ミシカルガールMythical Girl（96 牝 GoneWest）GB・IRE３勝，プリ
ンセスマーガレットＳ‐G3

イートンフォレヴァー Eton Forever（07� Oratorio）GB６勝，King
Richard the Third S‐L，Haydock Spring Trophy‐L，Guisbo
rough S‐L，etc.

ワードWerd（04� Hussonet）AUS10 勝，WATC Australia Day S
‐L，ＷＡＴＣカーネルリーヴズＳ‐G3 ２着（２回），WATC Summ
er Scorcher‐L ２着（２回），etc.

ナンズジョイNans Joy（04牝 In TheWings）GB・IRE・GER・USA
４勝，Stuten‐Meile Der Frankfurter Volksbank‐L，Eternal S
‐L ２着，Reluctant Guest S２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1162 ピカバ２０２１ �・鹿 ４／ ５
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�トーセンホマレボシ エヴリウィスパーピカバ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ライヴリーデイズ鹿 2015 ＊トランクイルデイズ

A4
Caro S4×S5 ノーザンテースト S4×M4 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ブライトエピローグ（14栗 ダイワメジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グレートビーナス（19牝鹿 ストロングリターン）��１勝
パガファンタス（20牡鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊ダークエンディング（98 USA栗 ＊エンドスウィープ）USA４勝，セリーニＳ
‐G1，O.B.S. Sprint S‐R，Jersey Jumper S，Go for Wand S‐L ３着，
Star Shoot S‐L ３着
コードテレグラム（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，��３勝
ダークセクター（06牡 ＊シンボリクリスエス）入着３回，��４勝�２勝
ピカンチラヴ（07牝 ネオユニヴァース）３勝
ラヴィアンクレール（08牡 マンハッタンカフェ）５勝，京葉Ｓ‐LR ３着，ヒヤシン

スＳ‐OP，ブラッドストーンＳ，河口湖特別２着，etc.，���入着２回，兵
庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着

ダークアイリス（09牝 ゴールドアリュール）入着，��１勝�
マイネルルークス（10牡 デュランダル）１勝，�４勝��４勝�入着��
イントロダクション（11牝 デュランダル）３勝，木更津特別，白嶺Ｓ２着，北総Ｓ２着
ケンベストカフェ（12牡 マンハッタンカフェ）５勝，内房Ｓ，チバテレ杯，伊勢佐

木特別２着

３代母 ダークシャンペインDark Champagne（91 USA鹿 Hooched）USA３勝，
Cameo S３着
シャンペインエンディング Champagne Ending（02牝 ＊プリサイスエンド）USA

３勝，New York Stallion Perfect Arc S‐R，フランセスＡジェンターＳ‐G3
２着，Niagara S‐R ３着

４代母 ダークインプDark Imp（75 USA鹿 Solo Landing）USA９勝，Susan B.
Anthony S
［子］ ダークブルーDark Brew（88� Hooched）USA３勝，Swynford S

‐L，Spectacular Bid S‐L ２着
［孫］ アウトオヴシャンペインOut of Champagne（97牡 Out of Place）US

A９勝，Carterista H‐L，Primal H３着

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1163 ブライトエピローグ２０２１ �・黒鹿 １／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケブライトエピローグ
＊

＊エンドスウィープ

��
��
�ダークエンディング栗 2014 Dark Champagne

16d
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ホウヨウジーナス（15黒鹿 トランセンド）�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
アンモチャン（20牝黒鹿 ミッキーロケット）��入着

２代母 マイディアダーリン（05黒鹿 フジキセキ）�１勝�１勝
ビクターウィナー（13牡 ソングオブウインド）�10 勝

３代母 タニノダーリン（95鹿 ＊アレミロード）５勝，城崎特別
マイネルセグメント（09牡 ＊アグネスデジタル）�７勝��入着２回�，東海ダービ

ー，新緑賞，ライデンリーダー記念

４代母 ＊アングシヤスフレンド（86 USA栗 Mr. Prospector）USA３勝
［子］ ブルーソックス（07牡 アドマイヤドン）４勝，飯坂温泉特別，樅の木賞，

早鞆特別２着，etc.
トーホウライデン（02牡 ＊ブライアンズタイム）�20 勝��１勝	，青藍
賞，岩鷲賞

タニノアトラテック（91牝 ＊サウスアトランテイツク）３勝，播磨特別２
着，火の山特別２着，伊丹特別３着

［孫］ タニノディキディキ（03牡 ＊オペラハウス）４勝，明石特別，高山特別，
但馬Ｓ２着，etc.

［曾孫］ レッドペリグリン（11牡 ＊ボストンハーバー）�13 勝，エトワール賞，グ
ランシャリオ門別スプリント２着，エトワール賞３着

５代母 リーヴミーアローン Leave Me Alone（73 USA栗 Northern Dancer）US
A８勝，クリサンシマムＨ‐G3 ２着，ロングアイランドＨ‐G3 ２着，Queen C
harlotte H２着，ロングアイランドＨ‐G3 ３着，Flower Bowl H３着
［子］ リーチザゴールド Reach the Gold（90牡 Slew o' Gold）USA２勝，

Swynford S‐L，Marine S‐L ２着，Coronation Futurity‐R
２着，etc.，種牡馬

［孫］ ウィニングチャンスWinning Chance（99牝 Alphabet Soup）USA７
勝，Belle Mahone S‐L，Ontario Matron H‐L，メイプルリー
フＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲豊洋牧場＝日高町豊田 �01456-5-2607
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

1164 ホウヨウジーナス２０２１ 牡・栗 ５／ １

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープホウヨウジーナス フジキセキ

��
��
�マイディアダーリン黒鹿 2015 タニノダーリン

＊アングシヤスフレンド 21a
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ピンクブリザード（14鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ブラックテイルズ（19牝鹿 メイショウボーラー）出走，�地方未出走
ハシッテマウデ（20牡鹿 メイショウボーラー）���入着

２代母 ピンクリップス（01鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
ネオアレクサンドラ（09牝 アグネスタキオン）２勝，�２勝
ネオヴィクトリア（10牝 ディープインパクト）２勝
ジュンヴァルカン（13牡 ネオユニヴァース）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，桃山Ｓ，松籟

Ｓ，三田特別，あずさ賞，etc.

３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，ハニムーンＨ‐G3 ２着，リンダヴィス
タ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，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.，��１勝

ラズベリームース（19牝 ルーラーシップ）�１勝，アネモネＳ‐L 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，etc.
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，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
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，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
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�２勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： フクオカファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2309
生 産 牧 場： フクオカファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1165 ピンクブリザード２０２１ �・鹿 ２／１４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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ピンクブリザード ＊エンドスウィープ

��
��
�ピンクリップス鹿 2014 ＊マリスターⅡ

3o
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ビクトワールイゾレ（08栗 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：中央－１（１），地方－３（11）〕
ユッセ（13牝栗 ＊グラスワンダー）１勝，�２勝�２勝
サバイバルルージュ（16牝鹿 エイシンフラッシュ）��４勝
ベストトウマ（17牡鹿 ＊ハービンジャー）��入着�３勝
オデンシタ（20牡栗 ワールドエース）���入着

２代母 エアシビュラ（96鹿 ＊トニービン）入着３回
フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，�２勝�入着２回	
ホーリーオラクル（02
 バブルガムフェロー）１勝，�２勝�１勝�
バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
ゲイルカフェ（05牡 ＊トワイニング）３勝
フラムスティード（11
 ゼンノロブロイ）��２勝�１勝

３代母 アイシーゴーグル（87栗 ＊ロイヤルスキー）３勝，アベリア賞３着
エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
アイシーサイレンス（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アペリティフ（03
 ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，清
滝特別，府中Ｓ２着，etc.，障害２勝

ノーリプライ（04
 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，御影Ｓ２着，鎌倉Ｓ
３着，サンタクロースＳ３着

ビーインラプチャー（10牝 ＊アフリート）１勝，��11 勝，しらさぎ賞３着
レッドサバス（12牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ２着，丹沢Ｓ３着，晩秋

Ｓ３着，etc.
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着

カレイジャスミン（05牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，ターコ
イズＳ‐L ２着，豊栄特別，etc.

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［孫］ 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

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝浦河町西幌別 �090-9083-2713
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1166 ビクトワールイゾレ２０２１ �・栗 ２／２４
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイビクトワールイゾレ ＊トニービン

��
��
�エアシビュラ栗 2008 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5 ノーザンテースト S4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ビッグザム（05 GB鹿 Zamindar）FR４勝，P. des Tourelles‐L
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グリントフラッター（18牡鹿 ＊ケープブランコ）��出走��１勝

２代母 イントルムモルシャーン IntrumMorshaan（97 IRE 黒鹿 Darshaan）GB１勝
ペキンビューティPeking Beauty（02 牝 Kendor）FR２勝
ゼッドキャンディZed Candy（03� Medicean）GB４勝，GB障害３勝
プリンスジークフリート Prince Siegfried（06� Royal Applause）GB・FR７勝，ウ

ィンターヒルＳ‐G3，Doonside C‐L，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1
２着，ウジェーヌアダム賞‐G2 ３着，Gala S‐L ２着，etc.，GB障害１勝

アルバイダーAl Baidaa（09牝 Exceed And Excel）GB１勝
リバータリアン Libertarian（10牡 New Approach）GB・IRE２勝，ダンテＳ‐G2，

英ダービー‐G1 ２着，種牡馬

３代母 アーンティモーリーンAuntie Maureen（92 IRE 鹿 Roi Danzig）IRE２勝
コーニーキティ Coney Kitty（98 牝 Lycius）GB・IRE・USA７勝，ヒルズバラＳ

‐G3，Entrepreneur S‐L，Omnibus S，etc.

４代母 ミッドナイトチャイルドMidnight Child（82 IRE 黒鹿 ＊マナード）IRE・US
A１勝，BBA Sprint S‐L ３着

５代母 カモギーCamogie（69 GB栗 ＊セルテイツクアツシユ）不出走
［子］ ネヴァーアレイディNever a Lady（74牝 Pontifex）GB・IRE４勝，John

of Gaunt S２着，Herbert Lodge H２着，Goff's S２着
［孫］ ダンスマシーンDance Machine（82牝 Green Dancer）GB・FR・ITY

２勝，Sweet Solera S‐L，ノネット賞‐G3 ４着，Sir Charles Cl
ore Memorial S‐L ３着

［曾孫］ ハリング Halling（91 牡 Diesis）GB・FR・USA・UAE12 勝，ヨークイン
ターナショナルＳ‐G1（２回），エクリプスＳ‐G1（２回），イスパーン
賞‐G1，etc.，種牡馬

グレイジアGrazia（95 牝 Sharpo）GB・FR・IRE２勝，Hackwood S
‐L，フィーニクススプリントＳ‐G3 ２着，Hackwood S‐L ３着

販売申込者・所有者： 堀川 洋之＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2381
生 産 牧 場： 堀川 洋之
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1167 ビッグザム２０２１ 牡・栗 ４／ ９
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊

ザミンダール GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Zamindar Zaizafonビッグザム イントルムモルシャーン Darshaan

��
��
�IntrumMorshaan鹿GB 2005 Auntie Maureen

10c
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 パーソナルビリーフ（16栗 ヴィクトワールピサ）�１勝
初仔

２代母 ＊パーソナルレジェンド（00 USA栗 Awesome Again）USA６勝，ターンバッ
クジアラームＨ‐G3，Stage Door Betty H‐L，パーソナルエンサインＳ‐G1
２着，デルマーオークス‐G1 ３着，エルエンシノＳ‐G2 ２着，etc.
ミラクルレジェンド（07牝 フジキセキ）５勝，レパードＳ（重賞）‐L，関越Ｓ‐L，etc.，

��７勝�，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，etc.
グレートタイム（15牡 キングカメハメハ）�５勝，仁川Ｓ‐L，ブラジルＣ‐L，

ユニコーンＳ‐G3 ２着，ブラジルＣ‐L ２着，etc.，��入着，ジャパン
Ｄダービー‐Jpn1 ３着

ローマンレジェンド（08牡 スペシャルウィーク）９勝，エルムＳ‐G3（２回），みや
こＳ‐G3，チャンピオンズＣ‐G1 ３着，etc.，��１勝，東京大賞典‐G1，か
しわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

アムールレジェンド（09牝 ディープインパクト）１勝
アーバンレジェンド（10牝 アグネスタキオン）４勝，蹴上特別

タイセイアゲイン（18牡 ＊パイロ）�３勝，天草特別，プラタナス賞，豊前Ｓ３
着，���出走，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

セラミックロード（11牡 ディープインパクト）�２勝
オーサムレジェンド（12� ゼンノロブロイ）３勝，中京スポニチ賞３着
プリマレジェンド（13牝 ヴィクトワールピサ）��２勝
アリストレジェンド（14牡 ヴィクトワールピサ）入着，��４勝��４勝
レジェンディスト（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
ヒロイックテイル（17牡 スクリーンヒーロー）�５勝，ブリリアントＳ‐L，仁川Ｓ

‐L ３着，カノープスＳ‐OP ３着，晩秋Ｓ，昇仙峡特別，etc.
ワセダハーツ（18牡 ハーツクライ）�２勝

３代母 ハイランドレジェンド Highland Legend（91 USA栗 Storm Bird）GB２勝，
Lupe S‐L ２着

４代母 サンテーラ Santella（82 USA栗 Coastal）不出走
［子］ ファイナルサンライズ Final Sunrise（90� ＊アフリート）USA９勝，

Memorial Day H

販売申込者・所有者： ㈱ティーズファーム＝神奈川県横浜市 �045-342-8927
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1168 パーソナルビリーフ２０２１ 牡・鹿 ３／１０

＊

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パーソナルビリーフ
＊ Awesome Again

��
��
�パーソナルレジェンド栗 2016 Highland Legend

20
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ハリウッドセレブ（11黒鹿 ジャングルポケット）�入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ケンデューク（16牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）１勝
ピクトグラム（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��入着８回
マスカレード（18牝鹿 スピルバーグ）��１勝
マチウマイウマナリ（20牝青鹿 ヴィクトワールピサ）��出走

２代母 マンハッタンセレブ（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
シャインセレブ（07牝 ＊クロフネ）出走

シャインヴィットゥ（14牡 ＊ファスリエフ）５勝，２０１８フェアウェルＳ，���
１勝�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着

シャインカメリア（15牝 ＊アポロキングダム）２勝，ダリア賞‐OP ２着，エス
ペランサ賞３着，��２勝�

サトノグロリアス（09牡 ジャングルポケット）１勝
セレブリティモデル（10牝 キングカメハメハ）２勝，忘れな草賞‐OP
ブルックデイル（12牝 キングカメハメハ）４勝，山中湖特別，湯川特別，土湯温泉

特別，粟島特別２着
ロスカボス（13� キングカメハメハ）２勝，野路菊Ｓ‐OP，すみれＳ‐OP ３着，青

梅特別３着，障害１勝
セイハロートゥユー（18牡 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着

＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3
２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，菊花賞
‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬

マンハッタンフィズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイ

ーンＣ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.
クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643

1169 ハリウッドセレブ２０２１ �・青鹿 ３／１１

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーハリウッドセレブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マンハッタンセレブ黒鹿 2011 ＊サトルチェンジ

16c
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ビーキュート（09鹿 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ブロンドキュート（15牝栗 ＊フレンチデピュティ）入着，�２勝
ハーベストタイム（16牝栗 ＊プリサイスエンド）��２勝�２勝
ダイナレーヴ（17牝鹿 ＊パイロ）��入着８回
キュートラン（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）入着５回，��２勝

２代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98� トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），カシオペアＳ‐L，etc.，��５勝��	
�入着
４回�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，etc.

マイクロス（00牝 タマモクロス）不出走
マルモセーラ（08牝 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
マルモレイナ（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，
合馬特別，タイランドＣ３着

キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着
カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）３勝，由比ヶ浜特別，二本松特別２

着，豊明Ｓ３着，脊振山特別３着
レティセントガール（05牝 ＊フォーティナイナー）３勝
インフィニットエア（06� ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，
２勝

３代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，大雪Ｈ，

えりも特別，etc.

４代母 グローブターフ（66鹿 ＊パーソロン）６勝，愛知杯，クイーンＳ２着，３歳牝
馬Ｓ‐OP，中日賞，サルビヤ賞
［孫］ メインキャスター（86牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

1170 ビーキュート２０２１ 牡・栗 ４／２１

＊

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズビーキュート ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビーサイレント鹿 2009 グローバルダイナ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Blushing Groom S3×M4 Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ピースフルデイズ（15青鹿 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
クロカン（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）��入着２回

２代母 ＊ストーミーウェザー（02 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ドリームアーサー（08牡 Eddington）�６勝
トーセンブリザード（09牡 ハーツクライ）�１勝
テイエムライオネス（10牝 フジキセキ）１勝
タケノローマン（11牝 キングカメハメハ）��３勝

アナゴサン（18牡 ミッキーアイル）�２勝，白百合Ｓ‐L ２着，高湯温泉特別，
恋路ケ浜特別２着，名古屋日刊スポーツ杯２着，宇佐特別３着

トラストマヴィア（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
フォリオール（16� オルフェーヴル）１勝，��入着３回	１勝

３代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，

Awad S２着，Forestry H２着，種牡馬
デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN

８勝，Chris Loseth H，Count Lathum H，River Rock Casino S，etc.，
種牡馬

４代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着
［子］ ＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，

ブリーダーズフュチュリティ‐G2，バシュフォードマナーＳ‐G3，etc.，
種牡馬

クラウドバースト Cloudburst（05 牝 Storm Cat）USA２勝，Mardi Gr
as S

［孫］ ミスティックアイズMystic Eyes（19 牝 Maclean's Music）�USA２勝，
Stewart Manor S，Ainsworth S２着，メイトロンＳ‐G3
３着

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1171 ピースフルデイズ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊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ピースフルデイズ
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミーウェザー青鹿 2015 Bay Harbor

6a
Storm Cat M3×S4 フォーティナイナー S4×M4

価格： 購買者：



母 セレナータ（14栗 ＊ストーミングホーム）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アドニータ（04 GB青 Singspiel）GB・FR２勝
ティップトップ（11牝 Dubawi）３勝

インテンスフレイム（18牡 ＊パイロ）�１勝，角島特別２着
ラッシュアワー（13牡 ＊ストーミングホーム）１勝，荒川峡特別２着
モンテグロッソ（15牡 ＊モンテロッソ）３勝，江の島Ｓ３着，むらさき賞３着，��１勝
モダスオペランディ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，弥富特別，茨木Ｓ２着，灘Ｓ

３着，��１勝

３代母 ＊アンナパラリーヴァ（95 IRE 栗 Caerleon）FR２勝，オマール賞‐G3
アドヴァイス Advice（01� Seeking the Gold）FR・UAE５勝，G.P. de Compiegn

e‐L，G.P. Anjou Bretagne‐L，G.P. de Bordeaux‐L，etc.
アネモメーターAnemometer（03 牝 ＊サンデーサイレンス）GB入着

デュバイジーナDubai Gina（08牝 Dubai Destination）SAF４勝，Sun Cl
assique H‐L，ウーラヴィントン２０００‐G1 ３着，Ｊ＆ＢステイヤーズＨ
‐G2 ２着，etc.

イグアスフォールズ Iguazu Falls（05� Pivotal）GB・GER・USA・UAE７勝，
Surrey S‐L，アルファヒディフォート‐G2 ３着，サマーヴィルタタソール
Ｓ‐G3 ２着，etc.

エインジェルフォールズAngel Falls（06 牝 Kingmambo）不出走
ナシヨナルデファンスNational Defense（14 牡 Invincible Spirit）FR２勝，

ジャンリュクラガルデール賞‐G1，ジェベル賞‐G3 ２着，シェーヌ賞
‐G3 ３着，種牡馬

アナサライ Anna Salai（07 牝 Dubawi）GB・FR・IRE１勝，グロット賞‐G3，愛
１０００ギニー‐G1 ２着，Conqueror S‐L ２着
アダヤール Adayar（18 牡 Frankel）�GB・FR３勝，英ダービー‐G1，Ｋジョ

ージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3
２着，etc.

シーニオリティ Seniority（14� Dubawi）�GB・UAE５勝，アブダビチャンピオ
ンシップ‐G3 ２着，National Day Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1172 セレナータ２０２１ �・栗 ３／１７
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meセレナータ
＊ Singspiel

��
��
�アドニータ栗 2014 ＊アンナパラリーヴァ

7f
Mr. Prospector M4×S5×M5 Halo S5×M5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒワラニ（13鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ブリスクウェザー（03鹿 ＊クロフネ）１勝
フェリシダーデス（12牝 ディープインパクト）�６勝�９勝
レランパゴ（14牡 ＊ハービンジャー）�３勝
ハイオソラール（16牡 ルーラーシップ）�１勝
ルミエールイリゼ（17牝 オルフェーヴル）��２勝

３代母 ＊ビーモル（91 USA栗 Lyphard）FR２勝
カデンツァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝

インプロヴァイズ（10牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３
着，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，韓国馬事会杯，etc.

ツルマルヨカニセ（00牡 ダンスインザダーク）７勝，小倉日経ＯＰ‐L，北九州記念
‐Jpn3 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.

エクスペディション（07牡 ステイゴールド）６勝，小倉記念‐G3，新潟記念‐G3 ２
着，鳴尾記念‐G3 ２着，etc.

４代母 ビーミスハイツ Bemis Heights（75 USA鹿 Herbager）USA５勝，ルースレス
Ｓ‐G3，Busanda S，Rosetown S２着，リトルシルヴァーＨ‐G3 ３着
［子］ ビーミスト Bemissed（80牝 Nijinsky）USA５勝，セリマＳ‐G1，ミスグ

リジョＳ‐G3，Japan Racing Association H‐LR，etc.
デザ－トティ－ムDesert Team（90牡 Blushing Groom）GB・IRE２勝，
プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，Feilden S‐L ２着，Eyref
ield 2‐Y‐ORace‐L ２着，etc.，種牡馬

ハイリーイクスクルーシヴ Highly Exclusive（82 牝 Exclusive Native）
USA１勝，Hibiscus S２着

［孫］ ジェットスキ－レイディ Jet Ski Lady（88牝 Vaguely Noble）GB・FR
・IRE４勝，英オークス‐G1，Ballysax Race‐L，愛オークス‐G1
２着，etc.

［曾孫］ ノーティNaughty（96 牝 River Special）USA８勝，Merry Time S
‐R，Rose Debartolo Memorial S‐R，Queen City Oaks‐R，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1173 ヒワラニ２０２１ 牡・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２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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアヒワラニ ＊クロフネ

��
��
�ブリスクウェザー鹿 2013 ＊ビーモル

2f
Mr. Prospector S4×S5 Lyphard M4×M5

価格： 購買者：



母 ファブラノヴァ（11青 ＊コマンズ）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
リサウッドテール（19牝鹿 ＊ウォーターリーグ）��入着

２代母 ＊トゥルーファンタジー（98 USA鹿 Seeking the Gold）GB出走
ライヴマジック（08牝 Shamardal）入着２回

ポッドガイ（13牡 ＊パイロ）��６勝�入着４回�，鎌倉記念
ヴェリテ（12� ディープスカイ）１勝，�17 勝�６勝�，ウインター争覇２着，名

古屋記念２着，梅見月杯３着（２回）
クラウンエンジニア（15牡 ＊ハードスパン）１勝，��５勝��入着５回�

３代母 ジュード Jood（89 USA鹿 Nijinsky）GB入着２回
ワニスWanice（95 牝 Mr. Prospector）FR１勝

ゼンブZembu（99牝 フジキセキ）AUS１勝
ユアソング Your Song（09牡 Fastnet Rock）AUS３勝，ＢＲＣＢＴＣカ
ップ‐G1，ＡＴＣローマンコンサルＳ‐G2 ３着，ＡＴＣラントゥザロ
ーズＳ‐G3 ２着，種牡馬

アニーズ Anees（14 牡 Harlan's Holiday）ARG４勝，P. Antartida Argentin
a‐L，P. Manuel Anasagasti‐L

＊ファンタスティックライト（96牡 Rahy）入着，GB・FR・IRE・USA・UAE・HK
G12勝，ＢＣターフ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，プリ
ンスオヴウェイルズＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，香港カップ‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

ハイデュバイ Hi Dubai（00 牝 Rahy）GB・FR・USA１勝，Pretty Polly S‐L，
サンタラリ賞‐G1 ２着，ＥＰテイラーＳ‐G1 ３着

ダーネットアルドゥーニャDaanet Al Dunya（03牝 Rahy）GB出走
タークイン Tarquin（12� ＊ハードスパン）AUS６勝，ＡＴＣパゴパゴＳ‐G2，

ＡＴＣシャンペインＳ‐G1 ３着，Morn RCMornington C‐L ２着，etc.
シヤサ Siyasa（05牝 Rahy）GB入着３回

ドーンデリヴァーズDawn Delivers（15 牝 Dawn Approach）IRE１勝，シ
ルヴァーフラッシュＳ‐G3 ３着

ハウサ Hawsa（06牝 Rahy）FR・GER３勝，Herbst Stuten Steher Preis‐L ３着

販売申込者・所有者： 藤川ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2307
生 産 牧 場： 藤川ファーム
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

1174 ファブラノヴァ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseファブラノヴァ
＊ Seeking the Gold

��
��
�トゥルーファンタジー青 2011 Jood

14c
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ファーマペニー（08鹿 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
スターフラッシュ（14�栗 スクリーンヒーロー）２勝
ファーマプリン（17牝栗 アンライバルド）��１勝�入着２回
デザートスター（19牡鹿 サトノアラジン）�入着２回

２代母 ミスチバスペニー（03栗 テイエムオペラオー）�３勝
ソングライダー（09牡 ソングオブウインド）�６勝
ファーマファイバー（15牝 オウケンブルースリ）�１勝�１勝�入着４回

３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，etc.
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，etc.

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，etc.

４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.
［子］ ＊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，etc.，種牡馬
［孫］ パワーブリッツ Power Blitz（05� Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，

New Year Cup‐L ３着
［曾孫］ 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.
セイントソフィア Saint Sophia（10 牝 Dynasty）SAF３勝，Sun Class
ique H‐L

ココロチラリ（09牝 エアジハード）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈱エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

1175 ファーマペニー２０２１ 牡・鹿 ４／ ４

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love

��
��
�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーファーマペニー テイエムオペラオー

��
��
�ミスチバスペニー鹿 2008 ＊ペニーアップ

3e
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 フィールザライト（08黒鹿 ＊ファンタスティックライト）入着，�２勝�入着４回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（５）〕
ショパンラブ（16牝黒鹿 ベルシャザール）�３勝
エムティリンド（17牝黒鹿 フェノーメノ）��１勝�１勝
アズユーフィール（18牡黒鹿 ベルシャザール）�３勝
フラッシュドロー（20牝鹿 ＊アポロキングダム）�地方未出走

２代母 ＊フィールザビュウ（00 USA鹿 Distant View）３勝
フィールザファン（07牝 デュランダル）１勝
フィールザラブ（09牝 デュランダル）３勝，大雪Ｈ，初霞賞３着
フィールザロマンス（10牝 ブラックタイド）１勝

サンロアノーク（16牡 ＊シニスターミニスター）入着４回，��２勝��６勝�
入着�，東海桜花賞２着，兵庫ウインターＣ３着

フィールザスマート（11牡 ブラックタイド）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，総武Ｓ‐OP，ポ
ルックスＳ‐OP ３着，etc.，���入着３回��，ジャパンＤダービー‐Jpn1
３着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

フィールザプリティ（12牝 ブラックタイド）４勝，チバテレ杯，韓国馬事会杯３着
フィールザファラオ（15牡 ブラックタイド）�３勝，ＴＶ静岡賞２着，桶狭間Ｓ３

着，銀蹄Ｓ３着，西湖特別３着
フィールザワールド（18牡 ブラックタイド）�２勝，大島特別２着

３代母 フィールザカポーティ Feel the Capote（93 USA黒鹿 Capote）不出走
＊クイックコンシエロ（97牡 Conquistador Cielo）３勝，阿武隈特別２着，咲花特別

２着，黒竹賞２着
＊プリティコンシエロ（99牝 Conquistador Cielo）３勝，尾張特別，古町特別，相川

特別２着，etc.

４代母 フィールザビート Feel the Beat（85 USA黒鹿 Shimatoree）USA14 勝，バ
レリーナＳ‐G1，インタバラＨ‐G3（２回），メドーランズＢＣＨ‐G3，Cicada
S‐L，Charming Story S，etc.
［孫］ キャントビートイト Can't Beat It（03	 Atticus）USA・CAN６勝，コ

ールダーダービー‐G3，Pete Axthelm S‐L，Hallandale Beach
S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1176 フィールザライト２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodフィールザライト
＊ Distant View

��
��
�フィールザビュウ黒鹿 2008 Feel the Capote

7
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 フェスティヴレディ（07栗 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
メイショウユリシス（17牝黒鹿 メイショウサムソン）�２勝，千種川特別
（芝 1200）３着

ミヤマガール（18牝栗 メイショウボーラー）��３勝

２代母 グリーンオリーヴ（97鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
メイショウスザンナ（09牝 ＊アグネスデジタル）５勝，クイーンＳ‐G3，フラワーＣ‐G3

２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイズＳ‐L ３着，etc.
ブライトオリーヴ（10牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝
グリーンモネ（11牝 メイショウサムソン）不出走

リッチクレマチス（17牝 ローレルゲレイロ）２勝，かささぎ賞３着
ラブオリーブ（12牝 ＊アグネスデジタル）�１勝
キタノヴィジョン（17牡 メイショウボーラー）�４勝，ブリリアントＳ‐L ３着，晩

秋Ｓ，香取特別，金蹄Ｓ２着，伊勢佐木特別２着，etc.

３代母 メイシヨウスキー（81鹿 マルゼンスキー）１勝
エスケーローズ（87牝 カツラギエース）２勝，フェニックス賞‐OP ３着，初雛賞３着
メイショウホムラ（88牡 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，フェブラリーＨ‐Jpn3，

神無月Ｓ‐OP，武蔵野Ｓ‐OP，etc.，優ダート，種牡馬
リアルヴィジョン（95牡 サクラユタカオー）６勝，ＴＶ静岡賞，むらさき賞，霞ケ

浦特別，etc.
ローレルヴェロッサ（00牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�１勝��

コスモイフリート（07牡 ＊アフリート）３勝，わらび賞３着，�４勝�４勝��

４代母 ＊フエアリーテイル（61 BEL鹿 Sicambre）不出走
［子］ ホクセーミドリ（76牝 ＊ヴエンチア）４勝，Ｒたんぱ賞，オークス３着，

阪神４歳牝馬特別２着，etc.
［曾孫］ アインブライド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ

‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，野路菊Ｓ‐OP，優２牝
ハスラー（99牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，エイプリルＳ‐L ２着，ディ
センバーＳ‐L ２着，晩春Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
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

1177 フェスティヴレディ２０２１ 牡・栗 ４／１４

＊

＊
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayフェスティヴレディ ＊サンデーサイレンス

��
��
�グリーンオリーヴ栗 2007 メイシヨウスキー

＊フエアリーテイル 4j
Hail to Reason M4×M5

価格： 購買者：



母 ボストンサクラ（09黒鹿 ダイワメジャー）３勝，つわぶき賞（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
セレッソフレイム（18牝栗 ＊パイロ）�１勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）２着

２代母 イサミサクラ（92黒鹿 アイネスフウジン）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3 ３着，
小倉日経ＯＰ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，葵Ｓ‐OP，淀短距離Ｓ‐OP ２着，etc.
イサミペガサス（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝，フェニックス賞‐OP
イサミミラクル（01牡 ＊ピルサドスキー）�３勝�４勝
イサミサクラサクラ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，つわぶき賞２着

カイカセンゲン（08牝 ＊チーフベアハート）�４勝�３勝�３勝��
フォーミュラーワン（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝
ボストンエンペラー（08牡 キングカメハメハ）５勝，南総Ｓ，さくらんぼ特別，西

部日刊スポーツ杯，浜松Ｓ２着，みちのくＳ２着，etc.
ボストンビリーヴ（10牝 アグネスタキオン）２勝
ヴァッフシュテルケ（11牡 ダイワメジャー）３勝，フィリピンＴ２着，小樽特別２

着，潮騒特別３着，筑紫特別３着，�８勝�

３代母 ハマナジユビー（82黒鹿 ＊ラツキーソブリン）入着
ビワジュビー（88牝 タイテエム）１勝
リワードプランダー（90牡 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２

着，新潟記念‐Jpn3 ３着，ゴールデンホイップＴ，etc.
リワードコパン（93牝 リードワンダー）４勝，長万部特別，春望Ｓ３着，臥牛山特

別３着

４代母 ジユピツク（67栗 Tropique）３勝，オークス，神戸盃２着，桜花賞５着
［孫］ ネーハイアンサー（80牡 ＊ノーザンアンサー）５勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２

着，阪急杯‐Jpn3 ２着，小倉日経賞‐OP，etc.，種牡馬
タハラジュピック（90牝 ハツピープログレス）１勝，ひまわり賞‐OP
ユメノセテコウユー（95牡 ＊マークオブディスティンクション）４勝，北
九州短距離Ｓ‐OP ３着，皆生特別，メルボルンＴ，etc.，種牡馬

モガミエチュード（87牝 ＊モガミ）１勝，アベリア賞２着

５代母 ＊ジユデラ（53 FR栗 Niccolo Dell'Arca）FR１勝，フィユドレール賞３着

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

1178 ボストンサクラ２０２１ �・栗 ４／１５

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊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ボストンサクラ アイネスフウジン

��
��
�イサミサクラ黒鹿 2009 ハマナジユビー

＊ジユデラ 21a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フライア（16栗 ヴィクトワールピサ）�２勝�
初仔

２代母 モーニングムーン（10栗 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別２着
モーニングレイン（17牝 エピファネイア）�３勝�

３代母 ＊モーニングタイド（94 USA鹿 Seeking the Gold）USA１勝
マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.
シンメイレグルス（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，関越Ｓ‐L ２着，昇竜Ｓ‐OP，etc.，

��２勝��，スパーキングサマーＣ２着
テイエムジョウネツ（12牝 ステイゴールド）３勝，北國新聞杯，甲南Ｓ３着，大倉

山特別３着
ケルベロス（13牡 ディープインパクト）１勝，下北半島特別，相馬特別２着

４代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着
［子］ ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，

ガルフストリームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie A
ffair H‐L，etc.，種牡馬

ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，
アストリアＳ‐G3 ２着

［孫］ ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリ
ングＳ‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.

レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，
Monrovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1
３着，etc.

キングストリート（06� キングカメハメハ）６勝，東京新聞杯‐G3 ２着，
ファイナルＳ‐L ３着，小倉日経ＯＰ‐L ３着，etc.，�１勝

＊ブラッドバローズ（01牡 Singspiel）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3 ３着，
遠州灘特別，九州スポーツ杯２着，etc.

［曾孫］ ニッキーザヴェストNicky the Vest（18 牡 Runhappy）�USA２勝，
Gander S‐R

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1179 フライア２０２１ 牡・栗 ３／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

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フライア アドマイヤムーン

��
��
�モーニングムーン栗 2016 ＊モーニングタイド

5g
フォーティナイナー S4×M5 サンデーサイレンスM4×M5
Mr. Prospector S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 フラワータッチ（09鹿 バブルガムフェロー）�１勝�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ミッツヒメ（18牝鹿 トーセンホマレボシ）��２勝

２代母 アクセスイオウ（89鹿 ＊スイフトスワロー）��８勝，しもつけオークス３着
オリオンファイヤー（95牡 ＊アロングオール）�	３勝
ピンクオブハート（97牝 ＊アロングオール）�	１勝
カネミスワロー（98牝 ＊ノーリユート）�２勝
パッションキャリー（00牝 ヤマニンゼファー）１勝，石狩特別，香取特別３着，�

１勝�	２勝，ニューイヤーＣ
ミワクノコドウ（02牡 ニホンピロウイナー）�	４勝
レモドール（04牝 ゴールドヘッド）�３勝�	２勝�入着２回
スターゲイズ（05牡 ゴールドヘッド）�１勝�	２勝
セビリア（07牡 ＊エアエミネム）�１勝
ブラックソルジャー（08牡 ブラックタキシード）
２勝�入着

３代母 ネイチヤガール（80鹿 ＊フアラモンド）�出走
シャーリー（97牝 ＊ソヴィエトスター）１勝，遊楽部特別２着，函館日刊スポーツ杯

３着，�３勝�	１勝

４代母 カブラヤヒメ（71鹿 ヒロイサミ）１勝，�６勝

５代母 カブラヤ（65黒鹿 ＊ダラノーア）５勝，江差特別（２回），障害１勝
［子］ カブラヤオー（72牡 ＊フアラモンド）11勝，日本ダービー，皐月賞，ＮＨ

Ｋ杯，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
ミスカブラヤ（76牝 ＊フアラモンド）３勝，エリザベス女王杯，金杯２着，
４歳牝馬Ｓ‐OP

マイホース（75牡 ＊モニター）４勝，４歳Ｓ‐OP，アカシヤＳ，五稜郭特別
シルバーカブラヤ（78牝 ＊シルバーシヤーク）３勝，伊達特別

［孫］ イシノスイング（95牝 ＊リズム）４勝，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，Ｈ
ＴＢ杯，江差特別，etc.

［曾孫］ スイングロウ（04牝 ダンスインザダーク）３勝，クローバー賞‐L ３着
メイスンカイカ（98牡 ベストタイアップ）５勝，鹿島特別

販売申込者・所有者： 原田 新治＝平取町荷菜 �01457-2-2585
生 産 牧 場： 原田 新治
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1180 フラワータッチ２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーフラワータッチ ＊スイフトスワロー

��
��
�アクセスイオウ鹿 2009 ネイチヤガール

＊スタイルパツチ 8g
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 プラージュ（06鹿 スペシャルウィーク）３勝，赤倉特別（芝 2000）２着，外房特別
（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
リーヴル（16牡栗 ＊ノヴェリスト）�３勝，青嵐賞（芝 2400）

２代母 ティティス（00鹿 ＊エリシオ）１勝
アドマイヤスキップ（08牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
ダイイチリカー（90牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹賞，etc.

ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホクトスルタン（04牡 メジロマックイーン）５勝，目黒記念‐Jpn2，札幌
日経ＯＰ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，etc.

ドリームシグナル（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝，シンザン記念‐Jpn3，
京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ４着，etc.

セプテンバーソング（91牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，三面川特別，寺泊特別２着，逢
坂山特別３着
オータムブリーズ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，障害１勝
アイアンテーラー（14牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，etc.，��
１勝，クイーン賞‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，種牡馬
ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，日経賞

‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，セントライト記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
サマーベイブ（97牝 ＊トニービン）２勝，スイートピーＳ‐OP ２着，赤松賞

シーサイドブリーズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
タガノエトワール（11牝 キングカメハメハ）３勝，秋華賞‐G1 ３着，ロー
ズＳ‐G2 ２着，清水Ｓ，etc.

キセキノショウリ（11牝 フジキセキ）��１勝
アークヴィグラス（16牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝��２勝�１勝�，エー
デルワイス賞‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬，ローレル賞，etc.，ＮＡＲ優２牝

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1181 プラージュ２０２１ 牡・鹿 ４／ ８

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールプラージュ ＊エリシオ

��
��
�ティティス鹿 2006 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 プリンセス（14黒鹿 ＊キングズベスト）�入着
〔産駒馬名登録数：１〕
シンライクレイヴ（20牝芦 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 ソリッドプラチナム（03黒鹿 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，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオ
ンＳ２着，etc.
レジーナ（10牝 ジャングルポケット）１勝
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
ウスベニノキミ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，西海賞２着，日田特別２着，四

国新聞杯３着

３代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着

セラミックガール（10牝 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ
タイソウ（18牡 モーリス）�３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，白鷺特別，メ
ルボルンＴ

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，etc.

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，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： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1182 プリンセス２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaプリンセス ステイゴールド

��
��
�ソリッドプラチナム黒鹿 2014 リザーブシート

＊インヴァイト 2f
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フレンチトウショウ（09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：地方－３（14）〕
ゴールデンタバサ（14牝栗 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�２勝��入着
タイセイフィクサー（16牡鹿 ブラックタイド）�４勝��２勝
ロードバイファル（18牡栗 ＊シニスターミニスター）��５勝�
フレンチギフト（19牝栗 ＊シニスターミニスター）�入着

２代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
ネイヴルトウショウ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ‐LR

２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，�����入着４回	，さきたま杯‐Jpn2 ３着，
黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

ギタートウショウ（08牝 ＊アグネスデジタル）出走
オスズ（13牝 ローエングリン）
７勝，九州ジュニアＣｈ２着

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
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‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
トウショウデザイア（06牡 キングカメハメハ）２勝，睦月賞３着，etc.，障害３勝，

小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠
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，中山記念‐G2 ３
着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

４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.
［孫］ 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.，��４勝

販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
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

1183 フレンチトウショウ２０２１ 牡・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 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチトウショウ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ栗 2009 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 フィアマロッサ（14栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 フィロンルージュ（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
プレシャスルージュ（12� キングカメハメハ）４勝，飛梅賞，桶狭間Ｓ３着，越後

Ｓ３着
ダノンサーガ（13牡 ＊ハービンジャー）入着，��２勝�３勝�
アスカリ（16� キングカメハメハ）２勝，���１勝
トラモント（17� ＊アイルハヴアナザー）�３勝

３代母 スカーレットレディ（95黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�１勝

�	入着３回
，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.
スカーレットベル（01牝 ＊エリシオ）５勝，大津特別，八坂特別，花背特別２着，etc.

ガムラン（08� ＊シンボリクリスエス）３勝，市原特別３着，鋸山特別３着，etc.，
��出走，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

スカーレットリング（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着３回
ハートオヴグレイス Heart of Grace（15牝 ハーツクライ）GB・FR・AU
S３勝，ＳＡＪＣロードレイムズＳ‐G3 ３着

ダノンリバティDanon Liberty（12 牡 キングカメハメハ）３勝，六甲Ｓ‐LR，
ＢＳＮ賞‐L，関屋記念‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャパンＣダ
ート‐G1，etc.，��７勝�２勝�１勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1（３回），東京大
賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオ
ライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウスＳ
‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，etc.，
入着���

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，etc.，��１勝�
１勝	
�入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，etc.

カーマイン（08牡 キングカメハメハ）３勝，燧ヶ岳特別，成田特別２着，グッドラ
ックＨ３着

販売申込者・所有者： フクオカファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2309
生 産 牧 場： フクオカファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1184 フィアマロッサ２０２１ 牡・鹿 ５／２５

＊

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

＊ Flower Alley

�
�
�
�
�

��
��

�アイルハヴアナザー Arch's Gal Edithフィアマロッサ ＊フレンチデピュティ

��
��
�フィロンルージュ栗 2014 スカーレットレディ

＊スカーレツトインク 4d
Deputy Minister S4×M4

価格： 購買者：



母 プロフュージョン（01鹿 ＊ジョリーズヘイロー）入着２回，��５勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（22）〕
ハードデイズナイト（10牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝��４勝�１勝�，アフ

ター５スター賞（Ｄ1200），優駿スプリント（Ｄ1200），留守杯日高賞（Ｄ1600）
グランドファイヤー（11牡鹿 ＊セイントアレックス）�２勝��２勝
マイネルヴェッケン（12牡鹿 スズカマンボ）１勝
ミスユー（13牝黒鹿 スズカマンボ）入着，�２勝��１勝�入着２回
ブリージー（14牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝�２勝�入着�
キャッチザウェーブ（16�鹿 ロジユニヴァース）�３勝�２勝��入着３回�
カネトシケッソク（19牝黒鹿 ＊ヴィットリオドーロ）	��１勝

２代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着
ジャズカーニバル（00牝 マヤノトップガン）３勝
ゴールドアラン（04� ＊スキャターザゴールド）１勝，�７勝
ザデイ（06牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞３着

ディーズプラネット（13牝 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP，バレンタインＳ‐OP
３着，新涼特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.，�入着��，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ３着

レイキッシュボーイ（10牡 スマートボーイ）１勝，�６勝

３代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
ラハームRahaam（87牝 ＊セクレト）GB１勝

カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，キングズス
タンドＳ‐G2，テンプルＳ‐G2，グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.
ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven（05牝 Pivotal）GB・FR
・IRE・USA４勝，愛１０００ギニー‐G1，英ナッソーＳ‐G1，サンチャリ
オットＳ‐G1，etc.

＊ファーガーズプロスペクト（90牝 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： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

1185 プロフュージョン２０２１ 牡・鹿 ３／３１
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スズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�ジョリーズヘイロー Jolie Jolieプロフュージョン
＊ The Minstrel

��
��
�ウエイアウト鹿 2001 Fager's Glory

3d
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 フラワーハート（11鹿 サムライハート）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ハートフルシーン（17牝栗 タイムパラドックス）�２勝
レオフューチャー（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）��３勝
テイエムビシャモン（19牡黒鹿 エピファネイア）�入着４回

２代母 フェアリーバニヤン（03青鹿 Honour and Glory）��２勝
マクロバニヤン（09牡 ゴールドアリュール）�３勝��４勝
カゼノサファイア（10牝 スパイキュール）２勝，��１勝��入着２回
シャンパンサーベル（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ロンドンタウン（13牡 カネヒキリ）５勝，エルムＳ‐G3，マーチＳ‐G3 ２着，etc.，

�１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，etc.，KOR
２勝，Korea Cup‐L（２回），種牡馬

ケンパラドックス（14牡 タイムパラドックス）��２勝
ロンリーハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，��入着２回
グレートバニヤン（16牡 ダイワメジャー）２勝
カシノアンバー（17牝 ＊タートルボウル）�３勝
トラストドーベル（18牝 オルフェーヴル）�	６勝

３代母 ＊キャタラクト（99 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ミヤジエルビス（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，アクアラインＳ，ドンカスター

Ｃ，鹿島特別，etc.

４代母 クイーンタッタQueen Tutta（92 USA栗 Kris S.）USA５勝，Pebbles S
‐L，トップフライトＨ‐G1 ２着，ランパートＨ‐G2 ２着，ジョーネイマスＨ
‐G3 ２着，Turnback the Alarm H‐L ２着，etc.

５代母 タッタTutta（88 USA栗 In Reality）不出走
［孫］ ランウィズジョイ RunWith Joy（04牝 Ghazi）USA４勝，Frances G

enter S‐R，Minnesota Oaks‐R，Northern Lights Debutante
S‐R ２着

［曾孫］ ジャンツェズファンシーフレンド Jantzesfancyfriend（10
 Friends Lake）
USA１勝，Minnesota Derby‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1186 フラワーハート２０２１ �・鹿 ３／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ラドラーダ鹿 2014 ＊レディブロンド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴフラワーハート Honour and Glory

��
��
�フェアリーバニヤン鹿 2011 ＊キャタラクト

13c
Mr. Prospector S4×S5 Kris S. S4×M5

価格： 購買者：



母 ハルワカ（03鹿 ワカオライデン）��２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－５（15）〕
ハルサンサン（08牝鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・４勝，ＴＣＫ女王盃

‐Jpn3，東京シンデレラマイル（Ｄ1600）２着，ロジータ記念（Ｄ2100）２着，
戸塚記念（Ｄ2100）３着

ハルノメザメ（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝黒鹿 ヴァーミリアン）�１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡鹿 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝鹿 キズナ）���２勝�２勝
デトネイター（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
ライデンエミリー（99牝 ワカオライデン）�２勝
イタンジ（04牡 ワカオライデン）�１勝��１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

３代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
ベルランス（92牡 ＊ベルマン）
７勝，新潟ジュニアＣ３着

４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

マッシヴカイザー（04牡 ＊デザートキング）入着７回，荒川峡特別２着，
桑名特別３着

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

1187 ハルワカ２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊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

＊ロイヤルスキー

�
�
�
�
�

��
��

�ワカオライデン オキワカハルワカ ホリスキー

��
��
�ホリワカ鹿 2003 ダスシエーネ

＊星若 3
Halo S4×S5 ワカクモM4×M5

価格： 購買者：



母 ベリーベリータイム（11栗 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
アンファスエシャペ（18牝栗 ＊カジノドライヴ）���１勝�２勝�
エムエスサンサン（19牝栗 ＊キングズベスト）�地方未出走
リグレイアー（20牝黒鹿 ＊タリスマニック）�未出走

２代母 ワイルドベリー（06黒鹿 フジキセキ）出走
アシドベリー（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブロッ

サムＣ３着
ダズリングベリー（13牝 ＊パイロ）��３勝�
ビュレットベリー（16牡 ビービーガルダン）��２勝�７勝��１勝�

３代母 アグネスミネルバ（94栗 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ
賞２着
アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪神牝馬

Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
レッドオルバース（12牡 ダイワメジャー）３勝，錦秋Ｓ２着，安達太良Ｓ２着，

夏至Ｓ２着，etc.
ブリリアントクロス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，犬山特
別，菜の花賞，etc.

ラヴファンタジスタ（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，有明特別３着
テムジン（09牡 ディープインパクト）４勝，富嶽賞，藤森Ｓ２着，etc.，��４勝，

サンタアニタＴ２着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［子］ スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯

‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マー

チＳ‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

1188 ベリーベリータイム２０２１ 牡・栗 ３／２３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� 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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベリーベリータイム フジキセキ

��
��
�ワイルドベリー栗 2011 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
Le Fabuleux S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ペルサントクリール（04 USA栗 Point Given）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－１（３）〕
シャンパンルージュ（10牝鹿 ＊ファスリエフ）２勝

アトラクティーボ（19牡 ワンアンドオンリー）�１勝，もちの木賞３着
グッドタイムロール（11牝栗 ＊アグネスデジタル）１勝
フィエルテ（12牝鹿 キングヘイロー）３勝，障害１勝
ローランドアイ（14牝栗 トランセンド）�３勝
メイショウイサナ（15牡栗 メイショウボーラー）２勝，柏崎特別（芝 1600）２着
メイショウマンサク（18牝鹿 メイショウサムソン）�３勝
アマートカヴァロ（20牡黒鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 トラインスー Try N Sue（95 USA鹿 Sir Harry Lewis）USA７勝，Niag
ara S‐R，Yaddo H‐R，Proud Puppy H２着，Bouwerie S‐R ２着，
New York Oaks‐R ２着，etc.
ソールポゼッション Soul Possession（02牝 Belong to Me）USA２勝

イングリッシュソウル English Soul（15 牝 English Channel）USA４勝，E
ast View S‐R，Fleet Indian S‐R，Bouwerie S‐R ２着，カーデ
ィナルＳ‐G3 ３着，New York Oaks‐R ３着

ライオンキングダム Lion Kingdom（06� Lion Heart）USA４勝
リーガリーベイ Legally Bay（10牝 Read the Footnotes）USA３勝
ユーコールミーアレックスUCall Me Alex（12� Afleet Alex）�USA13 勝

３代母 ファイナルアコード Final Accord（89 USA栗 D'Accord）USA１勝
ウィンタードリームズWinter Dreams（97牝 Distinctive Pro）USA３勝，Bouw

erie S‐R，East View S‐R ３着，Maid of the Mist S‐R ３着
ハッグズキャッスル Haggs Castle（98� Husband）USA５勝，Cormorant S

‐R，Ashley T. Cole H‐R ２着，Mohawk H‐R ３着
＊バイザスポーツ（00牝 Devil's Bag）GB・ITY・USA３勝，ガゼルＨ‐G1，Inter

national Trial S‐L，ベルダムＳ‐G1 ３着
ロードジャスティス Lord Justice（06 牡 A.P. Indy）USA・CAN４勝，Big

Brown S，Spend A Buck S，種牡馬
クリムゾングローリー Crimson Glory（07 牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，

Ernie Samuel Memorial S‐R ２着

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

1189 ペルサントクリール２０２１ �・鹿 ３／１４
＊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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊

ポイントギヴン ＊サンダーガルチ

�
�
�
�
�

��
��

�Point Given Turko's Turnペルサントクリール トラインスー Sir Harry Lewis

��
��
�Try N Sue栗USA 2004 Final Accord

31
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ベルメール（12鹿 ハーツクライ）１勝，�１勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
コッコローネ（20牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

２代母 エンドレスウェルズ（01鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
バブルガムエンド（05牝 バブルガムフェロー）入着，�３勝��
ゲシュタルト（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，京都新聞杯‐G2，オールカマー

‐G2 ２着，スプリングＳ‐G2 ２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，中日新聞杯‐G3 ２
着，etc.，�１勝

パトリオット（09牝 デュランダル）入着，��１勝

３代母 フサイチカツラ（91鹿 Sadler's Wells）４勝，メイＳ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ
Ｐ‐OP ３着，難波Ｓ，睦月賞，兵庫特別２着，etc.
タイムウィルテル（00牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，タ

ーコイズＳ‐L ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，etc.
パッシフローラ（09牝 ディープインパクト）２勝，横津岳特別，三春駒特別３着
マジックタイム（11牝 ハーツクライ）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，ターコイ

ズＳ（重賞）‐L，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，etc.
クロノメーター（17牡 ゴールドシップ）�３勝，鷹巣山特別，黄梅賞，芦ノ湖

特別２着

４代母 ＊クリスザレディー（84 IRE 鹿 Kris）ITY４勝，P. Verziere‐L，P. Archida
mia‐L ２着，P. Mottalciata‐L ２着，ナターレディローマ賞‐G3 ４着
［子］ クリスザブレイヴ（94牡 ＊ノーザンテースト）９勝，富士Ｓ‐Jpn3，京成

杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ムーンバレイ（01牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�21 勝�入着���，名
古屋大賞典‐Jpn3 ２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着，名古屋記念，etc.

パシャシー（93牡 ＊ノーザンテースト）３勝，日田特別
［孫］ オースミスパーク（05牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，大阪城

Ｓ‐L ３着，リゲルＳ‐OP ３着，etc.
ナリタスパーク（04牡 ナリタトップロード）１勝，合馬特別２着，九重特
別２着

販売申込者・所有者： 細川農場＝新冠町西泊津 �0146-47-2261
生 産 牧 場： 細川農場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1190 ベルメール２０２１ �・鹿 ２／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスベルメール ＊エンドスウィープ

��
��
�エンドレスウェルズ鹿 2012 フサイチカツラ

＊クリスザレディー 13e
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 マリスステラ（17鹿 ＊シニスターミニスター）出走
初仔

２代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
デコトウショウ（04牝 サクラバクシンオー）�１勝
ネイヴルトウショウ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ‐LR

２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，�����入着４回�，さきたま杯‐Jpn2 ３着，
黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

ギタートウショウ（08牝 ＊アグネスデジタル）出走
オスズ（13牝 ローエングリン）�７勝，九州ジュニアＣｈ２着

クリスタトウショウ（10牝 ＊グラスワンダー）�３勝

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
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‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
スイーズドリームス（14牡 ディープインパクト）４勝，ストークＳ，岡崎特別，

タイランドＣ，etc.
トウショウデザイア（06牡 キングカメハメハ）２勝，睦月賞３着，etc.，障害３勝，

小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠
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，中山記念‐G2 ３
着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

４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.
［孫］ 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.，	�４勝

販売申込者・所有者： 前田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0846
生 産 牧 場： 前田牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

1191 マリスステラ２０２１ 牡・鹿 ４／１１
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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerマリスステラ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ鹿 2017 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マイネマリアンヌ（09鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（12）〕
コスモトリコロール（14牡黒鹿 ＊タートルボウル）�１勝�１勝��入着３回�
ボルドープラージュ（16牝栗 ＊アイルハヴアナザー）��５勝�１勝�４勝��入

着５回，ラブミーチャン記念（Ｄ1600），加賀友禅賞（Ｄ1400）２着，留守杯日
高賞（Ｄ1600）２着，あやめ賞（Ｄ1400）２着，園田ユースＣ（Ｄ1400）２着，ラ
イデンリーダー記念（Ｄ1600）２着

スズカトップバゴ（18牡栗 ＊バゴ）�３勝，中京スポニチ賞（芝 1600），鞍ケ池特別
（芝 1600）３着

スワニーテソーロ（19牝鹿 ＊ベーカバド）��入着

２代母 エアリバティー（94鹿 ＊トニービン）３勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，ファン
タジーＳ‐Jpn3 ３着，秋華賞‐Jpn1 ５着，西海賞，石打特別，etc.
リバティープリント（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，呉竹賞

テキスタイルアート（12	 ＊ロージズインメイ）２勝，妙高特別３着，
�３勝
ダイワドレッサー（13牝 ネオユニヴァース）１勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3

２着，フェアリーＳ‐G3 ２着，福島記念‐G3 ３着，木更津特別３着
ライゴッド（15牝 スマートファルコン）１勝，�
�６勝，しらさぎ賞３着

ネネット（06牝 ＊ホワイトマズル）
�１勝�１勝�１勝
リアルフリーダム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，�２勝
マイネリベルタス（11牝 ＊コンデュイット）２勝，君子蘭賞３着

３代母 ＊ジョイアスピルエット（83 USA鹿 Nureyev）IRE・USA１勝，Ballycorus
S‐L ３着
ワイルドリージョイアスWildly Joyous（91	 Wild Again）USA７勝，ベンアリ

Ｓ‐G3，Governor's H‐L，Thistledown B C H‐L，etc.
エアピース（97牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，呉竹賞，
�入着，関東オークス

‐Jpn3 ２着
ピースデザイン（02牡 ＊エリシオ）３勝，福島ＴＶＯＰ‐L ３着，漁火Ｓ２着，

甲南Ｓ３着，�１勝
サトノプライマシー（09	 ネオユニヴァース）５勝，オアシスＳ‐L ２着，薫風

Ｓ，横手特別，etc.
エアジラソーレ（98牡 ＊トニービン）３勝，陸奥湾特別，湯川特別，立川特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲真歌田中牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-1031
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1192 マイネマリアンヌ２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊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マイネマリアンヌ ＊トニービン

��
��
�エアリバティー鹿 2009 ＊ジョイアスピルエット

9c
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 マミーフィンガー（16黒鹿 ルーラーシップ）出走
初仔

２代母 スターリットラヴ（06鹿 スペシャルウィーク）出走
ジャーアルタミラ（11� ＊ファルブラヴ）�１勝
ドリームマジック（14牝 ルーラーシップ）１勝
スピリットサント（19牡 ビッグアーサー）��２勝

３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，ハニムーンＨ‐G3 ２着，リンダヴィス
タ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，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.，��１勝

ラズベリームース（19牝 ルーラーシップ）�１勝，アネモネＳ‐L 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，etc.
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，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
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，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
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�２勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

４代母 ピンクダヴPink Dove（84 USA栗 Argument）USA１勝
［子］ ムーンシャインホールMoonshine Hall（00� ＊スピニングワールド）U

SA・CAN・BAR８勝，Charlie Barley S‐L，Storm Cat S‐L
２着，トロントＣ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1193 マミーフィンガー２０２１ 牡・鹿 ３／２９
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴマミーフィンガー スペシャルウィーク

��
��
�スターリットラヴ黒鹿 2016 ＊マリスターⅡ

3o
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミシシッピコースト（16 USA栗 Super Saver）USA１勝
初仔

２代母 ルーマーズアーフライイングRumors Are Flying（96 USA栗 Kris S.）USA出走
バッジオヴトルース Badge of Truth（03 牡 Silver Deputy）USA・CAN８勝，サ

マーＳ‐G2 ２着，グレイＳ‐G3 ２着，種牡馬
ノーユーズディナイイングNo Use Denying（05牝 Maria's Mon）USA・CAN４

勝，JohnW. RooneyMemorial S，Allen LacombeMemorial H２着，
Daily Racing Form Distaff S‐L ３着，Marie G. Krantz Memorial H３着，
Suncoast S３着
ノーブルソートNoble Thought（13� Harlan's Holiday）�USA・CAN13

勝，スカイクラシックＳ‐G2 ２着
パーフェクトアリバイ Perfect Alibi（17 牝 Sky Mesa）USA３勝，スピナウェ

イＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，アルシバイアディズＳ‐G1 ２着，
Astoria S２着，Weber City Miss S３着

ハッピーチョイス Happy Choice（08 牝 Broken Vow）USA１勝，Hatoof S
２着
ハッピーメサ Happy Mesa（14牝 Sky Mesa）USA３勝，Hilltop S，S

elima S，Kentucky Downs Ladies Sprint S‐L ２着，Sanibel Islan
d S‐L ２着，Surfer Girl S‐L ２着

インスペクターエディ Inspector Eddie（16� Mineshaft）�USA４勝，Lo
uisiana Legends Cheval S‐R ３着

＊グレイトタイミング（10牝 Raven's Pass）GB２勝
ライトオンキュー（15牡 Shamardal）�６勝，京阪杯‐G3，シルクロードＳ‐G3

２着，キーンランドＣ‐G3 ２着，ＵＨＢ賞‐OP，ＵＨＢ賞‐OP ２着，etc.

３代母 ミストザウェディングMissed theWedding（85 USA鹿 Blushing Groom）
USA出走
ミストザストームMissed the Storm（90牝 Storm Cat）USA６勝，テストＳ‐G1，

アスタリタＳ‐G2，Personal Ensign S‐L，etc.
グリーンミーンズゴーGreen Means Go（92牡 Green Dancer）USA９勝，ヒル

プリンスＳ‐G3，ベルモントレキシントンＳ‐G3，バーナードバルークＨ‐G2
２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1194 ミシシッピコースト２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ７
クオリティロード Elusive Quality

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Quality Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Koblaシティオヴライト

City of Light パリノーション ＊デヒア

��
��
�Paris NotionUSA 鹿 2014 Fabulous Notion

＊

スーパーセイヴァー Maria's Mon

�
�
�
�
�

��
��

�Super Saver Superchargerミシシッピコースト ルーマーズアーフライイング Kris S.

��
��
�Rumors Are Flying栗USA 2016 Missed theWedding

23b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ミルキークォーツ（14黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
本馬の他に産駒あり

２代母 ケイティーズジェム（08鹿 ディープインパクト）２勝，白菊賞２着
ヴィッテルスバッハ（16牡 ルーラーシップ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，武

庫川Ｓ２着，節分Ｓ３着

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ‐OP ２着，

日本海Ｓ，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代
表，優古牡，種牡馬

プレイ（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝，弥生賞‐G2 ２着，京都２歳Ｓ
‐L ２着，京成杯‐G3 ３着，etc.

トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポーツ杯‐L
２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.

ケイティーズギフト（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ケイティープライド（10牡 ディープインパクト）５勝，函館記念‐G3 ２着，チ

ャレンジＣ‐G3 ３着，ＴＶｈ賞，etc.
ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，安土城Ｓ‐L ２着，淀短距

離Ｓ‐L ２着，etc.
ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー

Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�６勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，

天皇賞（秋）‐G1，etc.，年代表，優３牡

４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

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝浦河町西幌別 �090-9083-2713
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1195 ミルキークォーツ２０２１ �・鹿 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayミルキークォーツ ディープインパクト

��
��
�ケイティーズジェム黒鹿 2014 ＊ケイティーズファースト

7f
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ミエノプリンプリン（12黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ルミリンナ（17牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝��
プリンアラモード（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��入着

２代母 クラウンプリンセス（04鹿 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ‐L，
米子Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ３着，ゴールデンホイップＴ，ＨＢＣ賞，etc.
ミューラルクラウン（11牝 ＊ホワイトマズル）１勝
マイレリーフ（17牝 ルーラーシップ）１勝
デルマセイシ（18牝 エイシンフラッシュ）�２勝
クロンヌドラレーヌ（19牝 ロードカナロア）�１勝

３代母 クラウンピース（97鹿 Seattle Slew）１勝
リーチザクラウン（06牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ‐G2，きさらぎ

賞‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
シンシアズブレス（13牝 ダイワメジャー）１勝，羊ヶ丘特別２着，御在所特別３着

４代母 ＊クラシッククラウン（85 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，ラフィアンＨ‐G1 ２着，テストＳ
‐G1 ３着，etc.
［子］ ＊ファイナルキス（96牝 Danzig）１勝，フローラＳ‐OP ２着，りんどう賞

３着，�１勝
＊ルールオブライト（95牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着

［孫］ ＊エーシンジーライン（05牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典‐G3，
朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害３勝，�入着，名古屋大賞典‐Jpn3
３着，種牡馬

＊エーシンエフダンズ（04牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ‐G3 ２着，船
橋Ｓ，江差特別，etc.，�１勝�２勝�１勝�入着６回�

タマモグランプリ（07	 ＊グランデラ）２勝，琵琶湖特別，香住特別２着，
淡路特別３着，etc.

スナークハーバー（04	 ＊ボストンハーバー）入着，舞子特別２着，�５
勝�１勝

フルオブスターズ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，郡山特別３着

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
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

1196 ミエノプリンプリン２０２１ �・鹿 ４／ ４

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlミエノプリンプリン スペシャルウィーク

��
��
�クラウンプリンセス黒鹿 2012 クラウンピース

＊クラシッククラウン 23b
デインヒル S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ベティボルテクス（02鹿 ジェニュイン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－８（29）〕
アンジュールラブ（07牝栗 ＊グリーンアプローズ）�７勝�入着２回
カラカル（08牝鹿 ＊グリーンアプローズ）入着，りんどう賞（芝 1400）２着，�２勝

��１勝�
カルロッタ（09牝栗 ＊シベリアンホーク）�２勝��
ニュートリノビーム（11牡鹿 ＊パーソナルラッシュ）�２勝��５勝
ヘイゲル（12牝鹿 テレグノシス）�２勝�２勝���入着 12回
オウシュウソング（14牡栗 フリオーソ）�３勝�
ライマ（15牝栗 ブラックタキシード）�１勝�１勝
カバロスウィフト（18牡青鹿 ヴァンセンヌ）��１勝
ベティフロンティア（19牝栗 オウケンブルースリ）�地方未出走

２代母 ＊ワラダー（81 USA鹿 Northern Dancer）GB入着３回
ユニオンワラダー（92牝 ＊クリスタルグリツターズ）１勝

シーホアン（04牝 ＊デザートストーリー）�１勝��２勝�，東京プリンセス賞
２着，ロジータ記念３着

３代母 ビティガール Bitty Girl（71 GB鹿 Habitat）GB・USA８勝，クイーンメアリ
ーＳ‐G2，ローザーＳ‐G3，モールコームＳ‐G3，キングズスタンドＳ‐G1 ２着
ボードレール Beaudelaire（80 牡 Nijinsky）GB・FR・IRE４勝，モーリスドゲース

ト賞‐G2，Beeswing S‐L，Try My Best S，etc.，種牡馬
サイズシックス Size Six（85 牝 Caerleon）不出走

ベイビーシックス Babysix（99 牝 With Approval）BRZ４勝，P. Primavera
‐L ２着
ホットシックス Hot Six（05	 Burooj）FR・GER・BRZ・UAE・SWE３
勝，南米ジョッキーＪＣ＆競馬場協会大賞‐G1，サンパウロ大賞‐G1
２着，ダービーパウリスタ大賞‐G1 ２着，etc.

スーウォーナー SueWarner（88 牝 Forli）不出走
ナジェカムNajecam（93牝 Trempolino）USA６勝，プリンセスＳ‐G2 ２着，

サンクレメンテＨ‐G2 ３着，ハニムーンＨ‐G3 ３着，etc.
アクションジスデイ Action This Day（01牡 Kris S.）USA２勝，ＢＣジ
ュヴェナイル‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1197 ベティボルテクス２０２１ 牡・栗 ４／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ジェニュイン ＊クルーピアレディーベティボルテクス
＊ Northern Dancer

��
��
�ワラダー鹿 2002 Bitty Girl

1n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ホウヨウバルキリー（15芦 スターリングローズ）�１勝��１勝�入着
本馬の他に産駒あり

２代母 カラーガード（02芦 スペシャルウィーク）１勝
カガビジン（08牝 ＊イーグルカフェ）�２勝�２勝，プリンセスＣ２着
デトネイション（10牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝
ウソブキアリク（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
カラーマーメイド（12牝 ＊ケイムホーム）�３勝��１勝

３代母 ダンシングルーラー（88芦 ＊ノーザンディクテイター）１勝，朱竹賞３着
ダイジュセルシオ（94牡 ＊テユーター）�15 勝，栄冠賞，エトワール賞３着，ジュニ

アＣ３着
ユタカカガヤキ（95牡 バンブーアトラス）４勝，カブトヤマ記念‐Jpn3 ３着，蓬莱

峡特別，不知火特別２着，etc.
ホウヨウターニング（03牝 メジロマックイーン）�19 勝

４代母 ホウヨウシルバア（73芦 ＊グレートホワイトウエー）３勝，フラワーＣ‐OP，
桃花賞
［子］ ホワイトジョーク（85牝 ＊ダンサーズイメージ）７勝，サンライズＳ，奥

多摩Ｓ，霞ケ浦特別，etc.
キングオブホウヨウ（83牡 ＊キングオブダービー）３勝，高尾特別２着，
錦秋特別３着，利根川特別３着

［孫］ ゴオカイキング（98牡 ＊オジジアン）�６勝，春霞賞，北斗盃３着
テンノフブキ（02牝 エイシンサンディ）�10 勝，サラブレッド大賞典２着
ホウヨウダンサー（95牝 ＊スラヴィック）�８勝，北斗盃３着

［曾孫］ カキツバタクイーン（05牝 エイシンサンディ）�１勝�入着２回��，ジ
ュニアクラウン２着，サラ・プリンセス特別３着

５代母 メイジザクラ（64芦 ＊テイエポロ）入着４回
［孫］ サチノフレンド（77牡 ＊バツクマスター）���10 勝，報知ＧＰ・Ｃ２着
［曾孫］ ブルックリンガイ（97牡 ＊グロウ）�１勝�２勝�11 勝	，東海ゴールド

Ｃ２着，サマーＣ（２回），スプリント，etc.
マックスキング（90牡 ＊マグニテユード）
�16 勝，オールスターＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲豊洋牧場＝日高町豊田 �01456-5-2607
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

1198 ホウヨウバルキリー２０２１ 牡・鹿 １／２９
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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズホウヨウバルキリー スペシャルウィーク

��
��
�カラーガード芦 2015 ダンシングルーラー

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ホクセーメジャー（09鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
ヘニーオーザ（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着３回，��４勝
ケイティディライト（17牝鹿 トゥザワールド）１勝，��出走�２勝��
キタノドンポートロ（18牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��入着��１勝
スマイルメビウス（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）��入着

２代母 ＊マイアミガルチ（91 USA鹿 Gulch）USA２勝
ユキノサンロイヤル（97牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2 ３着（２回），キャピタルＳ‐L ２着，ディセンバーＳ‐L ２着，白富士
Ｓ‐L ３着，etc.，障害１勝

ナスケンエアスト（98牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，�４勝
アルタネート（00牡 ＊カーネギー）２勝，��１勝
マルタカタキオン（03牡 アグネスタキオン）３勝，障害１勝
ビッグクィーン（04牝 ＊ブライアンズタイム）��１勝

クロスクリーガー（12牡 アドマイヤオーラ）４勝，レパードＳ‐G3，ヒヤシン
スＳ‐LR ３着，伏竜Ｓ‐OP，etc.，�１勝��入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，
ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着

ビルボードクィーン（18牝 ルーラーシップ）１勝，��入着５回�１勝���，
石川ダービー２着

３代母 ラージャズディライト Raja's Delight（78 USA栗 Raja Baba）USA４勝，
デルマーデビュタントＳ‐G2，Four Winds H２着，Kentucky Cardinal H
２着，Sorrento S２着，Cleopatra H３着，etc.
ルーペルト Rupperto（84 牡 Roberto）USA３勝，フラミンゴＳ‐G1 ４着，種牡馬
イヴニングディライトEvening Delight（88 牝 Conquistador Cielo）USA１勝

エンカレタオ Encaletao（95牡 Slewbop）VEN５勝，P. Gobernador del Dis
trito Federal‐L ２着

スーパーダービー Super Derby（98牝 Le Voyageur）VEN７勝，P. Dia de la
Armada‐L，P. Gustavo Avila‐L，P. Lady andMe‐L

スライスマイル Sly Smile（94 牝 Crafty Prospector）USA１勝
デインヒルスマイルDanehill Smile（04 牝 Danehill Dancer）AUS３勝，

ATC Canonbury S‐L

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
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

1199 ホクセーメジャー２０２１ 牡・黒鹿 ３／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊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ホクセーメジャー
＊ Gulch

��
��
�マイアミガルチ鹿 2009 Raja's Delight

22b
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ホワイトフローラ（13芦 スズカフェニックス）�８勝
初仔

２代母 ホワイトクルーザー（06芦 ＊クロフネ）２勝
スズカホワイト（14� ブラックタイド）１勝，大寒桜賞３着，障害１勝
クレディブル（15牡 スズカマンボ）２勝
ハヤブサナンデクン（16牡 ゴールドアリュール）�５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，

鳳雛Ｓ‐L ３着，三宮Ｓ‐OP，瀬戸Ｓ，香嵐渓特別，etc.

３代母 ホワイトカーニバル（00芦 ＊ミシル）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーンＣ
‐Jpn3 ３着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着
サンビスタ（09牝 スズカマンボ）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，��３勝�

１勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，etc.
ジレトール（19牡 ロードカナロア）�３勝，端午Ｓ‐OP ２着，昇竜Ｓ‐OP ２着

４代母 イエローブルーム（89栗 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，樅の木賞２着，寒桜賞３着
［子］ インターアプローズ（97牡 ＊トニービン）５勝，神鍋特別，伊丹特別，洲

本特別２着，etc.
テイエムミシルオー（99牡 ＊ミシル）３勝，摩周湖特別２着，ポプラ特別３着

［孫］ スマートアヴァロン（12牡 ＊サウスヴィグラス）７勝，コーラルＳ‐L，す
ばるＳ‐L，根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.，��２勝�

ピンクドッグウッド（14牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��１勝	２勝，
エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬，京浜盃２着，etc.，
ＮＡＲ優２牝

メイショウダッサイ（13牡 スズカマンボ）�１勝，障害９勝，中山グラン
ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2，etc.，
優障害

テイエムシシオー（09牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，
５勝，新涼賞，耶
馬溪賞２着，カンナ賞２着

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

1200 ホワイトフローラ２０２１ �・芦 ３／３０
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカホワイトフローラ ＊クロフネ

��
��
�ホワイトクルーザー芦 2013 ホワイトカーニバル

＊エリモルーシー 16h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マイオール（13鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 アンソレイユ（93黒鹿 ＊リズム）出走
グラスポジション（99牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，ホ

ープフルＳ‐OP ２着，ニューマーケットＣ，青嵐賞，陣馬特別，etc.
ミハタバルゴウ（00牝 ジェニュイン）��４勝�１勝��入着２回，ひまわり賞，

北関東オークス，ビューティフルＴ３着
モエレラグジー（03牝 ダンスインザダーク）�１勝�１勝�
グラスゾーン（04牡 タニノギムレット）�１勝
ダブルダンス（05牡 ダンスインザダーク）�５勝�１勝
コンカオルデール（07牝 タニノギムレット）�２勝��
オサキニシツレイ（09牝 タヤスツヨシ）��１勝��入着５回	

３代母 アンフイニイ（82黒鹿 マルゼンスキー）３勝，エイプリルＳ‐OP ３着，上総
特別，里見特別，仲春賞２着，隅田川特別２着，etc.
マイヨジョンヌ（90牡 ＊リヴリア）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），福島記念

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スノーフレーク（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，ひいらぎ賞３着

コスモヴァシュラン（04牡 ＊マイネルラヴ）入着，��２勝�３勝，ＯＲＯＣ，
せきれい賞（２回），ＯＲＯＣ３着，etc.

ユーワケリガン（92牝 ＊カコイーシーズ）４勝，カーネーションＣ‐OP ２着，晩秋
特別，グローバルＣ，etc.
ハツカリ（04牡 ＊ホワイトマズル）１勝，夕張特別，障害１勝，��１勝�入着

２回

メイショウデンゲキ（94牡 ＊リヴリア）４勝，石清水Ｓ，春菜賞，こぶし賞３着
レディフューチャー（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ロードキャニオン（04� ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別，etc.，	��
入着３回，報知オールスターＣ２着

ロードオブザリング（07牡 ＊ホワイトマズル）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，
アンドロメダＳ‐L ３着，垂水Ｓ，etc.

シャワーパーティー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，京都３歳Ｓ‐OP，六甲アイ
ランドＳ，黄菊賞，etc.，�４勝���

販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270

1201 マイオール２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandマイオール ＊リズム

��
��
�アンソレイユ鹿 2013 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky S4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マイネクイーン（08鹿 アグネスタキオン）２勝，スイートピーＳ‐LR（芝 1800）３
着，カーネーションＣ（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
クイントゥープル（14牝栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝，デイジー賞（芝 1800）２着，

��４勝，姫山菊花賞（Ｄ1700）３着
アナザークイーン（16牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着４回，����１勝・１勝
ケンシ（17牡鹿 ＊ロージズインメイ）��４勝�１勝
ノブノビスケッツ（20牡栗 ＊マインドユアビスケッツ）��入着

２代母 ＊ファストルック（99 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
ケイアイブランコ（05牝 ＊タイキシャトル）	７勝�入着，サラ・クイーンＣ２着
ケイアイカミノアシ（07牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

キタサンガンバ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，浦安特別，彦星賞，立川特
別２着，天王寺特別２着，大島特別２着，etc.

３代母 ローピングアロング Loping Along（93 USA鹿 Easy Goer）USA１勝
ナイスキャンターNice Canter（00 牝 Seeking the Gold）USA１勝

ウィンWynn（10牝 ＊ヨハネスブルグ）PER３勝
イッツァマラ Itzamara（17牝 Class Leader）�PER２勝，P. Estados U
nidos de America‐L ２着

デッドエイムDead Aim（02牝 Silver Deputy）不出走
クワイエトテンパーQuiet Temper（07 牝 Quiet American）USA４勝，フェ

アグラウンズオークス‐G2，デルタプリンセスＳ‐G3，シルヴァーブレッ
トデイＳ‐G3 ２着
コラボレイト Collaborate（18 牡 Into Mischief）�USA３勝，Sir Shac
kleton S２着，Roar S３着

ブライテイマニアBliteymania（07 牝 Pure Prize）CHI２勝
ヘイジュード Hey Jude（14牝 Lookin At Lucky）CHI２勝，カルロスカンピ

ノ賞‐G2 ３着，P. Jorge Baraona Puelma‐L ３着
バヒアリンダ Bahia Linda（16牝 Lookin At Lucky）�CHI４勝，カルロス

カンピノ賞‐G2，チリオークス‐G1 ３着，フランシスコバエサソトマヨ
ル賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431
生 産 牧 場： 原 弘之
飼 養 者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431

1202 マイネクイーン２０２１ 牡・青鹿 ４／ ３

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Devil His Due

�
�
�
�
�
�
�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラマイネクイーン
＊ Seeking the Gold

��
��
�ファストルック鹿 2008 Loping Along

20b
Halo S4×M4 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：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
マイネルクライマー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��７勝�１勝�
ハクアイローレル（18牡鹿 ＊ダンカーク）�１勝
キタノワースアド（19牝黒鹿 トーセンラー）��入着

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）�USA６勝，First Lady S‐R，S
outhern Park S‐R，Cheryl S. White Memorial S３着

アウトフォファンOut for Fun（19牝 CityWeekend）�USA２勝，Emeral
d Necklace S‐R，Joshua Radosevich Memorial S‐R ３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
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 �090-9517-4750

1203 マウンテンウーマン２０２１ 牡・鹿 ３／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２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

＊

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 S4×M4×M5×M5 Nijinsky M4×S5

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：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
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）��２勝�４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）�３勝��
セザムウーヴルトワ（19牝鹿 サトノアラジン）��入着
スプレマシー（20牡栗 ＊パイロ）��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・GER・SPA６勝，エッ

ティンゲンレネン‐G2，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： ㈱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

1204 マジェスティックブライト２０２１ �・栗 ３／２５

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kitten's Firstホークビル トレンサ Giant's Causeway

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊

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 M4×S5 Bustino M4×M5 Northern Dancer S5×M5
Ride the Trails S5×M5
価格： 購買者：



母 マーケットレイズン（14芦 フサイチリシャール）�３勝�５勝
初仔

２代母 トミノラブラドール（97鹿 ＊ハンティングホーク）１勝，�１勝��入着２回
フィールオブフリー（02牡 ＊コロニアルアッフェアー）�１勝
トミノホームズ（03牡 ＊ティッカネン）��２勝
トミノドリーム（04牝 ＊ディアブロ）２勝，疾風特別，札幌日刊スポーツ杯２着，さ

くらんぼ特別２着，さくらんぼ特別３着，�１勝
トミノベガ（05牝 エイシンサンディ）�１勝��１勝
ヒデサンアタッカー（06牡 レオリュウホウ）�１勝�１勝
カンタベリーメール（08牝 ロサード）�１勝��１勝
カンタベリーナイト（09牡 スパイキュール）３勝，皿倉山特別，呼子特別，霊山特

別２着，江坂特別３着，�２勝��入着２回，宝満山賞３着，etc.
カンタベリーヒメ（12牝 ショウナンカンプ）�７勝��
カンタベリーマイン（13� ＊ケイムホーム）２勝，	�３勝��１勝�
マインキング（15� フサイチリシャール）
３勝�１勝��３勝

３代母 ジョリフィーユ（92鹿 マルゼンスキー）不出走
ハウプトローレ（02牝 ＊スキャターザゴールド）�９勝�９勝�入着，ビューチフル

・ドリーマーＣ３着

４代母 トミアルコ（83栗 ＊ノノアルコ）���６勝，ダービーＧＰ，東京盃２着，東
京３歳優駿牝馬
［子］ タイトスクイーズ（95牡 ＊タイトスポット）４勝，西湖特別，原町特別，

狭山湖特別，etc.，��１勝�入着
ゴールデンアックス（98牡 タマモクロス）４勝，松島特別，米沢特別
アクイローネ（93牡 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，美浦特別，九十九里特
別２着，寺泊特別２着，etc.，�１勝

アレグレッツァ（00牝 ＊シャンハイ）３勝，郡山特別２着，驀進特別２着
リズムコーダ（96牝 ＊リズム）３勝，桃花賞３着

［孫］ シゲルカガ（11牡 ＊パイロ）５勝，葵Ｓ‐LR ２着，etc.，�１勝�８勝
��入着��，北海道スプリントＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3
２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 藤吉牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2159
生 産 牧 場： 藤吉牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1205 マーケットレイズン２０２１ 牡・芦 ５／ ７
＊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アレスバローズ ＊トニービン

��
��
�タイセイエトワール黒鹿 2012 エンスラーリング

＊クロフネ

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチリシャール フサイチエアデールマーケットレイズン ＊ハンティングホーク

��
��
�トミノラブラドール芦 2014 ジョリフィーユ

＊カゾースクヰーン 9
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 アクティフ（12鹿 ＊ファスリエフ）��４勝，優駿スプリント（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ランプロン（20牡鹿 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 ヒバリエクスプレス（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）�３勝
ジューンジェラート（14牝 カネヒキリ）��１勝
アザワク（17牝 カレンブラックヒル）��８勝���入着２回�，エーデルワイス

賞‐Jpn3 ２着，道営スプリント，笠松ＧＰ３着，道営スプリント３着，グラ
ンシャリオ門別スプリント（２回），etc.

ソロユニット（18牝 ＊アジアエクスプレス）�６勝�１勝��，エーデルワイス賞
‐Jpn3，ハヤテスプリント，リリーＣ，北斗盃３着，ＮＡＲ優２牝

マラッカフレイバー（19牡 リアルインパクト）���１勝

３代母 コスモグローリ（91黒鹿 セントシーザー）４勝，オパールＳ‐OP ３着，耶馬
渓特別，足立山特別，有明特別２着，ゆうすげＳ２着，etc.
ケイウンバクシン（01牡 サクラバクシンオー）４勝，醍醐特別，飛竜特別２着，疾

風特別３着

４代母 ゴールドパーシア（82鹿 ＊ネプテユーヌス）１勝
［子］ サンターナズソング（99牝 サクラバクシンオー）２勝，アネモネＳ‐OP，

赤松賞３着

５代母 ゴールドハーフ（75青 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ ワカサバロン（94牡 ＊マークオブディスティンクション）５勝，バレンタ

インＳ，ブリティッシュＣ，むらさき賞２着，etc.
ゴールドルーチェー（85牡 トウシヨウルチエー）５勝，伊丹特別，摂津特
別２着，�１勝

ワカサテイオー（90牡 ＊ペルセポリスⅡ）２勝，岩谷特別，長岡特別３着
ワカサライジン（88牡 ＊ミルフオード）２勝，鈴鹿特別２着，大日岳特別３着
ワカサアイネス（92牡 アイネスフウジン）３勝，恵那特別３着，�３勝，
スプリンター争覇２着

［孫］ ワカサウルフ（94牡 シンウルフ）３勝，ＴＶｈ賞２着，小野川湖特別２着，
洞海特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1206 アクティフ２０２１ �・鹿 ２／２４

＊

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessアクティフ ＊アグネスデジタル

��
��
�ヒバリエクスプレス鹿 2012 コスモグローリ

＊ヴイキユニア 16b
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ミサトサウス（07芦 ＊サウスヴィグラス）入着，すずらん賞‐OP（芝 1200）３着，
�１勝���１勝・５勝，リリーＣ（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
タマモエース（19牡栗 ワールドエース）�１勝
ディーディーデイ（20牝芦 スピルバーグ）��１勝

２代母 ミサトユニオン（94芦 ＊デュラブ）��５勝
ミサトルナ（03牝 シンボリルドルフ）�７勝��１勝�
ミサトシャーディー（04牡 ＊シャーディー）�２勝��３勝
ミサトタイム（08牝 タイムパラドックス）�10 勝��入着
ミサトヴィグラス（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��入着２回

３代母 ユニバーサルスター（77芦 ＊シーホーク）不出走

４代母 ヤマニンウエー（60黒鹿 ＊ソロナウエー）３勝
［子］ パツシングゴール（66牡 ＊ヴイミー）10勝，関屋記念，新潟記念，天皇賞

（秋）２着，etc.，種牡馬
ロイヤルプリンス（68牡 ＊サウンドトラツク）２勝，短距離特別，�11 勝，
ゴールドＣ

５代母 クリフエン（46栗 月友）２勝
［子］ ヤマニン（55牡 トサミドリ）７勝，宝塚杯，京都記念（春）２着，金鯱賞‐OP

アームラン（56牡 ハタカゼ）６勝，中日盃‐OP
レオポン（61牡 ＊ヒンドスタン）５勝，パールＳ，なにわ特別，四歳中距
離特別

ライジングオー（54牡 ＊ライジングフレーム）６勝，特ハン，多摩特別，
短距離Ｈ

ミスヤマニン（57牝 ＊ヒンドスタン）６勝，ＣＢＣ賞，愛知特別
［孫］ タマモヒカリ（72牡 ＊ハードリドン）４勝，毎日杯２着，マーガレットＳ‐OP
［曾孫］ ヤマニンゴロー（74牡 ＊セントクレスピン）６勝，高松宮杯，豊明特別，

メイＳ，etc.
ヤマニンキャスター（86牝 ヤマニンスキー）３勝，小倉記念‐Jpn3 ３着，
筑後川特別，日田特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1207 ミサトサウス２０２１ �・芦 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターミサトサウス ＊デュラブ

��
��
�ミサトユニオン芦 2007 ユニバーサルスター

＊サンダービー 8k
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ミコノキセキ（16鹿 ＊キンシャサノキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
スマイルマハロ（20牡芦 ＊ラニ）���出走

２代母 ナムラカエデジョウ（03鹿 ＊フォーティナイナー）出走
ナムラプルート（08牡 サクラバクシンオー）入着，��２勝
ナムラメイビ（09牝 アドマイヤマックス）１勝
ナムライットウセイ（10牡 ヤマニンセラフィム）１勝，�３勝��
ナムラハンベエ（12� サムライハート）入着２回，�２勝�１勝�８勝��
ナムラモミジ（13牝 ＊アグネスデジタル）�１勝	
ナムラヘラクレス（14牡 カネヒキリ）２勝，天草特別３着，リボン賞３着，��２

勝�２勝�入着，白鷺賞２着，新春賞２着
エキストラライト（17牝 スマートファルコン）���２勝
ナムラアイガー（18牡 リオンディーズ）�１勝

３代母 サクラマツリ（90鹿 ＊ラシアンルーブル）３勝，朝日岳特別３着
ナムラマイカ（97牝 サクラバクシンオー）５勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，オーシャンＳ

‐OP ２着，アンドロメダＳ‐OP ３着，etc.
スペシャルランナー（98牝 タヤスツヨシ）
１勝��１勝�２勝３勝，九州クイ

ーン賞２着
サクライナセ（01� サクラバクシンオー）４勝，須磨特別，ＴＶ山梨杯２着，飯豊

特別２着，etc.

４代母 サクラユウホー（78鹿 ＊ダンデイルート）５勝，金北山特別，仲春賞，越路特別
［子］ サクラコミナ（87牝 サクラシヨウリ）２勝，襟裳特別
［孫］ ナムラクレセント（05牡 ヤマニンセラフィム）７勝，阪神大賞典‐G2，ア

ンドロメダＳ‐L，天皇賞（春）‐G1 ３着，etc.，�２勝��
ナムラアーガス（06牡 ニューイングランド）２勝，駒ケ岳特別，胎内川特
別３着，知床特別３着，etc.

ナムラローレライ（02牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）４勝�１勝�入着
��	，ル・プランタン賞，荒炎賞３着

ナムラブーム（03牡 ＊テンビー）２勝，豊橋特別２着，伏拝特別２着，寒
桜賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 松木 加代＝新冠町万世 �0146-49-5221
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1208 ミコノキセキ２０２１ �・鹿 ４／１８
＊ 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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンミコノキセキ ＊フォーティナイナー

��
��
�ナムラカエデジョウ鹿 2016 サクラマツリ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 モリトシラギク（14芦 ＊クロフネ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
チエチャン（20牝栗 ＊デクラレーションオブウォー）�地方未出走

２代母 アズマサンダース（01鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，桜
花賞‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，京都
金杯‐Jpn3 ３着
ダノンビーナス（10牝 キングカメハメハ）１勝
アドマイヤサクセス（12牡 キングカメハメハ）�５勝�４勝���入着５回
グリエルマ（15牝 ロードカナロア）１勝，紅梅Ｓ‐LR ３着

３代母 オースミシャイン（90栗 シンボリルドルフ）３勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，
スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，フローラＳ‐OP，チューリップ賞‐OP ３着，ユ
ートピアＳ
ベストクローン（08牝 ディープインパクト）３勝，シンガポールＴＣ賞，ニセコ特別

４代母 コランデアガール（80栃栗 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ マジックキス（92牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，サンス

ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
オートラディア（88牡 ＊パドスール）４勝，阿賀野川特別，木曽川特別，
中京スポーツ杯２着，etc.

ミスディファレンス（89牝 ＊モガミ）４勝，是政特別，胎内川特別，別府
特別２着，etc.

トニージャスティ（95牡 ＊トニービン）３勝，青島特別，鳳来寺山特別，
北大路特別２着，etc.

マックスハンター（86牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，露草賞，節分賞２着，
弥彦特別３着，�２勝

［孫］ ヒラボクマジック（08牡 ＊アグネスデジタル）５勝，ポルックスＳ‐OP ３
着，総武Ｓ，初日の出賞，etc.

ウィザードブラスト（05牡 ＊クロフネ）入着４回，�	２勝�11 勝，福永
洋一記念２着，高知県知事賞３着

［曾孫］ シェルビー（09牡 サクラバクシンオー）６勝，キャピタルＳ‐L，朱雀Ｓ，
アプローズ賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1209 モリトシラギク２０２１ �・芦 ２／２５

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

�
�
�
�
�
�
�
�
� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューモリトシラギク ＊サンデーサイレンス

��
��
�アズマサンダース芦 2014 オースミシャイン

＊コランデイア 9e
Deputy Minister S4×M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 マドリガルスコア（07黒鹿 ダンスインザダーク）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－１（６），地方－２（３）〕
カゲムシャ（13�黒鹿 ＊コンデュイット）��１勝
スタージャック Star Jack（14 牡黒鹿 ジャングルポケット）�２勝，サファイア賞
（芝 2400）２着，はまなす賞（芝 1600）２着，オパールＣ（芝 1700）３着，�SIN
６勝，El Dorado Classic‐L ２着

ユイノシンドバッド（15牡青鹿 ＊モンテロッソ）２勝，障害１勝
テイエムケントオー（19牡鹿 ＊マクフィ）�入着

２代母 フサイチワールド（96黒鹿 ＊ラストタイクーン）１勝
プリムローズヒル（03牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，れんげ賞
メイショウキヨマサ（04牡 フジキセキ）�１勝
アヴェニーレ（09牡 ネオユニヴァース）�１勝�入着２回
スペリオル（10牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�４勝

３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.
ロイヤルタイム（88牝 ＊ナグルスキー）１勝

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.

レディコスマー（90牝 ＊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.
ロイヤルティアラ（91牝 ＊ノーザンテースト）５勝，初凪賞，ミモザ賞２着，きんせ

んか賞３着
シアトルユー（00牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，ホープフ

ルＳ‐OP ３着，安達太良Ｓ，etc.
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.
タヤスマッキンリー（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，臥牛山特別，奥尻特別２着
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.

販売申込者・所有者： 北海道静内農業高等学校＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2101
生 産 牧 場： 北海道静内農業高等学校
飼 養 者： 北海道静内農業高等学校＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2101

1210 マドリガルスコア２０２１ 牡・鹿 ４／１９

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイマドリガルスコア ＊ラストタイクーン

��
��
�フサイチワールド黒鹿 2007 ロイヤルコスマー

＊マツチレスネイテイヴ 2d
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 マミモナ（07青 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－４（９）〕
メイショウミツボシ（12牡鹿 メイショウサムソン）３勝，北野特別（芝 2000）３着，

��入着�３勝�入着�
メイショウオルソ（13牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，�３勝
メイショウナスカ（15牝鹿 メイショウサムソン）�１勝，八幡特別（芝 1200）２着，

八代特別（芝 1200）３着
メイショウオウギ（16牝芦 ＊ダンカーク）�入着３回，�２勝�入着
ウインバシリス（18牝黒鹿 ルーラーシップ）��出走�１勝

２代母 マイミッシェル（00鹿 ＊タイキシャトル）１勝，塩屋埼特別３着
マッハヴェロシティ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，新潟大

賞典‐G3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，逆瀬川Ｓ，弥彦特別，etc.

３代母 ＊ナイスレイズ（94 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
メイショウボーラー（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，デイリ

ー杯２歳Ｓ‐Jpn2，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��入着２回�	�，種牡馬
メイショウトッパー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距

離Ｓ，水無月特別，etc.
メイショウキトリ（04牝 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ，尾瀬特別，郡山特別，�２勝
メイショウアツヒメ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，夙川特別，つわぶき賞，岩室温

泉特別２着，etc.
メイショウヤタロウ（08牡 アグネスタキオン）５勝，小倉日経ＯＰ‐LR，谷川岳Ｓ

‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着，etc.

４代母 ナイストラディションNice Tradition（79 ARG鹿 Search Tradition）USA
・ARG７勝，クリアドレス大賞‐G1，フェデリコデアルベアル賞‐G2，フアンシ
ョウ賞‐G2，エンリケアセバル賞‐G1 ２着
［子］ ナイスサーヴNice Serve（87牝 Nodouble）USA５勝，Arlington Bre

eders' Cup H‐L，Locust Grove H‐L
［孫］ トゥーマンススレント TwoMonths Rent（09
 Purim）USA３勝，ホ

ーソーンダービー‐G3，フェアグラウンズＳ‐G3 ３着，ケントＳ
‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日の出牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1574
生 産 牧 場： ㈲日の出牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1211 マミモナ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイマミモナ ＊タイキシャトル

��
��
�マイミッシェル青 2007 ＊ナイスレイズ

10
Secretariat S4×S5 Halo M4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ミフユ（05鹿 ＊ティンバーカントリー）入着，��１勝�１勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
セリガチ（19牡栗 ジャングルポケット）��出走

２代母 サニーエーデル（97鹿 ＊スリルシヨー）��入着３回
レプリゼント（03牡 ＊タイキブリザード）�１勝�入着３回

３代母 サニーバース（75鹿 ワイルドモア）３勝，ノベンバーＨ，白藤賞，�	５勝，
南部駒賞２着

４代母 サニールビー（68鹿 ＊インデイアナ）３勝，紅梅賞
［子］ レツドジヤガー（77牡 ＊ホーント）３勝，毎日杯，ＮＨＫ杯２着，ひいら

ぎ賞，�２勝
［孫］ マルブツマサル（93牡 ＊リヴリア）１勝，湯川特別２着

５代母 ガーネツト（55鹿 トサミドリ）14勝，有馬記念，天皇賞（秋），目黒記念（秋）３
着，東京盃２着，金杯３着，etc.，優古牝
［子］ ウメノダイヤ（67牡 ＊ゲイタイム）４勝，阪神３歳Ｓ２着，デイリー杯３

歳Ｓ３着，弥生賞２着，etc.
コロネート（63牡 ＊テイエポロ）５勝，府中特別，
�３勝，種牡馬

［孫］ アサクサスケール（82牝 ＊パーソロン）５勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザ
ベス女王杯‐Jpn1 ２着，ターコイズＳ‐OP，etc.

モガミエール（84牡 マルゼンスキー）１勝，金杯‐Jpn3 ２着，ディセン
バーＳ‐OP ２着，ウェルカムＳ２着，��５勝	４勝

［曾孫］ エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サ
ンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ノーザンプリンセス（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，
キャピタルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，etc.

マイネルジェム（99牡 マヤノトップガン）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，
ＨＢＣ賞，松島特別２着，etc.

ミナミノフェザント（94牡 ＊ゴールデンフェザント）２勝，京都４歳特別
‐Jpn3 ３着，道新スポーツ賞２着，阿寒湖特別２着，etc.

シルキークイン（90牝 サクラユタカオー）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1212 ミフユ２０２１ 牡・青鹿 ４／２０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenミフユ ＊スリルシヨー

��
��
�サニーエーデル鹿 2005 サニーバース

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルベリー（08黒鹿 ＊ファルブラヴ）１勝，志摩特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（８）〕
アルスラーン（15牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着６回，春日山特別（芝 2000）２

着，�３勝
メイデンボヤージュ（16牝芦 ＊クロフネ）�４勝��１勝
グランレイ（17牡鹿 ルーラーシップ）�３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３

着，耶馬渓特別（芝 1200）２着，巌流島Ｓ（芝 1200）３着
クラーロイメル（18牝青鹿 ドゥラメンテ）１勝，���入着�
プレミアムベリー（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�入着２回
ユキノソックス（20牝栗 ＊ダンカーク）�未出走

２代母 ミラクルワウ（03栗 フジキセキ）入着
ダノンミシガン（11牡 ＊チチカステナンゴ）３勝，�４勝
チラリ（12牝 ＊チチカステナンゴ）�入着５回

ソウルトレイン（17牡 レッドスパーダ）�３勝，札幌道新スポーツ賞，白梅賞，
心斎橋Ｓ２着，長篠Ｓ２着，千両賞２着，etc.

３代母 ＊トリプルワウ（83 CAN鹿 Coastal）USA14 勝，ネクストムーヴＨ‐G3，D
urham C‐L，Maple Leaf S‐LR，Ontario Matron H‐LR，Woodbine
BC S‐L，etc.
アリワウ Alywow（91牝 Alysheba）USA７勝，ニジャナＳ‐G3，Canadian H

‐L，Lady Dean S‐L，etc.
ヒドンキャット Hidden Cat（97 牝 Storm Cat）USA４勝，Twixtslusive H‐L
センチュリーシティ Century City（99 牡 Danzig）GB・IRE・USA６勝，アルカ

ディアＨ‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，テトラークＳ‐G3，etc.，種牡馬
ダブルワウDoubleWow（92牝 With Approval）USA３勝

ラペルーズ La Perouse（03 牝 El Prado）USA４勝，Likely Exchange S
ワウミーフリーWowMe Free（04牝 Menifee）USA・CAN５勝，ネクスト

ムーヴＨ‐G3，Ladies H‐L，シュヴィーＨ‐G2 ３着，etc.
トリプレックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フィリピンＴ，英彦山特別，国

東特別，etc.
ダイワキャグニー（14� キングカメハメハ）�８勝，エプソムＣ‐G3，キャピ

タルＳ‐L，プリンシパルＳ‐LR，etc.

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

1213 ミラクルベリー２０２１ �・鹿 ４／ ８
＊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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightミラクルベリー フジキセキ

��
��
�ミラクルワウ黒鹿 2008 ＊トリプルワウ

7
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 プリムラジュリアン（15鹿 ＊セイントアレックス）�５勝��１勝�入着�，留守
杯日高賞（Ｄ1600）３着
初仔

２代母 バンローズ（09鹿 ローエングリン）�２勝��２勝
バンローズキングス（16牡 アサクサキングス）��７勝���入着３回，兵庫Ｃｈ

Ｓ‐Jpn2 ３着，兵庫ダービー，ダービーＧＰ３着，園田オータムＴ２着，Ｍ
ＲＯ金賞３着

３代母 バンバンイケ（00鹿 ＊アフリート）�７勝�４勝，ノースクイーンＣ２着
バンマリー（08牝 ロサード）�２勝�１勝

４代母 ヒガシリーズン（95黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
［子］ シルクタイタン（06牡 ステイゴールド）２勝，瓢湖特別３着，�12 勝

ウェディングコパ（05牝 ＊ムーンバラッド）入着２回，	８勝
ケイコラブズ（01牝 ＊ラムタラ）
３勝

［孫］ エルサント（08牡 ＊ルゼル）入着，�２勝	

５代母 ＊ヒガシタイクーン（91 IRE 鹿 ＊ラストタイクーン）不出走
［子］ 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

ジャガーサンデー（03牝 エイシンサンディ）�４勝
ユメノトップレディ（01牝 ＊カーネギー）�１勝
ヒガシマイベスト（96牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝

［孫］ カオリジョリー（00牡 ＊ジョリーズヘイロー）１勝

販売申込者・所有者： 福山牧場＝日高町富浜 �01456-2-0454
生 産 牧 場： 福山牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1214 プリムラジュリアン２０２１ �・鹿 ４／２１
＊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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Afleet Alex

�
�
�
�
�

��
��

�セイントアレックス フェスティバルプリムラジュリアン ローエングリン

��
��
�バンローズ鹿 2015 バンバンイケ

＊ヒガシタイクーン 6b
Mr. Prospector S4×M5 アフリートM4×M5

価格： 購買者：



母 ポンテペルレ（02鹿 Green Desert）２勝，新発田城特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－３（14）〕
ヴェルデルーチェ（09牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��２勝��
ジャストザオネスト（10牡黒鹿 ダイワメジャー）１勝，�２勝�３勝�入着���
ネーラペルレ（11牝黒鹿 キングカメハメハ）１勝
ジュアン（17牡鹿 アドマイヤムーン）��７勝
テイエムハヤテオー（18牡栗 エスポワールシチー）�１勝
トキメキナイト（19牡青鹿 カレンブラックヒル）�入着５回
オリオンザキング（20牡黒鹿 カレンブラックヒル）�地方未出走

２代母 ＊ファーザ（95 USA栗 Mr. Prospector）不出走
フジサワ Fujisawa（01牝 Green Desert）GB・AUS・NZ２勝

ルパン Lupin（10 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）SAF４勝，Lady's Bracelet S
‐L ２着

ナリタベガ（03牡 アドマイヤベガ）１勝，	１勝
１勝�９勝
フリオーソ（04牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��11 勝��，帝王賞‐Jpn1（２回），

川崎記念‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，全日本
２歳優駿‐Jpn1，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2（２回），etc.，
ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ年代表（4回），ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ優古馬（3回），ＮＡ
Ｒ優古牡（2回），種牡馬

トーセンルーチェ（06牡 ＊マリエンバード）３勝，是政特別２着，��６勝�，ダイ
オライト記念‐Jpn2 ３着，金盃（２回），大井記念，報知オールスターＣ３着

エルヴィスバローズ（08牡 ディープインパクト）３勝，出雲崎特別２着，国東特別２着
ルナフォンターナ（09牝 アドマイヤムーン）６勝，オパールＳ‐LR ３着，鞍馬Ｓ

‐OP，淀屋橋Ｓ，乙訓特別，祇園特別２着
ファーザモア（10牡 アグネスタキオン）１勝

３代母 バヤ Baya（90 USA栗 Nureyev）FR２勝，グロット賞‐G3，仏オークス
‐G1 ２着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，ノネット賞‐G3 ２着
バースストーン Birthstone（02牝 Machiavellian）FR２勝，オマール賞‐G3
ソングクラフト Songcraft（08� Singspiel）GB・FR・UAE８勝，Grand Cup S

‐L，ドバイシティオヴゴールド‐G2 ２着，ドバイシティオヴゴールド‐G2
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1215 ポンテペルレ２０２１ �・黒鹿 ３／１７

＊

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

グリーンデザート Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Green Desert Foreign Courierポンテペルレ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ鹿 2002 Baya

4n
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ホマレエイカン（08栗 ステイゴールド）�２勝�４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（８）〕
ハッピードータア（15牝栗 オウケンブルースリ）��２勝���
ハイワールド（16牡栗 タイムパラドックス）�３勝�
トゥーゲント（17牝鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝
アップメイヒメ（18牝栗 フリオーソ）��２勝，梅桜賞（Ｄ1800）３着
ハイグッドフォルテ（19牝栗 ＊ケープブランコ）��入着
メビウス（20牝栗 ＊ラニ）��出走

２代母 レガシークラウド（96栗 ＊アーミジャー）出走
レガシーエンプレス（01牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，門司特別，インディアＴ３着

ハッピーストーリー（09牡 ゴールドアリュール）１勝，�２勝�１勝
マジックワン（05牡 ＊スクワートルスクワート）KOR２勝
ハイタフネス（06牡 ＊ムタファーウエク）�６勝	

ナシュワンヒーロー（07牡 ＊バゴ）４勝，雲雀Ｓ，若潮賞，修学院Ｓ２着，エクセレ

ントＪＳＴ２着

３代母 レガシーウェーブ（91栗 ＊サウスアトランテイツク）３勝，天の川Ｓ，べにば
な賞，ガーベラ賞３着
レガシーウィンド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，鈴鹿特別２着，医王寺特別２

着，高山特別３着，�１勝�入着

４代母 ドンナリデイア（83栗 ＊ジムフレンチ）不出走
［子］ レガシーワールド（89� ＊モガミ）７勝，ジャパンＣ‐G1，セントライト

記念‐Jpn2，有馬記念‐Jpn1 ２着，etc.
レガシーアンサー（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，梅花賞，耶馬渓特
別２着，保津峡特別２着，etc.

レガシージャパン（94牡 ＊モガミ）３勝，会津特別，阿寒湖特別２着，洞
爺湖特別２着，障害１勝

レガシーハード（88牝 ＊プルラリズム）２勝，妙高特別，新津特別２着，
すいれん賞３着

レガシーアドニス（98牡 ＊フォーティナイナー）３勝，小樽特別２着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1216 ホマレエイカン２０２１ �・黒鹿 ２／１９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュホマレエイカン ＊アーミジャー

��
��
�レガシークラウド栗 2008 レガシーウェーブ

＊プロポンチス 4d
Blushing Groom S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ムーンライトペスカ（07黒鹿 キングカメハメハ）�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
スズヨサムソン（12牝黒鹿 メイショウサムソン）�10 勝
ムーンライトベガ（18牝青鹿 フェノーメノ）��２勝
イルモンド（19牝黒鹿 シルバーステート）�入着４回

２代母 アベルクイーン（92黒鹿 Star de Naskra）５勝，アンドロメダＳ‐OP ２着，
小倉日経ＯＰ‐OP ３着，橿原Ｓ，安芸Ｓ，伊丹特別，etc.
アタゴパラダイス（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ショウリノホホエミ（07牝 マンハッタンカフェ）１勝
サウスザスナイパー（14牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，花見山特別，伊達特別

マルカクラージュ（00牡 ＊タイキシャトル）入着，�４勝
ビッグジェム（01牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，鳴門Ｓ，高砂特別，なにわＳ２着，

山城Ｓ２着，かささぎ賞３着
ネスポラ（04牝 ＊クロフネ）��１勝
ペプチドアベル（08牡 アグネスタキオン）�３勝
タニセンダイナスト（10牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊ブライダルディナー（86 USA鹿 Slew o' Gold）USA１勝，アストリアＳ
‐G3 ４着
ラッキーリニージ Lucky Lineage（91牝 Storm Cat）USA２勝

サービク Saabiq（03 牝 Grand Slam）GB１勝，Spring C‐L ２着，Dic
k Poole Fillies' S‐L ２着

レディージーニアス（93牝 ＊エブロス）１勝
ウェイトアンドシー（11� オレハマッテルゼ）３勝，��５勝�１勝	入着，

スパーキングサマーＣ，川崎マイラーズ，プラチナＣ２着，etc.
ブラックアルタイル（02� アドマイヤベガ）５勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，札幌日経

ＯＰ‐L ２着，クリスマスＣ，etc.

４代母 カヴォート Cavort（78 USA栗 Foolish Pleasure）USA３勝，Colleen S
２着，Marlboro Nursery S２着，Blue Hen S３着
［孫］ リキアイタイカン（98牡 ＊アフリート）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，マイルＣ

ｈＳ‐Jpn1 ３着，高松宮記念‐Jpn1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1217 ムーンライトペスカ２０２１ 牡・鹿 ３／ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスムーンライトペスカ Star de Naskra

��
��
�アベルクイーン黒鹿 2007 ＊ブライダルディナー

11g
Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ミワノロマンス（10芦 サムライハート）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ダンツコンフォート（15牡鹿 キングヘイロー）入着，�２勝
リッターヴォルト（18牡黒鹿 ストロングリターン）入着，��入着４回�入着��
エスプリバズ（19牡芦 ＊ベーカバド）���入着
エスプリタンバ（20牡芦 ＊バゴ）���出走

２代母 サクラササヤキ（88芦 ＊ノーアテンシヨン）出走
クロードスキー（92牝 サクラセダンスキー）�１勝�１勝
ヤスノムテキ（93� ＊スルーザドラゴン）�２勝
ミサトリュウジン（94牡 ＊ノーザンディクテイター）��１勝�	
ミサトテンリュウ（95牡 ＊ノーザンディクテイター）�６勝
３勝�入着４回
レジェンドウインド（96牝 レジエンドテイオー）�７勝�入着
トーホウドリーム（97牡 メジロライアン）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，北九州記念

‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐OP，白嶺Ｓ，稲荷特別，etc.
トーホウハクタカ（00� メジロマックイーン）１勝，�３勝
トーホウジュノー（01牝 メジロライアン）�５勝
クイーンカリン（06牝 キングヘイロー）１勝，福山プリンセスＣ２着
チャハヤ（07牝 ザッツザプレンティ）�２勝�４勝���入着７回
グレイゴースト（11牡 アドマイヤドン）�４勝

３代母 シルバーナイキ（78芦 ＊ドン）出走
ワイドセイコー（82牡 ハイセイコー）２勝，嵯峨野特別，尾張特別２着，etc.，�

�	
18 勝，東海桜花賞
エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サンスポ阪

神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
シルバーガーネット（87牝 ＊プルラリズム）１勝

サマーシャドウ（96牡 ＊ダミスター）��３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３
着，スーパーＣｈＳ２着，羽田盃３着

カノヤロマン（92牝 マルゼンスキー）３勝
カノヤバトルクロス（99牡 タマモクロス）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，

マーガレットＳ‐OP ２着，立冬特別，etc.

販売申込者・所有者： 三輪 幸子＝日高町賀張 �01456-5-6415
生 産 牧 場： 三輪 幸子
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1218 ミワノロマンス２０２１ �・鹿 ２／２６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴミワノロマンス ＊ノーアテンシヨン

��
��
�サクラササヤキ芦 2010 シルバーナイキ

＊フロリースカツプ 3l
ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルロンド（05黒鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（16）〕
カプリチオーソ（12牡栗 ＊チチカステナンゴ）１勝，�７勝��
ロンドジョワイユ（14牝鹿 ＊タートルボウル）�４勝
ラララ（17牝黒鹿 ＊タートルボウル）�１勝�３勝�入着３回��
ダンスウィズロンド（18牝鹿 ＊キングズベスト）��１勝�入着２回
ダンスデミルリトン（19牡青鹿 ＊パイロ）�出走

２代母 ＊ダンスーズデトワール（99 FR芦 Highest Honor）FR１勝，マルセルブサッ
ク賞‐G1 ２着，P. Isola Bella‐L ２着，P. Yacowlef‐L ３着
ステージプレゼンス（07牡 アグネスタキオン）２勝，きさらぎ賞‐G3 ３着，糸魚川

特別，石和特別２着，信濃川特別２着，水仙賞３着，�４勝	
ルルーシュ（08牡 ゼンノロブロイ）６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，札幌日経ＯＰ‐LR，

目黒記念‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，巴賞‐LR ２着，etc.
オメガホームラン（09
 ダイワメジャー）３勝，クローバー賞‐LR ３着，ジュニア

Ｃ‐OP，六社特別２着
ガムザッティ（10牝 ハーツクライ）１勝
レッドシルヴィ（13牝 ヴィクトワールピサ）４勝，雄国沼特別２着
レッドミラベル（14牝 ステイゴールド）１勝

３代母 ラティフォーリア Latifolia（91 GB鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB入着２回
ウォッチアウトWatch Out（06 牝 ＊ロックオブジブラルタル）FR２勝

イプシャンダ Ipshanda（12牝 Siyouni）不出走
イザリズ Isalys（16 牝 Panis）FR３勝，Criterium du Bequet‐L ２着

４代母 ＊ラストカマー（83 USA栗 Kris）GB・ITY４勝，P. Giovanni Falck‐L，P
. Mottalciata‐L，ローマヴェッキア賞‐G3 ２着，P. Fausta‐L ２着
［子］ マーブルメイデンMarble Maiden（89牝 Lead on Time）FR・USA５

勝，オールアロングＳ‐G2，ブエナヴィスタＨ‐G3，サンドリンガム
賞‐G3，etc.

バックトラック Backtrack（93 牡 Caerleon）ITY５勝，P. Carlo Porta
‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
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

1219 ミラクルロンド２０２１ 牡・鹿 ３／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルロンド
＊ Highest Honor

��
��
�ダンスーズデトワール黒鹿 2005 Latifolia

13b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メイクユアデイ（13青鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ラブヴァケーション（19牝鹿 ＊ダンカーク）�出走

２代母 スワン（05鹿 High Chaparral）３勝，鷹ケ峰特別，こでまり賞，仲秋特別３着
エイシンデネブ（15牝 ロードカナロア）４勝，オパールＳ‐L ２着，佐世保Ｓ，由布

院特別
プチルミエール（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝

３代母 ＊コンシステンシー（99 IRE 黒鹿 Polar Falcon）不出走

４代母 インパーペテュアティ In Perpetuity（82 IRE 鹿 Great Nephew）GB２勝
［子］ ラヴエヴァーラスティング Love Everlasting（98 牝 Pursuit of Love）G

B６勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，Chalice S‐L（２回），Harv
est S‐L，etc.

バロンフェルディナンド Baron Ferdinand（90� ＊ファーディナンド）G
B・FR・GER５勝，スコテイッシュクラシック‐G3，Goodwood F
estival S‐L，ラクープ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ロイヤルディセント Royal Descent（03 牝 Bishop Northcraft）USA２
勝，Pearl Necklace S‐R

サティンシルヴァー Satin Silver（07 牝 ＊コマンズ）SAF２勝，Sun Cla
ssique H‐L ２着

アクエインテド Acquainted（07牝 Shamardal）GB１勝，Cheshire O
aks‐L ２着

［曾孫］ フルリオン Furrion（15� Camelot）�AUS８勝，WRCWarrnambo
ol C‐L，ＭＲＣイースターＣ‐G3 ２着，VRCWinter Champion
ship‐L ２着，etc.

ヨーロピアナ Europeana（18牝 Gimmethegreenlight）�SAF２勝，F
airview Breeders Guineas‐L，East Cape Fillies Nursery‐L ３着

スイートプロミス Sweet Promise（16 牝 Intello）GB・FR２勝，P. de
Liancourt‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
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

1220 メイクユアデイ２０２１ �・鹿 ２／２６

＊

＊
＊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 キャンペンガールメイクユアデイ High Chaparral

��
��
�スワン青鹿 2013 ＊コンシステンシー

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メイショウガザニア（08鹿 キングヘイロー）�５勝�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（10）〕
ディセントファミリ（15牡青鹿 エイシンフラッシュ）��２勝�２勝�６勝�
メイショウハナグシ（16牝鹿 ブラックタイド）１勝
デクラーク（18牡鹿 トーセンラー）入着４回，��出走�入着２回�

２代母 メイショウモモカ（02栗 ＊グラスワンダー）出走
メイショウマンボ（10牝 スズカマンボ）６勝，オークス‐G1，秋華賞‐G1，エリザベス

女王杯‐G1，フィリーズレビュー‐G2，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，etc.，優３牝
メイショウイチヒメ（18牝 メイショウボーラー）１勝

３代母 メイショウアヤメ（95鹿 ＊ジェイドロバリー）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２
着，葵Ｓ‐OP，フェニックス賞‐OP，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，ユートピアＳ２着，etc.
メイショウスコール（05牝 メイショウオウドウ）�入着

メイショウユウダチ（10牝 メイショウボーラー）１勝
メイショウコゴミ（15牝 ＊クロフネ）３勝，高砂特別，麦秋Ｓ３着，尾頭橋
特別３着

４代母 ウイルムーン（87鹿 ＊ミルジヨージ）１勝
［子］ ハーディス（01牡 ジェニュイン）	３勝，ウイナーＣ２着，オパールＣ２着

５代母 ダイアンベンチヤ（78鹿 ＊ヴエンチア）
�１勝
［孫］ ホシノプレゼント（00牡 ＊ラムタラ）４勝，白井特別，不知火特別２着，

西郷特別２着，etc.
［曾孫］ マイネレーツェル（05牝 ステイゴールド）４勝，ローズＳ‐Jpn2，フィリ

ーズレビュー‐Jpn2，愛知杯‐G3 ３着，etc.
メイショウミカワ（18牡 ミッキーアイル）�３勝，吹田特別，濃尾特別３着
フューチャースター（11牡 アッミラーレ）�５勝��，兼六園ジュニアＣ，
百万石ジュニアＣ３着

ティーポイズン（11牡 キングカメハメハ）４勝，松戸特別２着，��出走
�４勝

イチゴミルフィーユ（16牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝，くるみ賞２着
ロイヤルロード（06牡 ロイヤルタッチ）１勝，郡山特別２着

販売申込者・所有者： �プログレスファーム＝新冠町高江 �0146-47-2453
生 産 牧 場： �プログレスファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

1221 メイショウガザニア２０２１ �・黒鹿 ３／１０

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローメイショウガザニア ＊グラスワンダー

��
��
�メイショウモモカ鹿 2008 メイショウアヤメ

＊ダイアンケー 9c
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウボナール（06鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（６）〕
メイショウワカクサ（14牝鹿 ＊サマーバード）��１勝
タイセイフルーヴ（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�４勝
メイショウキソコマ（17牡栗 メイショウボーラー）��１勝
メイショウミカワ（18牡栗 ミッキーアイル）�３勝，吹田特別（Ｄ1800），濃尾特

別（Ｄ1800）３着
ラスブリサス（20牡栗 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ダイアナスキー（91鹿 マルゼンスキー）不出走
ケイアイベール（96牝 サクラユタカオー）不出走

マイネレーツェル（05牝 ステイゴールド）４勝，ローズＳ‐Jpn2，フィリーズ
レビュー‐Jpn2，愛知杯‐G3 ３着，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，小倉２歳
Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.
マイネルネーベル（12牡 キングカメハメハ）５勝，ムーンライトＨ，マレ
ーシアＣ３着，�４勝��

マイネルエニグマ（18牡 ＊グラスワンダー）�１勝，八雲特別２着
マウントケニア（97� ＊トニービン）�１勝
ホシノビッグアイ（99牡 ＊サンデーサイレンス）	
５勝
ホシノメガミ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ティーポイズン（11牡 キングカメハメハ）４勝，松戸特別２着，��出走�４勝
イチゴミルフィーユ（16牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝，くるみ賞２着

ゼンノカルネバーレ（02牡 ＊エリシオ）�５勝�入着��
レッドミラクル（07牝 ミラクルアドマイヤ）不出走

フューチャースター（11牡 アッミラーレ）５勝��，兼六園ジュニアＣ，百
万石ジュニアＣ３着

３代母 ダイアンベンチヤ（78鹿 ＊ヴエンチア）	
１勝
ウイルムーン（87牝 ＊ミルジヨージ）１勝

メイショウアヤメ（95牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2
２着，葵Ｓ‐OP，フェニックス賞‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1222 メイショウボナール２０２１ �・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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeメイショウボナール マルゼンスキー

��
��
�ダイアナスキー鹿 2006 ダイアンベンチヤ

＊ダイアンケー 9c
Lyphard M4×S5 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メディナ（16黒鹿 ロードカナロア）�入着４回�
初仔

２代母 エアジュリアード（07鹿 スペシャルウィーク）出走
ロードグロワール（12牡 キングカメハメハ）�１勝����入着３回
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
ロードエフェクト（14牡 ＊ハービンジャー）�２勝��１勝

３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，etc.
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，etc.
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
キャットガール（10牝 マンハッタンカフェ）不出走

ラージヒル（16牡 ＊キングズベスト）３勝，下総Ｓ２着，	地方未出走
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，etc.，	��１勝�入着

４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
［子］ ＊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
［曾孫］ フィアットルクス（15牡 ゴールドアリュール）	�未出走��14 勝，ブリ

リアントＣ，大井記念２着，東京記念３着
ヒルノマゼラン（13
 マンハッタンカフェ）４勝，乙訓特別，こぶし賞，
賢島特別２着，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1223 メディナ２０２１ 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ロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムメディナ スペシャルウィーク

��
��
�エアジュリアード黒鹿 2016 ＊ジャズキャット

12d
サンデーサイレンス S3×M4 Storm Cat M4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 モアマイガール（01鹿 フジキセキ）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－８（27）〕
ドンウイング（08牡栗 タニノギムレット）�３勝��１勝
ドナメデューサ（09牝黒鹿 サクラバクシンオー）１勝，あやめ賞（芝 1200）３着，

�１勝�１勝
ドントタッチミー（10牡鹿 サクラバクシンオー）入着，�１勝�４勝，師走賞
（Ｄ1400）２着，久住山賞（Ｄ1400）２着，英彦山賞（Ｄ1400）２着，耶馬溪賞
（Ｄ1400）２着，長月賞（Ｄ1400）３着

ドナエテルニテ（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝，ヴィーナススプリ
ント（Ｄ1300）２着

ジオコロナ（13牝青 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着
ラッキーチャンス（15牝鹿 メイショウボーラー）入着，���３勝
メイショウカクミチ（16牡鹿 メイショウボーラー）�４勝��入着２回��
キセキタイム（17牝鹿 フリオーソ）��５勝�
クリノユキツバキ（19牝栗 フリオーソ）��入着２回

２代母 ＊フォーフリーダムス（95 FR鹿 Green Desert）FR入着
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
メイショウジビュス（09牝 フジキセキ）２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
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.

販売申込者・所有者： 長谷川 一男＝日高町豊郷 �01456-2-6101
生 産 牧 場： 長谷川 一男
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

1224 モアマイガール２０２１ 牡・栗 ３／１６
＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーモアマイガール
＊ Green Desert

��
��
�フォーフリーダムス鹿 2001 Shining Eyes

6b
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 モダンハート（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着２回
初仔

２代母 ＊ティファニータッチ（02 USA鹿 Deputy Minister）USA５勝
サンライズメジャー（09牡 ダイワメジャー）８勝，キャピタルＳ‐L，米子Ｓ‐L，京

王杯スプリングＣ‐G2 ２着，マイラーズＣ‐G2 ２着，スワンＳ‐G2 ２着，etc.，
�入着

フィフスセント（10牝 ディープインパクト）入着，�２勝
タイセイシャトル（16� ダイワメジャー）１勝，��２勝��１勝
レペット（17牝 オルフェーヴル）入着，�１勝���入着３回

３代母 ケアレスエアレス Careless Heiress（93 USA鹿 Runaway Groom）USA８
勝，ボーゲイＨ‐G3，ボイリングスプリングズＨ‐G3，Sweetest Chant S‐L，
Twin Lights S‐L，Colleen S‐L，etc.
シャツェリ Schatzeli（98 牝 Crafty Prospector）USA２勝，Dearly Precious S

‐L ２着
プリティプリティPretty Pretty（01 牝 Silver Deputy）不出走

メイクザモーメントMake the Moment（10 牝 Indygo Shiner）USA６勝，
Dancin Renee S‐R ２着，North Broadway S‐R ３着，Union
Avenue S‐R ３着

ユーゴーウェストガール You GoWest Girl（04 牝 Mr. Greeley）USA10 勝，T
iconderoga S‐R（２回），John Hettinger S‐R，Hey Baba Lulu S‐R，etc.
シカゴスタイル Chicago Style（13� Kitten's Joy）USA６勝，ハリウッドタ

ーフカップ‐G2，ハリウッドターフカップ‐G2 ２着，ジョンＢコナリー
ターフカップＳ‐G3 ３着

４代母 デューティフリーDuty Free（85 USA鹿 L'Emigrant）USA１勝
［孫］ ワンアンドトウェンティOne and Twenty（00 牝 Honour and Glory）

USA２勝，ナタルマＳ‐G3，Miss Grillo S‐L ３着
コードオヴイシクス Code of Ethics（01 牝 Honour and Glory）USA
４勝，Summertime Promise S，Hatoof S２着，Pago Hop
S２着

販売申込者・所有者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135
生 産 牧 場： 藤春 修二
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

1225 モダンハート２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊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アルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

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モダンハート
＊ Deputy Minister

��
��
�ティファニータッチ黒鹿 2014 Careless Heiress

19c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ユリカチャン（06鹿 ゴールドアリュール）入着，�８勝��
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（７）〕
コリンズストリート（13牡黒鹿 ＊ファルブラヴ）�２勝
セイントブレーブ（15牡栗 フリオーソ）��１勝
プログラマー（17牡青 ＊パイロ）��１勝
トモノエリザベス（19牝鹿 フリオーソ）���１勝
マカゼ（20牝黒鹿 フリオーソ）���２勝

２代母 ＊オージーカンパニー（96 AUS鹿 Catrail）不出走
サザンシーラ（02牝 ＊サザンヘイロー）３勝

クラウディーハート（09牝 ＊クロフネ）１勝
アルジャーノン（15牡 スクリーンヒーロー）２勝，橘Ｓ‐LR ２着，岡崎特
別３着，���出走�１勝

カシノボルト（11牡 ＊ボストンハーバー）１勝，�３勝，英彦山賞，すみれ賞２
着，サイネリア賞２着

コスモダンスナイト（03牝 ダンスインザダーク）３勝，ＳＴＶ杯，奥尻特別，イン
ディアＴ２着
マイネルアクロス（09牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，香住特別２着
ウインソワレ（12牝 ＊ロージズインメイ）５勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着，山

城Ｓ，十日町特別
ウインハートビート（13牡 ＊グラスワンダー）３勝，八幡特別，蒲郡特別，�１

勝�１勝
ヒシオフェンス（05牡 ゴールドアリュール）４勝，春望Ｓ，円山特別３着
スカイランナー（11牝 ディープスカイ）１勝
スカルバン（14牡 ＊タイキシャトル）３勝，クロッカスＳ‐OP ３着，羊ヶ丘特別，

道新スポーツ賞２着，	５勝

３代母 アイリッシュカンパニー Irish Company（86 USA栗 Irish River）不出走
＊アケボノⅡ（91牡 Bellotto）AUS・NZ９勝，SAJC Lord Mayors Mile‐L ２着，

SA Tatt's RC Tattersall's C‐L ３着，SAJC R A Lee S‐L ３着（２回），etc.，
種牡馬

＊プレジオ（98
 Caerleon）４勝，共同通信杯‐Jpn3 ２着，ディセンバーＳ‐OP ２
着，市川Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1226 ユリカチャン２０２１ 牡・栗 ２／１７
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤユリカチャン
＊ Catrail

��
��
�オージーカンパニー鹿 2006 Irish Company

1b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ＊ユーブゴットイット（11 GB鹿 Sea The Stars）IRE 入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
＊チャリオット（16 IRE 牝芦 Dark Angel）１勝

２代母 ソング Song（06 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
ソングアンドダンスマン Song And Dance Man（10� Danehill Dancer）GB１勝
ブロックチェーンBlockchain（15 牡 Dubawi）UAE１勝
フィフスフリート Fifth Fleet（17 牡 American Pharoah）�IRE・BHR２勝

３代母 ジュード Jude（94 GB鹿 Darshaan）GB出走
クオータームーンQuarter Moon（99牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE１勝，モ

イグレアスタッドＳ‐G1，英オークス‐G1 ２着，愛オークス‐G1 ２着，etc.
ダイアモンドサンドルビーズDiamondsandrubies（12 牝 Fastnet Rock）GB

・FR・IRE３勝，愛プリティポリーＳ‐G1，Cheshire Oaks‐L，Sal
sabil S‐L ３着

イエスタデイ Yesterday（00牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA３勝，愛１００
０ギニー‐G1，Eyrefield S‐L，英オークス‐G1 ２着，etc.

マジカルミステリーツアーMagicalmysterytour（03� Sadler's Wells）GB・IRE
５勝，Silver Cup‐L ３着

＊オールマイラヴィング（04牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA１勝，英オーク
ス‐G1 ３着，愛オークス‐G1 ３着，パークヒルＳ‐G2 ２着，etc.
トーマスチッペンデイル Thomas Chippendale（09 牡 Dansili）GB４勝，ハ

ードウィックＳ‐G2，キングエドワード七世Ｓ‐G2，ゴードンリチャーズ
Ｓ‐G3 ２着，etc.

＊ホールドミーラヴミー（05牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE１勝，パークヒルＳ
‐G2 ３着，Ballycullen S‐L ２着
リニュー Renew（10� Dansili）GB・IRE・AUS・UAE５勝，MRC Sando

wn C‐L，Godolphin S‐L，ＳＡＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，AUS
障害４勝

ラヴイズオールユーニード Loveisallyouneed（07牝 Sadler's Wells）不出走
デマルシェリエDemarchelier（16 牡 Dubawi）USA３勝，ペナインリッジＳ‐G3

ベターベターベター Betterbetterbetter（09 牝 Galileo）GB・IRE１勝，ノーブレス
Ｓ‐G3 ２着，Cheshire Oaks‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1227 ユーブゴットイット２０２１ 牡・鹿 ５／ ７
ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaグレンイーグルズ

Gleneagles ユアーソースリリング Storm Cat

��
��
�You'resothrillingIRE 鹿 2012 Mariah's Storm

＊

シーザスターズ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�Sea The Stars Urban Seaユーブゴットイット ソング Sadler's Wells

��
��
�Song鹿GB 2011 Jude

9c
Sadler's Wells S3×M3 Urban Sea S3×M3 Northern Dancer S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ライアンシャーク（10鹿 ＊タイキシャトル）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビジネスチャンス（15牝黒鹿 ゴールドヘイロー）�１勝�１勝�
ボクラノユメ（17牝鹿 スマートファルコン）��１勝��１勝
クリノインスパイア（18牡鹿 スマートファルコン）出走，�地方未出走
ドリームグロウ（19牝鹿 ストロングリターン）��入着２回�

２代母 オプトライアン（94鹿 メジロライアン）�16 勝��１勝
ロッキーダブリン（01牡 エアダブリン）��７勝
クリノビスケット（03牝 ＊パラダイスクリーク）４勝，長万部特別，ストークＳ３着

クリノクーニング（15牡 オルフェーヴル）�１勝
カイヅシチー（04牡 ウイニングチケット）��２勝�１勝
クリノビリオネア（06牝 ＊ディアブロ）３勝，真駒内特別

クリノスーアンコー（12牡 デュランダル）１勝，相馬特別３着，八代特別３着
クリノサンレオ（13牡 キングヘイロー）�４勝，高砂特別，陽春Ｓ２着，橿原

Ｓ３着
クリノカサット（15牝 ゴールドアリュール）�１勝，�２勝
クリノガウディー（16牡 スクリーンヒーロー）�３勝，安土城Ｓ‐L，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1 ２着，セントウルＳ‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２
着，東京新聞杯‐G3 ３着，etc.

クリノイマジン（07牡 フサイチコンコルド）�１勝
クリノハッチャン（11牝 ステイゴールド）２勝，２０１６ＷＡＳＪ第３戦，野島崎特別３

着，木更津特別３着，�２勝

３代母 テンザンミズホ（88黒鹿 ＊ノーザンディクテイター）１勝
ハッピーファミリー（93牝 ミスターシクレノン）��１勝，関東オークス３着

４代母 サンワベンチヤ（78黒鹿 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ メローホリデー（90牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，長篠特別，香春

岳特別２着，土湯特別２着，etc.
ハギノシンセイオー（86牡 ＊ターゴワイス）１勝，岩谷特別２着

［孫］ トウカイサイレンス（89	 ＊イルドブルボン）８勝，新潟記念‐Jpn3 ２着，
小倉大賞典‐Jpn3 ３着，北九州記念‐Jpn3 ３着，etc.，�１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

1228 ライアンシャーク２０２１ 牡・栗 ２／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンライアンシャーク メジロライアン

��
��
�オプトライアン鹿 2010 テンザンミズホ

＊アストニシメント 7c
Halo S4×M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ライラックラブ（05栃栗 アグネスタキオン）入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
リオヴェラ（11�栗 ＊ファルブラヴ）入着，�３勝
アオイスター（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）�１勝
ウインアミティエ（18牡鹿 ミッキーアイル）��１勝

２代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，毎日杯‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.

コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２
着，etc.，優古牝
ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タン

ザナイトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP
２着，etc.

ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ
‐G3 ２着，マリーンＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP ２着，麦秋Ｓ，etc.

ラヴソレイユ（07牝 フジキセキ）出走
タガノグルナ（14牡 ルーラーシップ）４勝，鳥取特別，早鞆特別，甲南Ｓ２着，

障害１勝
マチノアカリ（08牡 フジキセキ）１勝
ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記念

‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，きさらぎ賞‐G3 ３着，菊花賞‐G1 ４着，etc.
アンヴェイルド（11牡 ディープインパクト）３勝
フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

３代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイダービー

‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1229 ライラックラブ２０２１ �・鹿 ４／ ２
＊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マジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラライラックラブ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴァイオレットラブ栃栗 2005 ＊ヴアインゴールド

4r
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラインステッチ（04 USA栗 Fusaichi Pegasus）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（10）〕
クロスステッチ（11牡栗 フジキセキ）��１勝
エリモグレイス（13牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回��１勝・１勝�入

着���
ファルコンフィート（17	栗 スマートファルコン）�
６勝
カーロデスティーノ（19牝栗 ストロングリターン）��１勝��入着，ブロッサム

Ｃ（Ｄ1700）２着
ワンダーウイン（20牝栗 ストロングリターン）��出走

２代母 ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 USA鹿 Storm Bird）GB・USA
３勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着，Sceptre S‐L ２着

＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベルモント
Ｓ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フロリダダービー‐G1，ファウンテンオヴユー
スＳ‐G2，スワップスＳ‐G2，レムゼンＳ‐G2，etc.，種牡馬

＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ‐Jpn3，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，
��１勝
１勝�入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念
‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

＊アグネスベローナ（95牝 Trempolino）出走
アグネスラブ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，もみじＳ‐OP ２着，かえで賞

２着，おおぞら特別３着
アグネスボゾン（01牡 ＊エンドスウィープ）４勝，天王山特別２着，千種特別３着

＊アグネスビンテージ（96牡 A.P. Indy）２勝，唐津特別
＊ムーディーサンダー（97牝 Gulch）１勝

シャドウストライプ（04牡 サクラバクシンオー）３勝，バイオレットＳ‐OP，
北斗賞２着，猪苗代特別３着，
１勝

＊ソリッドエビデンス（01牡 Gulch）３勝，清里特別３着
＊サンダーペガサス（02牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊サトノサンダー（07	 Smarty Jones）１勝，�９勝

３代母 シュートアライン Shoot a Line（77 GB鹿 High Line）GB・IRE・GER・U
SA７勝，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，パークヒルＳ‐G2，リブ
ルズデイルＳ‐G2，チェシャーオークス‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

1230 ラインステッチ２０２１ 牡・栗 ２／１８
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲
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�
� 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

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverラインステッチ ラインオヴサンダー Storm Bird

��
��
�Line of Thunder栗USA 2004 Shoot a Line

11d
Mr. Prospector S3×M3 Northern Dancer M4×S5×M5 Nashua S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ラヴトワイス（14栗 ＊ファルブラヴ）入着，��３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ラルティスタ（07黒鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別
ロージズラヴ（15牝 ＊ロージズインメイ）�３勝��５勝
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
シャウト（18牝 ＊マクフィ）���１勝�３勝�入着３回

３代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
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，etc.
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）�３勝，紫苑Ｓ‐G3，フェアリーＳ‐G3，秋

華賞‐G1 ２着，etc.
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，etc.
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）���１勝�１勝�１勝�，園田プ
リンセスＣ２着，兵庫若駒賞３着

４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
［子］ 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.
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.

［孫］ カシノピストン（07牡 ＊イーグルカフェ）１勝，ひまわり賞‐OP ２着，�
１勝��入着４回

ブルーハワイアン（15牝 ハーツクライ）２勝，古作特別３着

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1231 ラヴトワイス２０２１ �・鹿 ４／３０

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 Helmet
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�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination
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��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightラヴトワイス ＊マイネルラヴ

��
��
�ラルティスタ栗 2014 セクシーココナッツ

＊ココパシオン 4r
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ラクリモーサ（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ラウダーテ（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��１勝�２勝�入着４回
バララララララ（20牝青鹿 ジャングルポケット）�地方未出走

２代母 マニフィカート（02黒鹿 スペシャルウィーク）出走
シースナイプ（07牝 ＊グラスワンダー）５勝，パールＳ，聖護院特別，高雄特別，難

波Ｓ２着，三宮特別２着，etc.
フレンチボウ（08牝 ＊ホワイトマズル）２勝
キマモリ（10牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝

３代母 ＊ミュンシー（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ペネロ
ープ賞‐G3
マヌーヴァー（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，恵庭岳特別
ストラタジェム（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，日経

賞‐Jpn2 ２着，日経新春杯‐Jpn2 ３着，etc.
モンスターミュンシーMonster Munchie（08 牝 ディープインパクト）GB２勝

クリサフスクイーン Crisaff's Queen（16牝 Zoffany）ITY１勝，P. Alessan
dro Perrone‐L，P. Repubbliche Marinare‐L ２着，Criterium Fe
mminile‐L ３着

カムイミンタラ（10牡 マンハッタンカフェ）１勝，長良川特別２着，稲城特別３着，
胎内川特別３着，etc.

４代母 マーティンゲイルMartingale（75 GB鹿 Luthier）GB２勝
［子］ マージーMersey（82牝 ＊クリスタルパレス）FR・USA５勝，ロイヤルオ

ーク賞‐G1，フォワ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G3，etc.
［孫］ サトルパワー Subtle Power（97 牡 Sadler's Wells）GB・USA４勝，ガ

ルフストリームパークＢＣＨ‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，パ
ンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

モルコーテMorcote（91 牝 Magical Wonder）IRE２勝，愛パークＳ
‐G3，Round Tower S‐L

販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1232 ラクリモーサ２０２１ �・青鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyラクリモーサ スペシャルウィーク

��
��
�マニフィカート青鹿 2009 ＊ミュンシー

1p
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ラブインザミスト（10黒鹿 ＊ルールオブロー）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ブラーミスト（16牝黒鹿 スマイルジャック）�３勝�入着
セキトバ（17牝鹿 エスポワールシチー）�２勝
ナンヨーノワール（18牡鹿 グランプリボス）��５勝��

２代母 スノーインサマー（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，燕特別２着，尾頭橋特
別３着，三国特別３着
レフトシート（00牡 ＊スキャン）１勝，�１勝��入着
ファインオーラ（01牝 ＊ジェイドロバリー）	１勝

フジノチーター（10牝 アドマイヤジャパン）
４勝��１勝	入着，ひまわり
賞３着

ヴァケイション（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝
テントゥワン（03牡 ステイゴールド）２勝，西郷特別２着，豊明特別３着
コットンフラワー（05牝 ＊スキャターザゴールド）入着，�１勝��

３代母 サニーレーザー（83鹿 アローエクスプレス）入着，尖閣湾特別３着
スーパーレーザー（94牡 スーパークリーク）１勝，桑折特別２着

４代母 チヨダクイン（70栗 ＊ネヴアービート）入着
［子］ キヨウエイプロミス（77牡 ＊ボールドリツク）７勝，天皇賞（秋），毎日王

冠，ダイヤモンドＳ，etc.，優古牡，種牡馬
インターストレッチ（85牡 ＊ターゴワイス）５勝，ダービー卿ＣｈＴ
‐Jpn3 ３着，札幌日経賞‐OP ３着，安房特別，etc.

シルクニシキ（82牡 ＊フアバージ）２勝，箕面特別
インターライジング（84牡 マルゼンスキー）２勝，胎内川特別３着，両津
湾特別３着

［孫］ リンガスブレーヴ（93牡 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，新津特別，��１勝

５代母 ＊ヴアーヴ（55 GB鹿 Nearco）GB２勝
［子］ トレンタム（67牡 Tudor Melody）７勝，東京新聞杯，カブトヤマ記念，

日本短波賞３着，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 �090-7655-4081

1233 ラブインザミスト２０２１ 牡・鹿 ２／２６

＊

＊
＊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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingラブインザミスト ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�スノーインサマー黒鹿 2010 サニーレーザー

＊ヴアーヴ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラベルベート（15栗 ＊ハードスパン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
ナットシーワン（20牝栗 ＊バトルプラン）�地方未出走

２代母 マダムルコント（05栗 メジロライアン）�１勝��２勝，東京２歳優駿牝馬，
ローレル賞
ラダムドー（11牝 ゴールドアリュール）入着２回，��１勝

ナットビーワン（17牡 ＊バトルプラン）��４勝�１勝，兵庫若駒賞３着
マダムハート（16牝 アドマイヤムーン）�１勝
ブラントン（18牡 フリオーソ）��１勝��入着４回

３代母 フルーリール（99栗 ＊アフリート）��１勝
ユミ（04牝 ＊カコイーシーズ）入着，��８勝�

４代母 マダムラビユーラ（85鹿 ＊デイクタス）入着４回
［子］ ルーセントカップ（90牡 ＊スーパールーセント）４勝，初蛍賞，外房Ｓ２

着，天の川Ｓ２着，etc.
スルーオダンディ（92牡 スルーオダイナ）１勝
アンセスター（03牡 ＊リンドシェーバー）�16 勝�入着
エンジェルキャッツ（93牝 スルーオダイナ）�３勝	１勝�２勝
入着
グランホーク（01牡 ＊ラストタイクーン）��２勝
フェアリーダンス（94牝 ＊クリミナルタイプ）��１勝�入着２回

５代母 ＊ラビユーラ（66 USA鹿 Never Bend）USA１勝
［子］ ニチドウタロー（76牡 ＊エルセンタウロ）５勝，天皇賞（春），中京３歳Ｓ

‐OP，もみじ賞，種牡馬
［孫］ ストロングチャンプ（91牡 ＊オウインスパイアリング）４勝，日南特別，

医王寺特別，西部日刊スポーツ杯２着，�１勝
センテンマリオン（89牝 ＊グリーンマウント）２勝，鶴見特別２着，播磨
特別２着，浄土平特別２着，etc.，�５勝

［曾孫］ ツキフクオー（92牡 イナリワン）��５勝�11 勝��，東京王冠賞，アフ
ター５スター賞，東京大賞典３着

ハッピースマイル（98牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，グラジオラス賞，�１勝

販売申込者・所有者： 藤吉牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2159
生 産 牧 場： 藤吉牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1234 ラベルベート２０２１ �・鹿 ４／２１
＊

＊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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystラベルベート メジロライアン

��
��
�マダムルコント栗 2015 フルーリール

＊ラビユーラ 2s
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エリーティアラ（12青鹿 ＊ケイムホーム）４勝，吾妻小富士賞（芝 1200），芦屋川
特別（芝 1200），郡山特別（芝 1200），雪うさぎ賞（芝 1200）２着，醍醐Ｓ（芝 1400）
３着，etc.，�１勝
初仔

２代母 ペイルローズ（01栗 フジキセキ）１勝
ヴェルテュ（09牝 ＊ファスリエフ）１勝

パルトネール（14牝 ＊カジノドライヴ）１勝
テイエムトップガン（10牡 マヤノトップガン）�１勝
クアトロマエストロ（11牡 ＊ケイムホーム）�３勝
ベルウッドスワロー（15牡 ＊バトルプラン）���２勝�２勝
シゲルキャッツアイ（16牝 フリオーソ）�３勝
ロサロッサーナ（19牝 ＊ザファクター）�１勝

３代母 オレンジカラー（93栗 サクラユタカオー）１勝
ライトハートリー（99牝 ＊パラダイスクリーク）１勝

キクノルア（14	 カネヒキリ）５勝，招福Ｓ，姫路特別，瀬戸特別２着
トーセンヤマト（10牡 デュランダル）２勝，葉牡丹賞，百日草特別３着，��２勝

４代母 ノーザンハマナス（84鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ 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.
デジタルホース（97牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，相模特別２着
ノーザンスター（01牝 ＊カーネギー）３勝，長岡特別３着，白河特別３着，
勝浦特別３着

［孫］ シゲルファンノユメ（19牡 ディーマジェスティ）�２勝，カンナＳ‐OP
２着，朱竹賞２着，黒松賞３着

プレイザゲーム（13牡 ＊パイロ）�１勝��１勝�，東京ダービー２着，
クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着，etc.

マリーズケイ（11牝 アッミラーレ）２勝，隅田川特別２着，古作特別２着
アモール（01牝 ＊ティンバーカントリー）��３勝�入着，ひまわり賞２着

［曾孫］ ミキノモナコ（04牝 ＊ディアブロ）３勝，苗場特別２着，呉竹賞２着

販売申込者・所有者： 谷川 正純＝神奈川県横浜市 �045-744-1410
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1235 エリーティアラ２０２１ 牡・青 ２／２０
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayエリーティアラ フジキセキ

��
��
�ペイルローズ青鹿 2012 オレンジカラー

＊ハマナスⅡ 17b
サンデーサイレンス S4×M4 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 ランデブー（08栗 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
パンテラ（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）入着，��１勝�１勝�
カンゲキ（16牡栗 ＊ヨハネスブルグ）��４勝�
ベルウッドアサヒ（17牡鹿 ルーラーシップ）���４勝�３勝
アジェナ（18牝栗 ＊アイルハヴアナザー）��出走	２勝
ヴェルーリヤ（19牝青鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 ＊モーニングタイド（94 USA鹿 Seeking the Gold）USA１勝
マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３
着，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.

シンメイレグルス（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，関越Ｓ‐L ２着，昇竜Ｓ‐OP，
樟葉特別，黒竹賞，��２勝��，スパーキングサマーＣ２着

モーニングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別２着
テイエムジョウネツ（12牝 ステイゴールド）３勝，北國新聞杯，甲南Ｓ３着，大倉

山特別３着
ケルベロス（13牡 ディープインパクト）１勝，下北半島特別，相馬特別２着

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着

＊ドーンズヘイロー（86牝 Halo）USA出走
ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリング

Ｓ‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，Monr

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト

リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1236 ランデブー２０２１ �・栗 ３／２９

＊

＊
＊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 ＊ポインテッドパスランデブー
＊ Seeking the Gold

��
��
�モーニングタイド栗 2008 Eastern Dawn

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アポロフィオリーナ（08鹿 ＊スニッツェル）３勝，初風特別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
アポロヴィクトリア（17牝鹿 カレンブラックヒル）１勝
アークフィオリーナ（18牝鹿 ディープブリランテ）��未出走�１勝

２代母 ベルビオラ（01黒鹿 ＊ウォーニング）入着２回
アポロサニーナ（07牝 ＊サウスヴィグラス）入着２回，�１勝
アポロアリーナ（09牝 ＊アポロキングダム）２勝
アポロオラクル（10牡 ＊アポロキングダム）２勝，くるみ賞３着，��１勝

３代母 フリーウィル（89黒鹿 ＊スリルシヨー）１勝
アイラジオーネ（96牡 ＊アサティス）３勝，多治見特別，香嵐渓特別３着
ボンジュールカミノ（99牡 サクラローレル）２勝，松前特別３着，�１勝

４代母 アサクサスケール（82鹿 ＊パーソロン）５勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザベス
女王杯‐Jpn1 ２着，ターコイズＳ‐OP，エーデルワイスＳ，あざみ賞

５代母 エール（72芦 ＊フオルテイノ）１勝
［子］ モガミエール（84牡 マルゼンスキー）１勝，金杯‐Jpn3 ２着，ディセン

バーＳ‐OP ２着，ウェルカムＳ２着，��５勝�４勝
ヒダカツエール（86牝 ＊ノーアテンシヨン）３勝，妙高特別，石和特別２
着，是政特別３着，etc.

ウイルプリンセス（83牝 ＊サンプリンス）１勝，相馬特別３着
［孫］ ノーザンプリンセス（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，

キャピタルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，etc.
マイネルミレニアム（98牡 サクラチトセオー）３勝，清洲特別，マラヤン
ＲＡＴ２着

グレーアテンション（86牡 ＊ノーアテンシヨン）３勝，恵庭岳特別２着，
奥尻特別３着（２回）

アイアイスリラー（00牡 シンボリルドルフ）�４勝��５勝，北海優駿３着
［曾孫］ メイショウサムソン（03牡 ＊オペラハウス）９勝，天皇賞（秋）‐G1，天皇

賞（春）‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，優３牡，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1237 アポロフィオリーナ２０２１ �・栗 ３／１７
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassアポロフィオリーナ ＊ウォーニング

��
��
�ベルビオラ鹿 2008 フリーウィル

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アペラシオン（09黒鹿 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（８）〕
バルコラベーロ（14牡栗 ＊クロフネ）２勝，���出走��１勝�
マセラシオン（15牝黒鹿 ルーラーシップ）１勝，���１勝
テイエムファルコン（17牡栗 スマートファルコン）�１勝
ペイシャシオン（18牡栗 ストロングリターン）��６勝
レジーナヌーボ（20牝黒鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 アンブロワーズ（02鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファ
イナルＳ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，ポートアイランドＳ‐L
２着，アネモネＳ‐L ３着，etc.
コナブリュワーズ（10牝 キングカメハメハ）４勝，うずしおＳ，おおぞら特別，長

万部特別，六甲アイランドＳ３着
カイルアコナ（17牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，万両

賞２着
テオドール（13� ＊ハービンジャー）５勝，美浦Ｓ，三木特別，鹿野山特別，ＴＶｈ

賞２着
ロシュフォール（15牡 キングカメハメハ）４勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アメジスト

Ｓ，ｔｖｋ賞，三年坂特別２着
マジストラル（16牡 ＊ハービンジャー）１勝，���１勝
エレアイム（19牝 ルーラーシップ）�１勝

３代母 フサイチミニヨン（96鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンナヴァン（01牝 ＊エンドスウィープ）１勝

サトノネプチューン（10牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ‐LR，韓
国馬事会杯２着，南総Ｓ３着

４代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
［子］ アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリン

グＳ‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花
賞‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲本桐牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026
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

1238 アペラシオン２０２１ �・黒鹿 ２／１５
＊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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアペラシオン ＊フレンチデピュティ

��
��
�アンブロワーズ黒鹿 2009 フサイチミニヨン

＊バレークイーン 1l
サンデーサイレンス S3×M4×M4 Halo S4×S5×M5×M5 Kris S4×M5
Mr. Prospector S4×M5
価格： 購買者：



母 リクエストアワー（11栗 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
オールミラージュ（16牡栗 ＊タートルボウル）�１勝
ラスティネイル（18牝芦 ＊ダンカーク）入着，���入着２回

２代母 ハッピーリクエスト（97栗 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，北野特別，
野分特別，対馬特別，下鴨Ｓ２着，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，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

ハッピープレゼント（05牝 アグネスタキオン）２勝，豊中特別，八幡特別２着，西
部日刊スポーツ杯２着，カーネーションＣ３着
ミルグラシアス（14牡 ＊クロフネ）��２勝�１勝��７勝�，ブリーダーズゴ

ールドジュニアＣ３着
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，尼崎Ｓ，五頭連峰特別，etc.
マカリオス（07牡 ネオユニヴァース）２勝，日豊特別３着，川内特別３着
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

ポップフランセ（16牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝，成田特別３着

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

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.

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1239 リクエストアワー２０２１ 牡・鹿 ５／ ８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリクエストアワー ＊トニービン

��
��
�ハッピーリクエスト栗 2011 ＊エイプリルソネット

12
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊リッジローズ（04 GB鹿 Sadler's Wells）GB出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
イロジカケ（12牝鹿 ＊クロフネ）入着２回

イロゴトシ（17牡 ヴァンセンヌ）�３勝，ひまわり賞‐OP，揖斐川特別，博多
Ｓ３着，安城特別３着

ヴィットリオ（13牡鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��６勝

２代母 フィグトリードライヴ Fig Tree Drive（94 USA鹿 Miswaki）GB１勝
サブリミティ Sublimity（00 牡 Selkirk）GB・IRE４勝，Alleged S‐L，Donc

aster Mile‐L，Saval Beg S‐L ３着，Stubbs S‐L ３着，GB・IRE障
害５勝

マルブシュMarbush（01牡 Linamix）GB・UAE５勝，ブルジナハール‐G3，種牡馬
エステイトEstate（02� Montjeu）GB・IRE３勝，GB障害３勝
パンドーロデラーゴPandoro de Lago（08牝 Encosta De Lago）GB・AUS１勝

ポイズドトゥストライク Poised To Strike（15� Akeed Mofeed）AUS・H
KG４勝，ＭＲＣマンフレッドＳ‐G3 ３着

３代母 ローズオライリーRose O'Riley（81 USA鹿 Nijinsky）FR１勝
パーシモンヒルPersimmon Hill（88 牝 Conquistador Cielo）USA４勝

パーシモンハニー Persimmon Honey（96牝 ＊コロニアルアッフェアー）USA
２勝，Cimarron S３着

ワンスアラウンドOnce Around（99牝 You and I）USA２勝，Junior Cha
mpion S‐L，Revidere S，Twin Lights S２着
モローコーヴMorrow Cove（09牝 Yes It's True）USA４勝，Serena's So
ng S‐L，Raging Fever S‐R，Sarcastic S‐L ２着，etc.

＊デックドアウト（13牝 Street Boss）USA３勝，アメリカンオークス‐G1，
プロヴィデンシアＳ‐G3，デルマーオークス‐G1 ２着，etc.

ヴァネッタヒルVanetta Hill（01 牝 Crown Attorney）不出走
ケイノウェスト KeinoWest（06� Kissin Kris）CAN２勝，Elgin S
‐R ２着

オデュセウスOdysseus（07牡 Malibu Moon）USA３勝，タンパベイダービー‐G3
デイトンフライアーDayton Flyer（98 牡 Honour and Glory）USA６勝，ピータ

ーパンＳ‐G2 ３着，ウェストチェスターＨ‐G3 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 前川 隆範＝新冠町東川 �0146-47-6099
生 産 牧 場： 前川 隆範
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1240 リッジローズ２０２１ �・栗 ３／３０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeリッジローズ フィグトリードライヴ Miswaki

��
��
�Fig Tree Drive鹿GB 2004 Rose O'Riley

26
Northern Dancer M3×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 リベラルタイプ（16青鹿 ＊ノヴェリスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
アシモトヨシ（20牝黒鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�地方未出走

２代母 ステレオタイプ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）入着５回，�２勝
ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝日杯フューチ

ュリティＳ‐G1，スプリングＳ‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，優２牡，種牡馬
ナイトインブラック（13牡 ローエングリン）１勝，�６勝��入着３回
アスクチャーチル（18牡 ロードカナロア）�出走，�１勝

３代母 スターバレリーナ（90鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2
２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ５

着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.
クラシックチュチュ（06牝 キングカメハメハ）出走
サンライズサーカス（13牡 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別３
着，��出走�２勝�３勝���

ノーブルシルエット（18牝 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦佐特別，上
総Ｓ２着，市川Ｓ２着，etc.

パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ‐G3，
キーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，etc.，種牡馬

キングドラゴン（13� ＊シンボリクリスエス）２勝，両津湾特別３着
スパルタクス（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，周防灘特別，都井岬特

別，etc.
アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ

‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
パドカトル（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，門司特別，対馬特別２着，南港特別３着
フレンチウォリアー（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，	１勝��入着３回，北海

道２歳優駿‐Jpn3 ３着，サンライズＣ３着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［孫］ アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，

阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝浦河町西幌別 �090-9083-2713
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1241 リベラルタイプ２０２１ 牡・青鹿 ３／２８

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonリベラルタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ青鹿 2016 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
Mr. Prospector S4×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 リラックススマイル（06鹿 Dubai Destination）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－１（１）〕
マローブルー（11牝鹿 ディープインパクト）４勝，稲村ヶ崎特別（芝 2000），秩父

特別（芝 2000），ユートピアＳ（芝 1600）２着，レインボーＳ（芝 2000）２着，マ
レーシアＣ（芝 2000）２着，佐渡Ｓ（芝 2000）３着，初音Ｓ（芝 1800）３着，カー
ネーションＣ（芝 1800）３着

マウントハレアカラ（12牡鹿 カネヒキリ）３勝，初日の出賞（Ｄ1800），甲南Ｓ
（Ｄ2000）２着，インディアＴ（Ｄ1900）２着，浜名湖特別（Ｄ1800）２着，梅田
Ｓ（Ｄ1800）３着，���１勝

ピスコサワー（13牡黒鹿 ＊クロフネ）１勝

２代母 ＊ヴェルヴェットクイーン（01 GB鹿 Singspiel）FR１勝
デボネア（08牡 アグネスタキオン）１勝，弥生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ２着，皐

月賞‐G1 ４着
リージェンシー（10牝 タニノギムレット）２勝
チャーマー（11牡 ＊ストーミングホーム）１勝
リリックドラマ（14牝 ステイゴールド）４勝，トルマリンＳ，北斗特別，土湯温泉

特別，２０１９ＷＡＳＪ第２戦２着，高田城特別２着，etc.

３代母 ヴェルヴェットムーン Velvet Moon（91 IRE 鹿 ＊シャーディー）GB・FR４
勝，ローザーＳ‐G2，James Seymour S‐L
シリア Syria（98 牝 Halling）不出走

ターキッシュディライトTurkish Delight（03 牝 Doyoun）TUR１勝
バシュカンネクシア Baskan Nexia（09 牡 Strike the Gold）TUR８勝，
Gazi Derby‐L ３着

ミスアレイナMiss Aleyna（11牝 Sabirli）TUR１勝，I.Inonu S‐L ２着
セディッフィ Seddifi（12 牝 Bekmezbey）TUR８勝，Disi Tay Deneme
One Thousand Guineas‐L ２着

＊ムーンバラッド（99牡 Singspiel）GB・IRE・USA・UAE５勝，ドバイワールドＣ
‐G1，ダンテＳ‐G2，マクトゥームチャレンジＲ２‐G3，etc.，種牡馬

ヴェルエットVelouette（00 牝 Darshaan）不出走
テレスコープ Telescope（10牡 Galileo）GB・USA５勝，ハードウィックＳ‐G2，

グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Aston Park S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1242 リラックススマイル２０２１ �・鹿 ４／１８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

ドバイデスティネイション Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Dubai Destination Mysterialリラックススマイル
＊ Singspiel

��
��
�ヴェルヴェットクイーン鹿 2006 Velvet Moon

4k
Halo S3×M5

価格： 購買者：



母 リルティングソング（05栗 スペシャルウィーク）２勝，小千谷特別（芝 1200）２着，
河北新報杯（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ナチュラルキラー（14牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝�３勝��
エンタクノキシ（19牡鹿 ビッグアーサー）���１勝

２代母 エッコ（95黒鹿 ＊リズム）３勝，久慈川特別２着
クラウニングワーク（02牡 ＊ラムタラ）１勝，東雲賞３着，�１勝��１勝�入着�
スカイヴォイジャー（03牡 マヤノトップガン）�13 勝�
バルバロッサ（06牡 ＊アグネスデジタル）入着４回，�３勝
ユキドケ（07牝 ジャングルポケット）�２勝�

３代母 サクラユタカヒメ（86青鹿 ＊ジユニアス）２勝

４代母 アンジエリカ（70黒鹿 ＊ネヴアービート）２勝，九重特別
［子］ サクラユタカオー（82牡 ＊テスコボーイ）６勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，毎日

王冠‐Jpn2，サンケイ大阪杯‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラシンゲキ（77牡 ＊ドン）９勝，京王杯オータムＨ（２回），スプリン
ターズＳ，函館３歳Ｓ，etc.，優短距，種牡馬

サクラスマイル（78牝 ＊インターメゾ）４勝，エリザベス女王杯３着，京
都牝馬特別３着，Ｒたんぱ賞３着，etc.

サクラカナリヤ（79牝 ＊ドン）４勝，オークス５着，潮来特別，さわらび賞
［孫］ サクラスターオー（84牡 サクラシヨウリ）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花賞

‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2，年代表，優３牡
シゲルデッドクロス（88牡 タイテエム）１勝，障害２勝，阪神障害Ｓ（春）
サクラスズカオー（87牡 ＊ノーザンテースト）４勝，道新杯‐OP ２着，ア
イビーＳ‐OP ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，etc.，障害３勝

シゲルモンテ（86牡 モンテプリンス）４勝，恋路ケ浜特別，天竜川特別２
着，淡路特別３着，etc.

シゲルユートピア（84牝 ヤマニンスキー）３勝，襟裳特別
エアサンタムール（01牡 ＊ティンバーカントリー）２勝，檜山特別２着，
美唄特別２着，津軽海峡特別３着，etc.，	１勝��１勝

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

1243 リルティングソング２０２１ 牡・栗 ４／ ７
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールリルティングソング ＊リズム

��
��
�エッコ栗 2005 サクラユタカヒメ

＊クレイグダーロツチ 11c
アンジエリカS4×M4 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×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：２〕
ロックハンドパーク（20牝黒鹿 ＊バゴ）�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
スペシャルドラマ（18牡 エピファネイア）�３勝，秩父特別

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： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1244 リージェンツパーク２０２１ 牡・鹿 ２／２６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

＊ 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
Mr. Prospector M4×S5×S5 Secretariat M4×S5

価格： 購買者：



母 ルヴェソンヴェール（11栗 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ファンタスティック（16牡栗 オルフェーヴル）２勝，開成山特別（芝 2600）２着
ディヴァインゲート（18牡鹿 ブラックタイド）１勝，�地方未出走
コスモエクスプレス（19牡芦 エイシンヒカリ）�入着２回

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.

マイネルアルザス（19牡 ラブリーデイ）�１勝
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
テイエムオリンピア（18牝 フェノーメノ）��１勝

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，
チャールズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1 ２着，エディリード
Ｈ‐G1 ２着

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

1245 ルヴェソンヴェール２０２１ �・栗 ４／２１
＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュールヴェソンヴェール メジロマックイーン

��
��
�フェートデュヴァン栗 2011 ＊マーサズヴィンヤード

2n
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ルッセカッテル（13栗 ＊ロイヤルウエスト）�９勝�
初仔

２代母 サンデーマイレディ（00鹿 サンデーブランチ）��２勝
ソウブチャンス（09牝 ＊アジュディケーティング）��３勝
ソウブブランチ（11牡 ＊ロイヤルウエスト）��１勝
アマトリチャーナ（15牝 フリオーソ）�１勝

３代母 ヒンドシルキー（86鹿 ＊ダンサーズイメージ）出走

４代母 ミチノクルビー（78鹿 ＊ボールドリツク）３勝
［孫］ ナショナルスパイ（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，��３勝�入着，

川崎記念‐Jpn1 ２着，彩の国浦和記念‐Jpn2 ３着，黒船賞‐Jpn3
２着，etc.

［曾孫］ シルクエレメント（01牡 ＊キンググローリアス）３勝，�１勝，吉野ヶ里
記念３着

５代母 ヒンドバース（68鹿 ＊ヒンドスタン）２勝
［孫］ ロングレザー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ‐Jpn2，桜花

賞‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
マイネルブラウ（97牡 アンバーシヤダイ）５勝，小倉大賞典‐Jpn3，中日
新聞杯‐Jpn3 ２着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.

ヤマノスキー（81牡 マルゼンスキー）７勝，阪神３歳Ｓ２着，京都大賞典
‐Jpn2 ３着，デイリー杯３歳Ｓ３着，etc.，�３勝，種牡馬

マイネルガーベ（92牡 ＊イブンベイ）３勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，オーシ
ャンＳ‐OP，芙蓉Ｓ‐OP，etc.，�８勝��

［曾孫］ マイネルブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，シリウスＳ
‐Jpn3，etc.，�１勝�	１勝�入着２回
�����，群馬記念
‐Jpn3，グランシャリオＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬

○マイネルビンテージ（97� ＊スターオブコジーン）２勝，京成杯‐Jpn3，
京都３歳Ｓ‐OP ２着，エリカ賞２着，�７勝�４勝��

ナイスパーワー（87牡 ＊アーテイアス）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，
須賀川特別，久慈川特別３着，�４勝�	

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

1246 ルッセカッテル２０２１ 牡・鹿 ３／２８

＊

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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ロイヤルウエスト Danse Royaleルッセカッテル サンデーブランチ

��
��
�サンデーマイレディ栗 2013 ヒンドシルキー

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 ルーマードダイヤ（09鹿 ＊シーキングザダイヤ）�入着５回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
グローリアスマリン（15牝黒鹿 フリオーソ）�１勝��２勝
グローリアスライブ（16牝鹿 ゴールドヘイロー）���１勝�１勝�１勝，留守杯

日高賞（Ｄ1600），ハヤテスプリント（Ｄ1200）２着
エクメディダイヤ（19牡黒鹿 トーセンラー）��２勝
テイコク（20牡鹿 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ルーマードベイビー（01黒鹿 ＊エルコンドルパサー）��１勝

３代母 ＊チッキーズディスコ（96 GB黒鹿 Shirley Heights）不出走
ダイアナバローズ（06牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐L，ＨＴＢ杯２着

ウィリアムバローズ（18牡 ミッキーアイル）�５勝，卯月Ｓ‐OP，韓国馬事会
杯，摩耶Ｓ２着

イチブン（07牡 フジキセキ）３勝，道新スポーツ賞，プロミネントＪＳＴ２着，冬
至特別２着，etc.

４代母 アフリカンダンス African Dance（88 USA鹿 El Gran Senor）IRE 入着２
回，Silver Flash S‐L ２着
［孫］ ハーマンマンスター Herman Munster（04� Traditionally）NZ７勝，

Taumarunui Cup‐L，マートンメトリックマイル‐G3 ３着
ジュークボックスジョニー Jukebox Johnny（01� Marju）AUS７勝，
ＭＲＣサンダウンクラシック‐G2 ２着，ＭＶＲＣムーニーヴァリー
ＧＣ‐G2 ３着，MRC Victoria Gold Cup‐L ２着

５代母 フルールロワイヤル Fleur Royale（83 IRE 鹿 Mill Reef）IRE２勝，愛プリ
ティポリーＳ‐G2，愛オークス‐G1 ２着
［孫］ ミーズナハMeeznah（07牝 Dynaformer）GB・IRE・USA３勝，パークヒ

ルＳ‐G2，リリーラングトリーＳ‐G3，パークヒルＳ‐G2 ３着，etc.
ワゾーラールOiseau Rare（02 牝 ＊キングズベスト）FR４勝，ロワイヤリュ
ー賞‐G2，ミネルヴ賞‐G3，P. Madame Jean Couturie‐L ３着

スティールプリンセス Steel Princess（01 牝 ＊デインヒル）FR・USA３
勝，クレオパトル賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

1247 ルーマードダイヤ２０２１ 牡・鹿 ４／ 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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�シーキングザダイヤ ＊シーキングザパールルーマードダイヤ ＊エルコンドルパサー

��
��
�ルーマードベイビー鹿 2009 ＊チッキーズディスコ

1k
Storm Cat M3×S4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ウィローパドック（06黒鹿 ＊クロフネ）�３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（12）〕
ヤマカゲ（11�栗 フジキセキ）入着，�４勝�１勝
ビーハグ（12�黒鹿 ゼンノロブロイ）入着３回，障害１勝，��１勝��３勝
カヴァロディーオ（15牡栗 ハーツクライ）�１勝�１勝	入着
ハッピールーラ（17�鹿 ルーラーシップ）入着２回，��１勝�
�
テイエムタツマキ（18牡青鹿 キズナ）�１勝，障害１勝
ドゥラヴォーグ（19牝黒鹿 ドゥラメンテ）��入着
スズノキャスター（20牝鹿 サトノダイヤモンド）��出走

２代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，アレキサンドライトＳ２着，赤富士Ｓ２着，etc.

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走

トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，阪急杯‐G3 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮
記念‐G1 ４着（２回），etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３
着，斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉
Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.

販売申込者・所有者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945
生 産 牧 場： 三木田牧場
飼 養 者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945

1248 ウィローパドック２０２１ 牡・鹿 ４／２４
＊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ダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューウィローパドック
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス黒鹿 2006 ＊フィールディ

2n
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 ウインサクヤヒメ（15鹿 ステイゴールド）入着２回
初仔

２代母 ハナノメガミ（94栗 サクラユタカオー）４勝，大島特別，金峰山特別，清澄特
別２着，立冬特別２着，うぐいす賞２着，etc.
アトラスリッジ（02牡 フジキセキ）１勝
コーナーストーン（04牡 ダンスインザダーク）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，飛鳥Ｓ，

幕張特別，難波Ｓ２着，ＨＴＢ賞２着，etc.
ドリームガイア（07牡 ＊ロージズインメイ）�11 勝
コスモフローラ（08牝 ＊ロージズインメイ）入着２回

コスモエルドール（12牡 ステイゴールド）�９勝，サファイア賞３着
マイネルオリンポス（10牡 ディープインパクト）１勝
ウインフルブルーム（11牡 スペシャルウィーク）５勝，京都金杯‐G3，福島ＴＶＯＰ‐L，

カシオペアＳ‐L，皐月賞‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.
ウインクロノス（13牡 ステイゴールド）�１勝�１勝
ウインフルスター（16牡 トーセンホマレボシ）�３勝

３代母 ダイナソシエ（82鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ヤマノトウショウ（92牝 トウシヨウボーイ）不出走

サンライズジェガー（98牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，天皇
賞（春）‐Jpn1 ２着，鳴滝特別，etc.

クレバートウショウ（06牡 フジキセキ）５勝，マイラーズＣ‐G2 ２着，安田記
念‐G1 ４着，六甲Ｓ‐OP ２着，etc.

スギノプリンセス（93牝 マルゼンスキー）不出走
クレバースプリント（07牝 サクラバクシンオー）不出走
インビジブルレイズ（14牡 ハーツクライ）�６勝，白富士Ｓ‐L，サンタク
ロースＳ，丹波特別，etc.，障害１勝

オリジナルステップ（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）��１勝�39 勝�５勝，珊瑚
冠賞，黒潮菊花賞，珊瑚冠賞３着

４代母 シヤダイアグリー（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［孫］ スプリングドリュー（00牝 ＊ミシル）７勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ニューマー

ケットＣ，三面川特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1249 ウインサクヤヒメ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュウインサクヤヒメ サクラユタカオー

��
��
�ハナノメガミ鹿 2015 ダイナソシエ

12f
ノーザンテーストM4×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ワンズガーホッド（06芦 ＊マイネルラヴ）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
プルマブランカ（14牝芦 ゴールドアリュール）�４勝�３勝
ホワイトブレス（17牝芦 ベルシャザール）入着，���入着２回�１勝
デルマカミーラ（19牝芦 ミッキーアイル）�出走

２代母 ＊エールノコイビト（92 IRE 芦 Caerleon）２勝，木古内特別２着
キョウワノホコリ（98� ＊エルハーブ）２勝，九重特別，�１勝��入着４回
キョウワノコイビト（99牝 ＊トニービン）１勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，

スイートピーＳ‐OP ３着，紅梅Ｓ‐OP ３着，文月特別２着，耶馬渓特別３着
キョウワグレイス（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

シャインモーメント（05牡 キングヘイロー）５勝，アメジストＳ，立春賞
チェリーメドゥーサ（09牝 シックスセンス）３勝，秋華賞‐G1 ５着，白井特別，

ひいらぎ賞，美浦Ｓ３着，江の島特別３着
キョウワジェイド（01牝 ＊オペラハウス）�３勝

キョウワシャドー（07牡 マーベラスサンデー）�２勝�１勝	，オータムＣ３
着，兵庫大賞典３着

ミスチフ（04牝 ＊クロフネ）１勝，�３勝���

３代母 ＊グレンビーサマー（86 IRE 芦 General Assembly）GB・IRE２勝
キョウワプラチナ（93牝 Sadler's Wells）１勝

キョウワマグナム（07牡 キングカメハメハ）５勝，春雷Ｓ‐L ２着，京洛Ｓ‐OP
２着，北九州短距離Ｓ，etc.

４代母 ホワットアサマーWhat a Summer（73 USA芦 What Luck）USA18 勝，
マスケットＨ‐G2，フォールハイウエイトＨ‐G2（２回），ブラックアイドスーザ
ンＳ‐G2，ディスタフＨ‐G3，First Flight H，etc.
［孫］ ピュアークラン Pure Clan（05牝 Pure Prize）USA８勝，フラワーボー

ルＳ‐G1，アメリカンオークス‐G1，ゴールデンロッドＳ‐G2，etc.
グレイターグッドGreater Good（02� Intidab）USA６勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G2，レベルＳ‐G3，ケンタッキーＣジュヴェ
ナイルＳ‐G3，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

1250 ワンズガーホッド２０２１ �・黒鹿 ４／３０
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyワンズガーホッド
＊ Caerleon

��
��
�エールノコイビト芦 2006 ＊グレンビーサマー

17b
Mr. Prospector S4×M4 Secretariat M5×M5

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：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（６）〕
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）���１勝�１勝�入着２回
ユリシーズ（19�芦 ゴールドシップ）�出走
ギガボルト（20牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

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. Dia de la Armada‐L，P. Fetrahipica‐L，etc.

［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，Copa Polo Grounds‐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 �090-9517-4750

1251 レディーメグネイト２０２１ 牡・鹿 ２／ ２

＊

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

＊ 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
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5
Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 レヴリ（02黒鹿 ＊ホワイトマズル）４勝，羊ヶ丘特別（芝 1200），ニセコ特別
（芝 1200），まりも特別（芝 1200），ＴＶユー福島賞（芝 1200）２着，美利河特別
（芝 1200）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（28）〕
カンスタントリー（11牡鹿 ＊バゴ）�１勝�15 勝��４勝�，長月賞（Ｄ1750），新

涼賞（Ｄ1400）
ソナータ（13牝鹿 ゴールドアリュール）��１勝
スターファイター（17牡鹿 トゥザグローリー）１勝，��４勝
トリプルミリオン（18牝芦 エイシンヒカリ）���１勝�２勝
ジュンダッシュ（19牝青鹿 ＊クリエイターⅡ）�出走

２代母 トーヨーラクーン（88黒鹿 Green Desert）３勝，甲東特別３着，足立山特別３着
ブラックシャドウ（03牡 アドマイヤボス）４勝，御宿特別，貴船Ｓ２着，陽春Ｓ３

着，鳴門Ｓ３着
ラードロチェキラ（04牝 キングヘイロー）出走

コンドルダンス（12牡 アドマイヤオーラ）�２勝��５勝�入着４回�，サン
タアニタＴ２着，マイルＧＰ２着，平和賞２着，園田金盃３着，京成盃グ
ランドマイラーズ３着，etc.

チェキラ（16牡 キャプテントゥーレ）��４勝��６勝，佐賀オータムスプリ
ント２着

３代母 ＊ラクーン（81 USA青鹿 Seattle Slew）GB２勝
グレンジョーダンGlen Jordan（86牡 Shareef Dancer）ITY10 勝，ナターレディ

ローマ賞‐G3，キウスーラ賞‐G3，P. Cascine‐L，etc.，種牡馬
ロゾリーダ Rosolida（87牝 Niniski）ITY４勝，P. Novella‐L

ロゾロー Rosolaw（97牡 Law Society）GER・ITY５勝，P. der Firma Erpo
‐L，ドイツ統一賞‐G3 ２着，Oettingen‐Wallerstein‐Memorial
‐L ３着

４代母 リアンガ Lianga（71 USA芦 ＊ダンサーズイメージ）GB・FR11 勝，ジャック
ルマロワ賞‐G1，ロベールパパン賞‐G1，ジュライＣ‐G2，ヘイドックスプリン
トＣ‐G2，アベイドロンシャン賞‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145

1252 レヴリ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ６
＊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アレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeレヴリ Green Desert

��
��
�トーヨーラクーン黒鹿 2002 ＊ラクーン

22b
Danzig S4×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レスタンノール（08鹿 ステイゴールド）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
シェッドラスター（14牝鹿 ＊タートルボウル）�１勝�
スーパーノーマル（15牝黒鹿 ロードカナロア）入着２回，郡山特別（芝 1200）３着，

�２勝
ジョーノベリスタ（16牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）��出走�２勝��３勝
カリーナチャム（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝
コスモフロイデ（19牡栗 コパノリッキー）�１勝

２代母 ＊ディラローシェ（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）IRE・USA２勝
シーエンプレス（05牝 ダンスインザダーク）入着３回

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，障害１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
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，日本ダービー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ルカ（17牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 シーポート Sea Port（80 GB黒鹿 Averof）GB・IRE出走
シーオヴダイアモンズ Sea of Diamonds（87牝 Glenstal）不出走

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

モアダイアモンズMore Diamonds（98牝 Straight Strike）AUS２勝
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.

インディジェナス Indigenous（93	 Marju）入着，GB・IRE・UAE・HKG・SIN
・MAL16 勝，香港国際ヴァーズ‐G2，Hong Kong Gold Cup‐L（２回），
Sha Tin Trophy‐L，etc.

エラカッシーニEla Cassini（97 牝 Ela‐Mana‐Mou）不出走
カッシーニコンテスト Cassini Contest（06 牝 Danehill Dancer）AUS１勝，

SAJC Oaklands Plate‐L ３着

販売申込者・所有者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 �090-8769-3133
生 産 牧 場： 本田 土寿
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1253 レスタンノール２０２１ 牡・栗 ５／ ２
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレスタンノール
＊

＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ鹿 2008 Sea Port

11d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドアンジェリカ（08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：地方－２（２）〕
メドウスイート（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��
ツクバフタツボシ（17牝鹿 ヴァーミリアン）���１勝

２代母 アイシーサイレンス（97栗 ＊サンデーサイレンス）出走
アペリティフ（03� ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，清滝特

別，府中Ｓ２着，飛鳥Ｓ３着，etc.，障害２勝，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
ノーリプライ（04� ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，御影Ｓ２着，鎌倉Ｓ３着，

サンタクロースＳ３着
アイソトープ（05牡 ＊フレンチデピュティ）３勝
オメガブルーグラス（07� ＊グラスワンダー）１勝，��２勝�
オメガロードショー（09� ＊シンボリクリスエス）	５勝�
入着４回
ビーインラプチャー（10牝 ＊アフリート）１勝，��11 勝，しらさぎ賞３着
アイソレーション（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
レッドサバス（12牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ２着，丹沢Ｓ３着，晩秋Ｓ３

着，金蹄Ｓ３着

３代母 アイシーゴーグル（87栗 ＊ロイヤルスキー）３勝，アベリア賞３着
エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
エアシビュラ（96牝 ＊トニービン）入着３回

フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，	２勝�入
着２回�

バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着

カレイジャスミン（05牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，ターコ
イズＳ‐L ２着，豊栄特別，etc.

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［孫］ 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

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282

1254 レッドアンジェリカ２０２１ �・鹿 ３／１６

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモレッドアンジェリカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アイシーサイレンス鹿 2008 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
Northern Dancer S4×M5 ノーザンテーストM4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 レッドミュール（13黒鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
リゾルート（18牝黒鹿 ラブリーデイ）��４勝�２勝�

２代母 ＊フィックルベリー（05 USA鹿 Cryptoclearance）２勝，小樽特別２着，石狩
特別２着，宗谷特別２着，利尻特別２着，石狩特別３着
アプリコットベリー（12牝 ステイゴールド）２勝，都井岬特別３着
ヒルノローザンヌ（19牝 キズナ）�１勝

３代母 ＊フィックルフレンズ（96 USA栗 Demons Begone）USA７勝，アシーニアＨ
‐G3 ２着，ヴァイオレットＨ‐G3 ３着
リライト Rewrite（03 牝 Editor's Note）USA９勝，Gaily Gaily S‐L，Dyna

mic Lisa S‐R，Irish Actress S‐R（２回），etc.

４代母 プロムナイトProm Knight（92 USA鹿 Sir Harry Lewis）USA出走
［子］ ヴォルポーニ Volponi（98 牡 Cryptoclearance）USA７勝，ＢＣクラシ

ック‐G1，ペガサスＨ‐G2，ポーカーＨ‐G3，etc.，種牡馬
プロムパーティ Prom Party（04 牝 Pulpit）USA２勝，Denise Rhudy
Memorial S‐L ３着

［孫］ ピンチパイ Pinch Pie（08 牝 Victory Gallop）USA４勝，Desert Vixe
n S，アラバマＳ‐G1 ３着，ヴァイオレットＳ‐G3 ２着

ジョーンジボーイ Jonesy Boy（09� Smarty Jones）USA４勝，Que
ens County S，Sam's Town S‐R ２着，Evening Attire S‐L
３着，etc.

ローグヴィクトリー Rogue Victory（05 牡 Victory Gallop）USA６勝，
Memorial Day H‐L ３着

ワンインアロンプOne in a Romp（04牝 Cryptoclearance）USA４勝，
Sabellina S‐R ３着

トゥルグトルエフェソス Turgutlu Efesi（18 牡 After Market）�TUR３
勝，Buyuk Taarruz S‐L ３着，Mimar Sinan S‐L ３着，Tu
rkish St. Leger‐L ３着

［曾孫］ ラフエルサ La Fuerza（16 牡 Flatter）USA４勝，Aspirant S‐R，
Notebook S‐R，Rockville Centre S‐R，etc.

販売申込者・所有者： ㈲まるとみ冨岡牧場＝浦河町杵臼 �090-1641-1197
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

1255 レッドミュール２０２１ �・青鹿 ３／２７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケレッドミュール
＊ Cryptoclearance

��
��
�フィックルベリー黒鹿 2013 ＊フィックルフレンズ

16f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 レースドール（04芦 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
マウロア（12牝栗 キングカメハメハ）�３勝
ブライトクォーツ（14牡鹿 ＊ワークフォース）入着６回，呼子特別（芝 2600）２着，

萬代橋特別（芝 2400）２着，障害１勝，中山大障害‐JG1（4100）２着，京都ジャ
ンプＳ‐JG3（3140）２着，中山グランドジャンプ‐JG1（4250）３着

ショウナンマリブ（15牡芦 ＊シンボリクリスエス）１勝

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

販売申込者・所有者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805
生 産 牧 場： 春木ファーム
飼 養 者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805

1256 レースドール２０２１ �・鹿 ３／２１
＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューレースドール ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール芦 2004 ＊フェアリードール

9f
Icecapade S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊リトルリスキー（09 GB鹿 Authorized）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ヒルノオークランド（15牡鹿 ダイワメジャー）��入着 12回�入着
エトゥープ（17牝鹿 フリオーソ）�３勝

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・GER・SPA６勝，エッ

ティンゲンレネン‐G2，P. Millkom‐L ３着
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
リトルロック Little Rock（96牡 ＊ウォーニング）GB・FR・IRE・GER・ITY６勝，

プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ‐G3，James Se
ymour S‐L，etc.，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

ショートスカート Short Skirt（03 牝 ＊ディクタット）GB・FR・ITY４勝，ミュー
ジドラＳ‐G3，セントサイモンＳ‐G3，Severals S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1257 リトルリスキー２０２１ 牡・鹿 ３／１５
＊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

＊

オーソライズド Montjeu

�
�
�
�
�

��
��

�Authorized Funsieリトルリスキー ラフェールモニック Machiavellian

��
��
�L'Affaire Monique鹿GB 2009 Much Too Risky

8d
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アーリー（17栗 ハーツクライ）不出走
初仔

２代母 アーリーアメリカン（06鹿 El Corredor）４勝，苗場特別，浦安特別２着，桜
草特別２着
イーグルフェザー（13� ネオユニヴァース）５勝，ＴＶ静岡賞，三峰山特別，薫風

Ｓ２着，銀蹄Ｓ２着，白嶺Ｓ２着，etc.，障害１勝，��入着２回
コロニアルスタイル（14牝 ゴールドアリュール）３勝
カーヴィー（16牝 ハーツクライ）入着，��２勝��
ペダンクルアーチ（18� ダイワメジャー）入着２回，���３勝

３代母 ＊アメリカンマンボ（97 USA鹿 Kingmambo）不出走
リアリーアメリカン Really American（01牝 Real Quiet）USA５勝，Little Silv

er S２着
アメリカンボーダー American Border（04 牝 Boundary）USA10 勝，ヴァイオレ

ットＳ‐G3，Miss Liberty S，Matchmaker S‐L ３着

４代母 アメリカンロワイヤル American Royale（89 USA黒鹿 American Standard）
USA６勝，プライオレスＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，Blue Norther S
‐L，Family Style S‐L，Colleen S‐L
［曾孫］ ケイジャンソング Cajun Song（06牝 Rossini）USA入着５回，Illinois

Sales Graduate S‐R ３着

５代母 ロイヤルアドヴォケイターRoyal Advocator（81 USA黒鹿 Majestic Prince）
不出走
［孫］ ステラージェイン Stellar Jayne（01牝 ＊ワイルドラッシュ）USA９勝，

マザーグースＳ‐G1，ガゼルＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，etc.
スタラー Starrer（98 牝 Dynaformer）USA６勝，サンタマルガリータＨ
‐G1，サンタマリアＨ‐G1，ハリウッドバヤコアＨ‐G2（２回），etc.

ザシニック The Cynic（95� Leo Castelli）USA３勝，Gateway To
Glory S‐L

［曾孫］ スタービリング Star Billing（08牝 Dynaformer）USA３勝，メイトリアーク
Ｓ‐G1，セニョリータＳ‐G3，クレメントＬハーシュＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲長谷川牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6121
生 産 牧 場： ㈲長谷川牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1258 アーリー２０２１ 牡・栗 ４／２７

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

�
�
�
�
�
�
�
�
� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアーリー El Corredor

��
��
�アーリーアメリカン栗 2017 ＊アメリカンマンボ

4r
Silver Deputy S3×M5 Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ロンギングシャネル（10鹿 ネオユニヴァース）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（３）〕
ゴールゲッター（16牝黒鹿 ＊クロフネ）�１勝��入着
アイスナイン（17�鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��未出走�２勝
ロンギングバース（18牡鹿 ラブリーデイ）�２勝，朱竹賞（芝 1200）
セイグッドバイ（19牝鹿 ビッグアーサー）�出走

２代母 ＊セメイユドゥヴォン（01 USA鹿 Sadler's Wells）GB１勝
ワールドロレックス（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝
グッドスピリッツ（11� デュランダル）４勝，嵯峨野特別，京橋特別，北野特別３着
アドマイヤムテキ（13牡 ヴァーミリアン）２勝，�	11 勝，笠松ＧＰ２着，名古屋

記念（２回），ゴールド争覇２着，ベイスプリント３着

３代母 ヘイレマンディ Heeremandi（95 IRE 鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB・FR・
IRE２勝，Silver Flash S‐L，モルニー賞‐G1 ３着
シャトービーチChateau Beach（00牝 ＊デインヒル）GB・USA１勝

アパーシュ Apache（11� Ad Valorem）IND６勝，R. N. Kanga Gold Trop
hy‐LR，Maharaja Sir Harisinghji Trophy‐L ２着

エメラルドキャット Emerald Cat（02 牡 Storm Cat）IRE１勝，テトラークＳ‐G3
２着，種牡馬

コモンチャンネルCommon Channel（05 牝 ＊エンパイアメーカー）USA１勝
サバドアレグレ Sabado Alegre（12 牡 Any Given Saturday）USA・CAN・

CHI５勝，John Longden 6000 H３着
ラカンドンガ La Candonga（17牝 Verrazano）�CHI５勝，カルロスＡナバロ賞

‐G3，アラスデチリ賞‐G2 ２着，フェルナンドＣレイエス賞‐G2 ３着，etc.

４代母 ラダームデュラック La Dame du Lac（73 USA鹿 Round Table）不出走
［孫］ フローレスリー Flawlessly（88 牝 Affirmed）USA16 勝，ビヴァリーディ

Ｓ‐G1，メイトリアークＳ‐G1（３回），ラモナＨ‐G1（３回），etc.
ナディアNadia（98 牝 Nashwan）FR・USA２勝，サンタラリ賞‐G1，
仏オークス‐G1 ２着，ペネロープ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 細川農場＝新冠町西泊津 �0146-47-2261
生 産 牧 場： 細川農場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1259 ロンギングシャネル２０２１ �・鹿 ３／２１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスロンギングシャネル
＊ Sadler's Wells

��
��
�セメイユドゥヴォン鹿 2010 Heeremandi

2d
Northern Dancer M4×S5×S5 Crimson Saint S5×M5 CosmahM5×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－２（８）〕
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７回
クリノグリゴロス（18牡栗 ＊バトルプラン）�３勝
ケイツーリタス（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）��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］ スタージャック 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.，�SIN６勝，El Dorado Classic
‐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

1260 ロマンスリップ２０２１ 牡・栗 ４／ ８

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kitten's Firstホークビル トレンサ Giant's Causeway

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊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
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レディーファースト（05青 ダンスインザダーク）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
ハイランドエース（11牡青鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
ダイリンボーイ（12牡黒鹿 ＊バゴ）�１勝
ヴィラバドラ（15牡黒鹿 ジャングルポケット）���６勝
ラシックアンレーヴ（17牝青 エイシンフラッシュ）�４勝���
クリノツッチャン（19牡鹿 ミッキーアイル）出走，�地方未出走
ストリートジャガー（20牡青鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

２代母 エリモシック（93青鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
秋華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，札幌日経ＯＰ‐OP ３着，etc.
サイレンスゴールド（01� ＊サンデーサイレンス）３勝，タイランドＣ，青島特別，

山国川特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着
ファストパス（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
ダノンエリモトップ（06牡 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，咲花特別，江戸川特

別２着，��１勝�
サトノフェニックス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝	４勝��入着�，摂津盃２着

３代母 エリモシユーテング（84黒鹿 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP
エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳Ｓ

‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.
クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京成杯

オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.
レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋記念

‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.
サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ‐G2 ２

着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1261 レディーファースト２０２１ 牡・青鹿 ４／１１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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 ＊ダンシングキイレディーファースト ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�エリモシック青 2005 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドダンス（04鹿 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（13）〕
ベニノラブリー（11牝青鹿 ＊パイロ）��８勝
トキノヴァンクール（15牡鹿 ＊モンテロッソ）�３勝��１勝
ベニノフェアリー（18牝栗 ＊ノボジャック）入着，���１勝
ノリノリアオイ（19牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）���出走

２代母 ＊サンダードーム（83 USA黒鹿 Lyphard）GB・USA６勝，Mint Julep S，
Valnor H
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，毎日王冠‐Jpn2 ２着，フェブラリーＳ‐Jpn2 ２
着，etc.，種牡馬

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
ゴッドセンド（02牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，日向特別，由布院特別２着，etc.，

��１勝�４勝�２勝，赤レンガ記念，高知県知事賞，星雲賞，etc.
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，寒桜賞３着
トーヨーサンバ（98牝 ＊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
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

３代母 ミスターピーズガールMr. P.'s Girl（78 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA２勝
アーントパールAunt Pearl（89 牝 Seattle Slew）USA２勝

パールオヴラヴ Pearl of Love（01牡 ＊パントレセレブル）GB・FR・IRE・IT
Y・UAE４勝，伊グランクリテリウム‐G1，愛フュチュリティＳ‐G2，
Chesham S‐L，etc.，種牡馬

４代母 ネイティヴストリートNative Street（63 USA芦 Native Dancer）USA10
勝，ソロリティＳ，ケンタッキーオークス，ベッツィーロスＨ，インタバラＨ，ジ
ャスミンＳ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
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

1262 ワイルドダンス２０２１ �・栗 ５／ １

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイワイルドダンス
＊ Lyphard

��
��
�サンダードーム鹿 2004 Mr. P.'s Girl

3d
Northern Dancer S4×M4×M5 Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ワキノドライバー（04芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（17）〕
ワキノハクリュウ（11牝芦 デュランダル）入着，�１勝
ワキノアタリ（13牝鹿 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別（Ｄ1200）２着，�４勝
ワキノスウィフト（14牡鹿 キャプテントゥーレ）�９勝
ローガンテソーロ（16牡黒鹿 ベルシャザール）�３勝
ゴールデンアワー（19牝鹿 エピファネイア）�１勝

２代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
フジヤマサクラ（03牝 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�

ミサイルマン（14� カネヒキリ）��６勝�	３勝�，ハイセイコー記念，だ
るま夕日賞，二十四万石賞３着，高知県知事賞３着

ロフティネス（16牡 スクリーンヒーロー）２勝，インディアＴ３着
エフティマイア（05牝 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２

着，桜花賞‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ５着，マリーゴールド賞‐OP，etc.
エフティスパークル（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，石和特別２着，調布特別２

着，三春駒特別２着，両国特別３着
エフティイーリス（16牝 ルーラーシップ）２勝，富里特別３着

オースミドライバー（08牡 ＊スニッツェル）１勝
デバイスドライバー（12牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別，瓢湖特別２着
アドマイヤモラール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着
ロジブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝

３代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.
ウシュアイア（00牝 バブルガムフェロー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，由布院特別，香

嵐渓特別，etc.

４代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.
［孫］ セイリューオー（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，

中山金杯‐Jpn3 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，
１勝

販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
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

1263 ワキノドライバー２０２１ �・芦 ５／ １

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceワキノドライバー ニホンピロウイナー

��
��
�カツラドライバー芦 2004 ノーザンマイア

＊マイア 4k
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴァンジェーロ（17栗 ＊アイルハヴアナザー）不出走
初仔

２代母 マイネカトレア（10栗 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

３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，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，etc.
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，etc.，���出走�２勝�入着
コスモハート（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝

ロングファイナリー（16� トーセンジョーダン）�１勝，�３勝
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，etc.，障害１勝
マイネカメリア（09牝 ディープインパクト）入着２回

コスモグラトナス（15牡 ＊アイルハヴアナザー）１勝，��５勝

４代母 ＊クリムゾンラトラー（79 USA栗 Crimson Satan）USA２勝
［子］ 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.
［孫］ 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.

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

キーホーク（99牡 ＊アルカング）��９勝�１勝，姫路ＣｈＣ
リュートリプル（90牝 ＊ノーリユート）２勝，宗谷特別３着，十勝岳特別３着
メイショウマシーン（97牡 サツカーボーイ）１勝，能勢特別３着

販売申込者・所有者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431
生 産 牧 場： 原 弘之
飼 養 者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431

1264 ヴァンジェーロ２０２１ 牡・栗 ５／ ２
＊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

＊ Flower Alley

�
�
�
�
�

��
��

�アイルハヴアナザー Arch's Gal Edithヴァンジェーロ アグネスタキオン

��
��
�マイネカトレア栗 2017 タカラカンナ

＊クリムゾンラトラー 10e
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 アドヴァンテージ（13鹿 タニノギムレット）��出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヤマショウハスキー（18牡黒鹿 ＊バトルプラン）��出走
エスプリウッディ（19牡鹿 シルバーステート）���１勝
エスプリアカボシ（20牡鹿 ゴールドアクター）���入着

２代母 サクラササヤキ（88芦 ＊ノーアテンシヨン）出走
クロードスキー（92牝 サクラセダンスキー）�１勝�１勝
ヤスノムテキ（93� ＊スルーザドラゴン）�２勝
ミサトリュウジン（94牡 ＊ノーザンディクテイター）��１勝��
ミサトテンリュウ（95牡 ＊ノーザンディクテイター）�６勝	３勝
入着４回
レジェンドウインド（96牝 レジエンドテイオー）�７勝�入着
トーホウドリーム（97牡 メジロライアン）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，北九州記念

‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐OP，白嶺Ｓ，稲荷特別，etc.
トーホウハクタカ（00� メジロマックイーン）１勝，�３勝
トーホウジュノー（01牝 メジロライアン）
５勝
クイーンカリン（06牝 キングヘイロー）１勝，福山プリンセスＣ２着
チャハヤ（07牝 ザッツザプレンティ）�２勝�４勝�
�入着７回
グレイゴースト（11牡 アドマイヤドン）�４勝

３代母 シルバーナイキ（78芦 ＊ドン）出走
ワイドセイコー（82牡 ハイセイコー）２勝，嵯峨野特別，尾張特別２着，etc.，


��	18 勝，東海桜花賞
エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サンスポ阪

神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンウインザー（94牡 ＊トニービン）３勝，初茜賞，アザレア賞２着，ふき

のとう特別２着，etc.
シルバーガーネット（87牝 ＊プルラリズム）１勝

サマーシャドウ（96牡 ＊ダミスター）��３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３
着，スーパーＣｈＳ２着，羽田盃３着

カノヤロマン（92牝 マルゼンスキー）３勝
カノヤバトルクロス（99牡 タマモクロス）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，

マーガレットＳ‐OP ２着，立冬特別，etc.

販売申込者・所有者： 三輪 幸子＝日高町賀張 �01456-5-6415
生 産 牧 場： 三輪 幸子
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1265 アドヴァンテージ２０２１ �・黒鹿 ２／２０

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルアドヴァンテージ ＊ノーアテンシヨン

��
��
�サクラササヤキ鹿 2013 シルバーナイキ

＊フロリースカツプ 3l
Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 アイアムラヴィング（05鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－３（６）〕
ラヴネヴァーダイズ（10牝鹿 ネオユニヴァース）１勝，�３勝�
マリオーロ（12牡鹿 ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ‐LR（芝 1400）２着，神

奈川新聞杯（芝 1400），幕張Ｓ（芝 1600）３着，国立特別（芝 1400）３着，有松特
別（芝 1600）３着，江の島特別（芝 1600）３着

ワンショットキラー（13牡青鹿 ヴィクトワールピサ）２勝，�２勝�
レローヴ（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
イノセントミューズ（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）３勝，太宰府特別（芝 2000），

湯川特別（芝 2000）
ラヴアンドゲーム（17牝鹿 ダイワメジャー）入着，���１勝
テイケイレジーナ（19牝鹿 スピルバーグ）��入着

２代母 ＊プラウドウイングス（96 GER鹿 Dashing Blade）１勝，GB・FR・GER・IT
Y・HKG９勝，ファルマスＳ‐G2，ミュゲ賞‐G2，セルジオクマニ賞‐G3，P. P
ietro Bessero‐L，アスタルテ賞‐G2 ３着，etc.
ヴェルトマイスター（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，北海Ｈ２着，障害１勝
フライバイワイヤー（06牡 キングカメハメハ）３勝，出雲崎特別
プラウドメアリー（07牝 スペシャルウィーク）�５勝
プラウドイーグル（08牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
メジャーコード（09牝 ダイワメジャー）�２勝
ダイワダーウィン（12牡 ダンスインザダーク）１勝
トリックスター（16牡 スクリーンヒーロー）入着，�１勝

３代母 ペラヤPeraja（77 FR鹿 Kaiseradler）GER５勝

４代母 ペレットPerette（70 FR鹿 ＊ハイハツト）FR１勝
［曾孫］ プラウディンスキー Proudinsky（03牡 Silvano）GER・USA７勝，マー

ヴィンＨムニスメモリアルＨ‐G2（２回），サンガブリエルＨ‐G2
（２回），ベイメドーズダービー‐G3，etc.，種牡馬

プラウダンス Proudance（02牡 Tannenkonig）FR・GER・ITY・UAE
４勝，ヴェットアナーメンスプリンガーマイレ‐G3，P. des Casino
Baden‐Baden‐L ２着

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

1266 アイアムラヴィング２０２１ 牡・黒鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightアイアムラヴィング
＊ Dashing Blade

��
��
�プラウドウイングス鹿 2005 Peraja

8i
Halo S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 アイノフシギ（12栗 ＊グラスワンダー）�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
リンクスターツ（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）��５勝�入着３回，新緑賞
（Ｄ1600）

２代母 マルカアイチャン（03栗 ＊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
ナタンドラ（17牝 ジャングルポケット）��出走�５勝
フィリア（18牝 スクリーンヒーロー）��１勝

３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.
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

４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.
［子］ 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ＴＶＯＰ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.

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.

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
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： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

1267 アイノフシギ２０２１ �・栗 ２／２４
＊

＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraアイノフシギ ＊フレンチデピュティ

��
��
�マルカアイチャン栗 2012 マルカコマチ

＊ハニードリーマー 23b
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 アサヒライジング（03鹿 ロイヤルタッチ）４勝，クイーンＳ‐Jpn3，アネモネＳ
‐L（芝 1600），秋華賞‐Jpn1 ２着，ヴィクトリアマイル‐Jpn1 ２着，etc.，USA
入着，アメリカンオークス‐G1 ２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
コウヨウミラクル（10牡鹿 タニノギムレット）�１勝
ライジングトライ（12�鹿 ＊エンパイアメーカー）��４勝
ライジングティアラ（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝�５勝�１勝
リインフォース（17牡黒鹿 ＊キングズベスト）１勝，��出走
ヒロノアステロイド（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）�入着

２代母 アサヒマーキュリー（91栗 ミナガワマンナ）１勝
アサヒウイニング（96牡 ＊スキャン）２勝，檜原湖特別，鎌ケ谷特別２着
アサヒフォンテーヌ（97牝 ＊カーネギー）１勝，織姫賞２着
アサヒヴィーナス（01牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
アサヒバロン（04牡 ＊テンビー）３勝，松島特別，青函Ｓ２着，江の島特別３着
コウヨウレジェンド（08� ロイヤルタッチ）３勝，白井特別
コウヨウルビー（10牝 バブルガムフェロー）入着３回

キタイ（16牝 ＊ダンカーク）�４勝，カンナＳ‐OP ３着，長篠Ｓ
ウエストンバート（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，八代特別，知

床特別

３代母 タニワーデン（78栗 ＊ボンモー）不出走
アサヒソルジヤー（82牡 ＊サドンソー）２勝，湯川特別，�１勝	
アサヒジュピター（90牡 ミナガワマンナ）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，サンシ

ャインＳ，信濃川特別，etc.
アサヒウィンロード（96� ＊スマコバクリーク）２勝，万代特別，江の島特別２着，

鮎掛賞３着

４代母 アサヒタマナー（68栗 ＊タマナー）入着
［子］ アサヒテイオー（79牡 シンザン）５勝，日経賞，卯月賞，北総特別，
�

��６勝
アサヒダイオー（75牡 シンザン）４勝，カブトヤマ記念，天皇賞（秋）３着，
ＡＲ共和国杯２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1268 アサヒライジング２０２１ �・黒鹿 ２／ ２
＊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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ロイヤルタッチ パワフルレデイアサヒライジング ミナガワマンナ

��
��
�アサヒマーキュリー鹿 2003 タニワーデン

＊ジエツタ 1p
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤジョイ（16芦 ルーラーシップ）出走
初仔

２代母 アドマイヤマリン（07芦 ＊クロフネ）２勝
アドマイヤスター（12牡 ディープインパクト）１勝，松浜特別３着
アドマイヤダイオウ（13牡 ディープインパクト）３勝，若葉Ｓ‐LR，梅花賞
アドマイヤロブソン Admire Robson（14牡 ディープインパクト）４勝，但馬Ｓ，

あずさ賞，松籟Ｓ２着，アザレア賞２着
アドマイヤグリーゼ（19牝 ハーツクライ）�１勝

３代母 ＊ベルベットローブ（00 USA栗 GoneWest）３勝，久留米特別
アドマイヤサガス（08牡 フジキセキ）６勝，エニフＳ‐L，コーラルＳ‐L，etc.，�

１勝��入着３回�，北海道スプリントＣ‐Jpn3，etc.
チェスナットバロン（09牡 フジキセキ）４勝，蹴上特別２着
ライジングゴールド（10牡 ステイゴールド）１勝，アザレア賞３着
ローブデソワ（11牝 スペシャルウィーク）４勝，大和Ｓ‐OP ２着，昇竜Ｓ‐OP ３

着，御影Ｓ，etc.
バレーロ（14� ヴィクトワールピサ）２勝，ドンカスターＣ２着，���出走
シャインガーネット（17牝 オルフェーヴル）�３勝，ファルコンＳ‐G3，シルクロ

ードＳ‐G3 ２着，オーロＣ‐L ３着，etc.

４代母 ヴァーバスル Verbasle（88 USA黒鹿 Slewpy）USA４勝，メイトロンＳ
‐G1 ２着，ボイリングスプリングズＨ‐G3 ３着，ニジャナＳ‐G3 ３着，Squ
ander S‐L ３着
［子］ ハイフライ High Fly（02 牡 Atticus）USA５勝，フロリダダービー‐G1，

ファウンテンオヴユースＳ‐G2，Aventura S.‐L，etc.，種牡馬
エスティムラール Estimraar（97� Holy Bull）UAE７勝，マハブアルシ
マール‐G3，マクトゥームチャレンジＲ１‐G3，Al Shindagha Spri
nt‐L，etc.

スモーキーミラージュ Smokey Mirage（96牝 Holy Bull）USA４勝，
Prairie Gold Lassie S

［孫］ モンスーンレインMonsoon Rain（02� Old Trieste）GB・USA・CA
N11勝，Assiniboia Gold Cup S

販売申込者・所有者： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

1269 アドマイヤジョイ２０２１ �・芦 ２／１２
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴアドマイヤジョイ ＊クロフネ

��
��
�アドマイヤマリン芦 2016 ＊ベルベットローブ

1g
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤプルート（04鹿 アドマイヤコジーン）３勝，こでまり賞（芝 1200），播
磨特別（芝 1400）２着，鳥羽特別（芝 1200）３着，仲春特別（芝 1400）３着，下北半
島特別（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－５（28）〕
レモンティー（11牝黒鹿 ＊タイキシャトル）１勝，�７勝��３勝�
ストレッチ（13牡黒鹿 ネオユニヴァース）�４勝
スマートダフネ（14牝栗 スマートファルコン）１勝
フェンドオフ（15牡芦 ＊クロフネ）２勝，��２勝��３勝
アッシャムス（16牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�
グランコージー（17牡黒鹿 ベルシャザール）��６勝��２勝，シアンモア記念
（Ｄ1600）２着，ダービーＧＰ（Ｄ2000）３着，ダイヤモンドＣ（Ｄ1600），寒菊賞
（Ｄ1600），若駒賞（Ｄ1600），イーハトーブマイル（Ｄ1600）３着，不来方賞
（Ｄ2000）３着

ガムタンク（19牡黒鹿 シルバーステート）���入着３回

２代母 スプリングハーレー（99青鹿 ＊キンググローリアス）１勝
アドマイヤスパーズ（10牡 アドマイヤコジーン）２勝

３代母 テンザンヒムカ（83黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，西脇特別２着，桜島特別２
着，あすなろ賞２着
プリンセスヒムカ（92牝 ＊プリンスオブバーズ）３勝，クローバー賞‐OP ２着，オ

ホーツクＨ，etc.，�５勝，スプリンター争覇
オースミハリケーン（00牡 ＊オペラハウス）２勝，わらび賞３着，�15 勝�

ダイナミックウイン（96牡 ＊オペラハウス）４勝，コスモス賞‐OP ２着，睦月賞，
かいどう賞２着，etc.

４代母 シルバーホマレ（69青 ＊ネヴアービート）出走
［孫］ カツノシグナル（88牡 サンシヤインボーイ）１勝，	
13 勝�１勝�，開

設記念，高崎大賞典２着，高崎大賞典３着，etc.

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1270 アドマイヤプルート２０２１ 牡・青鹿 ４／２７
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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディアドマイヤプルート ＊キンググローリアス

��
��
�スプリングハーレー鹿 2004 テンザンヒムカ

＊シルバーバツトン 4g
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイムヒアー（08鹿 ＊プリサイスエンド）３勝，三年坂特別（芝 1600），九州スポ
ーツ杯（芝 1200）２着，賢島特別（芝 1400）２着，まりも特別（芝 1200）２着，仲秋
Ｓ（芝 1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 イケイケモンチッチ（97鹿 ＊デインヒル）不出走
フェアリーダイヤ（02牝 ＊オース）��５勝

３代母 ＊モンチッチ（88 IRE 鹿 Montelimar）４勝，安房特別，安達太良Ｓ２着，福島
ＴＶ杯２着，新津特別２着
ゼンノソロモン（98牡 ＊ラムタラ）入着５回，八甲田山特別３着，�１勝�３勝

４代母 セイフヘイヴン Safe Haven（74 GB鹿 Blakeney）FR出走
［子］ ルガーナビーチ Lugana Beach（86牡 TumbleWind）GB・FR・ITY６

勝，デュークオヴヨークＳ‐G3，プティクヴェール賞‐G3，Bentin
ck S‐L，etc.，種牡馬

［孫］ ザタトリング The Tatling（97� ＊ペルジノ）GB・FR・IRE・HKG18勝，
キングズスタンドＳ‐G2，ニューベリーワールドトロフィ‐G3
（２回），グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.

アメイジングドリーム Amazing Dream（96牝 Thatching）GB・IRE３
勝，St. Hugh's S‐L，モールコームＳ‐G3 ２着

ジャストドゥイットジョーイ Just Do It Joey（91牝 Glenstal）SAF７勝，
Syd Laird Memorial H‐L，Joseph DorfmanMemorial H‐L
３着

［曾孫］ クルスティ Coulsty（11 牡 Kodiac）GB・FR５勝，モートリー賞‐G3，
King Richard the Third S‐L，King Charles II S‐L，etc.，種牡馬

ビリーアレン Billy Allen（01牡 Night Shift）GB・FR・GER・ITY・U
SA・UAE・TUR・SWE・AUT・SCG・YUG17勝，Turf Paradis
e H‐L，G.P. de la Riviera Cote d'Azur‐L，G.P. del Circo Massi
mo‐L，etc.，種牡馬

フラッシュマクガホン Flash McGahon（04� Namid）GB・IRE１勝，
Tipperary S‐L，Woodlands S‐L ２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 �090-9517-4750

1271 アイムヒアー２０２１ �・黒鹿 ２／ ８
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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyアイムヒアー ＊デインヒル

��
��
�イケイケモンチッチ鹿 2008 ＊モンチッチ

1k
Mr. Prospector S4×M5 Blakeney S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アビシーナ（09 IRE 栗 Pivotal）GB１勝，Montrose Fillies S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
ヤマニンルネッタ（15牝鹿 アドマイヤムーン）１勝
アポロモーリアン（16牝鹿 ＊モンテロッソ）１勝，���入着�２勝
レイディガンナー（19牝栗 エスポワールシチー）���１勝

２代母 マッソマーMassomah（00 USA鹿 Seeking the Gold）GB１勝
シャドータイム Shadowtime（05� Singspiel）GB９勝
アルシャルードAl Sharood（08牝 Shamardal）GB・FR・UAE４勝

３代母 ケレンザKerenza（93 GB栗 ＊シアトルダンサーⅡ）FR１勝
ジョマナ Jomana（98牝 Darshaan）FR７勝，コリーダ賞‐G3，エクスビュリ賞

‐G3，P. Belle de Nuit‐L ２着，etc.
ジョリファイ Jollify（13 牝 Manduro）FR２勝，P. Belle de Nuit‐L ２着
レッドケリー Red Kelly（17� Manduro）�IRE・AUS２勝，Yeats S‐L

３着
＊ゼレンカ（01牡 Seeking the Gold）��10 勝，東京湾Ｃ２着

４代母 ホームラヴHome Love（76 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ ローカルタレント Local Talent（86 牡 Northern Dancer）FR３勝，ジ

ャンプラ賞‐G1，ラロシェット賞‐G3，仏グランクリテリヨム‐G1
４着，etc.，種牡馬

ローカルスーター Local Suitor（82 牡 Blushing Groom）GB２勝，ミル
リーフＳ‐G2，デューハーストＳ‐G1 ３着，クレイヴァンＳ‐G3 ４
着，種牡馬

ソイビーントレイダー Soybean Trader（81 牡 Soy Numero Uno）US
A５勝，Lafayette S‐L ３着

［孫］ マークオヴエスティームMark of Esteem（93牡 Darshaan）GB・USA
４勝，英２０００ギニー‐G1，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1，セレブレ
イションマイル‐G2，種牡馬

チューズデイズスペシャル Tuesday's Special（90 牡 Irish River）FR・
USA６勝，エクスビュリ賞‐G3，アルクール賞‐G2 ３着，種牡馬

［曾孫］ リナウィング Renowing（06牡 Halling）ITY３勝，P. Botticelli‐L

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
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

1272 アビシーナ２０２１ 牡・黒鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalアビシーナ マッソマー Seeking the Gold

��
��
�Massomah栗IRE 2009 Kerenza

17b
Hail to Reason S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アポロレレ（11鹿 ディープスカイ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
アポロエレノア（15牝栗 ＊アポロキングダム）�１勝
スーパーバンタム（19牝栗 ＊アポロソニック）��８勝，石川ダービー（Ｄ2000），

北日本新聞杯（Ｄ1700），ノトキリシマ賞（Ｄ1500）

２代母 ＊チョウノヨウニマイ（04 USA鹿 Broad Brush）３勝
アポロセイバー（12牡 ハーツクライ）�４勝
スティールジェンヌ（16牝 ＊アポロキングダム）�２勝��入着５回
ジャポネスク（17牝 キズナ）��３勝��入着

３代母 ゴールドプリンセスGold Princess（95 USA黒鹿 Prospector's Halo）USA
７勝，ヴェイグランシーＨ‐G3，ジェニュインリスクＨ‐G2 ２着，ジェニュイン
リスクＨ‐G2 ３着，オノラブルミスＨ‐G3 ２着，Light Hearted S‐L ２着
レインフォーレストReignforest（03 牡 Forestry）USA１勝
マストビージョーキングMust Be Joking（05� Distorted Humor）USA４勝
プリンセスミーアPrincess Mia（08牝 Silver Train）USA１勝
ピテルスキーシルクPitersky Cirk（09 牡 Bluegrass Cat）RUS２勝
ミッドナイトスキャンダルMidnight Scandal（12 牡 Midnight Lute）RUS２勝
ヴェンセドールVencedor（14 牡 Dialed In）USA３勝
デュエッロDuello（16 牡 Flat Out）�TUR13 勝

４代母 ニードルズレイディNeedles Lady（83 USA鹿 On to Glory）USA３勝，
Convenience S３着

５代母 エイプロンストリングズApron Strings（66 USA鹿 Needles）USA１勝
［子］ グローリーストリングズGlory Strings（79 牝 On to Glory）USA11 勝，

Ruffian Visitation S，Florida Breeder's Futurity Fillies‐R，
Pepsi Challenge S３着

ジャクソンカーティス Jackson Curtis（81 牡 Great Above）USA５勝，
Royal Vale H３着

［孫］ マンディジーMandy G（97牝 L'Enjoleur）USA12 勝，Brent's Princes
s S‐R ３着

販売申込者・所有者： ホースガーデンしらおい＝白老町社台 �090-9519-6332
生 産 牧 場： ホースガーデンしらおい
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1273 アポロレレ２０２１ �・鹿 ４／１６

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビアポロレレ
＊ Broad Brush

��
��
�チョウノヨウニマイ鹿 2011 Gold Princess

2h
Danzig S3×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 アルマニンファ（12芦 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ラインストリーム（17牡栗 トーセンジョーダン）入着２回，���２勝
ガンバルベルシャ（18牝鹿 ベルシャザール）���出走�１勝
クレスコペガサス（19牡芦 トーセンラー）�出走
エムエスドン（20牡栗 ラブリーデイ）��１勝

２代母 ＊シャルマンダー（98 USA芦 ＊デヒア）USA２勝
フォレヴァーヴァウ Forever Vow（07牝 Broken Vow）USA５勝

セヴンセンツ Seven Scents（16� Goldencents）�USA７勝，Pulse Powe
r Turf Sprint S，Barretts Juvenile S‐R ２着，JimMcKay Turf Sprin
t S‐L ３着

ラインアンジュ（08牝 Rockport Harbor）３勝，あじさいＳ，こでまり賞，ＵＨＢ
杯２着，ＳＴＶ杯３着

ディープランマ（09牝 ダイワメジャー）１勝，�９勝

３代母 イクスプレッシヴダンス Expressive Dance（78 USA芦 Riva Ridge）USA
12 勝，バレリーナＳ‐G3，ビウィッチＳ‐G3，カムリーＳ‐G3，Poinciana H，
アルシバイアディズＳ‐G2 ２着，etc.
チ－フホンチョ Chief Honcho（87牡 Chief's Crown）USA10 勝，ブルックリンＨ

‐G1，イクセルシアＨ‐G2，ジムダンディＳ‐G2，etc.，種牡馬
ブライトティアラBright Tiara（89 牝 Chief's Crown）USA１勝

＊ゴールドティアラ（96牝 Seeking the Gold）７勝，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，
�１勝�１勝��入着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，かきつばた記念
‐Jpn3，etc.

ポーエツヴォイス Poet's Voice（07 牡 Dubawi）GB・FR・UAE４勝，クイー
ンエリザベス二世Ｓ‐G1，セレブレイションマイル‐G2，英シャンペイン
Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

ダンストゥドーンDance to Dawn（99牝 Louis Quatorze）USA１勝
ダンストゥブリストルDance to Bristol（09 牝 Speightstown）USA10 勝，バレ

リーナＳ‐G1，オノラブルミスＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

1274 アルマニンファ２０２１ �・鹿 ４／１９
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールアルマニンファ
＊

＊デヒア

��
��
�シャルマンダー芦 2012 Expressive Dance

10a
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 アンケセナーメン（10栗 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（３）〕
テンブン（16牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
スリーピート（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，高砂特別（Ｄ1200）２着，彦星賞
（Ｄ1150）２着，噴火湾特別（Ｄ1000）２着

メジャータイム（18牡鹿 カレンブラックヒル）��１勝��２勝
ヴィニュロン（19牡栗 トゥザワールド）出走，�地方未出走
マテキ（20牝鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ミヤビトップレディ（99栗 ダンスインザダーク）�３勝�６勝��１勝
ブルーベリー（06牝 ＊ブライアンズタイム）�８勝�入着，ジュニアクラウン，ゴー

ルドジュニア２着，サラ・プリンセス特別２着，東海クイーンＣ３着，クイー
ンＣ３着，etc.

シナトラソング（08牡 ＊アグネスデジタル）１勝
アイキャンドウ（11牝 ＊タイキシャトル）�１勝	２勝
ヘイロード（13牡 キングヘイロー）��２勝

３代母 エプソムジョーオー（88鹿 ニホンピロウイナー）４勝，松島特別，茨城新聞杯
３着，背振山特別３着
イアラジーニアス（95牡 ヤマニンスキー）２勝，福寿草特別
ユーワクイーン（96牝 フジキセキ）３勝，銚子特別

ミヤビアミュレット（09牡 ＊ロージズインメイ）１勝，ホープフルＳ‐LR ２着，

１勝��入着２回

フウランジョー（01牡 ＊アフリート）３勝，メイヂヒカリメモリアル２着，�２勝

４代母 エプソムガール（78黒鹿 アローエクスプレス）３勝，４歳牝馬Ｓ‐OP
［子］ ツルマルガイセン（94牡 ヤマニンスキー）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

中日新聞杯‐Jpn3，中日新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
ツルマルガール（91牝 サツカーボーイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，中日ス
ポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.

［孫］ ツルマルボーイ（98牡 ダンスインザダーク）７勝，安田記念‐G1，金鯱賞
‐Jpn2，中京記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
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

1275 アンケセナーメン２０２１ �・栗 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayアンケセナーメン ダンスインザダーク

��
��
�ミヤビトップレディ栗 2010 エプソムジョーオー

＊エスサーデイー 6a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊アンドモアアゲイン（04 USA鹿 Distorted Humor）GB・USA２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－５（13）〕
ケイアイエイト（10牡鹿 Big Brown）１勝，�２勝�１勝
クインズラピス（12牡黒鹿 ステイゴールド）１勝，�１勝��
クインズクオーツ（13牡栗 デュランダル）１勝
クインズスプリング（14牝芦 ＊クロフネ）�１勝�１勝
ケイアイスープラ（15牡鹿 ドリームジャーニー）入着，���３勝
クインズシナモン（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝�３勝
ケイアイマヌカ（18牡青鹿 マツリダゴッホ）��入着
クインズコスモス（19牝栗 ロゴタイプ）�出走

２代母 イッツパ－ソナル It's Personal（90 USA黒鹿 Personal Flag）USA６勝，
ギャロレットＨ‐G3，ヴァイオレットＨ‐G3，デラウェアＨ‐G2 ３着，Yaddo
H‐R ２着，Mohawk S‐R ３着

＊シゲルカミナリ（98牡 Gulch）２勝，指宿特別２着，�１勝
イッツノージョーク It's No Joke（02牡 Distorted Humor）USA７勝，ホーソン

ゴールドＣ‐G2，チャーチルダウンズアクアクＨ‐G3，Bet On Sunshine H，
ガルフストリームパークＨ‐G2 ３着，ターフウェイフォールＣｈ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

＊ビッグポパイ（03牡 Forest Wildcat）４勝，多摩川特別２着，	入着３回��，白
銀争覇３着

キープラフィング Keep Laughing（05牡 Distorted Humor）USA４勝，Lafay
ette S‐L，Teddy Drone S‐L ２着，種牡馬

マイルドリーオフェンシヴMildly Offensive（08 牝 Sharp Humor）USA４勝，
Santa Paula S‐L，Big Bambu S‐R，Pentelis S‐L ２着，Interboro
ugh S２着，Louis R. Rowan S‐R ２着，etc.
ディーンズリストDean's List（19 牡 Speightstown）�USA２勝，ゴーサムＳ

‐G3 ２着，Long Branch S２着
ウィルフルウェイズWillful Ways（09牝 Sharp Humor）USA出走

コインシデンタリー Coincidentally（14
 Super Saver）�USA６勝，Ho
ward B. Noonan S‐R，Best of Ohio Sprint S‐R ２着

３代母 ダンスホ－ルガ－ルDance Hall Girl（67 USA黒鹿 Guerrero）USA２勝

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1276 アンドモアアゲイン２０２１ 牡・鹿 ２／２８
＊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アレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊

ディストーテドヒューマー ＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�Distorted Humor Danzig's Beautyアンドモアアゲイン イッツパ－ソナル Personal Flag

��
��
�It's Personal鹿USA 2004 Dance Hall Girl

21a
Danzig S4×M4

価格： 購買者：



母 アンナヴァン（01栗 ＊エンドスウィープ）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－５（10），地方－２（５）〕
サトノネプチューン（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ‐LR
（芝 2000），韓国馬事会杯（芝 1600）２着，南総Ｓ（芝 1600）３着

アナザーバージョン（11�鹿 ＊クロフネ）３勝，青竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）２着，清里特
別（Ｄ1400）２着，富嶽賞（Ｄ1400）２着，瀬波温泉特別（Ｄ1800）２着，彦星賞
（Ｄ1700）２着，鹿島特別（Ｄ1200）３着，香嵐渓特別（Ｄ1400）３着，立川特別
（Ｄ1400）３着，大島特別（Ｄ1400）３着

ランデックギブリ（12牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
サンキューゴッド（14�鹿 ＊ハービンジャー）�３勝
グリッサード（16牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
エールオンレール（17牝栗 エピファネイア）１勝
ミユキアイラブユー（19牡鹿 ルーラーシップ）�２勝
ロケッツアン（20牡鹿 ミッキーロケット）�未出走

２代母 フサイチミニヨン（96鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンブロワーズ（02牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファイナル

Ｓ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，
アネモネＳ‐L ３着，etc.
ロシュフォール（15牡 キングカメハメハ）４勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アメジ

ストＳ，ｔｖｋ賞，三年坂特別２着
ビアンコカンドーレ（11牝 ＊チチカステナンゴ）１勝，基坂特別２着
ハムレット（14牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1

３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリングＳ

‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬

４代母 サンプリンセス Sun Princess（80 IRE 鹿 ＊イングリツシユプリンス）GB・F
R３勝，英セントレジャー‐G1，英オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，凱
旋門賞‐G1 ２着，コロネイションＣ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 的場牧場＝新冠町新和 �090-6212-1763
生 産 牧 場： 的場牧場
飼 養 者： ㈱PYRAMID TRAINING＝新冠町西泊津 �080-6092-3040

1277 アンナヴァン２０２１ 牡・栗 ３／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceアンナヴァン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フサイチミニヨン栗 2001 ＊バレークイーン

1l
フォーティナイナーM3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アールヌーヴォー（04栗 ＊ブライアンズタイム）２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（７）〕
タイセイエナジー（12牡栗 ゼンノロブロイ）入着２回，��２勝�入着�
エスポワールママン（14牝栗 ゼンノロブロイ）入着，�４勝
ヌーヴェプレジール（15牝栗 ゼンノロブロイ）�１勝
ウォーロード（18牡黒鹿 ヴァンセンヌ）�２勝，中ノ岳特別（Ｄ1800）２着
ホーリーキャット（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着４回

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

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
グラスドラマ（01牡 ＊エリシオ）１勝
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
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）���１勝�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： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

1278 アールヌーヴォー２０２１ 牡・栃栗 ２／ ９
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayアールヌーヴォー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ビューチフルドラマ栗 2004 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 アルフィルク（09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：中央－２（２），地方－３（８）〕
マックスハート（14牡栗 オウケンブルースリ）��６勝
ドラゴンハート（15牡栗 オウケンブルースリ）１勝，�１勝��
プレイングラン（16牡栗 オウケンブルースリ）１勝
アルシャイン（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝
ジュンフシナ（20牡黒鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 タイキポーラ（96栃栗 トウカイテイオー）７勝，マーメイドＳ‐Jpn3，エル
フィンＳ‐OP ２着，道頓堀Ｓ，飛鳥Ｓ，不知火特別，etc.
タイキフーガ（03� ＊グラスワンダー）�３勝�１勝
キャサリンアイドル（05牝 バブルガムフェロー）�２勝

カンパニリズモ（14� ジャングルポケット）入着，���７勝
レディボロニヤ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�	５勝��１勝
クリスリターン（17� ストロングリターン）���４勝

ポーラシークエンス（06牝 ＊アグネスデジタル）
１勝�６勝�入着
ネオポラリス（07� ネオユニヴァース）２勝，ムーニーバレーレーシングクラブ賞，

	２勝
ポーラメソッド（11牡 ＊チチカステナンゴ）２勝
エルブルース（12牝 ＊チチカステナンゴ）��６勝
マージーサイド（13� ヴァーミリアン）��１勝
グランディール（16牡 ルーラーシップ）�
３勝���

３代母 ＊スターオブザノース（86 IRE 栃栗 Chief Singer）IRE１勝
タイキルドルフ（91� シンボリルドルフ）３勝，織姫賞３着，松島特別３着
タイキテンペスト（92牡 ＊キャロルハウス）１勝，咲花特別２着
タイキアルタイル（95� ＊ダンスオブライフ）
１勝�

４代母 ノーザンシーンNorthern Scene（79 IRE 栗 Habitat）GB１勝
［子］ ロクトンノースRocton North（88� Ballad Rock）GB・GER３勝

トカチTokachi（89 牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・SWE２勝
アンダーウォータースキューバディヴァUndawaterscubadiva（92� Keen）
GB１勝

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1279 アルフィルク２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアルフィルク トウカイテイオー

��
��
�タイキポーラ栗 2009 ＊スターオブザノース

1l
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×S5 リマンド S5×M5

価格： 購買者：



母 エメラルドチャーム（09鹿 フジキセキ）�入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ダイヤモンドホース（14牡鹿 カンパニー）�３勝
チャームリング（15牝青鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着，��１勝
トキノブルース（16牡芦 ＊ダンカーク）��出走�１勝��２勝

２代母 ＊グリーンポーラ（88 USA鹿 Nijinsky）FR２勝，カルヴァドス賞‐G3
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
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，あすなろ賞３着，�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，十勝岳特別３着，あずさ賞３着，etc.
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
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
レーヌヴェルト（03牝 ＊フレンチデピュティ）入着

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，ＮＨＫマ
イルＣ‐G1 ５着，由比ヶ浜特別２着，武庫川Ｓ３着

ドレスデングリーン（04牝 アグネスタキオン）１勝
ジェードグリーン（14� カンパニー）１勝，萩Ｓ‐LR ３着

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，ＨＢ
Ｃ賞２着，再度山特別３着

３代母 アイリッシュヴァリー Irish Valley（82 USA栗 Irish River）FR出走
アルハールス Alhaarth（93 牡 Unfuwain）GB・FR・IRE８勝，デューハーストＳ

‐G1，愛インターナショナルＳ‐G2，ドラール賞‐G2，ロンポワン賞‐G2，英
シャンペインＳ‐G2，etc.，種牡馬

ゼラールDhelaal（02 牝 Green Desert）不出走
＊マクフィ（07牡 Dubawi）GB・FR４勝，英２０００ギニー‐G1，ジャックルマロワ

賞‐G1，ジェベル賞‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲真歌田中牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-1031
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1280 エメラルドチャーム２０２１ �・鹿 ３／１０

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーエメラルドチャーム
＊ Nijinsky

��
��
�グリーンポーラ鹿 2009 Irish Valley

16c
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5 Wild Risk S5×M5

価格： 購買者：



母 イチリンソウ（15栗 スマートファルコン）��３勝
初仔

２代母 ＊ヴィーナスコロニー（98 USA栗 Nureyev）FR１勝
マヤノプディーナ（05牝 アグネスタキオン）�３勝
マヤノカピオラニ（06牝 キングカメハメハ）１勝
トツゼンノハピネス（08牝 ネオユニヴァース）１勝
プロトコル（11牡 スクリーンヒーロー）５勝，霜月Ｓ‐L ２着，欅Ｓ‐L ３着，錦秋

Ｓ，小金井特別，立川特別，etc.
ワンサイドストーリ（12� ＊タイキシャトル）�３勝�入着４回
エニグマ（14牡 ＊ロージズインメイ）４勝，鎌倉Ｓ２着，キャンドルライト賞２着，

立夏Ｓ３着
アストロロジー（19牡 ゴールドシップ）��２勝

３代母 マグナオヴイルージョンズMagna of Illusions（87 USA栗 Roberto）USA１勝

４代母 ノルミアNormia（81 GB芦 Northfields）FR１勝，P. de la Calonne‐L
３着
［子］ ＊メタモルフォース（88牝 Lord Avie）FR・USA３勝，ゲイムリーＨ‐G1，

P. Coronation‐L，ボーゲイＨ‐G3 ２着，etc.
ノルマNorma（89牝 Procida）FR・USA９勝，Medusa S２着，
Cleveland Oaks３着

［孫］ スラマニ Sulamani（99 牡 Hernando）GB・FR・USA・UAE９勝，仏ダ
ービー‐G1，アーリントンミリオンＳ‐G1，ヨークインターナショナ
ルＳ‐G1，etc.，種牡馬

＊ドリームウェル（95牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA４勝，仏ダ
ービー‐G1，愛ダービー‐G1，ゴントービロン賞‐G3，etc.，欧年度
代表馬，種牡馬

［曾孫］ ガンダーラ（06牡 ＊オペラハウス）６勝，小倉日経ＯＰ‐LR，六甲Ｓ‐OP
３着，錦Ｓ，etc.

グッドバイノーマジーンGoodbye Norma Jean（04牝 Tale of the Cat）
USA10 勝，First Lady H（２回），Bold Ego H，Dr. O. G. Fisc
her Memorial H，etc.

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1281 イチリンソウ２０２１ �・鹿 ４／ ３
＊ 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

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブイチリンソウ
＊ Nureyev

��
��
�ヴィーナスコロニー栗 2015 Magna of Illusions

16c
Nureyev M3×M5 Roberto S4×M4 Northern Dancer M4×S5
Vaguely Noble S5×M5
価格： 購買者：



母 ヴィオラ（14黒鹿 ＊ストリートセンス）入着３回
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
パーカーズミル（11牝 Street Cry）入着

ラッキーライズ（19牝 コパノリッキー）��１勝�，のじぎく賞３着，兵庫ク
イーンセレクション３着

シゲルシチフクジン（12牝 ＊ストーミングホーム）１勝，��８勝��１勝
ダイム（19牝 オルフェーヴル）�１勝，恵山特別２着

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.

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093

1282 ヴィオラ２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊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

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleヴィオラ
＊ Singspiel

��
��
�シンバルⅡ黒鹿 2014 Valdara

5h
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインドストリーム（10鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エアーレジーナ（18牝鹿 ルーラーシップ）�１勝
マガーリ（19牝鹿 オルフェーヴル）入着，�地方未出走

２代母 ＊ベユーズラッシー（03 USA黒鹿 Outflanker）USA９勝，チャーチルディス
タフターフマイルＳ‐G3，ステイジドアベティＨ‐G3，フランセスＡジェンター
Ｓ‐G3，Calder Oaks‐L，Tampa Bay Turf Distaff S‐R，etc.
スヴァラッシー（11牝 ディープインパクト）１勝

シュルルヴァン（17牝 エピファネイア）�１勝
シンパセティック（18牝 ルーラーシップ）��１勝�１勝

３代母 バイユープランズ Bayou Plans（91 USA鹿 Bayou Hebert）USA９勝，Colf
ax Maid S‐R，Illinois Breeders' Debutante S‐R，Illinois Silent Beauty S‐R，
Windy City S‐R，Rolling Meadows S‐L ２着，etc.
スワンピー Swampy（98� Mountain Cat）USA・DOM２勝
マイダスアイズMidas Eyes（00 牡 Touch Gold）USA５勝，フォアゴーＨ‐G1，

ダービートライアルＳ‐G3，スウェイルＳ‐G3，etc.，種牡馬
バーボネンブルーズ Bourbon N Blues（01 牡 Lycius）USA５勝，Prank Call S

，Naked Greed S２着，Pasco S３着，種牡馬
アルジール Al Zir（07 牡 Medaglia d'Oro）GB２勝，レイシングポストトロフィ

‐G1 ３着
オーサムベル Awesome Belle（09 牝 Awesome of Course）USA７勝，Mairz

y Doates S，Crystal Rail S，Frances A. Genter S，etc.
ベストプランイェット Best Plan Yet（11 牡 Hear No Evil）USA４勝，Forty N

iner S，Foolish Pleasure S，In Reality S‐R，etc.

４代母 ベタープランズBetter Plans（85 USA黒鹿 Architect）USA６勝

５代母 ファクトオアファンシー Fact Or Fancy（77 USA鹿 In Reality）不出走
［子］ オールザットザズAll That Zazz（94 牝 Runaway Groom）USA６勝

ファルール Fa' Leur（87 牝 L'Enjoleur）USA４勝
ファクツファウンド Facts Found（98� Discover）USA２勝

販売申込者・所有者： ㈲長谷川牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6121
生 産 牧 場： ㈲長谷川牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1283 ウインドストリーム２０２１ 牡・青鹿 ４／１３
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウインドストリーム
＊ Outflanker

��
��
�ベユーズラッシー鹿 2010 Bayou Plans

A4
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ウィンナワルツ（04鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ダノンアイドル（13牡鹿 ＊ワークフォース）�４勝��入着
デルマサンブッカ（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）��６勝��
デルマカンペール（16牡鹿 ＊タートルボウル）��２勝
オープンリーチ（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）���入着

２代母 ＊ダンシングキイ（83 USA鹿 Nijinsky）不出走
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，日本ダービー‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，
種牡馬

ダンスパートナー（92牝 ＊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
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，東京ウェルカムプレミアム，鎌ケ谷特別，
��１勝�１勝，種牡馬

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，日本ダービー‐Jpn1 ２着，きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，etc.，
優３牡，種牡馬

エアギャングスター（96� ＊サンデーサイレンス）４勝，札幌記念‐Jpn2 ２着，函
館記念‐Jpn3 ３着，巴賞‐OP，いちょうＳ‐OP，ＵＨＢ杯‐OP ２着，etc.

ダンシングサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）FR入着３回
ダンスオンザルーフ（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回
レッドガラン（15牡 ロードカナロア）�７勝，新潟大賞典‐G3，中山金杯‐G3，
大阪城Ｓ‐L，リゲルＳ‐L ３着（２回），ポートアイランドＳ‐L ３着，etc.

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，フラワーＣ‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐G1 ２着（２回），etc.，
USA・HKG１勝，キャッシュコールＳ‐G3，etc.，優３牝，優古牝
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，長岡Ｓ２着，湘南Ｓ２着，etc.

３代母 キーパートナーKey Partner（76 USA黒鹿 Key to the Mint）USA２勝

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
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

1284 ウィンナワルツ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダンスインザダーク

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンシングキイザサンデーフサイチ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ黒鹿 2004 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウィンナワルツ
＊ Nijinsky

��
��
�ダンシングキイ鹿 2004 Key Partner

7
ダンシングキイM2×S3 サンデーサイレンス S3×M3
Northern Dancer M4×S5×S5
価格： 購買者：



母 エイコオレクレール（13鹿 ゴールドアリュール）�３勝��４勝
初仔

２代母 ホクトブルーバード（96鹿 ＊アサティス）４勝，昇仙峡特別２着，清里特別２
着，�２勝��
エスケーカントリー（04牡 ＊ティンバーカントリー）６勝，仁川Ｓ‐L，ブリリアント

Ｓ‐L，金蹄Ｓ，甲斐路特別２着，松戸特別３着
エイコオレジェンド（07牡 マーベラスサンデー）入着２回，�２勝��入着２回
エイコオウイング（08牝 ＊アフリート）４勝，富嶽賞３着

ツウカイウイング（15牡 ネオユニヴァース）３勝，���入着�
エイコオムーン（10牝 アドマイヤムーン）入着，��１勝
ツウカイステラ（16牝 ＊アイルハヴアナザー）��４勝��１勝�１勝
ツウカイエオス（17牝 ＊シニスターミニスター）�５勝

３代母 ホクトフローラ（87鹿 ＊テユデナム）��６勝�入着３回，東京３歳優駿牝馬，
平和賞２着，東京シティ盃３着，浦和記念３着，トゥインクルレディ賞３着

４代母 アローマーメイド（80黒鹿 アローエクスプレス）不出走
［子］ バーンアウト（92牡 モンテプリンス）３勝，秋川特別，江の島特別２着

５代母 ミモザ（74鹿 ＊アザーストーンウツド）１勝
［子］ エンドレスアロー（86牡 アローエクスプレス）４勝，欅Ｓ，��１勝�６勝�

ブルーパール（84牝 ＊ステイールハート）４勝，彦星賞，角田山特別，加
治川特別２着，etc.

アローハツピネス（83牝 アローエクスプレス）３勝，相馬特別，郡山特別
３着，文知摺特別３着

アローロマネスク（81牡 アローエクスプレス）入着，銀蹄賞３着，��６勝
パストラルボーイ（88牡 サンシヤインボーイ）１勝，秋元湖特別３着，�
４勝�

［孫］ ブルーパラディン（95牡 ＊コタシャーン）３勝，胎内川特別，多摩川特別
２着，障害１勝

［曾孫］ ナスダックパワー（98牡 タヤスツヨシ）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，昇竜
Ｓ‐OP，�２勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 萩澤 泰博＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2274
生 産 牧 場： 萩澤 泰博
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

1285 エイコオレクレール２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

�
�
�
�
�
�
�
�
� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤエイコオレクレール ＊アサティス

��
��
�ホクトブルーバード鹿 2013 ホクトフローラ

＊リケサ 4h
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンコアー（11鹿 エイシンデピュティ）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
エイシンアルゴス（17牡鹿 エーシンモアオバー）��４勝�２勝��入着２回

２代母 エーシンマーメイド（04黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
エーシンスイアブ（09牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝�１勝��	
エイシンアルマイト（12牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝�入着４回
エイシンヘラクレス（15
 ＊エイシンプレストン）�１勝

３代母 ＊エイシンモンテレー（93 USA芦 Darn That Alarm）入着
エイシンファンシー（98牝 ＊テンビー）２勝，�２勝

フェブスカイ（07牡 ＊トワイニング）２勝，かえで賞２着
エイシンキンプサン（00
 ＊ペンタイア）１勝，千両賞２着，くすのき賞３着
エーシンサンダー（07牡 ＊ワイルドラッシュ）�30 勝，東海ゴールドＣ，尾張名古屋

杯２着

４代母 レスリーズタイグレス Lesley's Tigress（87 USA鹿 Arctic Tern）USA出走
［子］ ピューマ Puma（97牡 Pentelicus）USA10 勝，Rocket Man S‐L

チータースピード Cheetah Speed（01
 Wagon Limit）USA３勝，
Ocala Breeders' Sale Championship S‐R ３着

［孫］ ボブズディラン Bob's Dylan（05牝 David）USA16 勝，Susan B.Anth
ony H‐R

５代母 フルタイグレス Full Tigress（77 USA鹿 El Tigre Grande）USA10 勝，E
gret H，Alma North S，RainbowMiss S‐R ２着，Grey Flight H３着
［子］ オーヴァオールOver All（85 牝 Mr. Prospector）USA６勝，メイトロ

ンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，etc.
リプリーション Repletion（89牡 Alydar）USA11 勝，クイーンズカウン
ティＨ‐G3，William Henry Harrison S‐R，Holiday Cheer S
‐L ３着，etc.，種牡馬

［孫］ フォーオールウイノー For All We Know（02牝 Stephen Got Even）
USA４勝，レイヴンランＳ‐G2

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： ホーシィコーヒーハウス
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

1286 エイシンコアー２０２１ 牡・芦 ３／１３
＊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

＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンデピュティ ＊エイシンマッカレンエイシンコアー ダンスインザダーク

��
��
�エーシンマーメイド鹿 2011 ＊エイシンモンテレー

8h
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 エカポールパンダ（11黒鹿 ダンスインザダーク）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
パンダノポケット（17牝黒鹿 ジャングルポケット）１勝，��出走��出走
インサニティ（19牝鹿 ＊マクフィ）�出走
ワガママナビジン（20牝黒鹿 ＊パイロ）���入着

２代母 ＊レムリア（96 USA鹿 Theatrical）IRE・USA２勝，Mitsubishi Diamond V
ision S‐L
ラブグランデー（07牝 ＊グランデラ）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，合馬特別２着，

小月特別２着，女池特別２着，湯沢特別２着，etc.
テイエムブシドー（10� ＊シンボリクリスエス）１勝，南相馬特別３着

３代母 ルロワ Reloy（83 USA鹿 Liloy）FR・USA４勝，サンタバルバラＨ‐G1，サ
ンタアナＨ‐G1，ロワイヨモン賞‐G3，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，ゲイムリーＨ
‐G1 ２着，etc.
ペリスコーピクPeriscopic（90 牝 ＊セクレト）USA１勝

＊メモリーベイツ（95牡 Bates Motel）１勝，�11 勝�，かきつばた記念‐Jpn3
３着，東海桜花賞，名港盃，etc.

ロイアライズ Loyalize（92 牝 Nureyev）GB３勝，Firth of Clyde S‐L，Sireni
a S‐L ２着

ディマクヤDimakya（93牝 Dayjur）GB・FR１勝
ムプマランガMpumalanga（04牝 Observatory）FR・USA１勝，カルヴァド

ス賞‐G3 ３着
レリクエリー Reliquary（94� Zilzal）GB・UAE１勝，Rockingham S‐L ３着
レリッシュ Relish（99 牝 Sadler's Wells）IRE・USA１勝，Denny Cordell Lava

rack Memorial S‐L ３着
＊シヤボナ（05牝 Kingmambo）GB入着４回

ビッグアーサー（11牡 サクラバクシンオー）８勝，高松宮記念‐G1，セン
トウルＳ‐G2，オパールＳ‐LR，etc.，種牡馬

４代母 ルスクース Rescousse（69 FR鹿 Emerson）FR４勝，仏オークス，ノネット
賞，ペネロープ賞，凱旋門賞２着，P. des Yearlings２着，etc.

販売申込者・所有者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945
生 産 牧 場： 三木田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1287 エカポールパンダ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエカポールパンダ
＊ Theatrical

��
��
�レムリア黒鹿 2011 Reloy

10e
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 エニシノイト（10芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（３）〕
シンボリティアラ（15牝芦 スクリーンヒーロー）２勝
タケマルグランプリ（17牝鹿 グランプリボス）��３勝
スイートフィル（18牝芦 グランプリボス）�２勝
カンザシ（19牝芦 ディーマジェスティ）�１勝

２代母 ユウワンチョイス（97黒鹿 フジキセキ）出走
ドリームパラソル（03牝 キングヘイロー）１勝

レイモニ（09牝 サムライハート）�２勝��入着４回�，ユングフラウ賞２着，
リリーＣ

オールフォーミー（05牝 フサイチコンコルド）２勝，障害１勝
クリノビートイット（07牝 フサイチコンコルド）�２勝
タイセイメテオ（12牡 アドマイヤコジーン）入着３回，�１勝�２勝��，ＯＲＯター

フスプリント２着，桂樹杯２着，すずらん賞３着，早池峰スーパースプリント３着
サツマ（13牝 アドマイヤコジーン）�１勝
ミスギオンデジタル（15牝 ＊アグネスデジタル）�６勝�

３代母 トライハーベスト（93鹿 ＊スリルシヨー）不出走

４代母 チヨダマサコ（77鹿 ＊ラバージヨン）１勝
［子］ ニツポーテイオー（83牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），優古牡，種牡馬
タレンテイドガール（84牝 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
オークス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，etc.

スリードーター（82牝 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，タ
ーコイズＳ‐OP ２着，初富士賞，etc.

［孫］ ベストクルーズ（07牝 ＊クロフネ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.

［曾孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，
春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： 増本 良孝＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2156
生 産 牧 場： 増本 良孝
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1288 エニシノイト２０２１ 牡・芦 ５／２１
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceエニシノイト フジキセキ

��
��
�ユウワンチョイス芦 2010 トライハーベスト

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 エリーフェアリー（11鹿 ＊アルデバランⅡ）３勝，白馬岳特別（Ｄ1800），障害１勝
初仔

２代母 キセキスティール（00青鹿 フジキセキ）不出走
キセキノナルシスト（10牡 ＊ケイムホーム）�４勝�入着��
スティールブルグ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝

３代母 シンワスティール（91鹿 ＊クリスタルグリツターズ）�６勝
マヤフェアリー（99牝 ミホノブルボン）�３勝��入着３回
パラダイスラブリー（02牝 サマーサスピション）�１勝

４代母 ベストステイール（81鹿 ＊ステイールハート）��６勝，南部駒賞２着
［子］ シンワコウジ（89牡 ミルコウジ）入着２回，フェブラリーＨ‐Jpn3 ２着，etc.，

�11 勝�，岐阜王冠賞，東海ダービー２着，etc.
シンワミスターワン（93牡 ＊ワツスル）１勝
チーフダンス（94牝 ＊ルション）��４勝

５代母 エチゼンシプリア（72鹿 ＊シプリアニ）３勝
［子］ ベストトウシヨウ（80牝 トウシヨウボーイ）１勝，�３勝

ビクターホマレ（92牝 ＊パレスダンサー）�10 勝
ゼンフアイト（78牝 ＊バツクストツパー）�５勝
タマノテンホー（85牝 ＊フロステイエスキモー）�３勝
コスモヒシヨウ（84牡 ダイタクチカラ）入着，	
３勝�入着
チアブルガール（83牝 ＊ウエスタンウインド）��３勝
パレスヒラリ（91牝 ＊パレスダンサー）��１勝
マルトヨシプリア（90牡 ヨシノスキー）	
１勝
キャロラーン（88牝 モンテプリンス）１勝�

販売申込者・所有者： 谷川 正純＝神奈川県横浜市 �045-744-1410
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1289 エリーフェアリー２０２１ 牡・黒鹿 ２／１９
＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomエリーフェアリー フジキセキ

��
��
�キセキスティール鹿 2011 シンワスティール

＊エナモールド 2h
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊エーシンベタラネリ（06 USA鹿 Elusive Quality）�出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－３（22）〕
エイシンサブウェイ（12牡鹿 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牡黒鹿 エイシンデピュティ）�１勝�７勝����
メディクス（16牡栗 ゴールドアリュール）４勝，西部日刊スポーツ杯（Ｄ1000），

高田城特別（Ｄ1200）２着，彦星賞（Ｄ1150）２着，���出走
エイシンハルニレ（17牡鹿 ＊エイシンアポロン）��５勝�１勝�５勝��，ハヤ

テスプリント（Ｄ1200），オパールＣ（Ｄ1600），新緑賞（Ｄ1600），駿蹄賞
（Ｄ1800）２着，若駒賞（Ｄ1600）２着，ウイナーＣ（Ｄ1400）３着

ブルーバード（18牝鹿 リーチザクラウン）２勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）
コパノモンテカルロ（20牡鹿 コパノリッキー）�未出走

２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，瀬波温泉特別３着，etc.，障害１勝，�入着��，ウイ
ンター争覇２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，神戸新聞杯‐G2 ３着，梅花賞
＊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，わらび賞２着，桃山Ｓ３着，	１勝�入着６回
エーシンヘディング（10牡 タニノギムレット）３勝
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
エイシンウィキ（13牝 キングカメハメハ）�入着

エイシンピストン（18牡 ＊エーシンスピーダー）��６勝�１勝�２勝，二十四
万石賞３着

３代母 レイジングアパラチーRaging Apalachee（88 USA黒鹿 Apalachee）不出走
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，サンフェリペＳ‐G2，フォレストヒルズＨ‐G2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 水丸牧場＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2814
生 産 牧 場： 水丸牧場
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

1290 エーシンベタラネリ２０２１ 牡・鹿 ２／１９
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

＊

イルーシヴクォリティ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Elusive Quality Touch of Greatnessエーシンベタラネリ
＊

＊ミシエロ

��
��
�バーモントガール鹿USA 2006 Raging Apalachee

14a
Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 オアシスムーン（10栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
アオシマビーチ（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝
ムーンダイアローグ（17牡栗 ジャングルポケット）入着２回，��２勝
ネイチャーラブリー（18牡鹿 ラブリーデイ）����１勝
オゼイユ（19牝栗 ラブリーデイ）�入着
スカイレイジング（20牡栗 ディープブリランテ）�未出走

２代母 テンザンデザート（98鹿 Green Desert）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2
３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，菜の花賞‐OP，ラベンダー賞‐OP，ＵＨＢ杯
‐OP ２着，etc.
タイキサハラ（05牡 ＊タイキシャトル）１勝
デセール（06牝 アグネスタキオン）１勝，こぶし賞２着
ドルチェリア（13� ＊エンパイアメーカー）�２勝，瀬戸特別２着，和布刈特別２着，

小倉城特別３着，早鞆特別３着，瀬戸特別３着

３代母 ＊スプリンターキャット（92 USA栗 Storm Cat）GB１勝
タガノラフレシア（00牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ‐OP，マリーゴールド賞‐OP，

カンナＳ‐OP ２着，etc.
スマートブレード（01牡 ＊エリシオ）４勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，川中島Ｓ，etc.，�

１勝	１勝
入着�，オッズパークＧＰ２着，etc.
ワイルドキャット（04牡 ＊マリエンバード）１勝，��５勝�１勝，岩鷲賞３着，み

ちのく大賞典３着
オッキオディガット（06牡 キングカメハメハ）３勝，大雪Ｈ
メジャーアスリート（09牡 ダイワメジャー）３勝，橘Ｓ‐OP ２着，斑鳩Ｓ，���

入着９回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

４代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
［子］ アウチッラ Aucilla（91 牝 Relaunch）USA９勝，ギャロレットＨ‐G3，

Drumtop S‐L，ボーゲイＨ‐G3 ３着，etc.
［孫］ パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）USA６勝，パーソ

ナルエンサインＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ
‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

1291 オアシスムーン２０２１ �・栗 ５／ 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ディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラオアシスムーン Green Desert

��
��
�テンザンデザート栗 2010 ＊スプリンターキャット

16a
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 オフェーリアシチー（11芦 アドマイヤコジーン）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
コロンバイン（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�入着

２代母 ツーソックス（05鹿 ＊ファルブラヴ）�３勝
ミコサン（15牝 ディープブリランテ）�２勝��１勝

３代母 ＊ダンジグウィズウルヴス（97 USA鹿 Danzig）GB出走
ダイアモンドヘッド（03� ＊サンデーサイレンス）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2

２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，晩春Ｓ３着，��１勝
ウインヴェロシティ（06牡 ダンスインザダーク）３勝，香住特別
ゲイシャギャルGeisha Gal（09 牝 アグネスタキオン）USA２勝

ウーラギャルOola Gal（15 牝 Quality Road）USA３勝，Barely Even S
‐R ２着

４代母 ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 USA鹿 Cryptoclearance）
USA５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，Florida Oaks‐L ３着
［子］ 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.
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

［孫］ シュムース Shumoos（09牝 Distorted Humor）GB・USA３勝，サイレ
ニアＳ‐G3，クイーンメアリーＳ‐G2 ２着，チェリーヒントンＳ
‐G2 ３着，etc.

ジェニファーライネット Jennifer Lynnette（13 牝 Elusive Quality）US
A・CAN４勝，ロイヤルノースＳ‐G3，Star Shoot S‐L ２着，
Zadracarta S‐R ２着，etc.

グッドラックガスGood Luck Gus（12� Lookin At Lucky）USA５勝，
Haynesfield S‐R，Albany S‐R，Damon Runyon S‐R，etc.

［曾孫］ テキサスロングボウ Texas Long Bow（15� Crossbow）�USA６勝，
Wayne Hanks Memorial S‐R

販売申込者・所有者： ㈲パカパカファーム＝新冠町新和 �01456-5-6333
生 産 牧 場： ㈲パカパカファーム
飼 養 者： ㈲パカパカファーム（厚賀分場）＝日高町字賀張 �01456-5-6333

1292 オフェーリアシチー２０２１ 牡・芦 ３／２３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディオフェーリアシチー ＊ファルブラヴ

��
��
�ツーソックス芦 2011 ＊ダンジグウィズウルヴス

4g
Danzig S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5×M5×M5
Fairy Bridge S5×M5
価格： 購買者：



母 オルフィーク（12青鹿 ヴァーミリアン）３勝，噴火湾特別（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キャッツミュー（18牝黒鹿 ＊ディスクリートキャット）�１勝��
オーブラック（19牡青鹿 アドマイヤムーン）�入着５回
マルティネーテ（20牝青鹿 ラブリーデイ）�出走

２代母 バディ（07鹿 ＊ワイルドラッシュ）不出走

３代母 ＊ウエストバイノースウエスト（95 USA栗 GoneWest）不出走
スパイシークラウン（00牝 ＊タバスコキャット）３勝，岡崎特別，長岡特別２着

ジルコニア（07牝 ＊タイキシャトル）３勝，千葉日報杯，房総特別３着
レオンビスティー（09牡 サクラバクシンオー）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，

クリスマスローズＳ‐OP，ＵＨＢ賞‐OP ２着，etc.，�１勝
ウエストワード（03牝 ＊タイキシャトル）入着，�５勝

ノーブルダイヤ（14牝 アドマイヤマックス）�10 勝，飛燕賞３着

４代母 スターインザノース Star in the North（71 USA鹿 Northern Dancer）GB
２勝，ミュージドラＳ‐G3 ３着
［子］ クール Cool（81 牡 Bold Bidder）FR・USA６勝，マンハッタンＨ‐G1，ア

ップルトンＨ‐G3，ユナイテドネイションズＨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
マウンテンキングダムMountain Kingdom（84牡 Exceller）GB・FR・
USA・UAE６勝，ヨークシャーＣ‐G2，オーモンドＳ‐G3，Chest
er S‐L，etc.，GB障害３勝

ヘヴンアンドアース Heaven and Earth（88 牡 Stop the Music）USA
４勝，Wiley Post H

［孫］ ビューティブラッシュ Beauty Brush（95牝 Broad Brush）USA５勝，
Cicero H‐L，Spinning World S‐L ２着，WishingWell S
‐L ２着，etc.

ウィニングポイントWinning Point（04 牝 Point Given）USA４勝，
AmCapable S‐R，ブラックアイドスーザンＳ‐G2 ２着，カムリー
Ｓ‐G2 ２着，etc.

センスオヴデューティ Sense of Duty（96� Meadowlake）USA９勝，
Turfway Park Forego S

販売申込者・所有者： ㈲本桐牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026
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

1293 オルフィーク２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� 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

＊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オルフィーク ＊ワイルドラッシュ

��
��
�バディ青鹿 2012 ＊ウエストバイノースウエスト

1s
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector M5×M5
価格： 購買者：
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