
母 カネショウメロン（04鹿 ＊ディアブロ）��４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
キョウエイボヌール（11牝栗 ゴールドアリュール）１勝
ポッドグレイシー（15牡鹿 スマートファルコン）��５勝
ポッドギル（16牝栗 フリオーソ）��５勝，ユングフラウ賞（Ｄ1400），川崎スパ

ーキングスプリント（Ｄ0900）３着
ワタシハマジョ（20牝鹿 ＊ドレフォン）�出走

２代母 カネショウマリア（98黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）��２勝
カネショウノゾミ（02牡 ＊カコイーシーズ）��２勝
キュンキュンハート（05牝 スペシャルウィーク）１勝
シーダーラック（06牡 ゴールドアリュール）４勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ３着

３代母 カネシヨウダナー（82栗 ＊ラツキーソブリン）不出走
カネシヨウルビー（87牝 ＊フイリツプオブスペイン）��５勝

カネショウレグナム（97牝 ＊スマコバクリーク）��２勝
コスモザガリア（05牝 アグネスゴールド）２勝，小倉城特別２着，ミモザ
賞３着

カネショウベガ（99牝 ＊ナグルスキー）��１勝
インフォーマー（11牡 タイムパラドックス）��９勝�入着�，プラチナ
Ｃ３着，マイルＧＰ３着

カネショウハルオー（91牡 ＊ラシアンボンド）１勝，金華山特別３着
カネショウローズ（95牝 ＊ゴールデンフェザント）��出走

カネショウメロディ（03牝 ジェニュイン）��４勝，東京２歳優駿牝馬３着

４代母 バツカナム（70鹿 ＊ヴイミー）出走
［子］ グランドテスコ（80牡 ＊テスコボーイ）４勝，琵琶湖特別，地方競馬騎手

招待，雪割草特別，�９勝，種牡馬
［孫］ セイクビゼン（95牡 ビゼンニシキ）２勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，か

らまつ賞
バッカナムソング（86牡 ＊テユデナム）３勝，霞ケ城特別２着
マツブリジャンテ（91牡 アサヒエンペラー）１勝，春菜賞３着，�１勝

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892
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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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionカネショウメロン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�カネショウマリア鹿 2004 カネシヨウダナー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 カネスブリエ（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（26）〕
シゲルカンパチ（13牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��８勝��１勝�１勝
ブラックセドナ（15牝黒鹿 トランセンド）�１勝
クロヒョウ（16牡青鹿 ＊ロージズインメイ）入着４回，���４勝�２勝
グランモール（17牡鹿 ＊パイロ）���３勝
リンクスエルピス（18牡鹿 ホッコータルマエ）��５勝�１勝
ツーエムロケット（19�鹿 ＊パイロ）出走，�地方未出走

２代母 サムソンフェアリー（97鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
カネスラファール（04牡 ＊ミシエロ）４勝，初凪賞３着，障害２勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3 ３着
カネスラディカール（06牡 ＊コロナドズクエスト）１勝
ゼロス（09牡 キングカメハメハ）５勝，東風Ｓ‐L ２着，若駒Ｓ‐OP，メイＳ‐OP

２着，元町Ｓ，八雲特別，etc.
ラプタ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
リトルフェアリー（17牝 ジャングルポケット）�	２勝


３代母 ＊ティスワ（88 USA栗 Lyphard）GB１勝
サムソンレッド（93牝 Caerleon）４勝，函館日刊スポーツ杯，小野川湖特別，大日

岳特別２着，etc.
オースミタキオン（03牡 アグネスタキオン）１勝，鹿屋特別２着

サムソンゼット（94牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，山陽特別，キャピタルＳ２着，
フィリピンＴ２着，etc.

アルフレンテ（00牝 ＊スキャン）２勝
ケルンダッシュ（12牡 ハーツクライ）３勝，北海Ｈ，駒ケ岳特別，種牡馬

４代母 ハッピーブライド Happy Bride（78 IRE 鹿 Royal Match）GB・FR・IRE・
USA９勝，サンタアナＨ‐G2，愛プリティポリーＳ‐G2，A Gleam H，Apr
il Fillies S，サンタバルバラＨ‐G1 ２着，etc.
［孫］ ラッドオヴザマナー Lad Of The Manor（00� Zabeel）AUS13 勝，Ｖ

ＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，ＭＶＲＣジョンＦフィーハンＳ‐G2
（２回），ＭＲＣＪＪリストンＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 坂牧場＝日高町美原 �01456-5-2857
生 産 牧 場： 坂牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954
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＊

＊ 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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomカネスブリエ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サムソンフェアリー鹿 2008 ＊ティスワ

6e
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 カレンステイシー（11栗 アドマイヤジャパン）３勝，乙訓特別（芝 1200）３着，摩
周湖特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
カレンロマチェンコ（18牡鹿 ＊マクフィ）�３勝，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）

２代母 カレンママ（01栗 ＊エンドスウィープ）３勝
カレンジェニオ（08牡 スペシャルウィーク）４勝，木古内特別３着，わらび賞３着，

�６勝��入着
カレンシュガーレイ（09牡 ハーツクライ）１勝，�４勝�２勝�
カレンタントミール（10牝 ＊シェルゲーム）出走

カレングロリアーレ（16牡 トーセンホマレボシ）３勝，相模湖特別，新春Ｓ２着
カレンピピ（17牝 トーセンホマレボシ）１勝

カレンローザネーラ（12牝 サムライハート）１勝，�４勝�
カレンコマンドール（13� ＊ベーカバド）２勝
カレンガリアード（15牡 トーセンホマレボシ）３勝，香嵐渓特別，��１勝

３代母 ＊アズウィロー（91 CAN鹿 Alwasmi）USA４勝
アズイクスペクテド As Expected（99� Valid Expectations）USA・CAN９勝，

コノートＣ‐G3 ２着
ビリーヴザミラクル（02牝 フジキセキ）２勝

マイネルアルケミー（16牡 ＊ダンカーク）�４勝，ＴＶｈ賞‐OP ３着，クリス
マスローズＳ‐OP ３着，福島２歳Ｓ‐OP ３着，etc.

４代母 ウィローフライトWillow Flight（79 CAN栗 Lend Lease）USA８勝，T
attling H，Belle Mahone S‐LR ２着（２回），Maple Leaf S‐LR ２着
（２回），Tattling H‐L ２着，Ontario Matron H‐L ２着，etc.
［子］ ヴィクタークーリー Victor Cooley（93� Cool Victor）USA13 勝，ヴォ

スバーグＳ‐G1，コモンウェルスＢＣＳ‐G2，Pelleteri H‐L，etc.

５代母 キャリコフライト Calico Flight（69 CAN黒鹿 Major Flight）USA５勝，
JohnW.Sifton Memorial S２着，Manitoba S３着
［孫］ クラッシーダニエラ Classy Daniela（98 牝 Regal Classic）USA６勝，

Eternal Search S‐R ３着

販売申込者・所有者： 高柳 隆男＝日高町平賀 �01456-2-0696
生 産 牧 場： 高柳 隆男
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448
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＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤジャパン ビワハイジカレンステイシー ＊エンドスウィープ

��
��
�カレンママ栗 2011 ＊アズウィロー

11d
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 カレンマーガレット（07青鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
テクノカレン（12牝鹿 カンパニー）�１勝
パンプキンズ（16牡鹿 スターリングローズ）��11 勝，ダイヤモンドＣ（Ｄ1600），

東北優駿（Ｄ2000），寒菊賞（Ｄ1600），あすなろ賞（Ｄ1900）２着，青藍賞
（Ｄ1600）２着，イーハトーブマイル（Ｄ1600）２着，やまびこ賞（Ｄ1900）２着，
絆Ｃ（Ｄ1600）３着，不来方賞（Ｄ2000）３着

マオノイリゼ（20牝鹿 ロゴタイプ）�地方未出走

２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，
セプテンバーＳ２着，札幌日刊スポーツ杯２着，etc.

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，天皇賞（秋）‐G1 ２着，マイルＣｈＳ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

ロフティーエイム（02牝 ＊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.
スマッシュ（10牝 キングカメハメハ）出走
スマッシャー（18牡 ＊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 ３着，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

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，
ＴＶ山梨杯，幕張Ｓ２着，障害１勝

スペシャルウィッチ（04牝 スペシャルウィーク）１勝
ダイワモースト（06牡 ＊グラスワンダー）１勝
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），スパーキング
ＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3

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

３代母 ハロウィーンジョイHalloween Joy（87 USA鹿 Exuberant）USA９勝

販売申込者・所有者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
生 産 牧 場： 高橋 啓
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

269 カレンマーガレット２０２１ 牡・黒鹿 ３／１１
＊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

＊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レンマーガレット
＊ Lord Avie

��
��
�ウィッチフルシンキング青鹿 2007 Halloween Joy

2b
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 キャトルキャール（05栗 サクラローレル）３勝，ＴＶＱ杯（Ｄ1700），由布院特別
（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（15）〕
サントノーレ（12牝栗 ゴールドアリュール）１勝，�５勝�１勝��入着
ルッチカーレ（14牡栗 ダノンシャンティ）�１勝
ドドナエア（16牝栗 ゼンノロブロイ）��１勝�１勝
プリメラクラセ（18牡栗 アドマイヤマックス）���入着２回�５勝
ファインローズ（19牝鹿 トゥザワールド）��１勝

２代母 プティクレール（92栗 ＊パークリージエント）１勝
エクストレム（97牡 トウカイテイオー）�１勝
シェルクレール（02牡 ダンスインザダーク）１勝
イッツアチャンス（07牡 サクラバクシンオー）３勝，�２勝�

３代母 シンデレラスマイル（85鹿 ＊デイクタス）出走
シンデレラジョウ（02牝 ジェニュイン）��入着５回，ローレル賞２着，東京２歳

優駿牝馬３着

４代母 ＊ナツシングライムド（70 GB鹿 Emerson）不出走
［子］ ランドヒリュウ（82牡 ＊ブレイヴエストローマン）７勝，日経新春杯

‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2，京都４歳特別‐Jpn3，etc.，種牡馬
ヒダカスピード（79牡 ＊ボールドリツク）10勝，薫風特別，北総特別，府
中特別，etc.，種牡馬

ダイカツノーベル（84牡 ＊マラケート）２勝，カトレア賞，鳥羽特別２着，
下呂特別２着

［孫］ キョウエイエイト（87牡 ＊トレボロ）入着３回，	
８勝�１勝，開設記
念３着，高崎大賞典３着，端午賞３着

スタナー（87牝 キヨウエイプロミス）３勝，青島特別
［曾孫］ ハシノケンシロウ（87牡 ビゼンニシキ）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，カブト

ヤマ記念‐Jpn3，福島記念‐Jpn3，etc.
エスジーフラット（90牡 ＊ナトルーン）７勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，エイ
プリルＳ‐OP，巴賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 武田 修一＝新冠町高江 �0146-47-2452
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

270 キャトルキャール２０２１ 牡・栗 ３／ ８
＊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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラキャトルキャール ＊パークリージエント

��
��
�プティクレール栗 2005 シンデレラスマイル

＊ナツシングライムド 7a
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キュアエンジェル（15鹿 ＊シンボリクリスエス）�入着
初仔

２代母 テーオーエンジェル（05栗 アグネスタキオン）１勝，宮崎特別３着，�２勝

３代母 ヘイアンダーム（87黒鹿 トウシヨウボーイ）２勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，
富里特別，鹿島特別３着，松川浦特別３着，富里特別３着，etc.
サンライズフラッグ（94牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，鳴尾記念‐Jpn2，天皇賞（秋）

‐Jpn1 ３着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
サンライズウィナー（99牡 ＊トニービン）１勝
サンライズシンバ（00牡 ＊アフリート）１勝，�２勝�９勝

４代母 ラシヤール（80鹿 ＊パーソロン）��１勝
［子］ マンポイント（91牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，白川特別，松川浦特別，

伊勢特別２着
ヘイアンブレベスト（86牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，出雲崎特別３着

［孫］ タヤスタモツ（96牡 ＊クリミナルタイプ）２勝，菊花賞‐Jpn1 ４着，琵琶
湖特別２着，兵庫特別２着，etc.

ウェディングセボン（94牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，下総特別２着
メアリーステラ（03牝 ＊マイネルラヴ）１勝，汐留特別３着

［曾孫］ オシャレキング（05牡 ＊アフリート）４勝，由布院特別，和布刈特別
ウェディングヒミコ（02牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，きんせんか賞
サイモンガーランド（09牝 ＊ロージズインメイ）４勝，釜山Ｓ２着，オー
クランドＲＣＴ３着

コパノジョージ（12牡 ＊クロフネ）�６勝�４勝�２勝�入着�，兵庫ダ
ービー２着，菊水賞２着，ＭＲＯ金賞３着

５代母 スイシユン（74黒鹿 ＊タカウオーク）��１勝
［孫］ パピヨンスキー（90牝 ＊ナグルスキー）�２勝��４勝，ロジ－タ記念２着

ツカサボタン（94牝 ＊リンドシェーバー）	
３勝��２勝�入着２回，
クイーンＣ２着

［曾孫］ クラショウエース（94牡 カツラギエース）３勝，春日山特別，水芭蕉特別
３着，�２勝	
２勝

販売申込者・所有者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040
生 産 牧 場： サンバマウンテンファーム
飼 養 者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040

271 キュアエンジェル２０２１ 牡・栗 ３／１３

＊

＊ 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayキュアエンジェル アグネスタキオン

��
��
�テーオーエンジェル鹿 2015 ヘイアンダーム

＊アストニシメント 7c
Seattle Slew S4×M5 Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 キルシュバウム（07栗 キングヘイロー）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
クラップクラップ（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）���４勝�２勝

２代母 ＊グッドミセスマーフィー（86 USA栗 Miswaki）USA４勝，Modjeska H
２着，Dearly Precious S３着
フォーンコレクトPhone Collect（93 牝 Phone Trick）USA１勝
グッドンクレヴァーGood N Clever（95 牝 Clever Trick）USA３勝
ホーマンアーチ（96牡 ＊ブロッコ）�13 勝�
ホーマンプレイヤー（97牡 ＊デインヒル）３勝，鹿島特別，桐花賞２着，メルボルン

Ｔ３着，君子蘭賞３着，�１勝
ホーマンアピール（00牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，マーガレットＳ‐L，ファル

コンＳ‐Jpn3 ２着，フェニックス賞‐OP ２着，淀屋橋Ｓ，etc.，�１勝�入
着，グランシャリオＣ‐Jpn3 ３着

ホーマンルージュ（01牝 ＊デヒア）１勝
ホーマンルッツ（08牡 フジキセキ）１勝，�３勝，九千部山賞３着

ホーマンブラヴォー（02牡 ダンスインザダーク）４勝，三峰山特別，御池特別３着，
�７勝�

ホーマンライズ（06牝 マヤノトップガン）１勝，�１勝�

３代母 ミラーメイドMiller Maid（79 USA栗 The Minstrel）不出走
トラップドスモークTrap de Smoke（84牝 Oh Say）USA入着

シッティンクール Sittin Cool（92	 Cool Joe）USA２勝，Hirsch Jacobs S
‐L ３着

オンザライトウィキットOntherightwicket（93 牝 Cryptoclearance）USA５勝，
Maryland Juvenile Filly Championship S‐R，Inside Information S２
着，Heavenly Cause S‐R ２着，etc.

４代母 ジェラーリ Jerali（66 USA栗 Olden Times）USA13 勝，インタバラＨ３着，
フラーテイションＳ３着，Mill Race H３着
［子］ シルクオアサティン Silk Or Satin（75 牡 Impressive）USA15 勝，Jet

H‐R（２回），Playpen S‐R ３着，種牡馬
プルート Plute（73 牡 Umbrella Fella）USA７勝，Loch Raven S

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

272 キルシュバウム２０２１ �・栗 ２／ 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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローキルシュバウム
＊ Miswaki

��
��
�グッドミセスマーフィー栗 2007 Miller Maid

10a
Halo S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 キクノアルバ（07鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（16）〕
キクノグロウ（15牝黒鹿 リーチザクラウン）�16 勝
タイコウフェイス（20牝鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ヤシマローマン（89鹿 ＊ブレイヴエストローマン）入着
ビゼンタイホウ（94牡 ビゼンニシキ）��７勝�４勝�
イチノハヤテヒメ（99牝 ＊シアトルダンサーⅡ）�１勝
テイエムデンコウ（00牡 ＊シアトルダンサーⅡ）１勝
シャコーミリオン（02牡 メジロライアン）３勝，猪苗代特別３着，岳特別３着，

��１勝
キクノアロー（03牡 キングヘイロー）４勝，アンタレスＳ‐G3 ２着，北山Ｓ，藤森特

別，雅Ｓ２着，etc.，��１勝�２勝�入着��，ダイオライト記念‐Jpn2，etc.
バブルガムローマン（05牡 バブルガムフェロー）�１勝�	�
キクノグラード（09牡 キングヘイロー）１勝，白鳥大橋特別３着，�８勝�１勝�1

2 勝
入着３回，尾張名古屋杯
キクノオーブ（11牡 ＊ケイムホーム）�４勝��

３代母 ナルタキグロリー（80鹿 ＊サンプリンス）１勝
トーワビゼン（87牡 ビゼンニシキ）５勝，五頭連峰特別，北方特別，シドニーＴ２

着，etc.
ピノキオビューティ（90牝 ＊モガミ）３勝，寺泊特別，豊明特別３着
クレバーウイン（94牝 ＊エブロス）
２勝��２勝�入着��，ひまわり賞３着

４代母 ナルタキブイミー（66鹿 ＊ヴイミー）４勝
［子］ マイティアロー（73牡 ＊ネヴアービート）４勝，師走特別，長良川特別

ダイイチマッハ（86牡 ビゼンニシキ）１勝，由布院特別２着，青島特別３着
フエードエリカ（84牝 マルゼンスキー）２勝，おおぞら特別２着

［孫］ キクノスカーレット（94牝 ＊ヘクタープロテクター）５勝，マーメイドＳ
‐Jpn3 ２着，パールＳ，高瀬川特別（２回）

スカイグローリ（87牡 ＊ダンサーズイメージ）６勝，道頓堀Ｓ，鈴鹿Ｓ，
八坂特別，etc.

販売申込者・所有者： 惣田 英幸＝浦河町西幌別 �0146-28-7522
生 産 牧 場： 惣田 英幸
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

273 キクノアルバ２０２１ �・黒鹿 ５／ ５
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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターキクノアルバ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�ヤシマローマン鹿 2007 ナルタキグロリー

＊アストニシメント 7c
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 カンポデフィオーリ（14黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 アルウェン（99栗 ＊トニービン）１勝
ルーシエン（06牝 ネオユニヴァース）�２勝

オテロ（12牡 メイショウサムソン）�３勝�入着，岩手ダービーダイヤモンド
Ｃ３着

ギンザボナンザ（07牝 ゼンノロブロイ）５勝，アネモネＳ‐L，ターコイズＳ‐L ２着，
ニューイヤーＳ‐L ３着，ポプラＳ，かもめ島特別，etc.
ゴールドギア（15牡 ロードカナロア）�５勝，メトロポリタンＳ‐L，緑風Ｓ，

八雲特別，魚沼特別２着，ＨＴＢ賞２着，etc.
レッドサイファー（09牡 フジキセキ）１勝
サンライズウェイ（10牡 ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別，ドンカスターＣ３着
レッドルシアン（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
クウェンヤ（18牝 カレンブラックヒル）���２勝�１勝�入着

３代母 アドラーブル（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1
２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，チューリップ賞‐OP，紅梅賞‐OP ２着
フサイチキャプテン（94牡 ＊トニービン）２勝，桑折特別，八瀬特別３着
エモシオン（95牡 ＊トニービン）５勝，京都記念‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，日経

新春杯‐Jpn2 ２着，etc.
サリーレ（96牡 ＊トニービン）２勝，すみれＳ‐OP，梅花賞３着
マイネルバイファル（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，夏木立賞３着，�10 勝��
ショウケイ（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，文知摺特別，�６勝�

４代母 ＊エコルシユ（82 USA黒鹿 Big Spruce）USA５勝
［子］ ノーザンレインボー（90牡 ＊ノーザンテースト）７勝，アクアマリンＳ，etc.，

障害７勝，中山大障害（春），東京障害特別（秋），優障害，種牡馬
デリキット（96牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，ニセコ特別，仲冬特別３
着，平ヶ岳特別３着

マルカダイナミック（95牡 アンバーシヤダイ）１勝，はなみずき賞２着
［孫］ エアピエール（96牡 フジキセキ）７勝，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.，	

１勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

274 カンポデフィオーリ２０２１ 牡・黒鹿 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

＊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カンポデフィオーリ ＊トニービン

��
��
�アルウェン黒鹿 2014 アドラーブル

＊エコルシユ 14c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 クインズコノセ（12黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ケイアイタイム（18�鹿 ＊ダンカーク）���出走
エコロウォーリア（20牡鹿 ＊ベストウォーリア）�未出走

２代母 ＊ワンダーキャット（96 USA鹿 Storm Cat）USA１勝
バラードズキャット Ballado's Cat（01 牝 Saint Ballado）USA・ARG４勝，カル

ロスＡメンディテギ賞‐G3 ２着，エウドロＪバルサ賞‐G3 ３着
リンダリンダリンダ Lindalindalinda（08牝 Val Royal）ARG４勝，サンイシ

ドロ２歳牝馬大賞‐G1 ２着，ホアキンＶマケダ賞‐G3 ２着，P. Melgar
ejo‐L ２着，P. Omnium‐L ３着

メアリーズギフトMary's Gift（09 牝 Honour and Glory）ARG２勝，P. Ba
yakoa‐L

グローリアスモーメントGlorious Moment（15 牡 Treasure Beach）ARG４
勝，サンマルティン将軍大賞‐G1，チャカブコ賞‐G2，ブエノスアイレス
州賞‐G3，５月２５日大賞‐G1 ２着，P. Regimiento de Granaderos A Cab
allo‐L ２着

ケイアイスウォード（05牡 Smoke Glacken）３勝，道新スポーツ杯３着，�３勝��
ケイアイカミーリア（07牝 ＊タイキシャトル）２勝

シャンデリアムーン（16牝 アドマイヤムーン）�４勝，春雷Ｓ‐L ３着，しらか
ばＳ，皆生特別，長篠Ｓ３着，アクアマリンＳ３着

ケイアイアポロン（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大島特別２着，猪苗代特別３着，
�１勝��

ケイアイホクトセイ（10� ゴールドアリュール）１勝，�５勝��

３代母 ワングレイトレイディOne Great Lady（90 USA芦 Fappiano）USA２勝

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Las Cienegas H，R
ancho Bernardo H，etc.
［子］ レイディズシークレット Lady's Secret（82 牝 Secretariat）USA25 勝，ＢＣ

ディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 佐々木 恵一＝浦河町上杵臼 �0146-28-1650
生 産 牧 場： 佐々木 恵一
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

275 クインズコノセ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ５

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンクインズコノセ
＊ Storm Cat

��
��
�ワンダーキャット黒鹿 2012 One Great Lady

22d
Secretariat S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 クィーンオブシバ（11鹿 ＊ファスリエフ）入着３回，�４勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ヤマイチエスポ（19牝鹿 エスポワールシチー）�１勝

２代母 ＊コンキスタドレス（92 USA鹿 Seeking the Gold）USA５勝，Opa‐Locka
S，アシュランドＳ‐G1 ２着，ブラックアイドスーザンＳ‐G2 ２着，リーヴシ
ュライジュニアＳ‐G2 ２着，ボーモントＳ‐G2 ３着
マスキュラノッブ（01牡 Arch）１勝
フォーカルフィギア（02牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，高瀬川特別２着，九十九

島特別３着
タマモクリエイト（05牡 ＊カリズマティック）５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，霜月Ｓ

‐L ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，ブラジルＣ‐OP ３着，名古屋城Ｓ，etc.
マイネルエルドラド（06牡 ＊コロナドズクエスト）４勝
ホシニイノリヲ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

アルクトス（15牡 アドマイヤオーラ）�７勝，プロキオンＳ‐G3，オアシスＳ
‐L，etc.，�２勝��１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1（２回），さきたま
杯‐Jpn2，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ２着，etc.

３代母 ブレスユー Bless You（85 USA黒鹿 Halo）USA５勝，Geisha H‐LR
３着
マイナーズブレッシングMiner's Blessing（94 牝 ＊フォーティナイナー）不出走

オリーヴィンOlivine（04 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA２勝，Busher S，
Sugar Plum Time S３着

セイバーキャット Sabercat（09 牡 Bluegrass Cat）USA３勝，デルタダウン
ズジャックポットＳ‐G3，Garden State S‐L，アーカンソーダービー
‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ウェディングマーチWedding March（95牝 Deputy Minister）不出走
オーサムギャンブラー Awesome Gambler（04 牡 ＊コロナドズクエスト）USA

２勝，Alydar S‐L，Gateway To Glory S２着，種牡馬

４代母 ウェディングパーティWedding Party（79 USA黒鹿 Hoist the Flag）USA
８勝，ギャロレットＨ‐G3，クリサンシマムＨ‐G3，Northernette S，Ann
e Arundel H２着，クリサンシマムＨ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

276 クィーンオブシバ２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessクィーンオブシバ
＊ Seeking the Gold

��
��
�コンキスタドレス鹿 2011 Bless You

1s
Northern Dancer S4×M4 Mr. Prospector M4×M4×S5 Halo M4×S5
Forli S5×M5
価格： 購買者：



母 クォーク（06栗 ネオユニヴァース）�９勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
ブラフマン（15牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝���入着２回
クリノソルアステカ（16牡栗 ＊プリサイスエンド）�１勝�１勝
タイムオブザーバー（17牝鹿 ルースリンド）��６勝	１勝�２勝��
コウユーオトコマエ（18牡鹿 キングヘイロー）�
１勝�１勝

２代母 ＊ファーディーン（95 USA栗 ＊ファーディナンド）２勝，きんせんか賞
ノワゼット（01牝 ＊ウォーニング）出走

ミナレット（10牝 スズカマンボ）５勝，ターコイズＳ‐L，ヴィクトリアマイル
‐G1 ３着，パラダイスＳ‐OP ３着，豊栄特別，朝日岳特別２着，etc.

フェリサティー（03牝 ＊タバスコキャット）�２勝
ラスカーラ（04牝 ＊オペラハウス）１勝
トロイオンス（05� ＊コロナドズクエスト）２勝
デプラータ（07牡 ＊グラスワンダー）２勝，��１勝
ベルボーム（13牝 フサイチリシャール）�16 勝�

３代母 コンキストConquisto（84 USA栗 Conquistador Cielo）USA１勝
＊バンフ（93牡 ＊オジジアン）３勝，大阪－ハンブルクＣ‐OP ２着，淡路特別，琵琶

湖特別２着，etc.

４代母 ガウリGauri（78 USA栗 Sir Ivor）USA４勝，High Voltage S２着
［子］ ヴィスワWisla（83 牝 Danzig）USA６勝，Sarsar S‐L，Honorabl

e Miss S‐L，マスケットＳ‐G1 ２着
［孫］ ドローDraw（93牡 Private Account）USA５勝，R.R.M. Carpenter Jr

. Memorial S‐L，ウェストチェスターＨ‐G3 ２着，Gulfstream U
nbridled S‐L ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ センセイション Sensation（03牝 Dixie Union）USA３勝，アスタリタ
Ｓ‐G3，Dearly Precious S２着，Road Princess S３着

サンニコラス San Nicolas（98 牡 Go for Gin）USA５勝，Forty‐Nin
er H‐L，Kingland S‐L，Bergen County S‐L ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

277 クォーク２０２１ 牡・黒鹿 ３／２１
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスクォーク
＊

＊ファーディナンド

��
��
�ファーディーン栗 2006 Conquisto

1l
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キセキノデアイ（13青鹿 ＊キンシャサノキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ルビウスノキセキ（19牝鹿 タイムパラドックス）�地方未出走
トコロガクマサンガ（20牝黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ルビウス（04黒鹿 ジャングルポケット）１勝
トミケンゲヌーク（15� ＊アイルハヴアナザー）入着２回，���５勝�
ヨシタカ（17牡 ワールドエース）��１勝�３勝�	入着７回
ダバイマットゥ（18牝 ラブリーデイ）	１勝

３代母 ＊ルビーマイディア（94 USA黒鹿 GoneWest）２勝
イルデパン（00牡 ダンスインザダーク）３勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着，いちょう

Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ‐OP ３着，etc.
アドマイヤカリブ（03牡 サクラバクシンオー）３勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，クロ

ッカスＳ‐OP，ジュニアＣ‐OP ２着，etc.

４代母 ノースサイダーNorth Sider（82 USA黒鹿 Topsider）USA15 勝，アップル
ブラッサムＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，マスケットＳ‐G1，ヴェイグラ
ンシーＨ‐G3，Monmouth Park Breeders' Cup H‐L，etc.
［孫］ ファフティトゥー Fufty Too（06� Speightstown）USA７勝，Dean Kut

z S，Northern Spur S‐L ３着，Forward Pass S３着
スピリテドアウェイ Spirited Away（04牝 Awesome Again）USA４勝，
Truly Bound H

［曾孫］ プロスペクティヴ Prospective（09 牡 Malibu Moon）USA・CAN７勝，
タンパベイダービー‐G2，オハイオダービー‐G3，グレイＳ‐G3，etc.，
種牡馬

シアービューティ Sheer Beauty（07 牝 Mizzen Mast）USA５勝，Gr
een Oaks‐L，Irving Distaff S，Caressing H，etc.

ジョージー Josie（17 牝 Race Day）�USA４勝，Iowa Distaff S，
Twixt S３着

ミーヘスーセMi Jesuse（99� Judge T C）PR19 勝，C. Jose Celso Ba
rbosa‐L，C. Dia de Los Padres‐L ２着，C. Campeon Import
ado‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

278 キセキノデアイ２０２１ 牡・芦 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンキセキノデアイ ジャングルポケット

��
��
�ルビウス青鹿 2013 ＊ルビーマイディア

1c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 グッドチョイス（04栗 ＊フレンチデピュティ）２勝，千葉ＴＶ杯（Ｄ1800）２着，
初茜賞（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（12）〕
ショワドゥロワ（14牡黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，芙蓉Ｓ‐LR（芝 2000）３着，

調布特別（芝 1800）３着，いわき特別（芝 1800）３着，霞ヶ浦特別（芝 2000）３着，
新緑賞（芝 2300）３着，ひめさゆり賞（芝 2000）３着，��出走

ヒダザクラ（15牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�２勝�４勝�入着３回�
コールザチューン（16牝鹿 ロードカナロア）１勝，��入着
グッドフェイム（17牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）��６勝�入着

２代母 ワインアンドローズ（93鹿 ＊ジヤツジアンジエルーチ）５勝，小倉山特別，加
古川特別３着，室蘭特別３着
ローズカクテル（00牝 バブルガムフェロー）３勝
ロジエール（02牝 バブルガムフェロー）１勝
ワインアドバイザー（03牡 フジキセキ）３勝，和布刈特別３着
ロゼワイン（07牝 フジキセキ）�１勝��２勝
グレープブランデー（08	 マンハッタンカフェ）６勝，フェブラリーＳ‐G1，東海

Ｓ‐G2，エルムＳ‐G3 ２着，ユニコーンＳ‐G3 ２着，etc.，��１勝
�，
ジャパンＤダービー‐Jpn1，etc.，KOR入着

３代母 ランフォアロージス（86鹿 Pleasant Colony）３勝
タヤスエトワール（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，春待月Ｓ‐OP ２着，甲斐路特

別，etc.，�１勝�１勝，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着
ツァリーヌ（98牝 メジロライアン）２勝，呉竹賞

アウトクラトール（05牡 サクラバクシンオー）７勝，福島民友Ｃ‐L，ＮＳＴ賞
‐L，ＮＳＴ賞‐L ３着，etc.

ユメノキラメキ（07牝 ＊ロージズインメイ）４勝，内房Ｓ２着，三宮Ｓ３着，桶
狭間Ｓ３着，etc.

マルカベンチャー（06牡 フジキセキ）５勝，欅Ｓ‐L ３着，室町Ｓ‐OP ２着，etc.，
�１勝��入着，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.

４代母 ＊ロージズフオアママ（76 USA黒鹿 Full Pocket）USA８勝，Chou Croute
H，Linda S２着，Rockinghorse Juvenile S２着

販売申込者・所有者： 高村 伸一＝様似町岡田 �0146-36-4666
生 産 牧 場： 高村 伸一
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

279 グッドチョイス２０２１ 牡・芦 ４／１８
＊

＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandグッドチョイス ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�ワインアンドローズ栗 2004 ランフォアロージス

＊ロージズフオアママ 3n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 クラシックチュチュ（06青鹿 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－２（５），地方－５（13）〕
ラフェットデメール（11牝黒鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
クラシックシャトル（12牡鹿 ＊タイキシャトル）�３勝
サンライズサーカス（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別
（芝 2000）３着，��出走�２勝�３勝���

ピュアラブ（14牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝	入着２回�
サフランフレイバー（16牝鹿 ＊ノヴェリスト）��３勝	
ノーブルシルエット（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦佐特別
（Ｄ1800），上総Ｓ（Ｄ1800）２着，市川Ｓ（Ｄ1800）２着，内房Ｓ（Ｄ1800）２
着，伊勢Ｓ（Ｄ1900）３着，アレキサンドライトＳ（Ｄ1800）３着

ピエドール（19牡鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 グランパドドゥ（97鹿 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，忘れな草賞‐OP，関門橋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，ＵＨＢ杯‐LR，オーストラ
リアＴ‐L，etc.，種牡馬

アンレヴマン（09牡 キングカメハメハ）１勝
パドパピヨン（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
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

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.
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
ステレオタイプ（02牝 ＊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，etc.，優２牡，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈲桜井牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2065
生 産 牧 場： ㈲桜井牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

280 クラシックチュチュ２０２１ �・鹿 ２／２３

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスクラシックチュチュ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ青鹿 2006 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
Nureyev M5×M5

価格： 購買者：



母 グリシーヌシチー（12鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
グローリー（19牡鹿 ホッコータルマエ）１勝，�地方未出走
トロルトゥンガ（20牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 シェナンドアリバー（03鹿 ＊ホワイトマズル）�入着
カルテブランシェ（07牝 ゴールドアリュール）１勝

ベイビーステップ（14牡 ＊タイキシャトル）４勝，町田特別，比良山特別，緑風
Ｓ３着，萬代橋特別３着，障害２勝

キクタロウ（09牡 ダンスインザダーク）２勝，��４勝�
ピサノナイトレイ（11牝 ネオユニヴァース）１勝
ベイビーアッシュ（18牡 ＊ダンカーク）入着，���１勝�

３代母 ＊アリシーナ（90 USA鹿 Alysheba）USA３勝，ラカニャーダＳ‐G2 ２着，
Honey Fox H‐L ３着，Desert Law S‐R ３着
ドラージェイ（99牡 ＊エリシオ）４勝，クリスマスキャロルＨ，北洋特別，赤倉特別

３着，etc.
ウイングランツ（00牡 ダンスインザダーク）４勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，目黒記

念‐Jpn2 ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，etc.
オーギュスト（02牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，彦星賞
ルナクィーン（05牝 フジキセキ）出走

キングブリス（15� メイショウボーラー）�２勝，中京ペガスターＣ２着
マルラニビスティー（06牝 ダンスインザダーク）３勝，十勝岳特別，北洋特別３着

４代母 シュキー Shukey（75 USA鹿 Key to the Mint）USA５勝，Beaugay H，
Ballerina S２着
［孫］ シングルローズ Single Rose（02牝 Irgun）AUS５勝，QLD Tattersall'

s Classic‐L，BRCDr. John Power H‐L ２着
エスキウェイ Eskiway（92牝 Eskimo）PR18 勝，C. Wiso G.‐L，C. Acc
ion de Gracias‐L，C. Eduardo Cautino Insua‐L，etc.

［曾孫］ ファイアキー Fire Key（13牝 Friesan Fire）USA９勝，License Fee S‐L，
Floral Park S（２回），Sensible Lady Turf Dash S，etc.

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

281 グリシーヌシチー２０２１ 牡・鹿 ５／ ４
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスグリシーヌシチー ＊ホワイトマズル

��
��
�シェナンドアリバー鹿 2012 ＊アリシーナ

9f
サンデーサイレンスM3×S4 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 クロススピード（06鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・12勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（14）〕
ハチキンブイパワー（15牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�４勝�３勝
ブラックプリンス（16牡黒鹿 ダノンシャンティ）��未出走��７勝

２代母 フリーパス（97鹿 ビゼンニシキ）１勝
クロスホーリー（04牡 ＊ディアブロ）１勝，五色沼特別３着
ホーリーカップ（05牡 ＊オペラハウス）��８勝�１勝
ジャンピンジャック（08牡 アドマイヤジャパン）�１勝�４勝
ヤマチョウボス（10牡 マンハッタンカフェ）入着２回，�７勝	
入着６回
ミセスユウコチャン（15牝 ロジユニヴァース）��１勝

３代母 サボールランチャー（86青鹿 アスワン）１勝，障害１勝
ジャンピングクロス（94牝 リードワンダー）２勝
ブギウギクロス（99牝 ＊サンシャック）１勝
クチベニ（03牝 ＊クロコルージュ）１勝，�３勝�

４代母 コガネサツキ（72黒鹿 ＊トピオ）��１勝
［子］ シンユーリード（78牝 ＊シヤイニングナイト）６勝，行川特別，漁火特別，

フリージア賞
ホーリーカップ（85牡 ＊ゲイルーザツク）３勝，犬山特別，尾張特別２着，
十和田湖特別２着，etc.，障害１勝

［曾孫］ セイカアレグロ（05牡 ＊ブラックホーク）４勝，ポラリスＳ‐OP ３着，銀
蹄Ｓ，白鳥大橋特別，etc.，�１勝�９勝	１勝

ヤマチョウフェア（08牡 デュランダル）４勝，苗場特別，富嶽賞２着，小
野川湖特別２着，etc.

セイカチューバ（02牡 バブルガムフェロー）２勝，福島放送賞３着

５代母 黄金宝（63青 ＊アポツスル）１勝
［子］ ミカローズ（74牝 ＊ステユーペンダス）４勝，４歳牝馬特別‐OP，中日ス

ポーツ杯，ジューンＳ
シースパークル（68牡 ＊ラヴアンダン）１勝，えりも特別，３勝

販売申込者・所有者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411
生 産 牧 場： ㈲シンユウファーム
飼 養 者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411

282 クロススピード２０２１ 牡・栗 ３／２０
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタークロススピード ビゼンニシキ

��
��
�フリーパス鹿 2006 サボールランチャー

＊ステフアニア 8a
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 クロストウショウ（07鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（９）〕
トウショウシェル（13牡芦 ＊クロフネ）�４勝
シゲルパンダ（14牝栗 ローエングリン）��１勝
クロスデスティニー（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着，�３勝
ラブミーリチャード（16牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
ワスカランテソーロ（17�栗 スクリーンヒーロー）�１勝
プレジャジンク（18牝黒鹿 エピファネイア）入着，��入着
ロデオフリップ（20牝黒鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 マザートウショウ（90黒鹿 ＊ステイールハート）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，Ｔ
Ｖ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着，菖
蒲Ｓ‐OP ３着
トウショウトリガー（97牡 ＊ソヴィエトスター）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，福島民友

Ｃ‐OP ３着，ブラッドストーンＳ，アクアマリンＳ，etc.，障害１勝，�入着，
クラスターＣ‐Jpn3 ３着

ナウシカトウショウ（01牝 メジロライアン）１勝，サフラン賞３着
トウショウガナー（04牡 ＊フォーティナイナー）４勝，葛飾特別，八海山特別，初日

の出Ｓ２着，etc.，	２勝�１勝
入着，白銀争覇，マイル争覇２着
アームズトウショウ（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝
デプロマトウショウ（09牝 ＊ファスリエフ）２勝

３代母 エイテイトウシヨウ（78黒鹿 ＊ダンデイルート）９勝，中山記念（２回），金杯，
Ｒたんぱ賞，中山記念‐Jpn2 ２着，東京新聞杯２着（２回），etc.
トウショウヒューイ（88牡 ＊ロイヤルスキー）５勝，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，七夕

賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ソシアルトウシヨウ（72黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，オークス２着，アルメリア賞
［子］ トウシヨウペガサス（79牡 ＊ダンデイルート）８勝，中山記念‐Jpn2，ダ

ービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
トウシヨウサミツト（82牡 ＊サンシー）５勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，函館記念
‐Jpn3 ３着（２回），金杯‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲嶋田牧場＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3535
生 産 牧 場： ㈲嶋田牧場
飼 養 者： ㈲嶋田牧場＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3535

283 クロストウショウ２０２１ �・栗 ３／１３
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラクロストウショウ ＊ステイールハート

��
��
�マザートウショウ鹿 2007 エイテイトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 グローリファイ（14栗 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
スマイルサキ（19牝栗 フリオーソ）�出走

２代母 ＊ピクチャープリンセス（97 GB鹿 Sadler's Wells）FR出走
パーフェクトブレンドPerfect Blend（02牝 Linamix）GB・USA１勝

アローマペルフェイトゥ Aroma Perfeito（08 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）BRZ
３勝，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G2 ２着，ガヴェアオズワルドアラ
ンハ大賞‐G2 ３着
テクスサナ Texxana（17牝 Crafty C. T.）�BRZ２勝，シダーデジャル
ディンディアナ大賞‐G1 ２着

プーシキン Pushkin（13 牡 Lookin At Lucky）�CHI４勝，クリアドレスマチ
ョス賞‐G2 ２着

ヴェリーグッドデイ Very Good Day（07牡 Sinndar）GB３勝，Cocked Hat S
‐L ３着

フォトジェニック（08牝 Sinndar）入着３回
ストンライティング（13牡 ＊ストーミングホーム）４勝，春日特別，松籟Ｓ３着

ビットマップ（13牡 アドマイヤムーン）�３勝��入着３回
ウェディングフォト（15牡 ＊キングズベスト）��２勝

３代母 インシジャーム Insijaam（90 USA栗 Secretariat）FR３勝，P. Charles Laf
fitte‐L，P. de la Cochere‐L，P. Rose deMai‐L ２着
アイディアルレイディ Ideal Lady（96牝 Seattle Slew）不出走

ブーブリーナ Bouboulina（03牝 Grand Lodge）GB１勝，Surrey S‐L ２着
モナミショップMon Amie Chop（15牝 Captain Chop）FR５勝，P. d
es Sablonnets‐L ２着

ピクタヴィア Pictavia（02 牝 Sinndar）GB・IRE・ITY・USA５勝，セレクトＳ
‐G3，Drumtop S‐L，Hoppings S‐L，etc.

マプートMaputo（10� Cape Cross）GB・FR・IRE・UAE６勝，ロイヤルホイ
ップＳ‐G3，Glasgow S‐L，アルラシディヤ‐G2 ３着，GB障害４勝

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

284 グローリファイ２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaグローリファイ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ピクチャープリンセス栗 2014 Insijaam

25
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 クエルクス（08黒鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
ジューンマドレーヌ（13牝鹿 ＊クロフネ）�１勝
ローゼンクリーガー（16牝青 ＊ノヴェリスト）２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，ダリ

ア賞‐OP（芝 1400）２着，秋明菊賞（芝 1400），りんどう賞（芝 1400）２着，祇園
特別（芝 1400）３着

ハヌマーン（18�青鹿 ＊ダノンレジェンド）���２勝
ラプチャーアゲン（19牝鹿 ワールドエース）�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
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： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

285 クエルクス２０２１ �・青鹿 ２／１７
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサークエルクス
＊ Darshaan

��
��
�ダイアゴネル黒鹿 2008 Dance of Leaves

4m
Northern Dancer S5×M5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 コンパーニ（14栗 トランセンド）�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴェルカンパーニュ（19牡黒鹿 ヴァンセンヌ）��１勝
シンゼンドラゴン（20牡栗 スマートファルコン）�地方未出走

２代母 ＊ファミッリア（06 USA栗 Holy Bull）１勝，くすのき賞２着
ラミアカーサ（12牝 ゴールドアリュール）３勝，�３勝�入着２回，兵庫クイーン

Ｃ２着，秋桜賞３着
ララケリア（16牝 ローズキングダム）１勝，��６勝
クイントン（18牝 ラブリーデイ）��入着２回�１勝�入着

３代母 ナイトプロスペクター Knight Prospector（89 USA鹿 Native Prospector）US
A８勝，ランチョベルナルドＨ‐G3，Porterhouse H‐R，Fantastic Girl H‐L
２着，Cascapedia H‐L ３着，Charles H. Russell H‐L ３着，etc.
パーソナルディライトPersonal Delight（97 牝 Personal Flag）USA２勝

＊クロチェーラ（04牝 Running Stag）１勝
イルティモーネ（13� ドリームジャーニー）��13 勝�１勝��，兵庫ゴ
ールドＴ‐Jpn3 ２着，白銀争覇２着，兵庫ゴールドＣ２着，etc.

＊インバルコ（06牡 Fusaichi Pegasus）８勝，平安Ｓ‐G3 ２着，仁川Ｓ‐L ２着，etc.，
	
入着��，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着

＊エストレーノ（99牡 Holy Bull）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP，�入着，兵庫ＣｈＳ
‐Jpn3 ２着

レッドダッチェスRed Duchess（00 牝 Helmsman）USA４勝
ヒーズアタイガー He's a Tiger（13� Sky Mesa）USA４勝，Alcatraz S

‐L ３着，Baffle S３着
＊コンプレッソ（03牡 Golden Missile）４勝，沓掛特別，	
１勝
＊インオラリオ（05牡 Holy Bull）６勝，コーラルＳ‐L，東京ゴールデンプレミアム，

桜島特別，etc.
＊パルラメンターレ（07� ＊エンパイアメーカー）４勝，平尾台特別，城崎特別，響灘

特別２着，etc.
＊ベルサリエーレ（10牡 Smarty Jones）５勝，北総Ｓ，響灘特別，五条坂特別，etc.，

�５勝�

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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

286 コンパーニ２０２１ 牡・鹿 ４／１４
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープコンパーニ
＊ Holy Bull

��
��
�ファミッリア栗 2014 Knight Prospector

16e
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ゴールデンフェザー（11栗 キングカメハメハ）�８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
インセンディオ（17牡鹿 ＊ノヴェリスト）入着４回，��１勝��
フェザーノユメ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��３勝�１勝�
ユキサンゴールド（19牡鹿 ＊バゴ）出走，�地方未出走

２代母 レディベローナ（96鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ケイアイベローナ（03牝 ＊クロフネ）出走

クインズストーム（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，長良川特別，瓢湖特別２着
クインズサターン（13牡 ＊パイロ）５勝，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3 ２

着，根岸Ｓ‐G3 ３着，平安Ｓ‐G3 ３着，アンタレスＳ‐G3 ３着，etc.，
��７勝��入着２回�

ケイアイロベージ（18� ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，
日進特別，西脇Ｓ３着

ルシャンベルタン（08牡 キングカメハメハ）３勝，三陸特別，銚子特別３着
マイネエポナ（09牝 キングカメハメハ）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着，アネモネＳ

‐LR ２着
ゴールドメイン（10牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，開成山特別，グッドラッ

クＨ２着，わらび賞２着，潮来特別３着
ホワイトエレガンス（12牝 ＊クロフネ）３勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，藻岩山特別

プラチナトレジャー（18牡 キングカメハメハ）�２勝，石狩特別，釧路湿原特
別２着

３代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２着，

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

オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，etc.
トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，

セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

287 ゴールデンフェザー２０２１ �・栗 １／２２
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスゴールデンフェザー ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディベローナ栗 2011 ＊シンコウラブリイ

4d
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×M5 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 コズミックレイズ（16鹿 ＊モンテロッソ）出走
初仔

２代母 ＊コズミックフレイム（10 GB鹿 Doyen）FR２勝
ソーラーフレア（15牡 Shamardal）�３勝，鳴門Ｓ２着，鳴門Ｓ３着，御影Ｓ３着，

上越Ｓ３着
クァンタムレルム（18牝 アドマイヤムーン）�１勝，エルフィンＳ‐L ３着
コズミックフロスト（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝

３代母 ザワールドTheWorld（05 GB鹿 Dubai Destination）FR１勝

４代母 ブライトティアラBright Tiara（89 USA栗 Chief's Crown）USA１勝
［子］ 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

＊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.

クイーンズパークQueen's Park（97 牝 Relaunch）USA４勝，Jack H
ardy S

［孫］ ブレアハウス Blair House（13� Pivotal）GB・AUS・UAE４勝，ジェ
ベルハッタ‐G1，ＭＲＣコールフィールドＳ‐G1 ２着

ジェムジックパークGemswick Park（06 牝 Speightstown）USA・CA
N３勝，オールドハットＳ‐G3，フリゼットＳ‐G1 ３着，テンプテ
ドＳ‐G3 ２着，etc.

ゴールデンハインド（06牡 ＊クロフネ）６勝，万葉Ｓ‐L，札幌日経ＯＰ
‐LR，支笏湖特別，etc.

キーヴィクトリー Key Victory（15� Teofilo）�GB・FR・UAE３勝，
Newmarket S‐L

［曾孫］ モズカッチャン（14牝 ＊ハービンジャー）４勝，エリザベス女王杯‐G1，
フローラＳ‐G2，オークス‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
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

288 コズミックレイズ２０２１ �・鹿 ２／ ２

＊

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

＊ Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�モンテロッソ Porto Rocaコズミックレイズ
＊ Doyen

��
��
�コズミックフレイム鹿 2016 TheWorld

10a
Northern Dancer S4×M5 Sadler's Wells M4×M5

価格： 購買者：



母 キョウエイセプター（10栗 オレハマッテルゼ）��６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アイファーユニーク（19牝栗 ＊アルデバランⅡ）��未出走��出走

２代母 ダラス（02鹿 ＊ハイライズ）１勝
ファイヤーライン（07牡 ＊アルカセット）�４勝
ジーエスカウンティ（08牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝��入着
ジーエスイワンコフ（09牝 ＊ティンバーカントリー）�１勝�２勝�
アキノラブカラー（11牝 オレハマッテルゼ）�１勝
アポロメイン（12牡 ＊アポロキングダム）�８勝��５勝
ウーマッハ（14牝 ＊ロードアルティマ）２勝

３代母 ＊ロマンシンザホオン（86 USA鹿 Saratoga Six）USA３勝
キタノタビト（91牡 ＊ミナラ）	２勝
４勝�１勝
ゲイリーハヤテ（92牡 アイネスフウジン）３勝，春望Ｓ２着
ヒシノロマン（94� ＊スマコバクリーク）２勝
ハシノピカロ（95牡 ＊ツータイミング）入着，��１勝�２勝	入着
ロマンオペラ（96牝 ＊グランドオペラ）入着６回

エルヘイロー（08牡 ブラックタキシード）２勝，�３勝��，サンライズＣ
ハツユキフルル（97牝 ＊シャーディー）�３勝�１勝�	�
ビーマイタイア（98牡 ＊ペンタイア）１勝
カラブラン（99牝 ジェニュイン）入着，�１勝
ミヤコノガッツ（00牡 ＊タイキブリザード）１勝，�１勝�２勝

４代母 マヨルカMallorca（81 USA鹿 Full Out）USA５勝，Golden Rod S‐L
３着

５代母 ヘラディHeladi（64 USA黒鹿 Traffic Judge）USA３勝
［子］ クリストフォロ Christoforo（71� First Landing）USA14 勝，ジャージ

ーダービー‐G1 ３着
［曾孫］ チェロキ－ファスト Cherokee Fast（82 牡 Cherokee Fellow）USA５

勝，Spectacular Bid S，JosephM. O'Farrell Memorial Classic S
‐R ２着，Floridian H‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： 坂下 栄蔵＝青森県八戸市 �0178-83-2088
生 産 牧 場： 坂下 栄蔵
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

289 キョウエイセプター２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルキョウエイセプター ＊ハイライズ

��
��
�ダラス栗 2010 ＊ロマンシンザホオン

2s
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 キッズアベリア（11鹿 ネオユニヴァース）�９勝�７勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊キッズスター（00 USA栗 Saint Ballado）１勝，��１勝��１勝
キッズニゴウハン（08牡 キングカメハメハ）４勝，外房特別，古町特別，�３勝�
キッズラルナ（10牡 アドマイヤムーン）�２勝��入着
ユッコ（12牝 ハーツクライ）１勝，�７勝���，シアンモア記念，ビューチフル

ドリーマーＣ２着
チュラカーギー（13牝 ゴールドアリュール）４勝，舞浜特別，春風Ｓ２着
キッズジョリー（15牡 スマートファルコン）入着，	�４勝�３勝�４勝

３代母 ダートスターDart Star（89 USA黒鹿 Blue Ensign）不出走
スターズプラウドペニー Star's Proud Penny（95牝 Proud Birdie）USA３勝，ミ

エスクＳ‐G3，Providencia S‐R ２着，セニョリータＳ‐G3 ３着，etc.
スターピックス Starpix（02
 Linamix）FR・GER・UAE４勝，P. Aymeri de

Mauleon‐L，ジャンプラ賞‐G1 ２着，P. Saraca‐L ２着，etc.
スイスコーツチート Swiss Courts Cheat（97 牝 Notebook）USA入着２回

スイスラッド Swiss Lad（02牡 Phone Saga）USA10 勝，Cavonnier S‐R，
デルマーフュチュリティ‐G2 ３着，Bull Dog S２着，etc.

４代母 カワノKawano（76 USA鹿 King's Bishop）USA出走
［子］ ウワナカワナUwana Kawana（86牝 Hold Your Peace）USA６勝，

Rebel S，Delta Miss S２着
エルアンダリン El Andarin（92 牡 Blue Ensign）PAN５勝，P. Arango
Navarro y Raul（Baby）Arango G.‐L，P. Felipe E. Motta‐L，P.
Neco，Ernesto，Jr. y J. de la Guardia‐L ２着

５代母 エイブラジェイAbla‐Jay（55 USA鹿 Double Jay）USA８勝
［子］ ノーダブルNodouble（65 牡 Noholme）USA13 勝，メトロポリタンＨ，

ブルックリンＨ，カリフォルニアンＳ，etc.，種牡馬
ブレイクアップザゲイム Break Up the Game（71牡 Noholme）USA1
0 勝，ケリーオリンピックＨ‐G3，Rumson H，Oceanport H，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

290 キッズアベリア２０２１ �・黒鹿 ４／２３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスキッズアベリア
＊ Saint Ballado

��
��
�キッズスター鹿 2011 Dart Star

A1
Halo M4×M4 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ゴットパシオン（16栗 オルフェーヴル）入着２回
初仔

２代母 ココナッツパルム（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
カレングランブルー（11牡 ハーツクライ）１勝，�２勝�
ナリノパシオン（12牡 ＊グラスワンダー）１勝
ダノンイーグル（14牡 ダイワメジャー）１勝，�１勝��１勝��入着６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
マコトジェムチュク（17牝 ディープブリランテ）１勝

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
セクシーココナッツ（01牝 ダンスインザダーク）１勝

ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別
メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明
Ｓ，舞子特別，etc.

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.
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
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）２勝，���４勝��入着２回，

全日本２歳優駿‐Jpn1，ダイオライト記念‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

291 ゴットパシオン２０２１ 牡・鹿 ２／１９
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Colorspinメイショウサムソン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートゴットパシオン ＊フレンチデピュティ

��
��
�ココナッツパルム栗 2016 ＊ココパシオン

4r
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 コリエドペルル（10鹿 アグネスタキオン）�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（２）〕
キタノタマテバコ（15牝鹿 ＊タートルボウル）入着，��１勝�
キタノインディ（18牡鹿 トーセンジョーダン）３勝，麒麟山特別（Ｄ1800），西脇

Ｓ（Ｄ1800）２着，梅田Ｓ（Ｄ1800）３着，���出走
カシノペルル（19牡栗 ストロングリターン）���１勝

２代母 ＊スイートクラフティ（98 USA鹿 Crafty Prospector）５勝，驀進特別，神奈
川新聞杯，鳥羽特別，久慈川特別，フリーウェイＳ２着，etc.
サカジロビューティ（12牝 ＊シンボリクリスエス）入着４回，��１勝�３勝�６勝�
サプールコンゴ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�６勝��４勝	�，黒潮皐月賞３着，

土佐春花賞３着
キャンディソング（15牝 ダノンシャンティ）�２勝
１勝

３代母 ＊ゲーリックチューン（91 USA鹿 Danzig）不出走
＊シンボリインディ（96牡 A.P. Indy）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，京成杯オータ

ムＨ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
＊スイートスリリング（97牝 ＊サンダーガルチ）２勝，江戸川特別３着

バンガロール（06牡 アグネスタキオン）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，マリー
ゴールド賞‐OP ２着，会津特別，etc.

マコトクオバディス（10牝 ダイワメジャー）入着２回，�６勝	入着２回，秋桜賞３着

４代母 スクアンソング Squan Song（81 USA黒鹿 Exceller）USA18 勝，アフェク
ショニトリーＨ‐G3，レアトリートＨ‐G3，コティリオンＳ‐G3，Carousel H
‐L（２回），Haddonfield H‐L（２回），etc.
［孫］ オメガコードOmega Code（00牡 Elusive Quality）USA３勝，サンミ

ゲルＳ‐G3，Jessman CloudMemorial S‐L，Gilded Time S
‐L ３着，種牡馬

テンペストフュージット Tempest Fugit（97� Unaccounted For）US
A10 勝，John B.Campbell H‐L，Oceanport H‐L，Eight Th
irty S，etc.

ヴァーソエイヴァーソ Verso a Verso（10牝 Circular Quay）USA２勝，
MyDear Girl S‐R，John Franks Juvenile Fillies Turf S‐R ２着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

292 コリエドペルル２０２１ 牡・鹿 ３／２５
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラコリエドペルル
＊ Crafty Prospector

��
��
�スイートクラフティ鹿 2010 ＊ゲーリックチューン

5f
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 コンゴウビジン（15黒鹿 ＊ケイムホーム）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ワールドパレス（19牡鹿 ワールドエース）�出走
ケイツークローン（20牡青鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ジューンブライド（06鹿 ＊アフリート）�２勝
コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー‐G1

５着，きんもくせい特別，種牡馬
フルートフルデイズ（17牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝��入着
２回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），etc.，ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），Ｎ
ＡＲ年代表，種牡馬

ビッグフリート（98牡 ＊アフリート）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，アクアルミナス
Ｓ，おけさ特別，etc.，�10 勝�入着��

ダイワエッセンス（99牡 ＊ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別，福島中央ＴＶ
杯３着

マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，etc.，障害４
勝，阪神ジャンプＳ‐JG3

ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋

日刊スポーツ杯２着，	２勝

４代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着
［孫］ マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＭＲＣ１０００

ギニー‐G1，ＶＲＣオークス‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.
＊シーキングザパール（94牝 Seeking the Gold）７勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR・USA１勝，モー
リスドゲースト賞‐G1

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

293 コンゴウビジン２０２１ 牡・黒鹿 ３／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayコンゴウビジン ＊アフリート

��
��
�ジューンブライド黒鹿 2015 リファールニース

＊バーブスボールド 17b
Mr. Prospector S4×M4×M4

価格： 購買者：



母 コンフェッシオン（12栗 ダイワメジャー）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
テクノディーバ（17牝栗 トーセンジョーダン）���入着�１勝
コンフィテオール（18牝鹿 リオンディーズ）���１勝�２勝
コンセプシオン（19牝鹿 モーリス）��出走
テクノゴールド（20牡栗 モーリス）�未出走

２代母 ＊ストールンハート（05 CHI 栗 Stuka）CHI５勝，エルエンサヨ‐G1，チリ１００
０ギニー‐G1，P. Geoffrey Bushell‐L ３着
クインズゴールド（14牝 ステイゴールド）１勝

３代母 ストーレンウーマン StolenWoman（98 CHI 鹿 Stagecraft）CHI 出走
ラドロンデスエーニョス Ladron de Suenos（03� Special Quest）CHI３勝
ストリコ Storico（08� Total Impact）CHI１勝
シーユーラター See You Latter（09 牡 Fusaichi Pegasus）CHI７勝
シンプリシタ Simplicita（10 牝 Total Impact）CHI３勝，パドック賞‐G3 ３着

４代母 ナナレラNannarela（92 CHI Noble Fighter）不出走
［子］ ザイヤリングThe Yearling（99� Stagecraft）CHI８勝

バホベルグラーノBajo Belgrano（06� Edgy Diplomat）CHI７勝
プエルトバルパライソPuerto Valparaiso（01 牡 Ithaki）CHI５勝
ノンノNonno（03牡 Stuka）CHI４勝
ナナエリサNana Elisa（04 牝 Stuka）CHI１勝

５代母 フラッシュダンス Flashdance（80 CHI 栗 Carral）不出走
［子］ レッドフラッシュ Red Flash（91牡 King's Glory）CHI・PER15 勝，ペ

ルーＪＣ賞‐G1，オノール大賞‐G2，ペドロデルリオタラベラ賞‐G2，etc.，
種牡馬

サーアレックス Sir Alex（85 牡 Settlement Day）USA・CHI14 勝，コ
ンパラシオン賞‐G2，P. Ciudad de Santiago‐L，P. Gonzalo La
rrain Gandarillas‐L（２回），etc.

［曾孫］ チェニ Cheni（06� Cat Scan）CHI５勝，P. Propietariosde Carrera
Agv. Region‐L，アルフレドＬＳジャクソン賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256
生 産 牧 場： 静内ファーム
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

294 コンフェッシオン２０２１ 牡・栗 ４／ １
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊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コンフェッシオン
＊ Stuka

��
��
�ストールンハート栗 2012 StolenWoman

4b
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 コーラルグリッタ（09黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
コーラルティアラ（17牝栗 メイショウボーラー）�１勝
ヤマノグリッターズ（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�出走，障害１勝

２代母 ＊オールモストフォーエヴァー（01 USA黒鹿 ＊キングオブキングス）IRE１勝
クリスマドンナ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝

３代母 トルーリーバウンド Truly Bound（78 USA鹿 In Reality）USA９勝，アシ
ュランドＳ‐G2，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G2，コティリオンＳ‐G3，
Fair Grounds Oaks，Governor's Cup H，etc.

＊バウンドトゥダンス（86牝 Northern Dancer）不出走
シルクプリマドンナ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，オークス‐Jpn1，桜花

賞‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
モエレアドミラル（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，アクアラインＳ，etc.，

�５勝，北海道２歳優駿‐Jpn3，サンライズＣ
バウンディングミニスター Bounding Minister（88 牡 Deputy Minister）USA２勝，

Yearling Sales S‐LR ２着，種牡馬
シークレットトルース Secret Truth（89 牝 Secretariat）不出走

プレザントシークレット Pleasant Secret（97 牡 Pleasant Tap）CHI17 勝，イ
サベル二世杯‐G2，ラコーパ‐G3，ベラーノＡコウシニョＬ賞‐G2 ２着
（２回），etc.

シークレットコーズ Secret Cause（03牝 Giant's Causeway）AUS２勝
エスカード Escado（09� Casino Prince）AUS５勝，ＳＡＪＣＳＡダービ
ー‐G1，ＭＶＲＣＪＲＡＣ‐G3，タッツＱＬＤタタソールズＣ‐G3，etc.

ハウスバウンド Housebound（91牡 Pancho Villa）USA３勝，Friar Rock S‐L，
Woodstock S‐L

シェルジンジャー Shell Ginger（94 牝 Woodman）IRE２勝，キラヴランＳ‐G3
ヨーマンズポイント Yeoman's Point（96� Sadler's Wells）IRE・ITY３勝，C

hallenge S‐L，カラＣ‐G3 ２着，GB・IRE障害４勝

４代母 ナタシュカNatashka（63 USA黒鹿 Dedicate）USA８勝，アラバマＳ，モン
マスオークス，サンタマリアＨ，ラスフローレスＨ，ミスウッドフォードＳ，etc.

販売申込者・所有者： 猿橋 義昭＝浦河町東栄 �0146-25-2815
生 産 牧 場： 猿橋 義昭
飼 養 者： 猿橋 義昭＝浦河町東栄 �0146-25-2815

295 コーラルグリッタ２０２１ 牡・鹿 ３／２５
＊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ミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルコーラルグリッタ
＊

＊キングオブキングス

��
��
�オールモストフォーエヴァー黒鹿 2009 Truly Bound

13c
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サンデーメモリー（02栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－９（31）〕
バトルロワイヤル（07牡鹿 ＊クロフネ）��１勝�５勝�
ナスノハクホウ（08牡芦 アドマイヤコジーン）��２勝
ドンペリブルー（09牝栗 ジャングルポケット）�１勝
ドレミ（10牡芦 ＊クロフネ）�３勝�３勝�入着２回��
ダンディドライブ（12牡栗 マイネルセレクト）��１勝
フリフリバード（14牝栗 フリオーソ）��１勝�
ミスマンマミーア（15牝栗 タニノギムレット）４勝，日経新春杯‐G2 ２着，大阪

―ハンブルクＣ‐OP（芝 2600），コスモス賞‐OP（芝 1800）２着，烏丸Ｓ
（芝 2400），木曽川特別（芝 2200），六社Ｓ（芝 2400）３着，三田特別（芝 2400）
３着，�２勝��入着，黒潮盃（Ｄ1800）３着，フローラルＣ（Ｄ1600）

ステイサム（16牡鹿 ルースリンド）��１勝	１勝��入着２回�
ドリームアイ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��10 勝
ブルーアロー（19牡鹿 シビルウォー）��出走
マッドアゼリア（20牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

２代母 タヤスメモリー（91栗 Woodman）不出走
タヤスバラード（96牡 ＊トニービン）３勝，烏丸Ｓ２着，松前特別３着
タヤスアストレア（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
タヤスカラベル（98牡 トウカイテイオー）２勝
ヒカリマーガレット（04牝 ＊フレンチデピュティ）３勝

ヒカリトップメモリ（13牝 ＊ハービンジャー）２勝，八海山特別３着
トップオブパンチ（06牡 ダンスインザダーク）４勝，大島特別３着，成田特別３着

３代母 ＊アストレアⅡ（81 FR芦 ＊ベリフア）ITY・USA６勝，P. Po‐L，P. Torri
cola‐L，P. Sette Colli‐L，伊オークス‐G1 ３着，伊１０００ギニー‐G1 ３着，etc.
ドンドゥークDondook（90
 Woodman）FR２勝，P. Nimbus‐L ２着

４代母 オリージャHollydja（71 FR黒鹿 Djakao）FR１勝，FR障害３勝
［孫］ ゴールドアンドスティールGold and Steel（92 牡 Shining Steel）FR・

USA８勝，ディクシーＨ‐G2，サンフランシスコマイルＨ‐G2，アメ
リカンダービー‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲スイートファーム＝様似町田代 �0146-36-4609
生 産 牧 場： ㈲スイートファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

296 サンデーメモリー２０２１ �・鹿 ３／２４

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellサンデーメモリー Woodman

��
��
�タヤスメモリー栗 2002 ＊アストレアⅡ

9f
Halo M3×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 サウスエンピリカル（05青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（４）〕
サウスリュウセイ（12牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
サーストンウィナー（14�黒鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
カガトゥインクル（15牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝��入着３回
パレイドリア（16牝青鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝��
リプレーザ（18牡鹿 リオンディーズ）�２勝，��１勝��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，

ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
キューランブラー（19牝鹿 ＊ダンカーク）�入着

２代母 ＊エンピリカル（95 USA鹿 Miswaki）GB入着
メイショウチャチャ（00牝 メジロライアン）１勝

アルティスト（07牡 シックスセンス）１勝，陸奥湾特別，大森浜特別２着，湯
川特別２着，荒川峡特別２着，行川特別２着，etc.，�２勝

テイエムドンマイ（08牡 ＊プリサイスエンド）４勝，花背特別，鳥取特別２着，あお
ぎりＳ２着，愛宕特別３着，鳥取特別３着，etc.，障害１勝

ミスタープリサイス（15牡 ＊プリサイスエンド）１勝

３代母 ルイヴィル Louisville（77 FR鹿 Val de l'Orne）FR１勝
ルイルグラン Louis le Grand（82牡 Key to the Kingdom）FR・USA６勝，カールト

ンＦバークＨ‐G1，サンルイスオビスポＨ‐G2，ラフォルス賞‐G3，etc.，種牡馬
ルベルヴェデール Le Belvedere（83 牡 Miswaki）FR・USA５勝，イングルウッド

Ｈ‐G2，ベイメドーズダービー‐G3，エディリードＨ‐G2 ４着，etc.，種牡馬
スタンディフォード Standiford（89 牡 Lyphard）FR・USA２勝，アメリカンダー

ビー‐G2 ２着，ラフォルス賞‐G3 ２着，P. du Ranelagh‐L ２着，etc.，
種牡馬

イーファ Ypha（90牝 Lyphard）FR２勝，P. Occitanie‐L
コンコーディアル Concordial（91 牡 Nureyev）GB・USA４勝，ロイヤルロッジＳ

‐G2 ２着，Easter S‐L ２着，種牡馬
ルイドール Louis d'Or（92 牝 Mr. Prospector）不出走

ディプロマティクバッグDiplomatic Bag（00牡 Devil's Bag）FR・USA４勝，
アルカディアＨ‐G2，P. du Lion d'Angers‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341
生 産 牧 場： 高岸 順一
飼 養 者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341

297 サウスエンピリカル２０２１ �・黒鹿 ４／ ８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジサウスエンピリカル
＊ Miswaki

��
��
�エンピリカル青鹿 2005 Louisville

1s
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラキューティ（03青 サクラローレル）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－７（24）〕
マツノサクラ（09牝鹿 サクラプレジデント）�１勝�入着７回
モフモフ（11牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・９勝，ロジータ記念
（Ｄ2100）２着

ベルラトール（13牡青鹿 ソングオブウインド）��２勝
コウゲンレッシャ（14牝芦 ジョーカプチーノ）�２勝
モチモチ（16牝青 タイムパラドックス）��１勝
ナックファラオ（17牡栗 エスポワールシチー）���１勝
ミツカネジュピター（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）���２勝�５勝
ナックジャスパー（20牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 サクラジャスパー（98黒鹿 サクラチトセオー）出走
サクラチャーム（04牝 ＊サザンヘイロー）�２勝�３勝	３勝
レディジャスパー（10牝 サクラプレジデント）	２勝
入着
バルモラル（12牝 サクラゼウス）�２勝

３代母 ＊サクラセクレテーム（93 USA黒鹿 Danzig）不出走
サクラハーン（99牡 ＊アフリート）３勝，飯坂特別，etc.，��４勝
７勝，埼玉新

聞杯２着，赤レンガ記念，etc.
サクラオリオン（02牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，函館記念‐G3，中京記念‐G3，

札幌記念‐G2 ３着，etc.，種牡馬

４代母 セクレターム Secrettame（78 USA栗 Secretariat）USA６勝，Shirley Jon
es H，ガゼルＨ‐G2 ２着
［子］ ゴーンウェストGoneWest（84 牡 Mr. Prospector）USA６勝，ドゥワ

イアＳ‐G1，ゴーサムＳ‐G2，ウィザーズＳ‐G2，etc.，種牡馬
ライオンキャヴァ－ン Lion Cavern（89牡 Mr. Prospector）GB・FR・
USA５勝，トルーノースＨ‐G2，グリーナムＳ‐G3，ホーリスヒルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

［曾孫］ デザートローDesert Law（14� Desert Code）�USA５勝，Thor's
Echo S‐R，ビングクロスビーＳ‐G1 ２着，サンタアニタスプリン
トＣｈ．Ｓ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 坂本 健一＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2067
生 産 牧 場： 坂本 健一
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

298 サクラキューティ２０２１ 牡・黒鹿 ３／３０

＊

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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラサクラキューティ サクラチトセオー

��
��
�サクラジャスパー青 2003 ＊サクラセクレテーム

2f
Blushing Groom S3×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 サワヤカブラン（05芦 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
ナムラジャーナル（09牡鹿 ローエングリン）�12 勝
ピンクノオウマサン（13牝芦 ジャングルポケット）入着，�１勝�入着３回��
ハッピーアンドモカ（17牝鹿 エイシンフラッシュ）�２勝�
ソルジャー（18牡鹿 エイシンフラッシュ）��１勝
シャトーブラン（20牝芦 イスラボニータ）�地方未出走

２代母 マルカサワヤカ（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，小倉日経ＯＰ‐L ３着，
北九州短距離Ｓ‐OP ３着，久多特別，文月特別，芦屋川特別，etc.
ウララカ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）１勝，長浜特別２着，岩室温泉特別３着，�１

勝��２勝
アカノジュウロク（10牝 ＊バゴ）１勝，閃光特別２着
エノラブエナ（11牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，上賀茂Ｓ，北山Ｓ２着，摩耶Ｓ２

着，堺Ｓ２着，くすのき賞２着
ヒダロマン（13牝 ＊ワークフォース）３勝
リンフレスカンテ（18牡 ルーラーシップ）�２勝，燕特別２着，寒狭川特別３着，

千里山特別３着

３代母 サワヤカプリンセス（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，飛騨特別
サイキョウザクラ（95牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，葵Ｓ‐OP ３着，鷹取特別２

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

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

‐Jpn3，シルクロードＳ‐Jpn3 ２着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.
デュランダル（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，マイルＣｈＳ‐G1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），種牡馬
リトルブレッシング（02牝 バブルガムフェロー）出走

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

ダンシングプリンス（16牡 パドトロワ）�５勝，カペラＳ‐G3，etc.，��３勝�
１勝，北海道スプリントＣ‐Jpn3，SAU１勝，リヤドダートスプリント‐G3

販売申込者・所有者： ㈲猿倉牧場＝様似町田代 �090-8907-3619
生 産 牧 場： ㈲猿倉牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

299 サワヤカブラン２０２１ �・鹿 ４／１３
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサワヤカブラン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカサワヤカ芦 2005 サワヤカプリンセス

＊スコツチプリンセス 11f
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 キーミー（17鹿 トウケイヘイロー）不出走
初仔

２代母 モルフェキイ（06黒鹿 ＊モルフェデスペクタ）�２勝��入着２回，フロイラ
インＣ３着，北斗盃３着
モルフェワイン（11牝 ソングオブウインド）�４勝��１勝�14 勝
コスモジャーベ（13牡 ソングオブウインド）３勝，燕特別，陣馬特別２着，奥の細

道特別２着，九十九里特別２着，糸魚川特別２着
ホクセンジョウオー（15牝 サムライハート）２勝
ジュンリュウセー（16牝 ローレルゲレイロ）��１勝
ケンアンビシャス（18牡 トゥザワールド）�２勝，松浜特別

３代母 ハセノグッドダンス（01鹿 ダンスインザダーク）出走

４代母 ハッピーマサコ（92鹿 ニツポーテイオー）�２勝
［子］ エメラルスター（98牡 ＊エルハーブ）�６勝，オパールＣ２着

リッカドリムオ（02牡 ＊ドリームウェル）１勝
トシブラック（99牝 ＊ブラックタイアフェアー）�５勝

５代母 ＊ルハビー（86 USA栗 Plugged Nickle）USA出走
［子］ メイショウモトナリ（94牡 ＊アレミロード）３勝，�１勝��１勝�２勝

	
��入着４回�，スーパーダートダービー‐Jpn2，かきつばた記
念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

メイショウオサフネ（99牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，樅の木賞３着
メイショウハーブ（97牝 ＊エルハーブ）３勝
シービーニッケル（91牡 ミスターシービー）�５勝�５勝
オグリデザート（03牡 ＊デザートキング）�５勝
ハイホー（95牡 ＊ブレイヴエストローマン）�３勝�

［孫］ メイショウコロンボ（09牡 マンハッタンカフェ）６勝，�１勝�１勝�，名古
屋大賞典‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3 ３着

メイショウアーリー（05牡 ＊ラムタラ）入着３回，�８勝�
メイショウチヨ（10牝 メイショウオウドウ）�７勝
リッカビクトリー（05牝 ＊ジョリーズヘイロー）入着，２勝

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： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

300 キーミー２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

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

ゴールドヘイロー

�
�
�
�
�

��
��

�トウケイヘイロー ダンスクィーンキーミー ＊モルフェデスペクタ

��
��
�モルフェキイ鹿 2017 ハセノグッドダンス

＊ルハビー 14f
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンスM4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 シーズオールザット（15鹿 ＊キングズベスト）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 オールザットジャズ（08鹿 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），
中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，愛知杯‐G3
３着，etc.
アナザーラブソング（16牡 ＊ハービンジャー）２勝，小豆島特別２着，札幌道新スポ

ーツ賞３着
ディモールト（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，萌黄賞，九州スポーツ杯２着
グローリーエックス（18� ヴィクトワールピサ）���２勝

３代母 ダイヤモンドピサ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
アナザープラネット（13牡 ＊ワークフォース）４勝，中京スポーツ杯，��出走�入着��

４代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
［子］ フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１

０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Hone
ybee 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）
USA４勝，Omnibus S２着

［孫］ 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

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）
�IRE１勝，Polonia S‐L ２着

イルーシヴテンパー Elusive Temper（07 牝 Elusive Quality）USA２勝，
Little Silver S‐L ３着

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

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

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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

301 シーズオールザット２０２１ 牡・鹿 ３／１５
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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaシーズオールザット タニノギムレット

��
��
�オールザットジャズ鹿 2015 ダイヤモンドピサ

＊ジョード 1s
Kingmambo S3×M3 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 シスターマリオン（14鹿 スズカマンボ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ゴージャスブーケ（19牝鹿 リオンディーズ）��出走
ゴウソク（20牝鹿 ベルシャザール）�地方未出走

２代母 ヤマトプリティ（94芦 アンバーシヤダイ）６勝，涼秋Ｓ，讃岐特別，三年坂特
別，上賀茂Ｓ２着，鳴門Ｓ２着，etc.
ヤマトスプリンター（02牡 マヤノトップガン）３勝，川西特別，飛梅賞２着
ヤマトマリオン（03牝 ＊オペラハウス）４勝，東海Ｓ‐G2，フローラＳ‐Jpn2，etc.，

��２勝���入着３回�，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，エン
プレス杯‐Jpn2 ３着，etc.
マリオ（15牡 エスポワールシチー）�４勝，松風月Ｓ，蹴上特別，フォーチュ

ンＣ３着，摩耶Ｓ３着，障害１勝
マリター（16� デスペラード）�	８勝�，兵庫ゴールドＣ３着
マリオマッハー（17牡 ゴールドシップ）�４勝，雅Ｓ
マリオンエール（18牝 ロードカナロア）�１勝
マリオロード（19牡 キタサンブラック）�１勝

ヤマトバンパク（06牡 バブルガムフェロー）入着４回，	１勝��入着
キングライデン（12牡 アジュディミツオー）��５勝�
ハウキュート（15牝 ＊アポロキングダム）�１勝�１勝��

３代母 ヤマトビューテイ（85芦 プレストウコウ）５勝，伊丹特別２着，氷ノ山特別２
着，桃山特別２着，庄内川特別３着

４代母 ビユーテイライダー（79栗 ＊ダツパーダン）出走
［子］ シマノスピード（83牡 タケシバオー）５勝，三河特別，宇治川特別２着，

新涼特別２着，etc.，障害２勝
パシアン（92牝 サクラユタカオー）３勝，三河特別，御池特別２着，甲東
特別３着

［孫］ トーホウレーサー（04牡 ＊チーフベアハート）４勝，ＮＺトロフィー
‐Jpn2，福島ＴＶＯＰ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着

サマールナ（09牝 アドマイヤムーン）４勝，太宰府特別，クリスマスキャ
ロル賞，北九州短距離Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

302 シスターマリオン２０２１ 牡・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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボシスターマリオン アンバーシヤダイ

��
��
�ヤマトプリティ鹿 2014 ヤマトビューテイ

＊ソネラ 4r
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ジュシラ（06鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ビーデル（15牝栗 フリオーソ）��１勝
エルマスフエルテ（16牡鹿 ＊バトルプラン）���５勝
ベニアカネ（18牝黒鹿 ＊アポロキングダム）出走，�地方未出走
パルテノス（19牝鹿 ＊ラニ）��入着

２代母 コールミーネイム（89鹿 ＊アレミロード）３勝
コールミースーン（95牝 ＊リファーズウィッシュ）３勝

アサクサマリンバ（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，山藤賞２着，障害１勝
レモンチャン（10牝 デュランダル）４勝，ツインターボＣ，稲妻特別
コスモリモーネ（17� ＊ヘニーヒューズ）２勝，すずらん賞‐OP ３着，�
�４勝��

コールミーラヴ（96牝 ＊ゴールデンフェザント）３勝，赤穂特別，丹波特別２着，湘
南Ｓ３着，舞子特別３着，シドニーＴ３着，etc.

ボイスオブリーズン（99牡 バブルガムフェロー）３勝，ニセコ特別，礼文特別３着
ハートフルボイス（00牝 メジロライアン）１勝

トレボーネ（08� ＊アグネスデジタル）４勝，噴火湾特別，噴火湾特別２着，白
鳥大橋特別３着，��１勝�

ドラマチックテナー（02牡 タヤスツヨシ）３勝
コールトゥマインド（03牡 フジキセキ）入着，�６勝
スティールシャーク（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

トーセンマリオン（12牝 トーセンブライト）１勝，��入着９回，関東オーク
ス‐Jpn2 ３着，ユングフラウ賞３着

デルマジュンコ（08牝 ＊スニッツェル）入着，�１勝	入着

３代母 ＊ミステイコール（79 USA栗 What a Pleasure）USA１勝

４代母 ミスコールMiss Cor（62 USA栗 Correlation）USA７勝
［子］ グッドビヘイヴィングGood Behaving（68牡 Ambehaving）USA７勝，

ウッドメモリアルＳ，ゴーサムＳ，スウィフトＳ，etc.，種牡馬
ミスティネイティヴMisty Native（75 牝 Native Charger）USA10 勝，
コレクションＨ‐G3，Berlo H２着，Berlo H３着，etc.

販売申込者・所有者： ９９．９＝浦河町潮見町 �080-8046-1223
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

303 ジュシラ２０２１ 牡・栗 ４／ １
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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスジュシラ ＊アレミロード

��
��
�コールミーネイム鹿 2006 ＊ミステイコール

5j
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5

価格： 購買者：



母 シャイニンオスカー（15黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ミソニコミウドン（20牝鹿 ロゴタイプ）�地方未出走

２代母 ピサノアラバスター（07鹿 ＊クロフネ）不出走
ロードキング（13牡 ディープインパクト）２勝，湯川特別３着
カガヴィクトリー（17牡 オルフェーヴル）�１勝��１勝

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.
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
ナイトオブナイツ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，巴賞‐OP，巴賞‐OP ２着，

難波Ｓ，etc.，��２勝���
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： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： 社台ファーム
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

304 シャイニンオスカー２０２１ 牡・黒鹿 ５／１１
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアシャイニンオスカー ＊クロフネ

��
��
�ピサノアラバスター黒鹿 2015 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Busted S5×M5

価格： 購買者：



母 ジャストゥラヴ（13鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝��５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
スティールアグネス（20牝青鹿 ＊パイロ）��出走

２代母 リリーアンドローズ（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着５回
ブラックマンバ（04牡 ＊スルーザワールド）�１勝�１勝�入着��，荒炎賞３着
クールドリオン（05牡 ＊チーフベアハート）２勝
ジェットローズ（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝
ザベルオンアース（08牝 ＊ストラヴィンスキー）入着２回，��４勝

３代母 ノーブルアクション（90鹿 シンボリルドルフ）５勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，
新潟日報賞，福島ＴＶ杯，八ヶ岳特別，赤富士賞２着，etc.
ノーブルベレーザ（97牝 ＊トニービン）��出走

ホクセツファミリー（04牡 ＊リンドシェーバー）�９勝�５勝，菊水賞３着，園
田ユースカップ３着，園田ジュニアＣ３着

ホクセツロマン（07牝 スターリングローズ）�５勝	６勝
入着���，若草
賞２着，のじぎく賞３着

４代母 ＊ノーブルフランチエスカ（85 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ ノーブルレイジ（94牡 ＊トニービン）４勝，飯坂特別，新緑賞，ドイツ騎

手招待（２）２着，etc.
ギベリン（93� シンボリルドルフ）４勝，白井特別，松浜特別２着，ゆき
つばき賞２着，etc.，障害１勝

５代母 ミスフランチェスカMiss Francesca（72 USA鹿 Raise a Native）USA４
勝，San Clemente S，La Centinela S２着，Leimert S２着，デルマー
オークス‐G3 ３着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，etc.
［孫］ ロ－ドスレヴァ Lord Sreva（87� Vaguely Noble）USA４勝，ホーソ

ーンＢＣＨ‐G3
アフォ－ダブルプライス Affordable Price（85 牝 Drouilly）USA３勝，
Torrey Pines S‐LR，レイルバードＳ‐G2 ２着，Crowning Glo
ry S‐LR ２着，etc.

販売申込者・所有者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397
生 産 牧 場： ＣＲステーブル
飼 養 者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397

305 ジャストゥラヴ２０２１ 牡・鹿 ５／１０

＊

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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerジャストゥラヴ ＊サンデーサイレンス

��
��
�リリーアンドローズ鹿 2013 ノーブルアクション

＊ノーブルフランチエスカ 13e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シャワーブーケ（14栗 ゴールドアリュール）２勝，�２勝
初仔

２代母 ＊シャディーナ（05 IRE 鹿 Dubai Destination）FR・USA２勝
ブルーホール（11牡 Harlan's Holiday）１勝，西郷特別，�３勝

３代母 シャマダラ Shamadara（93 IRE 鹿 Kahyasi）GB・FR・IRE２勝，マルレ賞
‐G2，愛オークス‐G1 ２着
シャムダラ Shamdara（98牝 ＊ドクターデヴィアス）FR２勝，マルレ賞‐G2 ３着，

P. Petite Etoile‐L ２着
シャムディナン Shamdinan（04牡 Dr Fong）FR・IRE・USA２勝，セクレタ

リアトＳ‐G1，ＢＣターフ‐G1 ２着，仏ダービー‐G1 ３着，種牡馬
シャーワルディ Shahwardi（06� Lando）GB・FR・IRE・AUS４勝，ＭＲＣハ

ーバートパワーＳ‐G2，P. Turenne‐L，ケルゴルレイ賞‐G2 ３着，etc.
シャムダラ Shamdala（02 牝 Grand Lodge）GB・FR・ITY・HKG６勝，ミラノ大

賞‐G1，ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2，ユベールドショードネイ賞‐G2，etc.
シムラナ Shimrana（04牝 Daylami）不出走

シムラノ Shimrano（12� Monsun）FR・GER・AUS３勝，ウニオンレネン
‐G2，Hannover‐Derby Trial‐L

シャマキヤ Shamakiya（06牝 Intikhab）FR２勝，P. de Thiberville‐L，マルレ
賞‐G2 ３着，ロワイヨモン賞‐G3 ２着
シャムカラ Shamkala（11 牝 Pivotal）FR３勝，クレオパトル賞‐G3
シャムシャッド Shamshad（13� Sea The Stars）FR・ITY１勝，P. Roma

Vecchia‐L ２着，P. U.N.I.R.E.‐L ３着
シャマノヴァ Shamanova（07牝 Danehill Dancer）FR３勝，P. La Moskowa

‐L，マルレ賞‐G2 ２着，ポモーヌ賞‐G2 ３着，etc.

４代母 シャマルザナ Shamarzana（87 IRE 鹿 Darshaan）GB入着

５代母 シャルミーン Sharmeen（72 FR鹿 Val de Loir）FR１勝
［子］ シェルガル Shergar（78牡 Great Nephew）GB・IRE６勝，英ダービー‐G1，

愛ダービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768

306 シャワーブーケ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１１

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤシャワーブーケ
＊ Dubai Destination

��
��
�シャディーナ栗 2014 Shamadara

9c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シャープナー（08鹿 ＊スニッツェル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－２（３）〕
キャプテンシンガポールCaptain Singapore（16�黒鹿 ドリームジャーニー）

��２勝，�SIN１勝
リカバリーショット（18牡芦 ＊ダンカーク）��出走�１勝�入着��

２代母 フジノコハギ（93鹿 フジノフウウン）２勝，��１勝
ブラウンバーデン（05牡 ＊タイキファイヤー）��１勝

３代母 ＊モーツアルトキルター（76 IRE 栃栗 Vaguely Noble）GB出走
フジノシユンプー（81牝 ＊ダイアトム）２勝

キルトフォーユー（90牡 ＊メンデス）３勝，頌春賞２着，ＳＴＶ賞３着，藻岩山
特別３着

ユーワミラージュ（93牡 ＊キンググローリアス）６勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3 ３着，
金蹄Ｓ，阿武隈Ｓ，etc.

ロードキルター（82牡 ＊ダイアトム）７勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ４着，すずかけ賞
‐OP，いちょう特別‐OP，etc.

ノーブルメロディー（90牝 ＊コインドシルバー）２勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，エ
リザベス女王杯‐Jpn1 ４着，富里特別
トニーボス（96牡 ＊トニービン）２勝，阿蘇Ｓ‐OP ２着，大沼Ｓ‐OP ２着，成

田特別，etc.，�１勝��１勝	１勝�
入着２回
ダイワバーミンガム（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，御宿特別，館山特別，

晩春Ｓ２着，etc.

４代母 セレスチャルドーン Celestial Dawn（71 GB芦 ＊ドン）GB・FR・USA３勝，
チェリーヒントンＳ‐G3，Princess Margaret S

５代母 マジェスティックMajestic（60 GB栗 Buisson Ardent）GB２勝
［孫］ ミューヒムMuhim（84� ＊パドスール）GB・HKG８勝，Queen Eliza

beth II Cup‐L，Hong Kong Gold Cup‐L ２着
［曾孫］ ハイソサイエティ High Society（99 牝 Key of Luck）IRE・USA３勝，

La Habra S‐L，Rochestown S‐L，ハニムーンＨ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132
生 産 牧 場： 佐々木 康治
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

307 シャープナー２０２１ 牡・鹿 ３／２４

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassシャープナー フジノフウウン

��
��
�フジノコハギ鹿 2008 ＊モーツアルトキルター

11e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ショウナンダズル（15青鹿 ＊シャンハイボビー）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊パスオブドリームズ（10 USA栗 Giant's Causeway）USA１勝
クラヴァシュドール（17牝 ハーツクライ）�１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐G1 ３着，チューリップ賞‐G2 ２着，サウジアラビアＲＣ‐G3 ２着，リゲ
ルＳ‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着（２回），etc.

ノースザワールド（18牡 ディープインパクト）�３勝，須磨特別，垂水Ｓ２着，渥
美特別２着，浜名湖特別２着，長久手特別２着，etc.

３代母 パスオヴサンダー Path of Thunder（01 USA鹿 ＊サンダーガルチ）USA６
勝，Golden Pond S‐R，Princess Mora S２着
イキサイティッド Excited（08牝 Giant's Causeway）USA３勝，ヴァージニアオ

ークス‐G3，Hilltop S，リグレットＳ‐G3 ２着，etc.
スリルド Thrilled（13牝 Uncle Mo）USA・CAN２勝，Sunland Park Plum Pr

etty S，デムワゼルＳ‐G2 ２着，ミスグリジョＳ‐G3 ２着，etc.
ビサイドハーセルフ Beside Herself（19 牝 Uncle Mo）�USA２勝，リグレッ

トＳ‐G3 ３着
ウェイトティルドーンWait Til Dawn（09牝 Giant's Causeway）USA・CAN２

勝，Suncoast S

４代母 ドリナDrina（88 USA鹿 Regal and Royal）USA11 勝，Vizcaya H‐L，
Aspidistra H‐L ２着，Miss Tropical H‐L ２着
［子］ スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，

ラブレアＳ‐G1，フルールデリスＨ‐G2，etc.
プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）USA５勝，サンルイス
オビスポＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Sham S‐R ２着，種牡馬

ファンタスティックスペイン Fantastic Spain（00 牡 Fantastic Fellow）
USA５勝，ゴールデンゲイトフィールズＢＣＳ‐G3，ベイメドーズＢ
ＣＨ‐G3 ２着，スタンフォードＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ プラン Plan（05牡 Storm Cat）GB・IRE・USA２勝，愛インターナショ
ナルＳ‐G3，セクレタリアトＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

308 ショウナンダズル２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
＊ 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

＊ Harlan's Holiday

�
�
�
�
�

��
��

�シャンハイボビー Steelin'ショウナンダズル
＊ Giant's Causeway

��
��
�パスオブドリームズ青鹿 2015 Path of Thunder

9f
Storm Cat M4×M5

価格： 購買者：



母 シャドウマスク（11青鹿 ハーツクライ）��２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
モーニングアイリス（20牝黒鹿 ＊タリスマニック）�地方未出走

２代母 ＊ピュアティー（95 USA栗 Woodman）出走
キョウワラプソディ（01牝 ダンスインザダーク）出走

ジュウワンブライト（09牝 キングヘイロー）�５勝�，ヤングＣｈ，プリンセ
スＣ，北日本新聞杯２着

シャドウフレア（02牡 ＊グラスワンダー）２勝
ヒシハイグレード（03牡 サクラバクシンオー）４勝，昇竜Ｓ‐OP ３着，石清水Ｓ，

猪苗代特別，滝桜賞，�３勝�３勝
パールシャドウ（06牝 ＊クロフネ）５勝，秋嶺Ｓ，ルスツ特別，ベゴニア賞，常総Ｓ

２着，大倉山特別２着，etc.
サトノシリウス（15牡 ディープインパクト）２勝，高雄特別２着，八ヶ岳特別３着

ジュヌドラゴン（07� ＊クロフネ）１勝，障害１勝
ロングシャドウ（10牡 ネオユニヴァース）３勝

３代母 レクストラオナー L'Extra Honor（87 USA栗 Hero's Honor）FR２勝，P.
Lord Seymour‐L，P. Charles Laffitte‐L ２着
ヒーザゴーンウェスト Heza GoneWest（93 牡 GoneWest）USA１勝，ジェネ

ラスＳ‐G3 ３着，Pirate Cove S‐R ３着，種牡馬
ヒドナー Hiddnah（97牝 Affirmed）GB・FR・GER１勝，Galtres S‐L ３着，

Godolphin S‐L ３着，Chesham S‐L ３着
マジェスティックロワMajestic Roi（04 牝 Street Cry）GB・FR・UAE３勝，サン

チャリオットＳ‐G1，フレッドダーリングＳ‐G3，サンドリンガム賞‐G2 ２着
マジェスティックジャスミンMajestic Jasmine（10牝 New Approach）IRE

・GER４勝，G.P. der Hannoverschen Volksbank‐L
ヌールアルハワNoor Al Hawa（13牡 ＊マクフィ）�FR・GER・QAT18勝，

ヴィシー大賞‐G3，州都デュッセルドルフ大賞‐G3，オイロパマイレ大賞
‐G3，etc.

ブラックスピリット Black Spirit（07� Black Minnaloushe）GB・FR・IRE・US
A８勝，ニューベリーアークトライアル‐G3，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ３着，
ゴードンリチャーズＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 成隆牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5469
生 産 牧 場： 成隆牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

309 シャドウマスク２０２１ �・鹿 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスシャドウマスク
＊ Woodman

��
��
�ピュアティー青鹿 2011 L'Extra Honor

4g
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スマイルジュノ（08鹿 ステイゴールド）��３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
キクノプルス（14牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）�４勝�入着
マナラプレ（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
クリー（16牡鹿 ショウナンカンプ）入着３回，��10 勝
フラッシュヒーロー（18牡鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
パタパタママ（20牝黒鹿 ＊クリエイターⅡ）��出走

２代母 チャームトウショウ（88鹿 ＊コインドシルバー）１勝
イサミテイオー（96牡 ＊ポリッシュネイビー）１勝
コウユーラヴ（97牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オースト
ラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，バーデンバーデンＣ‐L ３着，アンコ
ールＳ‐OP（２回），etc.

ダイシングロウ（04牡 ダンスインザダーク）５勝，小倉記念‐Jpn3 ２着，バレ
ンタインＳ‐OP ２着，博多Ｓ，京橋特別，紫野特別，障害３勝，種牡馬

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２着，三峰
山特別２着，瀬波特別２着，両津湾特別３着

ハッピーチケット（04牝 バブルガムフェロー）出走
ハッピーティア（08牝 ＊ホワイトマズル）障害１勝，中山大障害‐JG1 ２着，�４勝

３代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
カメリアトウシヨウ（82牝 ＊ハンザダンサー）不出走

トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯
‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.

オーロラトウショウ（94牝 ＊キンググローリアス）入着３回
トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝	入着

ブリストウショウ（94牝 ビゼンニシキ）不出走
イゾラトウショウ（03牝 ＊ティンバーカントリー）出走
ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��入着，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

310 スマイルジュノ２０２１ �・鹿 ４／２３
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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスマイルジュノ ＊コインドシルバー

��
��
�チャームトウショウ鹿 2008 ガールトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 シアヌークビル（13黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
カラハリ（18�鹿 ＊アジアエクスプレス）入着，���入着６回
ヒトマル（19牡黒鹿 コパノリチャード）���入着４回

２代母 ミツワオーロラ（02鹿 メジロマックイーン）出走

３代母 ミツワロード（91鹿 ＊アレミロード）��２勝

４代母 リツチフイールド（79鹿 ＊シルバーシヤーク）１勝
［子］ ミスターゼベット（89牡 ＊ターゴワイス）３勝，喜多方特別，糸魚川特別，

ジョッキーズＧＰ２着，etc.
タイガージヤージ（84牡 プレストウコウ）２勝，栗子特別３着，霞ヶ城特
別３着，�６勝

ルイジアナボーイ（92牡 ＊イルドブルボン）１勝，山吹賞３着
［孫］ トネノキング（03牡 ニューイングランド）入着，ゆりかもめ賞２着，��

３勝�，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
ヌーベルオルレアン（94牝 ＊トニービン）４勝，織姫賞
クレオールクイーン（93牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，ミモザ賞２着，桃
花賞３着

ストリートジャズ（98牡 ＊ペルジノ）２勝，アベリア賞２着

５代母 ミヨトウコウ（70黒鹿 ＊ムーテイエ）４勝，クイーンＳ３着，瓢湖特別，白百合賞
［子］ キリノトウコウ（84牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，クリスタルＣ

‐Jpn3，菜の花賞‐OP
トウコウダンサー（80牝 ＊ノーザンテースト）６勝，新春牝馬特別，江戸
川特別，つくし賞

［孫］ オフサイドトラップ（91牡 ＊トニービン）７勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，新潟
記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

ゲストハウス（87牡 ホスピタリテイ）１勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
��１勝��

［曾孫］ ナンヨーリバー（05牡 ＊スキャン）４勝，しらかばＳ‐OP，etc.，	１勝
��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

311 シアヌークビル２０２１ �・鹿 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

＊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シアヌークビル メジロマックイーン

��
��
�ミツワオーロラ黒鹿 2013 ミツワロード

＊アストニシメント 7c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ショウナンアオバ（07鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（１）〕
トンボイ（15牝栗 アドマイヤマックス）２勝，戎橋特別（芝 1200），千種川特別
（芝 1200）２着，仲春特別（芝 1200）２着，勝浦特別（芝 1200）２着，あやめ賞
（芝 1200）２着，皆生特別（芝 1200）３着

ロードベイリーフ（17牡黒鹿 ヴァンセンヌ）�４勝，韋駄天Ｓ‐OP（芝 1000）２着，
サンライズＳ（芝 1200），千種川特別（芝 1200），大牟田特別（芝 1200），みち
のくＳ（芝 1200）２着，テレＱ杯（芝 1200）２着

ドラコテソーロ（18�芦 ゴールドシップ）��１勝�

２代母 ＊ショウナンタイム（96 USA黒鹿 Gilded Time）５勝，仲春特別，仲冬特別３
着，桶狭間特別３着，春菜賞３着
トルサード（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 ペンブルックスレイディPennbrook's Lady（83 USA黒鹿 Nasty and Bold）
USA１勝
ゴーフォーグローリーGo for Glory（89� Yukon）USA14 勝，British Columbi

a Premier's Ch.‐L，S. W. Randall Plate‐L，John Longden 6000 H，etc.
オールウェイズビーアレイディAlways Be a Lady（90牝 ＊モガンボ）USA３勝

ユウカンビアレイディトゥー Yukan B a Lady Too（96牝 Yukon）USA11 勝，
Snow Blossom S３着

セニョリータバンディート Senorita Bandito（91 牝 Tejano）USA２勝，Senori
ta S２着

イターナルグローリーEternal Glory（95 牝 Danzatore）USA１勝
ネヴァーラッケンNeverlacken（02牝 Smoke Glacken）USA３勝，Ocala

Breeders' Sales Championship S‐R，Busher S‐L ２着，Miss Wo
odford S３着

アップトゥミーUp to Me（98牝 Salt Lake）USA４勝，Supernaturel S３着
ティピカルTypical（99 牝 Alydeed）不出走

ミススカーレットロードMiss Scarlett Road（09牝 Old Forester）CAN３勝，
Lady Angela S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

312 ショウナンアオバ２０２１ �・黒鹿 ２／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスショウナンアオバ
＊ Gilded Time

��
��
�ショウナンタイム鹿 2007 Pennbrook's Lady

16h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジョウノボレロ（02青鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－５（20）〕
ジョウノアラミス（08牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，陣馬特別
（芝 2400）３着

リアライズキボンヌ（09牝鹿 ＊アフリート）５勝，アレキサンドライトＳ（Ｄ1800），
オホーツクＨ（Ｄ1700），鹿島特別（Ｄ1800）

プリンセスミユキ（11牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝���
ケンバトル（12牡鹿 ゴールドアリュール）��２勝
オラシオン（13牡鹿 ダイワメジャー）�３勝�１勝�入着２回
アルゴロオジエ（14牝黒鹿 ハーツクライ）１勝
アイヴィーサ（16牝鹿 ロードカナロア）�３勝�４勝�
リンダリンダリンダ（17牝鹿 オルフェーヴル）���１勝・１勝�１勝

２代母 ＊ザンゼ（90 USA黒鹿 Dixieland Band）GB出走
ヘブンズブレス（95牝 Lycius）１勝

テイエムレイメイ（00牡 サクラバクシンオー）�２勝���入着６回，金の鞍
賞２着，黒潮ダービー３着

シルキーヴェルジェ（99牝 ＊ティンバーカントリー）出走
マイネオーチャード（08牝 ステイゴールド）５勝，エリザベス女王杯‐G1 ４着，

クリスマスＣ，魚野川特別，佐渡Ｓ２着，美作特別２着，etc.
コパノモーニング（09	 マーベラスサンデー）
１勝�11 勝，水無月賞，ロー

タスクラウン賞２着，カンナ賞３着，佐賀弥生賞３着
ザンジバル（00牡 ダンスインザダーク）１勝
ラレーヌデュバル（06牝 ＊リンドシェーバー）１勝

３代母 チャーミングティアラCharming Tiara（86 USA鹿 Alydar）不出走
ディーズノットワーズDeeds NotWords（94 牡 Rubiano）USA２勝，キーンラ

ンドレキシントンＳ‐G2 ３着，ベストパルＳ‐G3 ３着
チャーミングクエストCharming Quest（97 牝 Quest For Fame）不出走

ラクマジュール Lac Majeur（04	 Daliapour）FR４勝，P. du Haras de la Huder
ie‐L ２着，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

313 ジョウノボレロ２０２１ 牡・黒鹿 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayジョウノボレロ
＊ Dixieland Band

��
��
�ザンゼ青鹿 2002 Charming Tiara

13c
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ジョーパルカ（10栗 フジキセキ）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
タツノマッハ（18牡鹿 ＊ダノンレジェンド）���４勝
クレールアヴニール（19牝栗 ＊ダンカーク）���入着

２代母 ジョーセクレタリー（92鹿 ＊トニービン）５勝，ドンカスターＳ，洞爺湖特別，
仲秋Ｓ２着，京洛Ｓ２着，臥牛山特別２着，etc.
ジョーモルデュー（04� ＊クロフネ）４勝，魚沼特別３着，�１勝�入着４回，コス

モバルク記念，絆Ｃ２着，コスモバルク記念２着，星雲賞２着，etc.
ジョーメテオ（06牡 ネオユニヴァース）４勝，��２勝�１勝�入着	�，兵庫ゴ

ールドＴ‐Jpn3 ２着，オーバルスプリント‐Jpn3 ３着，アフター５スター賞，
笠松ＧＰ，ゴールドＣ，etc.

マイネルラピド（08牡 ＊マイネルラヴ）２勝
ジョーリコチャン（09牝 クーリンガー）��１勝
ジョーキーパーソン（12牡 アドマイヤムーン）�２勝��８勝

３代母 ジョーセイバー（85栗 ＊ノーザンテースト）１勝，洞爺湖特別２着
ジョービッグバン（95牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，小倉大賞典‐Jpn3，中山金杯

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ジョーアルデバラン（98� ＊オジジアン）３勝，塩沢特別３着，噴火湾特別３着，竜

飛崎特別３着，
５勝�
ジョーマリコ（99牝 マーベラスサンデー）５勝

ジョーアカリン（08牝 タニノギムレット）２勝，乙訓特別２着，犬山特別２着，
戎橋特別２着，etc.

４代母 ＊ソールズベリー（69 USA栗 Reneged）不出走
［子］ ツジユートピアン（90牡 ＊ノーリユート）２勝，きさらぎ賞‐Jpn3

シヤダイクイン（82牝 ＊デイクタス）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ＨＢ
Ｃ杯２着，霞ケ浦特別２着，etc.

プリティバンビ（92牝 ＊ノーリユート）３勝，潮騒特別，利尻特別
［孫］ ドロテアス（94牡 ＊ドクターデヴィアス）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，

京都３歳Ｓ‐OP ２着，ききょうＳ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

314 ジョーパルカ２０２１ �・鹿 ５／１２
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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサージョーパルカ ＊トニービン

��
��
�ジョーセクレタリー栗 2010 ジョーセイバー

＊ソールズベリー 1r
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 スイートガーデン（11鹿 ブラックタイド）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アーモンドラブ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��２勝
スーパーショット（19牡栗 ＊ラニ）��入着
タカイチスイート（20牝鹿 ＊ノヴェリスト）���入着

２代母 スイートリヴァー（02栗 ＊パラダイスクリーク）１勝
シンデンアラタ（09牡 オンファイア）１勝，�５勝���
スウィートアゲン（10牝 ブラックタイド）�７勝
フォルサ（12牡 ブラックタイド）１勝
ネコダンサー（13牡 ブラックタイド）１勝
ネコディール（14牡 サイレントディール）��１勝�３勝�２勝
マナカ（16牝 ＊タイキシャトル）入着，�２勝

３代母 ニシノコマチ（96栗 Miswaki）１勝
シゲルジュウヤク（08牡 ＊グラスワンダー）１勝，障害４勝，阪神スプリングジャン

プ‐JG2，新潟ジャンプＳ‐JG3，中山グランドジャンプ‐JG1 ３着，etc.

４代母 ＊サレラ（88 USA鹿 Danzig）GB出走
［子］ オーミヤボレロ（97牡 ＊ジェイドロバリー）��12 勝�７勝�，吉野ヶ里

記念，はがくれ大賞典３着

５代母 サンティアゴスイーティ Santiago Sweetie（74 USA鹿 Boldnesian）USA１勝
［子］ フラメンコ Flamenco（80牝 Dance Spell）GB・FR・IRE３勝，カンデ

ラブラＳ‐G3，チャイルドＳ‐G3 ２着
ポルティオ Portio（83 牝 Riva Ridge）USA４勝，White Rose S‐R，
Blue Bonnet S‐R ２着

［孫］ ブラックビューティディー Black Beauty D.（89 牝 Procida）PR17 勝，
C. Prensa Hipica‐L，C. Roberto Clemente‐L，C. Wiso G.
‐L ２着，etc.

［曾孫］ アンビヴァレント Ambivalent（09 牝 Authorized）GB・FR・IRE・AUS
・UAE・TUR５勝，愛プリティポリーＳ‐G1，ミドルトンＳ‐G2，
Chalice S‐L，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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

315 スイートガーデン２０２１ 牡・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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアスイートガーデン ＊パラダイスクリーク

��
��
�スイートリヴァー鹿 2011 ニシノコマチ

＊サレラ 1j
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 キナウ（11黒鹿 キングカメハメハ）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ラニカイブルー（18牝黒鹿 ＊タートルボウル）��入着６回�
レウェルティ（19牝黒鹿 ＊ドレフォン）���２勝�２勝
ディオスビエント（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 リンガフランカ（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別２着，�１勝�
入着��
レッドオーディン（10牡 ジャングルポケット）入着３回，�１勝
クレオール（12牝 ＊チチカステナンゴ）２勝
シシャモダイスキ（17牡 ルーラーシップ）��４勝

３代母 ＊フランクアーギュメント（86 USA黒鹿 Argument）FR・GER・USA３勝，
P. des Tourelles‐L，P. Joubert‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，etc.
アドマイヤロード（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，万葉Ｓ‐OP，北大路特別，ロ

ベリア賞，etc.
アドマイヤセラヴィ（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ
共和国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，etc.

アマファソン（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，四
国新聞杯２着，etc.
アマーティ（16牝 ルーラーシップ）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

４代母 フランカ Franca（76 ITY鹿 ＊ヴアイスリーガル）FR・USA２勝，Las Mad
rinas H３着
［子］ フランクリーパーフェクト Frankly Perfect（85 牡 Perrault）FR・USA

６勝，ハリウッドターフカップ‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，ゴール
デンゲイトＨ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ シブリングライヴァル Sibling Rival（94 牡 Quest For Fame）GB・FR
・UAE５勝，P. de la Porte deMadrid‐L，ドーヴィル大賞‐G2 ２
着，シャンティー大賞‐G2 ２着，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： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

316 キナウ２０２１ 牡・鹿 ４／１０

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキナウ ＊サンデーサイレンス

��
��
�リンガフランカ黒鹿 2011 ＊フランクアーギュメント

11f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シルクナデシコ（06栗 フジキセキ）２勝，赤湯特別（芝 1200），秋元湖特別
（芝 1200）２着，筑紫特別（芝 1200）２着，伊万里特別（芝 1200）３着，有田特別
（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
リュウセイ（13牡栗 ＊タイキシャトル）�７勝
チェダーピンク（17牝栗 ＊キングズベスト）���１勝

２代母 ピサノヒビキ（00芦 ＊ラムタラ）１勝
ラブイズマイウエー（05牝 ＊メイショウドトウ）�１勝�１勝

３代母 ＊ブラッセルフラウ（89 USA芦 Alydar）出走
アトラスマーカー（94牝 アンバーシヤダイ）�入着２回

トーセンサニー（00牝 サニーブライアン）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，プ
ラタナス賞２着

フラウアントゥーム（95牝 ＊トニービン）出走
イッツガナハプン（09牡 ＊ケイムホーム）２勝，�14 勝�入着��，珊瑚冠賞，

二十四万石賞，だるま夕日賞（２回），etc.
ベルガール（98牝 ＊トニービン）	出走

トーセンベルボーイ（02牡 フサイチソニック）３勝，瀬波温泉特別，北斗賞３着
ローレルベルロード（05牡 ナリタトップロード）３勝，信夫山特別

４代母 ベルガBelga（68 FR芦 Le Fabuleux）FR１勝
［子］ ランアンドデリヴァー Run and Deliver（88 牡 Danzig）GB・PER４勝，

エルネストＡパルド賞‐G1，P. Almirante Petit Thouars‐L，
P. Jose Rodriguez Razzeto‐L，種牡馬

＊ベルマン（78牡 Riverman）FR・ITY４勝，ウジェーヌアダム賞‐G2，リ
ス賞‐G3，伊ジョッキークラブ大賞‐G1 ３着，種牡馬

＊ベリフア（76牡 Lyphard）FR６勝，ダフニス賞‐G3，ジョンシェール賞
‐G3，クインシー賞‐G3，etc.，種牡馬

ブリヤント Brillante（80 牝 Green Dancer）FR２勝，P. de la Seine
‐L，ロワイヨモン賞‐G3 ２着，フィユドレール賞‐G3 ３着

［孫］ バルロワ Balleroy（88牡 Kaldoun）FR・USA４勝，ギシュ賞‐G3，ジャ
ンプラ賞‐G1 ２着，コンデ賞‐G3 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲笹地牧場＝浦河町上杵臼 �090-3115-7962
生 産 牧 場： ㈲笹地牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

317 シルクナデシコ２０２１ 牡・鹿 ５／１０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーシルクナデシコ ＊ラムタラ

��
��
�ピサノヒビキ栗 2006 ＊ブラッセルフラウ

16b
Secretariat S4×S5 Le Fabuleux M4×M5 Buckpasser S5×S5
Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 シレーナ（11黒鹿 アドマイヤムーン）入着，�３勝�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
クレーナ（19牝青鹿 レッドスパーダ）�地方未出走
シナノフローレンス（20牝鹿 ミッキーロケット）�地方未出走

２代母 ユキノマーメイド（03栗 スペシャルウィーク）４勝，おおぞら特別，駒ケ岳特
別，ＨＢＣ賞２着，大倉山特別２着，太宰府特別３着，etc.
ベステンダンク（12牡 ＊タイキシャトル）�７勝，都大路Ｓ‐L，米子Ｓ‐L，マイラー

ズＣ‐G2 ２着，カシオペアＳ‐L ２着，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，etc.
サンキュー（13牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＲＫＢ賞，西日本スポーツ杯２着，��

１勝�２勝��入着２回，赤松杯２着，兵庫ウインターＣ３着
ハルカノテソーロ（14牡 ＊ハービンジャー）２勝
ユキノグローリー（17牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ユキノフラッシュ（18牡 エイシンフラッシュ）�２勝
トウシンマカオ（19牡 ビッグアーサー）�２勝，クロッカスＳ‐L，京王杯２歳Ｓ

‐G2 ２着

３代母 ＊サスペンスクイーン（91 USA栗 Woodman）３勝，帆柱山特別
アチーブフィート（99牡 ＊トニービン）３勝，朝日岳特別，むらさき賞２着，ロベリ

ア賞２着，etc.，障害１勝

４代母 クリスタルカップCrystal Cup（81 USA栗 Nijinsky）USA出走
［子］ イクタマル Iktamal（92 牡 Danzig Connection）GB・FR・USA７勝，

ヘイドックスプリントＣ‐G1，ビーズウィングＳ‐G3，Abernant S
‐L ２着，etc.，種牡馬

ファーストマグニチュード First Magnitude（96牡 ＊アラジ）FR・USA
５勝，ジャンドショードネイ賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，エド
ゥヴィル賞‐G3，etc.

ロッカマンド Rockamundo（90牡 Key to the Mint）USA２勝，アーカ
ンソーダービー‐G2，アーリントンＷフュチュリティ‐G2 ３着，A
k Sar Ben Juvenile S２着，etc.，種牡馬

［孫］ コンクエスト Conquest（04� Invincible Spirit）GB・FR・UAE５勝，ジ
ムクラックＳ‐G2，ベンゴーフＳ‐G3，Hever Sprint S‐L，etc.

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

318 シレーナ２０２１ 牡・鹿 ４／２９
＊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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊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レーナ スペシャルウィーク

��
��
�ユキノマーメイド黒鹿 2011 ＊サスペンスクイーン

4i
サンデーサイレンス S3×M4×M4 Mr. Prospector S5×M5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 シンワウォッカ（09鹿 ＊シーキングザダイヤ）２勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
ミラクルチューン（16牝黒鹿 ゴールドアリュール）１勝，��１勝�
マリブパイン（19牝鹿 ＊ザファクター）�１勝

２代母 ビーマイプリンセス（97黒鹿 ＊リンドシェーバー）�６勝，エトワール賞３着
ゴールドゲスト（04牝 ヤマニンゼファー）�１勝�
シンワラヴ（05牡 ＊マイネルラヴ）２勝，沈丁花賞，��２勝�１勝�入着３回，赤

レンガ記念３着
シンワコウジ（06牡 ミラクルアドマイヤ）�20 勝，名港盃，尾張名古屋杯，名古屋

記念２着，東海ゴールドＣ３着
シンワコクオウ（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，��１勝	

３代母 ニッポーダイリン（89鹿 Be My Guest）不出走
ニッポーストーン（94牡 ＊カコイーシーズ）３勝，米沢特別２着，隅田川特別２着，

庄内川特別２着
ナニワビクトリー（99牡 フジキセキ）６勝，安芸Ｓ，赤穂特別，白川郷Ｓ２着，etc.
クレバーサクラオー（06牡 サクラバクシンオー）�４勝

４代母 ＊アンクレリエール（84 FR鹿 Top Ville）FR１勝

５代母 ホワイトライトニングWhite Lightning（70 FR芦 ＊ボールドリツク）FR１
勝，クレオパトル賞‐G3 ２着，ペネロープ賞‐G3 ３着
［子］ アンデスペラ－ドUn Desperado（83牡 Top Ville）FR２勝，ウジェー

ヌアダム賞‐G2，シェーヌ賞‐G3 ２着，P. de Suresnes‐L ３着，
種牡馬

ユヌヴィヴァンディエ－ルUne Vivandiere（77 牝 Sassafras）FR１勝
［孫］ トップオヴザワールド Top of theWorld（87 牡 Top Ville）GB３勝，

ヘンリー二世Ｓ‐G3，種牡馬
カリスタン Kalistan（83牡 Kenmare）FR４勝，フォンテヌブロー賞‐G3
２着，ダフニス賞‐G3 ３着，種牡馬

［曾孫］ アトランティックノール Atlantique Nord（00
 Balleroy）FR11 勝，
P. du Grand Camp‐L，P. Scaramouche‐L ３着

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

319 シンワウォッカ２０２１ �・栗 ４／ ６
＊ 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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�シーキングザダイヤ ＊シーキングザパールシンワウォッカ ＊リンドシェーバー

��
��
�ビーマイプリンセス鹿 2009 ニッポーダイリン

＊アンクレリエール 3f
Mr. Prospector S3×M5 Raise a Native S4×M5 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊シーナリー（12 USA芦 Scat Daddy）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
マイネルニゲラ（18牡鹿 ジョーカプチーノ）���１勝
ヘキクウ（19牡芦 ラブリーデイ）�１勝

２代母 フェイヴァリトピック Favorite Pic（04 USA芦 Favorite Trick）不出走
ブルーサムライBlue Samurai（08 牝 Orientate）USA３勝
ウォーフェイヴァリトWar Favorite（11 牝 War Chant）USA２勝
マジェスティックピックMajestic Pic（13 牝 ＊マジェスティックウォリアー）�US

A５勝
フェイヴァリトイメージ Favorite Image（18� Imagining）�USA１勝

３代母 ナイスピックNice Pic（95 USA芦 Piccolino）USA１勝
トリックズピック Trick's Pic（03 牝 Favorite Trick）USA５勝，テュズラＨ‐G3，

マッチメイカーＳ‐G3 ２着，Swingtime S‐R ２着，etc.

４代母 イーヴィルズシスターEvil's Sister（85 USA芦 Medieval Man）不出走
［子］ イーヴィルズピック Evil's Pic（92 牝 Piccolino）USA10 勝，インタバラＨ

‐G3，Great Lady M. S‐L，Dearly Precious S‐L，etc.
イーヴィルズシェルター Evil's Shelter（91� Shelter Half）USA６勝，
Locust S，George Rosenberger Memorial H‐R ２着，We
st Virginia Breeders Classic S‐R ３着

［孫］ イーヴィルミニスター Evil Minister（02 牡 Deputy Minister）USA２勝，
サプリングＳ‐G3，米フュチュリティＳ‐G2 ３着，種牡馬

デイドリーミングラシエDaydreamin Gracie（08 牝 Domestic Dispute）
USA９勝，Shine Again S‐R，MarylandMillion Ladies S‐R
２着，Monmouth Beach S‐L ３着，etc.

イーヴィルストーム Evil Storm（01� Storm Broker）USA８勝，Ma
rylandMillion Classic‐R，Jennings H‐R ２着，MarylandMi
llion Classic‐R ３着（２回）

［曾孫］ ロケッタゾ Rocketazo（10牡 Spring At Last）PER10 勝，モンテリコ競
馬場賞‐G2，ミゲルＧセミナリオ提督賞‐G2，P. Batalla de Tarapa
ca‐L，etc.

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

320 シーナリー２０２１ �・栗 ３／１８

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊

スキャットダディ ＊ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�

��
��

�Scat Daddy Love Styleシーナリー フェイヴァリトピック Favorite Trick

��
��
�Favorite Pic芦USA 2012 Nice Pic

2h
Mr. Prospector S4×M4 Medieval Man M5×M5

価格： 購買者：



母 シンセツ（07鹿 ＊ホワイトマズル）�４勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ハクシュカッサイ（14牡栗 ローエングリン）��１勝�３勝
バイザウェイ（19牡栗 トゥザグローリー）���２勝
ハシレヨオトメ（20牝鹿 インカンテーション）�地方未出走

２代母 アサンブラージュ（01栗 ＊タイキシャトル）出走
ディーズブラージュ（10牝 ＊クロフネ）��２勝
コスモアルヘナ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，八雲特別，奥尻特別２着，小倉

城特別２着，障害１勝
バカラボナセーラ（13牝 ナカヤマフェスタ）��３勝�

３代母 サークルメモリー（93栗 ＊エブロス）２勝，三国特別２着
コートユーフォリア（04牡 ＊チーフベアハート）３勝，花背特別，つばき賞
キンショーオトヒメ（05牝 マーベラスサンデー）１勝，糺の森特別２着，白鷺特別

２着，�２勝��入着２回
メイショウベンガル（17牡 ＊クロフネ）�４勝，陽春Ｓ，門松Ｓ３着，三河Ｓ３着

４代母 サークルシヨウワ（85栗 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3
［子］ アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京

記念‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，
ポートアイランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝

エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特
別，二見ケ浦特別２着，etc.

ベルクロス（98牝 タマモクロス）１勝，登別特別２着
［孫］ フミノパッション（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，鳴海特別，高山特別２着

ルーレットクイーン（13牝 ドリームジャーニー）３勝，米沢特別２着
ゴーゲッター（07牡 ゼンノロブロイ）１勝，寺泊特別２着，米山特別２着，
松浜特別２着，etc.

ルナフライト（06牝 マンハッタンカフェ）２勝，おおぞら特別３着

５代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別

販売申込者・所有者： 多田 善弘＝浦河町杵臼 �0146-28-1611
生 産 牧 場： 多田 善弘
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

321 シンセツ２０２１ �・鹿 ２／１３
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeシンセツ ＊タイキシャトル

��
��
�アサンブラージュ鹿 2007 サークルメモリー

＊キングスサークル 1n
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5 Drone S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートマルセル（11鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５）〕
レイテントロアー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�２勝，妙高特別（Ｄ1200）２着
スイートアリエス（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）２勝，���出走
ムーヴ（19牡鹿 ＊ラニ）�１勝

２代母 ＊スイートフルーレ（96 USA鹿 Green Desert）不出走
スイートフィドル（02牝 ＊アフリート）�14 勝
シンボリワーグナー（04� ＊フォーティナイナー）��１勝
ディフュージョン（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
スイートマトルーフ（06牝 スペシャルウィーク）５勝，寿Ｓ，堀川特別，香住特別，

西海賞２着，ぶっぽうそう特別３着
トーホウバロン（18牡 キングカメハメハ）�２勝，宝満山特別，奥の細道特別

２着，磐梯山特別２着
シンボリマルセイユ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，大牟田特別，九重

特別，��８勝
スイートフラム（08牝 ＊シンボリクリスエス）入着，��３勝
ハナズプルメリア（12牝 キングカメハメハ）１勝，つわぶき賞３着，�２勝��１勝
フジマサスペシャル（13牡 スペシャルウィーク）１勝
ラブリイメッセージ（14牝 ダンスインザダーク）１勝
マイネルエストック（16牡 スペシャルウィーク）�３勝

３代母 ケンブ Kenbu（89 FR芦 Kenmare）GB・FR・USA４勝，カブール賞‐G3，
P. du Pin‐L，P. Imprudence‐L，モルニー賞‐G1 ２着，英１０００ギニー
‐G1 ３着，etc.

＊シンボリスウォード（95牡 Green Desert）７勝，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２
着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，クリスタルＣ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

＊スイートオーキッド（97牝 GoneWest）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3，ＮＨＫマイ
ルＣ‐Jpn1 ５着，キーンランドＣ‐OP ３着，etc.

＊シンボリウエスト（00� GoneWest）３勝，札幌日刊スポーツ杯，摩周湖特別，郡
山特別，etc.，�８勝，IRE１勝

＊スイートローレライ（03牝 Rahy）１勝，寺泊特別３着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

322 スイートマルセル２０２１ 牡・鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkスイートマルセル
＊ Green Desert

��
��
�スイートフルーレ鹿 2011 Kenbu

2e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クロスバラード（03鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（12）〕
ソードラック（11牡鹿 キングカメハメハ）２勝，三条特別（芝 1600）
スカイステージ（13牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��７勝
クリスタルバローズ（16牡鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，��３勝�１勝���
タカイチラブ（18牡青鹿 ラブリーデイ）��１勝

２代母 エンドレスメロディ（96鹿 ＊シルヴァーエンディング）入着２回，�５勝
クロスデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）�１勝��８勝�
ヘイダーリン（07牡 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 プリンセスメロディ（88栗 ＊ニゾン）不出走

４代母 ＊タジメロデイー（70 USA黒鹿 Prince Taj）USA３勝
［子］ フロントページ（75牡 ＊ステユーペンダス）５勝，利尻特別，	
�１勝

メロデイフエア（84牡 ＊ロイヤルノーザンⅡ）	
２勝
ドンメロデイー（78牡 ＊ドン）�２勝

［孫］ イシノラツキー（85牝 ＊ソーブレスド）��７勝�２勝，かしわ記念，東
京プリンセス賞，クイーン賞３着

マウントリボン（92牝 ＊グリーンマウント）�３勝	
２勝
モブコーラス（89牝 ＊リーフグレイド）�４勝
シドニーボーイ（87牡 ＊フアバージ）��２勝�
ヒカリシヤトーオー（83牡 ＊シヤトーゲイ）	
２勝

［曾孫］ ブレイブテイオー（93� アスワン）１勝，�６勝�
ミランフォルテ（93牡 スクラムダイナ）��５勝
ミルソプラノ（94牝 ワカオライデン）�１勝�３勝���入着５回
モブピッコロ（92牝 オグリイチバン）��１勝

５代母 グリーシャンメロディGrecian Melody（61 USA栗 Tudor Minstrel）USA１勝
［子］ ハンサムボウHandsome Beau（67牡 Beau Gar）USA７勝

グリークプライドGreek Pride（71 牡 Proud Clarion）USA３勝
グリーシャンタイムズGrecian Times（68 牝 Olden Times）USA１勝

［孫］ エイシャントバラードAncient Ballad（78牝 Frontage）USA６勝

販売申込者・所有者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411
生 産 牧 場： ㈲シンユウファーム
飼 養 者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411

323 クロスバラード２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンクロスバラード ＊シルヴァーエンディング

��
��
�エンドレスメロディ鹿 2003 プリンセスメロディ

＊タジメロデイー 9a
Halo S4×M4 ノーザンテースト S4×S5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドジェーン（08鹿 キングカメハメハ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ゴールドサブリナ（17牝青鹿 キズナ）�２勝�１勝
ツルマルクックー（19牝鹿 ディープブリランテ）��１勝
シゲルヴィンセント（20牡青鹿 ヴィクトワールピサ）�未出走

２代母 ＊インキュラブルロマンティック（91 USA黒鹿 Stop the Music）USA４勝，
San Jose Breeders' Cup H，Ribbonwood Farm H２着，Santa Clara H
‐R ２着，Alameda County Fillies andMares H‐L ３着，James Wiggins BC
H３着
キネティクス（99牡 ＊フォーティナイナー）８勝，富士Ｓ‐G3，キャピタルＳ‐L，東

京新聞杯‐Jpn3 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，シリウスＳ‐Jpn3 ３着，etc.
フジノウェーブ（02牡 ＊ブラックタイアフェアー）入着２回，カペラＳ‐Jpn3 ３着，

�２勝��21 勝�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，東京スプリン
ト‐Jpn3 ２着（２回），東京スプリント‐Jpn3 ３着，etc.，ＮＡＲ優古馬，Ｎ
ＡＲ優短距（2回）

ゴールドコイン（05牝 ＊デヒア）�11 勝�入着��
キクノレヨン（12牝 ＊エンパイアメーカー）�６勝�１勝�入着２回，園田クイ

ーンセレクション２着
オールインワン（13牡 アドマイヤムーン）５勝，淀屋橋Ｓ（２回），戎橋特別３着
グランドディアマン（14牡 ルーラーシップ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ３着

ベルウッドテンプウ（09牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝�２勝

３代母 ワンアイラヴOne I Love（76 USA黒鹿 Sir Ivor）USA５勝
バンドリーダー Band Leader（85 牡 Mr. Leader）USA８勝，Fort McHenry H

‐L ２着，Broad Brush S‐L ２着
アーノルドエス Arnold S.（89	 Northern Jove）USA３勝，Alberta Derby

‐L ２着，Canadian Derby‐L ２着，Western Canada H３着
クリプトスター Crypto Star（94 牡 Cryptoclearance）USA５勝，アーカンソーダー

ビー‐G2，ルイジアナダービー‐G3，ホイットニーＨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

４代母 デルタエンプレスDelta Empress（70 USA黒鹿 Delta Judge）USA４勝，
フォールズシティＨ‐G3，Pocahontas S２着

販売申込者・所有者： 笹島 政信＝浦河町上絵笛 �0146-22-0709
生 産 牧 場： 笹島 政信
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

324 ゴールドジェーン２０２１ �・鹿 ３／２６

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスゴールドジェーン
＊ Stop the Music

��
��
�インキュラブルロマンティック鹿 2008 One I Love

4j
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 サイレンスドリーム（09鹿 ディープインパクト）�１勝�入着３回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
エスドリーム（16牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝�入着��
ガミラスジャクソン（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）��６勝�１勝���，ゴー

ルドジュニア（Ｄ1600）

２代母 ボストンタイム（95鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，登別特別，羊ヶ丘特別２
着，ＨＴＢ杯２着，函館日刊スポーツ杯２着，おおぞらＳ３着
ドリームサンデー（04牡 ＊タイキシャトル）６勝，オーストラリアＴ‐L，金鯱賞‐G2

２着，中日新聞杯‐G3 ２着，巴賞‐L ２着，函館記念‐G3 ３着，etc.
ドリームレディ（07牝 ＊ロージズインメイ）入着，��１勝�入着

スリリングドリーム（17牝 フェノーメノ）１勝，コスモス賞‐OP ３着
コスモサンレミ（18牝 マツリダゴッホ）�１勝，しゃくなげ賞３着

グランパルファン（13牝 ゴールドアリュール）１勝，�１勝�
キングディグニティ（14牡 ＊キングズベスト）２勝，��１勝
アイムワン（15牡 オルフェーヴル）入着，��２勝�３勝�入着２回�
ルーラルーラ（17牝 ルーラーシップ）��２勝
プッシュユアセルフ（18牝 ＊アジアエクスプレス）��４勝��入着３回

３代母 ドリームドリーム（88鹿 ＊ロイヤルニジンスキー）４勝，稲荷特別，初冬特別，
勿来特別，清滝特別２着，桧山特別２着，etc.
チャイナドリーム（96牝 ＊シャンハイ）不出走

アポンマイライフ（00牝 ＊サンシャック）１勝，あやめ賞２着

４代母 ハギノトツプレデイ（77黒鹿 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
高松宮杯，京都牝馬特別，宝塚記念４着，etc.，優３牝
［子］ ダイイチルビー（87牝 トウシヨウボーイ）６勝，安田記念‐Jpn1，スプリ

ンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
［孫］ マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，��２勝	１勝，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンス
ポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 坂牧場＝日高町美原 �01456-5-2857
生 産 牧 場： 坂牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

325 サイレンスドリーム２０２１ �・鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアサイレンスドリーム ＊ブライアンズタイム

��
��
�ボストンタイム鹿 2009 ドリームドリーム

＊マイリー 7e
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 スカーレットダンス（10鹿 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ビドウ（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��２勝�
ヴァーユ（17牡鹿 ロードカナロア）���３勝�
ベラコリーダ（19牝鹿 エピファネイア）�出走
エクメディノキセキ（20牡黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��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

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，マー
キュリーＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

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，ベテルギウスＳ‐OP，etc.，�入着
���，佐賀記念‐Jpn3 ３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，ブリリアント
Ｓ‐L，etc.，��１勝�１勝���入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキ
ュリーＣ‐Jpn3，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

スギノフォルモーザ（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２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： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

326 スカーレットダンス２０２１ 牡・鹿 ５／１２
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 ＊ダンシングキイスカーレットダンス ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ鹿 2010 ＊スカーレツトインク

4d
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 スパイクラベンダー（10鹿 Henrythenavigator）�４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
クワイエット（16牝黒鹿 ローレルゲレイロ）�入着２回，��３勝
スピードドドド（17牝鹿 リアルインパクト）�１勝
プリンスカノン（18牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）��入着２回�４勝��１勝
スパイクシップ（19牡黒鹿 ルーラーシップ）���入着２回
ラヴァンドラ（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ＊キャッツ（06 USA栗 Storm Cat）USA１勝
ミスライト（12牝 ＊ハービンジャー）出走

フルゴリラ（17牡 エスポワールシチー）���２勝�５勝�入着，黒潮皐月賞
２着，土佐春花賞２着，黒潮菊花賞３着

ダイシンインディー（16牡 ゴールドアリュール）�４勝，春光Ｓ，初凪賞，下総Ｓ
３着，�入着	，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着

エリオット（18牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，���出走

３代母 ブリスフルBlissful（96 USA鹿 Mr. Prospector）USA出走
ダッチェスモージョーDutchess Mojo（01牝 Deputy Minister）不出走

スイートナッシングズ Sweet Nothings（09 牝 Street Cry）USA３勝，Cali
fornia Oaks‐L ２着，Corte Madera S‐L ２着，Golden Poppy S
‐L ３着

ホエアーズザットタイガーWhere's That Tiger（03 牡 Storm Cat）GB・IRE・U
AE１勝，ＵＡＥ２０００ギニー‐G3 ２着，種牡馬

ワングレイトキャットOne Great Cat（05 牡 Storm Cat）GB・FR・IRE２勝，英
シャンペインＳ‐G2 ３着，リッチモンドＳ‐G2 ３着，Nijinsky S‐L ２着，
種牡馬

マカリオスMakarios（14
 Giant's Causeway）USA２勝，トランシルヴァニア
Ｓ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

327 スパイクラベンダー２０２１ �・鹿 ３／ 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

ヘンリーザナヴィゲイター Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Henrythenavigator Sequoyahスパイクラベンダー
＊ Storm Cat

��
��
�キャッツ鹿 2010 Blissful

8c
Storm Cat M3×S4 Mr. Prospector M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 スプリングアウェク（06黒鹿 ＊アジュディケーティング）１勝，朝里川特別
（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ミラーブルーナイト（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�６勝
スマートサヴァラン（16牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
トキノフェニックス（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�入着
アンジュクレール（18牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）���２勝�１勝
リッタースポーツ（20牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）�未出走

２代母 フジムスメ（99青鹿 フジキセキ）出走
プリンセスヌビア（08牝 ＊アフリート）�11 勝�
ヤルーデンス（09牝 タニノギムレット）�３勝�１勝�
ユキアカリノマチ（10牝 キングカメハメハ）入着，��４勝

アキノコマチ（16牝 ＊ハービンジャー）入着７回，高湯温泉特別２着，二王子特
別２着

３代母 ＊カトリア（94 IRE 青 Caerleon）GB入着
マニエラ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝

マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝	，関東オークス‐Jpn2
３着，東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，etc.

アポロフェニックス（05牡 ＊アフリート）７勝，春雷Ｓ‐L（２回），アイビスサマーダ
ッシュ‐G3 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�１勝，ＲＫＢ賞２着，インディア

Ｔ３着，鷹取特別３着，�３勝

４代母 ＊エンブラ（83 GB黒鹿 Dominion）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，コロ
ネイションＳ‐G2 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
［子］ ＊ゼンノエルシド（97牡 Caerleon）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，京成杯オ

ータムＨ‐Jpn3，摩周湖特別，etc.，種牡馬
［孫］ ワンステップアトアタイムOne Step At A Time（97牝 Sabrehill）GB

・SAU２勝，Autumn S‐L ２着

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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

328 スプリングアウェク２０２１ 牡・青鹿 ４／１７
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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverスプリングアウェク フジキセキ

��
��
�フジムスメ黒鹿 2006 ＊カトリア

16g
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スマートアレンジ（10鹿 ＊パーソナルラッシュ）４勝，シドニーＴ（Ｄ1200）２着，
夙川特別（Ｄ1200）３着，�２勝��，ヴィーナススプリント（Ｄ1300），ヴィー
ナススプリント（Ｄ1300）２着，早池峰スーパースプリント（Ｄ1000）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
シンプルガール（20牝鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 ＊アイスダンス（03 UAE鹿 ＊ジェイドロバリー）��４勝
アイドルラッシュ（11牝 ＊パーソナルラッシュ）�１勝
トウケイワラウカド（13牡 ゴールドヘイロー）４勝，姫路特別２着，高瀬川Ｓ３着，

鳴門Ｓ３着

３代母 ＊アイドリカ（94 GB鹿 RainbowQuest）GB２勝
シェイズオヴベイジュ Shades of Beige（02 牝 ＊ティンバーカントリー）GB・FR

・GER２勝，Sachsen Preis‐L ２着
フジチャン（08牝 ネオユニヴァース）１勝

フェスティヴボス（19牡 ＊ノヴェリスト）�１勝，アスター賞３着

４代母 ＊アイドラーク（89 GB鹿 Kris）FR入着２回
［子］ イスカン Iscan（96牡 Caerleon）GB・FR・ITY・UAE・HKG・SAU１

勝，伊ダービー‐G1 ２着，キングエドワード七世Ｓ‐G2 ２着，M
arch S‐L ２着，etc.

５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
［子］ スノーブライド Snow Bride（86 牝 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，etc.
ジャーラール Jarraar（87 牡 Mr. Prospector）GB・USA９勝，ニューオ
ーリンズＨ‐G3，Cardinal Breeders' Cup H，Tenacious H，etc.，
種牡馬

イブンアルハイサム Ibn al Haitham（99牡 Zafonic）USA・UAE２勝，
サラナクＨ‐G3，ノーフォークＳ‐G2 ２着，ＵＡＥダービー‐G2 ３着

［孫］ ＊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

販売申込者・所有者： ㈲清水牧場＝平取町川向 �01457-2-3555
生 産 牧 場： ㈲清水牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

329 スマートアレンジ２０２１ �・黒鹿 ３／ ７
＊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

＊
＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�パーソナルラッシュ ＊パーソナリースマートアレンジ
＊

＊ジェイドロバリー

��
��
�アイスダンス鹿 2010 ＊アイドリカ

22b
Mr. Prospector M4×S5 Special S5×M5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 セイウンメイリー（05栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（６）〕
ペリーホワイト（11牡芦 ＊クロフネ）２勝，��１勝
ニシノハレブタイ（13牡鹿 メイショウボーラー）１勝
クレセントシティー（15牡栗 ＊トビーズコーナー）��４勝�，ハイセイコー記念
（Ｄ1600）２着

メイショウクラマ（16牡鹿 ＊ベーカバド）��入着��入着２回
エイティーンローズ（17牝栗 ＊シニスターミニスター）�１勝
エスケイメリー（19牝栗 ＊バトルプラン）��出走�出走
ハーモニーアルゴル（20牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

２代母 ＊ゴールデンハピネス（93 USA栗 Sanglamore）FR入着
ヒシサンダー（00牡 ＊サンダーガルチ）３勝
ダイゴカムイ（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，�１勝�
フォルクスオーパー（06牝 テイエムオペラオー）２勝
デンファレ（07牝 フジキセキ）２勝，由比ヶ浜特別，秋川特別２着，立春賞２着，

雲雀Ｓ３着，�２勝
クラッシュアゲン（08牡 マンハッタンカフェ）１勝，�５勝

３代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝
グロリアスバラッド（98牝 Kingmambo）入着

グローバルソング（04牝 ＊ブライアンズタイム）不出走
バスタータイプ（12牡 ＊ホワイトマズル）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，総武
Ｓ‐OP，アレキサンドライトＳ，etc.

４代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）USA２勝
［子］ グローリアスソングGlorious Song（76牝 Halo）USA17 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，etc.
デヴィルズバッグDevil's Bag（81牡 Halo）USA８勝，米シャンペインＳ
‐G1，ローレルフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ シングスピール Singspiel（92 牡 In TheWings）１勝，ジャパンＣ‐G1，
GB・FR・USA・CAN・UAE９勝，ヨークインターナショナルＳ
‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲斉藤英牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5465
生 産 牧 場： ㈲斉藤英牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

330 セイウンメイリー２０２１ �・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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラセイウンメイリー
＊ Sanglamore

��
��
�ゴールデンハピネス栗 2005 ＊マプティットジョリィ

12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 セカイノカナ（10芦 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
カナグランプリ（17牝栗 グランプリボス）�３勝
セカイノホシ（18牝芦 カレンブラックヒル）��入着２回�４勝���入着２回�，ロ

ーレル賞（Ｄ1600）２着，留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，フルールＣ（Ｄ1000）３着

２代母 スナークサクセス（95芦 ＊ブライアンズタイム）５勝
マイグローリアス（02牡 ＊キンググローリアス）２勝，指宿特別２着，唐津特別３着，

久留米特別３着
テイエムアンコール（04牡 ＊オペラハウス）６勝，産経大阪杯‐G2，中山記念‐G2

２着，垂水Ｓ，長久手特別，筑後川特別，etc.
エイシンサクセス（06牡 ＊オペラハウス）５勝，中山ウインタープレミアム，立川特

別，明石特別２着，釜山Ｓ３着，鴨川特別３着
シルバーチーフ（08牡 ＊チーフベアハート）１勝
トーセンカフェ（11牡 ＊オペラハウス）１勝

３代母 ＊ニジンスキーセンチメント（81 USA芦 Nijinsky）GB１勝
メサーフィMesaafi（89 牝 Slip Anchor）GB１勝，プレスティージＳ‐G3 ２着
サツマリーベ（92牝 ＊カコイーシーズ）１勝

トシメロディー（98牝 ＊マイニング）３勝
トシザコジーン（05牝 アドマイヤコジーン）３勝，舞子特別
トシザグレイト（09牡 アドマイヤコジーン）３勝，犬山特別，高尾特別２
着，ガーベラ賞３着

サンルイビル（15牝 スウィフトカレント）�４勝��８勝，東京シンデレ
ラマイル３着

トシザサンサン（03牝 ＊ブラックタイアフェアー）３勝，葵Ｓ‐L ３着，月岡温
泉特別，雪うさぎ賞
サンシェリダン（18牝 マコトスパルビエロ）�６勝��入着２回��，東
海クイーンＣ２着，ル・プランタン賞２着

トシザカイモン（04牡 ＊オジジアン）２勝，利根川特別３着
ファーストアロー（94牡 ＊エブロス）４勝，西日本スポーツ杯，etc.，�１勝��入

着，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲様似共栄牧場＝様似町岡田 �0146-36-4676
生 産 牧 場： ㈲様似共栄牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

331 セカイノカナ２０２１ �・芦 ３／２６

＊

＊
＊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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローセカイノカナ ＊ブライアンズタイム

��
��
�スナークサクセス芦 2010 ＊ニジンスキーセンチメント

7
Northern Dancer M5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 タカミツグリーン（08黒鹿 タニノギムレット）�６勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（４）〕
フォレストタウン（14牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）２勝
モリトカチグリ（15牡鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝��３勝
ヤマトフェニックス（16牝鹿 スマートファルコン）���入着４回
セイリガード（19牡青鹿 イスラボニータ）��入着

２代母 ストロングプチ（92鹿 ヤマニンスキー）不出走
テキサスリンド（98牡 ＊リンドシェーバー）１勝
ペルソナージュ（00牡 ジェニュイン）２勝，相馬特別３着，�１勝��
ホーマンラフィット（02牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，天草特別３着，豊前特別３着
イマカツウィーズ（06牡 ＊ホワイトマズル）１勝，�１勝，福山王冠３着，鞆の浦賞３着

３代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
カガミセンカ（89牝 トウシヨウボーイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，

巴賞‐OP ２着，忘れな草賞‐OP ３着
ホッコーオウカ（93牝 ＊リンドシェーバー）入着７回

オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シン
ザン記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.

オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイー
ンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミイチバン（09	 アグネスタキオン）２勝，
１勝��１勝�入着
��，ダイオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋ＧＰ
‐Jpn2 ３着，etc.

オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），
大阪城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

４代母 トサモアー（53鹿 トサミドリ）14勝，阪神３歳Ｓ，神戸盃，菊花賞２着，桜花
賞２着，オークス３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

332 タカミツグリーン２０２１ �・鹿 ２／２１
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルタカミツグリーン ヤマニンスキー

��
��
�ストロングプチ黒鹿 2008 ランズプロント

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セトノミッシー（10鹿 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
アーサードライブ（17牡栗 ＊カジノドライヴ）１勝
キャンユーキッス（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）１勝

２代母 フレンチミステリー（03鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
デアユニバース（09牝 ネオユニヴァース）��１勝
メイショウアズミノ（11牝 ハーツクライ）３勝，ＨＢＣ賞２着，ＳＴＶ杯３着，道

新スポーツ杯３着
ハードルソング（13牡 オレハマッテルゼ）�18 勝���
キャラメルフレンチ（14牝 ＊タイキシャトル）１勝
カスミ（17牝 トゥザグローリー）�１勝�

３代母 ミスティックアイズ（92鹿 Eastern Echo）２勝，えりも特別２着，ＮＳＴ賞３着
ピュアウィンク（99牝 ＊トニービン）不出走

ジャコスキー（06牡 キングカメハメハ）３勝，アプローズ賞，京都ゴールデン
プレミアム２着，難波Ｓ３着，etc.

パンプルムース（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，閃光特別３着
ジャコマル（14牡 ダノンシャンティ）５勝，札幌日経ＯＰ‐L ３着，グレイトフ

ルＳ，唐戸特別，etc.
ミスティックエイジ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都２歳Ｓ‐L，京都新聞杯

‐Jpn2 ３着，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
サダムブルーアイズ（02牝 ＊エルコンドルパサー）入着

グロッタアズーラ（07牝 フジキセキ）入着２回
ドンフォルティス（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，伏竜Ｓ‐OP，etc.，�１
勝��入着��，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

４代母 ＊スキム（85 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
［子］ タガノスキム（98牡 ＊フォーティナイナー）２勝，山科特別３着，�２勝

�１勝��入着２回��	
［孫］ ステイジン Stagyn（97牝 Stagecraft）CHI５勝，カルロスＡナバロ賞‐G2，

パドック賞‐G3，P. Gregorio Amunategui Jordan‐L，etc.

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

333 セトノミッシー２０２１ 牡・栗 ３／２８

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤセトノミッシー ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチミステリー鹿 2010 ミスティックアイズ

＊スキム 13b
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ジョア（14鹿 ＊カジノドライヴ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シュニッツラー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���１勝
アンニンドウフ（20牡芦 ＊ラニ）��入着

２代母 ＊ギブス（97 USA鹿 Boundary）USA２勝
イシヤクカイザー（01牡 Devil's Bag）入着，�20 勝�入着
クルミ（02牝 アドマイヤベガ）不出走

プレミアムストーン（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着
ジルヴァンクール（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）��９勝
ゴールデンリング（05牡 ＊トワイニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ２着，飛翔

特別，飛翔特別２着，飛竜特別３着
オースミトラスト（06牡 ＊グラスワンダー）�３勝
ハクサンアース（09牡 ＊バゴ）１勝，��１勝�入着２回
ファンブレイク（12牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�１勝
ローカルロマン（13牝 スペシャルウィーク）�３勝	��
リグーリア（15牝 ＊モンテロッソ）
２勝�３勝

３代母 ケリー Kelly（86 USA鹿 Secretariat）USA３勝，ハリウッドオークス‐G1
２着，ヴァニティＨ‐G1 ３着，ミレイディＨ‐G1 ３着，プリンセスＳ‐G2 ２着，
エルエンシノＳ‐G2 ３着，etc.
インターヴァル Interval（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA１勝

クリスザコーチChris the Coach（03牝 Boundary）USA３勝
アランサ Alanza（10牝 Privately Held）PER８勝，パンプローナ賞‐G1，
アウグストＭバレラ賞‐G3，P. Frau Astrid‐L，etc.

スーエレン Sue Ellen（12牝 Minister's Joy）PER２勝，ミゲルＦマゴト賞
‐G3，オスカルＢパソス賞‐G3

サマーズピース Summers Peace（06牝 Orientate）USA６勝，Washingto
n State Legislators H，Golden Poppy S‐L ２着，Sweepida S３着

販売申込者・所有者： ㈲スイートファーム＝様似町田代 �0146-36-4609
生 産 牧 場： ㈲スイートファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

334 ジョア２０２１ �・栗 ３／２８
＊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

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourジョア
＊ Boundary

��
��
�ギブス鹿 2014 Kelly

1j
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Blushing Groom S5×M5 Damascus M5×M5
価格： 購買者：



母 スールマカロン（15鹿 ＊ハービンジャー）入着２回
本馬の他に産駒あり

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
バニラマカロン（12牝 ＊クロフネ）入着，�２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： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

335 スールマカロン２０２１ 牡・鹿 ３／ ９

＊

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlスールマカロン ダンスインザダーク

��
��
�マカロンドナンシー鹿 2015 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タカネナデシコ（10芦 スズカフェニックス）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ケヤキ（15牡鹿 ＊スクワートルスクワート）�１勝
ゼンダンロマン（17牡芦 ＊スクワートルスクワート）入着，�２勝
フューチャーアゲン（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ＊トーホウユカコ（95 USA芦 A.P. Indy）１勝
トーホウバルカン（04牡 トーホウエンペラー）�２勝�４勝
トーホウデート（07牝 トーホウエンペラー）�２勝��１勝
トーホウペッグ（08牝 カルストンライトオ）１勝，��４勝�
ダイコチャン（09牝 ＊シーキングザダイヤ）��１勝�
ユカオクン（13牡 フサイチコンコルド）�１勝�１勝

３代母 クラウンシルヴァ－Crown Silver（86 USA芦 Spectacular Bid）USA３勝，
Cameo S，Selene S‐L ２着

４代母 ゴールドトレジャーGold Treasure（77 USA鹿 Northern Dancer）USA６勝，
Sixty Sails H，Thoroughbred Club Dinner S，Four Winds H３着
［孫］ ザンジバル Zanzibar（98 牝 In TheWings）GB・FR・ITY２勝，伊オ

ークス‐G1
ボップ Bop（97牡 Rahy）USA12 勝，Yankee Affair S‐L，Thomas
Edison S‐L，Punch Line S‐R（３回），etc.，種牡馬

スニーキークワイエト Sneaky Quiet（92 牝 Seeking the Gold）USA５
勝，Florida Oaks‐L，Boca Raton S‐L，ケンタッキーオーク
ス‐G1 ３着，etc.

ニューギニアNew Guinea（03� ＊ファンタスティックライト）GB・U
AE・OMN４勝，Chester H‐L

アイアンマンデヒア Ironman Dehere（98 牡 ＊デヒア）USA６勝，Black
Mountain H，Pleasanton S，Tempe H，etc.，種牡馬

［曾孫］ スパイスルート Spice Route（04� ＊キングズベスト）GB・USA・CAN
６勝，エルクホーンＳ‐G2，シングスピールＳ‐G3，トロピカルター
フＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 畠山 朝子＝茨城県稲敷郡 �090-8786-4018
生 産 牧 場： ㈲松栄牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

336 タカネナデシコ２０２１ �・芦 ３／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカタカネナデシコ
＊ A.P. Indy

��
��
�トーホウユカコ芦 2010 Crown Silver

21a
Northern Dancer S5×M5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 タケショウメーカー（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝��３勝，桜花賞
（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
タケショウルイス（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 タケショウレジーナ（01黒鹿 ダンスインザダーク）５勝，アネモネＳ‐L ３着，
サロマ湖特別，初風特別，須賀川特別，月岡特別２着，etc.
タケショウデオ（08牝 ＊ファンタスティックライト）�２勝
キングタケショウ（11牡 キングカメハメハ）�２勝��１勝
タケショウベスト（14牝 ＊キングズベスト）４勝，ダリア賞‐OP ３着，初風特別２

着，飯豊特別２着，雪うさぎ賞２着，浜松Ｓ３着，etc.
タケショウパイロ（15� ＊パイロ）�２勝��１勝�
アイラブテーラー（16牝 トーセンラー）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，

桂川Ｓ，舞子特別

３代母 タケショウティアラ（91鹿 ニホンピロウイナー）４勝，苗場特別，湯沢特別，
仲冬Ｓ３着
スペルノレジーナ（99牝 マヤノトップガン）１勝
アルフェッカ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，河北新報杯，南総特別２着，高尾

特別２着，etc.
ロベルクランツ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，二本松特別２着

カピターノ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）２勝，火打山特別３着，障害１勝
タケショウオージ（05� ＊コマンダーインチーフ）３勝，エーデルワイスＳ，山中湖

特別２着，神奈川新聞杯２着，etc.，��１勝�
ミルトス（06牝 サクラバクシンオー）入着，熊本城特別３着，�３勝�１勝
タケショウボルト（08牡 ＊ファンタスティックライト）１勝

４代母 ベストプリンセス（84鹿 モンテプリンス）４勝，ジュニアＣ‐OP ３着，ジュ
ーンＳ，樽前山特別，ユートピアＳ３着

５代母 スピードヤマトシ（75栗 ＊サウンドトラツク）６勝，京王杯スプリングＨ２着，
アクアマリンＳ（２回），千葉Ｓ，上総特別，りんどう賞
［孫］ シャルトルーズ（95牝 ＊ダハール）�３勝��入着，新潟ジュニアＣ３着

販売申込者・所有者： ㈱さとう＝新ひだか町三石本桐 �090-7514-5710
生 産 牧 場： ㈱さとう
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

337 タケショウメーカー２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudタケショウメーカー ダンスインザダーク

��
��
�タケショウレジーナ鹿 2013 タケショウティアラ

＊星旗 16h
サンデーサイレンス S3×M4 Fappiano S4×M4 Northern Dancer S5×M5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ダブルアクセル（10鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（７）〕
ラインジュピター（16牡鹿 ＊ダンカーク）入着２回，��１勝�５勝�入着���
スノートレイン（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）入着，���１勝
ノアヴィグラス（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝
ダブルブレンド（19牝栗 キングカメハメハ）�入着２回

２代母 ホクトペンダント（93鹿 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，桜花賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP ２着，うぐいす賞，きんせん
か賞２着，etc.
レッダンゴールド（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

ユメノオーラ（03牝 ＊マイネルラヴ）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ２着，エクセル博多開設記念，雪割草特別，伊吹山特別２着

ナリタスレンダー（05� ＊ホワイトマズル）３勝，山陽特別３着，甲東特別３着，
花見小路特別３着，三年坂特別３着，舞子特別３着

ルナ（09牡 ＊クロフネ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，漁火Ｓ，春興Ｓ，千葉
日報杯，天の川Ｓ３着，etc.

ビーナスライン（01牝 フジキセキ）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，シルクロードＳ
‐G3 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，羊ヶ丘特別，etc.
トーホウビスカヤ（14牝 ＊ストリートセンス）１勝，飛竜特別２着

チョウカイモンド（02� ＊サンデーサイレンス）１勝，河口湖特別３着，�２勝
チョウカイファイト（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島民報杯‐L，中日新聞杯

‐G3 ３着，ノベンバーＳ，ＴＶ山梨杯，神奈川新聞杯２着，etc.，�５勝
ベルベットロード（06牡 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞，セントポーリ

ア賞，エーデルワイスＳ２着，逆瀬川Ｓ３着，精進湖特別３着，etc.
ファントムロード（08� フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，袖ケ浦特別，五泉特

別，房総特別２着，袖ケ浦特別２着，etc.
サンマルペンダント（14牝 ＊トビーズコーナー）２勝，岩室温泉特別，外房Ｓ３着，

�５勝

３代母 ホクトビーナス（86芦 マルゼンスキー）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，うぐいす賞

販売申込者・所有者： ㈲酒井牧場＝浦河町向が丘西 �090-1646-1442
生 産 牧 場： ㈲酒井牧場
飼 養 者： ㈲酒井牧場＝浦河町向が丘西 �090-1646-1442

338 ダブルアクセル２０２１ �・鹿 ５／ ６

＊

＊
＊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 アグネスフローラダブルアクセル ＊パークリージエント

��
��
�ホクトペンダント鹿 2010 ホクトビーナス

＊ギヤラントグロウ 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 タンスチョキン（10鹿 ＊ストラヴィンスキー）２勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ユイノタンキマチ（18牡鹿 ＊ベーカバド）���１勝�２勝�２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.

シンメイゲイルス（06牝 ダンスインザダーク）１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.
イルーシヴテンパー Elusive Temper（07 牝 Elusive Quality）USA２勝，L

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

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

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

339 タンスチョキン２０２１ �・栗 ３／３０
＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomタンスチョキン
＊ Seattle Slew

��
��
�ジャウンティング鹿 2010 ＊ジョード

1s
Nureyev M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 チューベローズ（06黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－４（７）〕
サンマディソン（11牝鹿 ＊シニスターミニスター）４勝，冬桜賞（Ｄ1200）
フジマサジャンボ（12�青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��１勝
ゲッカコウ（13牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）４勝，フラワーＣ‐G3 ２着，ディセン

バーＳ‐L（芝 1800）２着，レインボーＳ（芝 2000），松島特別（芝 2000），２０１７Ｗ
ＡＳＪ第２戦（芝 2000）２着，スピカＳ（芝 1800）３着，ノベンバーＳ（芝 2000）
３着，若竹賞（芝 1800）３着，百日草特別（芝 2000）３着

フジマサクイーン（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）１勝，��３勝
ゴールデンボーイ（15�鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝�入着３回
アースヴィジョン（17�鹿 ＊エスケンデレヤ）���入着３回
シャイネンエンケル（19牝芦 ＊ザファクター）��１勝

２代母 チューニー（00鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，ターコイ
ズＳ‐L，オークス‐Jpn1 ２着
イオス（07牝 ＊バゴ）１勝
フジマサエンペラー（09� ＊シンボリクリスエス）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，

湘南Ｓ，オクトーバーＳ２着，両国特別２着，稲村ヶ崎特別２着，etc.
トロワボヌール（10牝 ＊バゴ）５勝，��３勝�入着，クイーン賞‐Jpn3（２回），ス

パーキングＬＣ‐Jpn3，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ２着，ＪＢＣＬクラシッ
ク‐Jpn1 ３着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着，etc.

グランドバローズ（13� ＊ワークフォース）１勝，��３勝��

３代母 ＊フロムビヨンド（91 GB栗 Kris）GB・FR２勝，P. Vulcain‐L

４代母 マジックオヴライフMagic of Life（85 USA鹿 Seattle Slew）GB４勝，コ
ロネイションＳ‐G1，ミルリーフＳ‐G2，クリスタルマイルＳ‐G2 ４着，チェリ
ーヒントンＳ‐G3 ２着，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ３着
［子］ エンシューズド Enthused（98牝 Seeking the Gold）GB３勝，ローザーＳ

‐G2，プリンセスマーガレットＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G2 ２着
［孫］ イナーラ Inara（11 牝 Trippi）SAF８勝，エンプレスクラブＳ‐G1，ガー

デンプロヴィンスＳ‐G1，マジョルカＳ‐G1（２回），etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

340 チューベローズ２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ５

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayチューベローズ ＊サンデーサイレンス

��
��
�チューニー黒鹿 2006 ＊フロムビヨンド

4m
Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5 Seattle SlewM5×M5

価格： 購買者：



母 チェネレントラ（10鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クロリンダ（18牝青鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ＊ミスアナレオ（04 IRE 黒鹿 Alzao）ITY２勝，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. A
rchidamia‐L ２着
ヌーアムート（09� Manduro）１勝
レオニーズ（11牡 ネオユニヴァース）２勝，陣馬特別２着，安房特別３着

３代母 モンキービジネスMonkey Business（97 GB鹿 ＊ウォーニング）GB入着

４代母 ＊ロウジースイートハート（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB入着

５代母 パサマクオディ Passamaquoddy（80 USA芦 Drone）USA７勝，Mill Race H
，Susan's Girl S‐R，Roseanna S‐R ２着，Rancocas H‐L ３着
［子］ フマーム Humam（90牡 Nijinsky）GB・AUS３勝，Chesham S‐L，

ヴィンテージＳ‐G3 ２着，King Charles II S‐L ３着，etc.，種牡馬
タミーム Tamim（89牡 Topsider）GB・UAE10 勝，Doncaster S‐L，
Jebel Ali Sprint‐L ３着

［孫］ メイショウベルーガ（05牝 ＊フレンチデピュティ）７勝，京都大賞典‐G2，
日経新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.

イビサ Ibiza（04 牝 Anees）VEN８勝，P. Eduardo Larrazabal Eduard
o‐L，P. Fuerza Aerea Bolivariana‐L，P. Miss Marena‐L
２着，etc.

［曾孫］ エイトストリート Eight Street（04� Street Cry）SAF・ZIM７勝，ヴ
ィクトリームーンＳ‐G2，カップトライアル‐G3，Castle Tankard
‐L ２着，etc.

オッティモOttimo（09� Oratorio）SAF６勝，ウムコマジＳ‐G2，E
ast Cape Guineas‐L，Ibhayi S‐L ２着，etc.

メイショウテンゲン（16牡 ディープインパクト）�２勝，弥生賞‐G2，阪
神大賞典‐G2 ３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

メイショウミモザ（17牝 ハーツクライ）�５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，巌流島
Ｓ，手稲山特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱千里ファーム＝新ひだか町三石鳧舞 �090-6695-9165
生 産 牧 場： ㈱千里ファーム
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

341 チェネレントラ２０２１ 牡・栗 ３／２１
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラチェネレントラ
＊ Alzao

��
��
�ミスアナレオ鹿 2010 Monkey Business

3d
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 チャンドラプラバー（12鹿 アドマイヤムーン）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 キャッチータイトル（03栗 ＊オペラハウス）５勝，日本海Ｓ，檜原湖特別３着
メジャープレゼンス（10� ダイワメジャー）３勝
メジャーステップ（11� ダイワメジャー）３勝
メジャーエンブレム（13牝 ダイワメジャー）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，阪神ジュ

ベナイルフィリーズ‐G1，クイーンＣ‐G3，アルテミスＳ‐G3 ２着，桜花賞
‐G1 ４着，etc.，優２牝
プレミアエンブレム（18牝 ルーラーシップ）�２勝
ホーリーエンブレム（19牝 ロードカナロア）�１勝

メジャーラプソディ（15牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊タイトルド（96 GB鹿 RainbowQuest）不出走
エクスタシア（01牝 Singspiel）不出走

ペンタシア Pentasia（07 牝 ＊ペンタイア）AUS８勝，BRC Chief de Beers Qu
ality S‐L，Clarence River JC Ramornie H‐L ３着

タイトルパート（06牝 アグネスタキオン）１勝
リーディングパート（17牝 ＊ハービンジャー）�１勝，村上特別２着

メルセンヌナンバー（07牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走
エーティーメジャー（17牡 ダイワメジャー）�３勝，仲春特別
アサケレディ（18牝 キズナ）�２勝，土湯温泉特別２着

４代母 ハーレイディシップ Her Ladyship（91 GB鹿 Polish Precedent）FR・IRE
２勝，P. de la Seine‐L，仏オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2 ３着
［子］ ディグニファイDignify（97 牝 RainbowQuest）GB・FR・ITY２勝，

オマール賞‐G3，Sweet Solera S‐L ３着
＊レディバウンティフル（02牝 Spectrum）FR３勝，P. Urban Sea‐L ３着

［曾孫］ ジュルタラーロ Curtaralo（13 牡 Kurtiniadis）�TUR16 勝，Anafartal
ar S‐L ３着，Beyoglu S‐L ３着

ジーナモンタナGina Montana（14牝 Scarface）TUR８勝，Turkish
St. Leger‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

342 チャンドラプラバー２０２１ �・鹿 ３／３１

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズチャンドラプラバー ＊オペラハウス

��
��
�キャッチータイトル鹿 2012 ＊タイトルド

B3
Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 チャードリー（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
ヒュードロラッシュ（17牝黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）���入着
レッツプロミス（20牝青鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 シャルムーズ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
シャルニエール（08牝 タイムパラドックス）�２勝�８勝�
メイショウラガール（12牝 キングカメハメハ）�２勝�	入着２回

３代母 ＊シャルウォーカミーズ（95 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
サルール（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着

キーパップ（09牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，ツインターボＣ３着
キャンティユッキ（11牝 マヤノトップガン）出走

メイクアンシー（16牡 ＊ロードアルティマ）１勝，八丈島特別３着，�
入着�

４代母 シークエル Sequel（89 IRE 鹿 Law Society）IRE 入着
［子］ ファミリートラディション Family Tradition（94牝 Sadler's Wells）FR

・IRE・ITY３勝，Challenge S‐L，Debutante S‐L，マルセ
ルブサック賞‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ ジェディナク Jedinak（18牡 Poker Face）�BRZ２勝，ジョッキークラ
ブ会長大賞‐G2 ３着，G.P. Candido Egydio de Souza Aranha‐L
２着，エニウブッフォル博士大賞‐G3 ３着

ハミトベイ Hamitbey（16牝 Poker Face）�BRZ３勝，P. Thomaz Te
ixeira de Assumpcao Netto‐L ３着

５代母 ホエアユーリードWhere You Lead（70 USA栗 Raise a Native）GB・IR
E２勝，ミュージドラＳ‐G3，英オークス‐G1 ２着，アサシＳ‐G3 ３着
［孫］ ＊ウォーニング（85牡 Known Fact）GB・FR・USA８勝，クイーンエリザベ

ス二世Ｓ‐G1，サセックスＳ‐G1，クイーンアンＳ‐G2，etc.，種牡馬
レインボークエスト RainbowQuest（81 牡 Blushing Groom）GB・FR
・IRE６勝，凱旋門賞‐G1，コロネイションＣ‐G1，グレイトヴォル
ティジュールＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

343 チャードリー２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyチャードリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャルムーズ青鹿 2009 ＊シャルウォーカミーズ

14f
Sadler's Wells S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ドゥエベリーニ（15青 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ライヴビネガー（20牡鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 フレンチカクタス（08黒鹿 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，
ひいらぎ賞，赤松賞２着
カクタスバンガー（14� マンハッタンカフェ）�２勝�３勝�
フレンチバローズ（17牡 ジャスタウェイ）入着，���１勝
ジルベールバローズ（18牡 オルフェーヴル）入着，���１勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ウェルカムフラワー（03牝 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝

ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，
千里山特別２着（２回），etc.

ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Alberta Oaks‐R，Kamar H，Liberation S‐R，Senor
ita H，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着

販売申込者・所有者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341
生 産 牧 場： 高岸 順一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

344 ドゥエベリーニ２０２１ �・鹿 ２／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジドゥエベリーニ ＊タイキシャトル

��
��
�フレンチカクタス青 2015 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 スズカシャンティー（05栗 Giant's Causeway）�４勝��２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（13），地方－２（16）〕
バシルーラ（12牝黒鹿 ヴァーミリアン）��６勝
シベリウス（13牡栗 ＊サウスヴィグラス）４勝，大倉山特別（Ｄ1700），大雪Ｈ
（Ｄ1700）２着，利根川特別（Ｄ1800）３着

ヴォーガ（14�栗 キャプテントゥーレ）４勝，越後Ｓ（Ｄ1200）２着，��入着
��入着

シゲルルビー（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，���２勝�８勝
ミスズグランドオー（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）�４勝，欅Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，

安芸Ｓ（Ｄ1200），外房Ｓ（Ｄ1200）２着，浜松Ｓ（Ｄ1200）２着，なでしこ賞
（Ｄ1400）２着，ヤマボウシ賞（Ｄ1400）３着

バックシャン（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ＊テレサザティーチャ（95 USA栗 Cure the Blues）USA５勝，アフェクショ
ネトリーＨ‐G3，Montauk H‐R，Jack Betta Be Rite S‐R ２着
メサウミMesawmi（02� Lemon Drop Kid）USA・CAN８勝，Regaey Island

S‐L ３着，Tri‐State H３着
タッチミーワンスTouch Me Once（03牝 Touch Gold）USA２勝

ゴールドメギラーGold Megillah（09� Purim）USA８勝，Rushaway S
‐L ３着

セトウチダイヤ（06牝 ＊タイキシャトル）入着２回，�２勝	２勝
入着２回
カシノブレンド（16� キャプテントゥーレ）�３勝，ＲＫＢ賞，加古川Ｓ３着

クリーンメタボ（08牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，金山特別３着
スナーククラウン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，
２勝

３代母 プラウデンアピール Proud n' Appeal（87 USA栗 Proud Appeal）USA６勝，
Ticonderoga H‐LR，Broadway H‐R，Schenectady H‐LR ２着
スマートクーポンズ Smart Coupons（93� Gate Dancer）USA10 勝，イクセルシ

アＨ‐G3，Kings Point H‐R（３回），Elkwood S３着，etc.
モアザンプラウドMore Than Proud（07牝 More Than Ready）USA３勝

ステフビーイングステフ Steph Being Steph（15牝 ＊マジェスティックウォリアー）
USA２勝，Golden Gate Debutante S，サンタイネスＳ‐G2 ２着，ラ
スヴィルヘネスＳ‐G2 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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

345 スズカシャンティー２０２１ �・鹿 ４／１８

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormスズカシャンティー
＊ Cure the Blues

��
��
�テレサザティーチャ栗 2005 Proud n' Appeal

1s
Storm Cat M3×S4

価格： 購買者：



母 ディアナムラ（07栗 ザッツザプレンティ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（19）〕
リッチゴールド（12牡栗 ＊ハービンジャー）�１勝�入着�
ナムラメルシー（14牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス

杯‐Jpn2 ２着
ディアアルム（15牝青鹿 エイシンフラッシュ）�３勝�３勝��
ベラジオミキ（19牝鹿 アドマイヤムーン）�	１勝
マオノイラ（20牡栗 ヤマカツエース）�未出走

２代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.，
種牡馬

ジェイドマジック（94牝 ＊ジェイドロバリー）２勝
グリーンプレゼンス（95牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）２勝，若葉Ｓ‐OP，紫野特別２着
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

京都大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
種牡馬

フローラルグリーン（98牝 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，常陸特
別，なにわＳ３着，ハッピーエンドＣ３着
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイラ

ンドＳ‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，マイラーズＣ‐G2 ３着，安田記念
‐G1 ４着，etc.

ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，
タンザナイトＳ‐OP ３着，白秋Ｓ，晩春Ｓ，etc.

レンデフルール（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，有田特別２着，郡山特別２着，
伏拝特別２着，喜多方特別３着，萌黄賞３着

３代母 レアレイディRare Lady（74 USA黒鹿 Never Bend）USA１勝

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

346 ディアナムラ２０２１ 牡・栗 ５／ ９
＊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

ダンスインザダーク

�
�
�
�
�

��
��

�ザッツザプレンティ ＊バブルプロスペクターディアナムラ
＊ Affirmed

��
��
�フローラルマジック栗 2007 Rare Lady

18
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5
Lyphard S5×M5 Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 テイクザヘルム（16芦 ＊ノヴェリスト）１勝
初仔

２代母 ヴェラブランカ（07芦 ＊クロフネ）２勝
クレスクント（13牝 ＊ハービンジャー）入着，��２勝
シルバーコンパス（14牝 ＊タートルボウル）入着２回，�２勝�２勝��
ヴェラアズール（17牡 エイシンフラッシュ）�４勝，ジューンＳ，淡路特別，緑風

Ｓ３着，サンシャインＳ３着，赤穂特別３着，etc.
ワールドクルーズ（18牝 ワールドエース）�入着，�２勝

３代母 アドマイヤサンデー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特
別‐Jpn2 ２着，保津峡特別，桂川Ｓ２着，ポプラＳ２着
アドマイヤメガミ（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
フサイチホウオー（04牡 ジャングルポケット）４勝，共同通信杯‐Jpn3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トールポピー（05牝 ジャングルポケット）３勝，オークス‐Jpn1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優２牝
オリエンタルポピー（11牝 キングカメハメハ）出走
シャーレイポピー（18牝 ミッキーアイル）�４勝，武庫川Ｓ，甲東特別，
五色沼特別２着

ナサニエル（06牡 キングカメハメハ）入着，伏竜Ｓ‐OP ２着，�３勝��入着，全
日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

アヴェンチュラ（08牝 ジャングルポケット）４勝，秋華賞‐G1，クイーンＳ‐G3，
エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，優３牝

エルミラドール（10牝 ジャングルポケット）不出走
コロンドール（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，汐留特別
エルカスティージョ（18牝 ロードカナロア）�３勝，猪名川特別，ストークＳ

３着，長篠Ｓ３着
アドヴェントス（13牝 ジャングルポケット）３勝，石打特別，ＴＶ山梨杯２着

４代母 ＊ムーンインディゴ（86 USA鹿 El Gran Senor）不出走
［子］ インディゴグリーン（94� ＊トニービン）３勝，清津峡特別，白馬岳特別２着

販売申込者・所有者： ジャパンブラッドストックマネジメント㈱＝札幌市中央区 �050-7109-5088
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
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

347 テイクザヘルム２０２１ 牡・鹿 ２／２２
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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonテイクザヘルム ＊クロフネ

��
��
�ヴェラブランカ芦 2016 アドマイヤサンデー

＊ムーンインディゴ 1p
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 デュークストリート（15栗 オルフェーヴル）�２勝��２勝
初仔

２代母 クォリティシーズン（08黒鹿 ＊トワイニング）３勝
テンザワールド（14牡 ダイワメジャー）５勝，九州スポーツ杯，濃尾特別，平城京

Ｓ２着，鷹取特別３着，障害１勝
トーセンアミ（16牝 オルフェーヴル）入着５回，��３勝�１勝��入着

３代母 ＊コンファームドダンサー（86 USA青鹿 Green Dancer）USA６勝，アーリント
ンオークス‐G3，アーリントンメイトロンＨ‐G3 ３着，Majorette H‐L ３着

＊ティエッチゴア（93牡 Easy Goer）３勝，相模湖特別，松川浦特別，白河特別３着，etc.
＊ティエッチグリーン（96牝 Kingmambo）３勝

ヴァンフレーシュ（10牝 サクラバクシンオー）２勝，カンナＳ‐OP，相模湖特
別３着

＊ティエッチグレース（97牝 Capote）７勝，バーデンバーデンＣ‐L，アイビスサマー
ダッシュ‐Jpn3 ２着，ＢＳＮ賞‐OP，etc.

４代母 コンファーム Confirm（77 USA黒鹿 Proudest Roman）USA１勝，Junio
r Miss S３着
［子］ オータムグリッター Autumn Glitter（83 牝 Exceller）IRE・USA６勝，

ラスパルマスＨ‐G2，ラプレヴォワイヤントＨ‐G2 ２着，ゴールデ
ンハーヴェストＨ‐G2 ２着，etc.

ホリークーム Hollycombe（94牡 Capote）USA５勝，デルマーＢＣＨ
‐G2，ポトレログランデＨ‐G2 ２着，種牡馬

ヨランダ Yolanda（81牝 Exclusive Native）USA４勝，Junior Miss S
‐L，Berlo H‐L ２着

サラトガシズル Saratoga Sizzle（87 牝 Saratoga Six）USA４勝，Wi
lma C. Kennedy S，スピナウェイＳ‐G1 ３着，アディロンダックＳ
‐G2 ３着

ロンボン Ron Bon（85牡 Halo）USA７勝，Sportsman's Park Breeder
s' Cup H，ポトレログランデＨ‐G3 ２着，Doublrab H‐L ３着，
種牡馬

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： ㈲嶋田牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

348 デュークストリート２０２１ �・栃栗 ２／ ６

＊

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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートデュークストリート ＊トワイニング

��
��
�クォリティシーズン栗 2015 ＊コンファームドダンサー

23b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ナリタアマリリス（14黒鹿 ハーツクライ）�３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ゴールドグレース（02鹿 ＊エリシオ）��５勝���入着３回，北関東弥生賞３着
ヒルノマドリード（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，摩耶Ｓ，駒場特別，木古内特

別，障害２勝，�２勝
トシファイブスター（10牡 フジキセキ）１勝，�４勝
ハイノリッジ（11牝 マンハッタンカフェ）��２勝

タイガーアチーヴ（16牡 ＊クロフネ）１勝，��11 勝	１勝，名港盃２着，東海
菊花賞３着

ペイシャノリッジ（17牝 ＊クロフネ）３勝，駒場特別，白馬岳特別３着，平尾台
特別３着

セイウンハーデス（19牡 シルバーステート）�２勝，プリンシパルＳ‐L，こぶ
し賞２着

ムサシイーグル（15牡 ロードカナロア）��２勝
ナリタムソウ（16牡 ルーラーシップ）入着，�３勝	
セイウンゴールド（18牡 エピファネイア）�１勝，奥尻特別２着
セイウンプラチナ（19牡 ミッキーアイル）�２勝，あやめ賞

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ノーザンキャップ（92牡 オグリキャップ）３勝，利尻特別２着，アジアＪＳ（１）２

着，種牡馬
ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走

ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２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 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.

ファイナルフォース（96牡 ＊ダミスター）１勝，知床特別３着
テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，ク

イーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3
（２回），大阪城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

349 ナリタアマリリス２０２１ �・鹿 ４／１９
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスナリタアマリリス ＊エリシオ

��
��
�ゴールドグレース黒鹿 2014 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 トニービン S4×M4 Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 トゥルーゴールド（07栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（14）〕
ゴールドエフォート（13牝栗 カンパニー）１勝，�１勝�２勝��
ティモシーブルー（14牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，��９勝��，金沢スプリ

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

ポンドウェリスク（17牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）��入着５回��１勝
ブランニューミー（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝
サトミノココロ（20牝栗 リアルインパクト）�未出走

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

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

タガノパッション（18牝 キングカメハメハ）�２勝，スイートピーＳ‐L，オー
クス‐G1 ４着，西宮Ｓ３着

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

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

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

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

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

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

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

紫竹山特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

350 トゥルーゴールド２０２１ 牡・黒鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ 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トゥルーゴールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャッチザゴールド栗 2007 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 トーコーメロディ（11栗 ヤマニンセラフィム）�９勝
本馬の他に産駒あり

２代母 サウンドアメニティ（98栗 ＊キンググローリアス）入着２回
セフティオリビエト（09牡 デュランダル）２勝，�１勝�
トミケンキルカス（12牡 ＊タイキシャトル）５勝，フリーウェイＳ，晩春Ｓ３着，�

�４勝��入着３回
ガッテンパートナー（14牡 デュランダル）１勝
グランプリワン（16牡 グランプリボス）２勝，��３勝

３代母 ＊バジー（81 USA鹿 In Reality）USA９勝，デラウェアＨ‐G1，Helena S，
レイディーズＨ‐G1 ２着，マスケットＳ‐G1 ４着，モリーピッチャーＨ‐G2
４着，etc.
ジーノ Jeano（88牝 Fappiano）USA10 勝，シャーリージョーンズＨ‐G3，サラブ

レッドクラブオヴアメリカＳ‐G3，Ellis Park H‐L，etc.
プリンツオスカー Prinz Oskar（96 牡 Dayjur）FR・SIN・MAL５勝，P. Ha

mpton‐L ３着
キューガーデンKew Garden（97牝 Seattle Slew）USA１勝
クイーンズプラザQueens Plaza（02牝 Forestry）USA２勝，Sorority
S‐L

コントライヴContrive（98 牝 Storm Cat）不出走
フォークロア Folklore（03 牝 Tiznow）USA４勝，メイトロンＳ‐G1，Ｂ
Ｃジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，etc.

ディヴァイデドアテンションDivided Attention（11牝 A.P. Indy）USA
３勝，Ladies H‐L，テンプテドＳ‐G3 ２着，Affectionately S
‐L ３着

ネヴァーアノーヒッターNever a No Hitter（01 牝 Kris S.）不出走
ティザヒット Tizahit（07 牝 Tiznow）USA・CAN２勝，デムワゼルＳ
‐G2，Blue Hen S‐L ２着

ストーミーアンティクス Stormy Antics（08 牝 Stormy Atlantic）CAN１勝
スチューデントボディ Student Body（14牝 Colonel John）USA５勝，
Mardi Gras S

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

351 トーコーメロディ２０２１ 牡・栗 ４／ ２

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ヤマニンセラフィム ＊ヤマニンパラダイストーコーメロディ ＊キンググローリアス

��
��
�サウンドアメニティ栗 2011 ＊バジー

1s
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 セトノフラッパー（10栗 ＊タイキシャトル）３勝，西郷特別（芝 1800），瀬戸内海
特別（芝 1400）２着，太宰府特別（芝 1800）２着，粟島特別（芝 1800）２着，久多特
別（芝 1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラッキーポケット（17牝栗 ジャングルポケット）�１勝�

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
アイノフシギ（12牝 ＊グラスワンダー）�２勝

リンクスターツ（19牡 ＊ディスクリートキャット）��５勝�入着３回，新緑賞
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

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

352 セトノフラッパー２０２１ 牡・鹿 ４／１２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンセトノフラッパー ＊フレンチデピュティ

��
��
�マルカアイチャン栗 2010 マルカコマチ

＊ハニードリーマー 23b
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 ドリームアドリーム（11鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ツヴァイシュテルネ（19牡黒鹿 リオンディーズ）�入着

２代母 ＊ジョシュズマデリン（01 USA鹿 Quiet American）USA８勝，レイヴンラン
Ｓ‐G2，Pan Zareta S，Panthers S，マディソンＳ‐G2 ２着，アレール
デュポンＢＣディスタフＳ‐G3 ２着，etc.
ダノンフォレスト（08牡 Forestry）入着，�２勝
スペクラ（09牡 ゴールドアリュール）�２勝
ウォーゴッデス（12牝 ＊ウォーエンブレム）�１勝�２勝
マグナスエフェクト（14牡 ダイワメジャー）���５勝
サイパー（18牡 フェノーメノ）�３勝��入着２回

３代母 インテンドトゥウィン Intend toWin（93 USA栗 ＊ハウスバスター）USA
４勝，T. V. Vixen S３着
パーティシルクスParty Silks（04 牝 Touch Gold）不出走

アップスタートUpstart（12 牡 Flatter）USA４勝，ホーリーブルＳ‐G2，レイ
ザーバックＨ‐G3，Funny Cide S‐R，etc.，種牡馬

ニューヨークヒーローNew York Hero（15� Mineshaft）USA３勝，Reg
o Park S‐R ３着

４代母 インテントリー Intently（83 USA鹿 Drone）USA８勝，Delta Downs Bre
eders' Cup H，Monique Rene H，Victoria Lass H，American Beaut
y S‐L ２着，Moccasin H２着，etc.
［子］ ゴーンフォーリアルGone for Real（91 牡 GoneWest）USA６勝，ロ

イヤルパームＨ‐G3，カナディアンターフＨ‐G2 ２着，トロピカル
ターフＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ ＊ノボジャック（97牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，�２勝�	２勝
１勝
�１勝��２勝�入着�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，
黒船賞‐Jpn3（２回），etc.，種牡馬

プランタジネット Plantagenet（07 牡 Trade Fair）FR・UAE・NOR・S
WE・SPA・MAR10勝，プラムスメモリアル‐G3，S.F.K. Jubileum
slopning‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

353 ドリームアドリーム２０２１ �・黒鹿 ３／１９
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊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ドリームアドリーム
＊ Quiet American

��
��
�ジョシュズマデリン鹿 2011 Intend toWin

6d
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 トーアハナノマイ（09鹿 ＊タップダンスシチー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ゴールドシチー（14�黒鹿 ゴールドアリュール）�２勝
ティフィンタイガー（20牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝

２代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.，
種牡馬

ジェイドマジック（94牝 ＊ジェイドロバリー）２勝
グリーンプレゼンス（95牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）２勝，若葉Ｓ‐OP，紫野特別２着
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

京都大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
種牡馬

フローラルグリーン（98牝 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，常陸特
別，なにわＳ３着，ハッピーエンドＣ３着
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイラ

ンドＳ‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，マイラーズＣ‐G2 ３着，安田記念
‐G1 ４着，etc.

ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，
タンザナイトＳ‐OP ３着，白秋Ｓ，晩春Ｓ，etc.

レンデフルール（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，有田特別２着，郡山特別２着，
伏拝特別２着，喜多方特別３着，萌黄賞３着

ディアナムラ（07牝 ザッツザプレンティ）出走
ナムラメルシー（14牝 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス杯

‐Jpn2 ２着

３代母 レアレイディRare Lady（74 USA黒鹿 Never Bend）USA１勝
マジカルアルアーMagical Allure（95 牝 General Meeting）USA７勝，ラブレア

Ｓ‐G1，レイディズシークレットＨ‐G2，C.E.R.F. S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲フローラル＝東京都杉並区 �090-5212-2573
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

354 トーアハナノマイ２０２１ �・黒鹿 ４／２１
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellマツリダゴッホ

＊ Bel Bolide

��
��
�ペイパーレイン鹿 2003 ＊フローラルマジック

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceトーアハナノマイ
＊ Affirmed

��
��
�フローラルマジック鹿 2009 Rare Lady

18
フローラルマジックM2×S3

価格： 購買者：



母 トーセンスタッフ（08黒鹿 ＊アフリート）２勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
トーセンシーバス（17牡黒鹿 トーセンモナーク）��出走�２勝
トーセンカクジツ（18牝栗 トーセンファントム）�２勝
ムーンティアラ（19牝黒鹿 アドマイヤムーン）��入着
ラウラ（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 フラワータテヤマ（94鹿 ＊ブライアンズタイム）６勝，栗東Ｓ‐OP，大和特別，
上賀茂Ｓ２着，萌黄賞２着，etc.，��入着�，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
ヴァンクルタテヤマ（02牡 ＊フォーティナイナー）６勝，プロキオンＳ‐G3，栗東Ｓ

‐L ２着，etc.，�２勝�１勝��入着２回��，サマーＣｈ‐Jpn3（２回），北
海道スプリントＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着（２回）

シャトルタテヤマ（04牝 ＊タイキシャトル）３勝，まりも特別，知多特別２着，つわ
ぶき賞２着，みちのく特別３着

ウィークタテヤマ（05牡 スペシャルウィーク）�８勝
タテヤマキセキ（06牡 フジキセキ）入着２回，��７勝�
エスティタテヤマ（09牡 ＊マイネルラヴ）��２勝
シーヴァージア（11牝 ＊クロフネ）出走

リリーミニスター（17	 ＊シニスターミニスター）�３勝，喜多方特別，赤穂特
別２着，出石特別２着，吹田特別３着，弥富特別３着

３代母 ワンボールドビツド（85鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
クイーンギャロップ（99牝 ＊アルカング）
５勝，ひまわり賞３着
モエレギャロップ（01牡 ＊マジックマイルズ）�２勝，サラブレッドフレッシュＣ３着

４代母 アスコツトラツプ（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［子］ ギヤロツプダイナ（80牡 ＊ノーザンテースト）10勝，安田記念‐Jpn1，天

皇賞（秋）‐Jpn1，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
［孫］ アグネスカミカゼ（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，目黒記念‐Jpn2，

メイＳ，ＴＶ埼玉杯，etc.，種牡馬
［曾孫］ アーネストリー（05牡 ＊グラスワンダー）10勝，宝塚記念‐G1，オールカ

マー‐G2，札幌記念‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 陵＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2056
生 産 牧 場： 高橋 陵
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

355 トーセンスタッフ２０２１ �・栗 ５／１２
＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyトーセンスタッフ ＊ブライアンズタイム

��
��
�フラワータテヤマ黒鹿 2008 ワンボールドビツド

＊デイープデイーン 3n
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 トーセンペンネ（16鹿 Poet's Voice）��入着�
〔産駒馬名登録数：１〕
メーサンデュラント（20牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ＊ペンネドゥピー（08 GB鹿 Tiger Hill）FR出走
ポントルソンPontorson（12� Le Havre）FR２勝
オカイナOcaina（14牝 Royal Applause）FR２勝

３代母 ターピチュードTurpitude（97 GB芦 Caerleon）不出走
アンドリアナAndriana（01牝 Second Empire）FR１勝

アプレラムール Apres L'Amour（09� Elusive City）FR・GER・BEL８勝，
P. Luthier‐L ３着

＊トゥーピー（02牝 Intikhab）FR・ITY・USA３勝，アランベール賞‐G3，仏１０００ギ
ニー‐G1 ２着，サンドリンガム賞‐G2 ２着，etc.
クールデュード Cool Dude（08牡 Lemon Drop Kid）FR・HKG２勝，P. d

e Pontarme‐L ２着，P. de Suresnes‐L ３着
ダンストゥーピーDance Toupie（09 牝 Dansili）FR出走
デーヴDave（16牡 Wootton Bassett）FR２勝，ダフニス賞‐G3 ２着，P.
de Pontarme‐L ２着，P. de Suresnes‐L ３着，etc.，種牡馬

コマンダー Commander（17� War Command）�FR・USA５勝，C
locker's Corner S‐R ２着，Siren Lure S２着，デイトナＳ‐G3 ３着

サトノラーゼン Satono Rasen（12� ディープインパクト）３勝，京都新聞杯
‐G2，日本ダービー‐G1 ２着，etc.，AUS入着２回，ＡＴＣサマーＣ
‐G3 ２着，etc.

サトノクロニクル（14牡 ハーツクライ）�３勝，チャレンジＣ‐G3，阪神大賞
典‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，etc.

マイハートビート（15牡 ゼンノロブロイ）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，高雄特別，
紫菊賞，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： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

356 トーセンペンネ２０２１ 牡・栗 ３／１２
＊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

ポーエツヴォイス Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�Poet's Voice Bright Tiaraトーセンペンネ
＊ Tiger Hill

��
��
�ペンネドゥピー鹿 2016 Turpitude

13c
Northern Dancer S5×S5 Nijinsky S5×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイユニバース（07鹿 ダンスインザダーク）��４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グレートセブン（18牡鹿 ＊スクワートルスクワート）�１勝
フレンドモア（20牝鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 トウカイテネシー（94鹿 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
トウカイサプライズ（01牡 ＊アフリート）１勝，��３勝
トウカイメガミ（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着

クラークキー（14牡 ルーラーシップ）４勝，調布特別
エスターテ（15牝 ＊ベーカバド）４勝，セプテンバーＳ，国立特別，ＴＶｈ杯３

着，雲雀Ｓ３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

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

トウカイティアラ（96牝 ＊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，etc.
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），etc.，障害１勝

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

４代母 トウカイミドリ（77鹿 ＊フアバージ）１勝
［子］ トウカイローマン（81牝 ＊ブレイヴエストローマン）５勝，オークス

‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： シグラップファーム＝日高町賀張 �090-8707-9113
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

357 トウカイユニバース２０２１ 牡・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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイトウカイユニバース シンボリルドルフ

��
��
�トウカイテネシー鹿 2007 トウカイナチユラル

＊星友 19b
Nijinsky S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊セインツプレイ（02 USA黒鹿 Saint Ballado）USA１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－３（９），地方－４（14）〕
マイアレクシスMy Alexis（07 USA牝鹿 Afleet Alex）USA５勝
メレクムベンベMelequembembe（09 USA牡鹿 Proud Citizen）PAN１勝
スーパースラム Super Slam（10 USA�黒鹿 Grand Slam）USA３勝
ゴクロウサマ（15牝黒鹿 ＊ケイムホーム）�３勝
トリウンファラ（16牝鹿 ＊モンテロッソ）�３勝�
エアーポケット（17牡芦 ＊ダンカーク）�５勝�１勝���	，西日本ダービー
（Ｄ1900），九州ダービー栄城賞（Ｄ2000）２着，佐賀皐月賞（Ｄ1800）３着

プナヘレ（18牡芦 ＊クリエイターⅡ）
�	１勝�１勝
デライトアゲン（19牡芦 ＊ザファクター）
１勝

２代母 コロニアルプレイ Colonial Play（94 USA黒鹿 Pleasant Colony）USA４
勝，オーキッドＨ‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2 ３着，ボイリングスプリング
ズＨ‐G3 ３着
マーシュサイドMarsh Side（03牡 GoneWest）USA・CAN・UAE７勝，ノーザ

ンダンサーターフＳ‐G1，カナディアンインターナショナルＳ‐G1，スカイクラ
シックＳ‐G2，Valedictory S‐L，マンハッタンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

クイーンズプレイQueen's Play（04 牝 Kingmambo）不出走
アテンダント Attendant（09� More Than Ready）USA・CAN２勝，To

ronto C‐L ３着
ソヴリンファンド Sovereign Fund（06� Giant's Causeway）USA・CAN４勝，

USA障害１勝
ベストプレイBest Play（10� Speightstown）USA・CAN７勝

３代母 ミーティアステイジMeteor Stage（82 USA黒鹿 Stage Door Johnny）US
A入着２回
プレザントステイジ Pleasant Stage（89牝 Pleasant Colony）USA２勝，ＢＣジュ

ヴェナイルフィリーズ‐G1，オークリーフＳ‐G2，エイコーンＳ‐G1 ２着，etc.
ミーティアコロニーMeteor Colony（93牝 Pleasant Colony）USA１勝

チェインジインザウェザー Changeintheweather（99 牡 GoneWest）USA５
勝，グレイＳ‐G1，Gate Dancer S，ボルティモアＨ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 佐々木 恵一＝浦河町上杵臼 �0146-28-1650
生 産 牧 場： 佐々木 恵一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

358 セインツプレイ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１８

＊

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

＊

セイントバラード Halo

�
�
�
�
�

��
��

�Saint Ballado Balladeセインツプレイ コロニアルプレイ Pleasant Colony

��
��
�Colonial Play黒鹿USA 2002 Meteor Stage

23b
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ＊シーキングオアシス（05 USA栗 Seeking the Gold）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
リュウワンラララ（12牝栗 ネオユニヴァース）�４勝�入着
ワカチナ（13牝栗 ゼンノロブロイ）��３勝
リープスプラウト（14牡栗 ゴールドアリュール）入着２回，��３勝��３勝�２勝

２代母 キャットベイビーCatbaby（01 USA黒鹿 A.P. Indy）USA出走
ラウシェンバーグRauschenberg（07� Grand Slam）USA４勝
アイスクリームマン Ice CreamMan（08� Elusive Quality）USA２勝

＊リアライズナマステ（09牡 Speightstown）１勝，ホープフルＪＳ，��１勝�１勝
	入着

アルキャラヴァンAlcaravan（12� Birdstone）USA３勝
キャッツアメリカンパイCat's American Pie（15� Maclean's Music）�USA１勝

３代母 カティンカ Catinca（95 USA黒鹿 Storm Cat）USA９勝，ラフィアンＨ
‐G1，トップフライトＨ‐G2，シュヴィーＨ‐G2，ファーストフライトＨ‐G2，
ベッドオーロージズＨ‐G3，etc.
マネッジドアカウントManaged Account（09� Malibu Moon）USA７勝，Toc

cet S‐L，Governor's Cup H，John B.Campbell H２着，etc.

４代母 インカレガシー Inca Legacy（87 USA鹿 Saratoga Six）USA３勝
［孫］ ストーンレガシー Stone Legacy（06牝 Birdstone）USA２勝，ケンタッ

キーオークス‐G1 ２着，Mollie Wilmot S‐R ２着
［曾孫］ インカキング Inca King（04� Sir Cat）USA・CAN17勝，ジェファーソン

Ｃ‐G2，Opening Verse H‐L，Bryan Station S‐L，etc.
ハードレガシー Hard Legacy（16牝 ＊ハードスパン）USA３勝，リグレ
ットＳ‐G3

マノリートManolete（14 牡 Mineshaft）�USA16 勝，Tangelo S３着

５代母 インカクイーン Inca Queen（68 USA鹿 Hail to Reason）USA８勝，トッ
プフライトＨ，コロンビアナＨ，シープスヘッドベイＨ，デムワゼルＳ，ＣＣＡオ
ークス３着，etc.

販売申込者・所有者： 大典牧場㈲＝新ひだか町静内神森 �0146-42-7666
生 産 牧 場： 大典牧場㈲
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

359 シーキングオアシス２０２１ 牡・鹿 ３／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameシーキングオアシス キャットベイビー A.P. Indy

��
��
�Catbaby栗USA 2005 Catinca

A1
Mr. Prospector M3×S4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 スイートマトルーフ（06青鹿 スペシャルウィーク）５勝，寿Ｓ（芝 2000），堀川特別
（芝 1800），香住特別（芝 2200），西海賞（芝 1800）２着，ぶっぽうそう特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
ブラックスター（13牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝��入着６回
トーホウバロン（18牡黒鹿 キングカメハメハ）�２勝，宝満山特別（芝 2600），奥

の細道特別（芝 2600）２着，磐梯山特別（芝 2600）２着
シェーナディーヴァ（19牝黒鹿 ＊ドレフォン）���１勝

２代母 ＊スイートフルーレ（96 USA鹿 Green Desert）不出走
スイートフィドル（02牝 ＊アフリート）�14 勝
シンボリワーグナー（04� ＊フォーティナイナー）��１勝
ディフュージョン（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
シンボリマルセイユ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，大牟田特別，九重

特別，��８勝
スイートフラム（08牝 ＊シンボリクリスエス）入着，��３勝
スイートマルセル（11牝 ＊ワイルドラッシュ）入着

レイテントロアー（17牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝，妙高特別２着
ハナズプルメリア（12牝 キングカメハメハ）１勝，つわぶき賞３着，�２勝��１勝
フジマサスペシャル（13牡 スペシャルウィーク）１勝
ラブリイメッセージ（14牝 ダンスインザダーク）１勝
マイネルエストック（16牡 スペシャルウィーク）	３勝

３代母 ケンブ Kenbu（89 FR芦 Kenmare）GB・FR・USA４勝，カブール賞‐G3，
P. du Pin‐L，P. Imprudence‐L，モルニー賞‐G1 ２着，英１０００ギニー
‐G1 ３着，etc.

＊シンボリスウォード（95牡 Green Desert）７勝，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２
着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，クリスタルＣ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

＊スイートオーキッド（97牝 GoneWest）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3，ＮＨＫマイ
ルＣ‐Jpn1 ５着，キーンランドＣ‐OP ３着，etc.

＊シンボリウエスト（00� GoneWest）３勝，札幌日刊スポーツ杯，摩周湖特別，郡
山特別，etc.，	８勝，IRE１勝

＊スイートローレライ（03牝 Rahy）１勝，寺泊特別３着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

360 スイートマトルーフ２０２１ 牡・栗 ２／１２
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールスイートマトルーフ
＊ Green Desert

��
��
�スイートフルーレ青鹿 2006 Kenbu

2e
Nijinsky S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スリーパール（13黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
プレストパール（18牝鹿 ＊キングズベスト）��出走���出走

２代母 スリーローマン（97青 ＊ブライアンズタイム）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，
忘れな草賞‐OP ３着，ポプラ特別，衣笠特別，遊楽部特別，etc.
スリーラジアル（04牝 ＊ラムタラ）�９勝�
スリーロールス（06牡 ダンスインザダーク）４勝，菊花賞‐Jpn1，野分特別，はな

みずき賞２着，種牡馬
スリーロビンソン（08牡 フジキセキ）�９勝��入着
スリーヴェローチェ（09牡 ダイワメジャー）１勝，横津岳特別２着，燧ヶ岳特別３

着，霊山特別３着，積丹特別３着，�３勝�入着２回�
スリーマキシマム（11牡 スズカマンボ）２勝，赤倉特別，浄土平特別，蓬莱峡特別

２着，２０１８ＷＡＳＪ第４戦３着，�８勝��

３代母 アコニットローマン（90黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��３勝，東京プリ
ンセス賞
オペラハット（96牡 ＊オペラハウス）��３勝	，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，

東京大賞典‐Jpn1 ４着，東京王冠賞，etc.
サムタイム（02牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，障害１勝

ディアコメット（09牝 キングカメハメハ）出走
バトルクライ（19牡 イスラボニータ）�２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，青
竜Ｓ‐OP ３着

４代母 カミモリレデイー（81青鹿 ＊ネプテユーヌス）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
５着，長万部特別
［子］ トキノクンショウ（89牡 ＊ラツキーソブリン）��６勝
３勝��２勝	

入着��，かしわ記念，旭岳賞２着，東京盃２着，etc.
フタバキング（87牡 ＊イエローゴツド）	12 勝，不来方賞２着
カミモリオーカン（95牡 シンボリルドルフ）入着，湯川特別３着，
３勝
��２勝

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

361 スリーパール２０２１ �・鹿 ３／ 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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlスリーパール ＊ブライアンズタイム

��
��
�スリーローマン黒鹿 2013 アコニットローマン

＊アコニツト 7d
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ナイツエンド（01 AUS鹿 ＊エンドスウィープ）AUS入着２回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），海外－１（４），地方－４（23）〕
ナイトマンNight Man（06 AUS�栗 Mossman）AUS４勝
ニケ（09牝黒鹿 ダイワメジャー）１勝
ラシェネガ（11牝鹿 ＊シニスターミニスター）�４勝
スリラーインマニラ（13�鹿 ＊キンシャサノキセキ）４勝，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）２

着，��12 勝�入着２回���，建依別賞（Ｄ1400），黒潮スプリンターズＣ
（Ｄ1300）３着

コスモアリオーゾ（14牡鹿 フリオーソ）�１勝��５勝
アントニウス（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��	１勝�
ダンスインザリング（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走

２代母 メッセンジャーミスMessenger Miss（96 USA鹿 ＊デインヒル）GB出走
ドリーメンスキームDream 'N' Scheme（00� Unbridled's Song）AUS７勝
ワードWerd（04� Hussonet）AUS10 勝，WATC Australia Day S‐L，ＷＡＴ

ＣカーネルリーヴズＳ‐G3 ２着（２回），WATC Summer Scorcher‐L ２
着（２回），WATC Birthday S‐L ２着，WATCGoodwood Sprint‐L
２着，etc.

フォーレターワード Four Letter Werd（12� High Chaparral）AUS４勝

３代母 フォーリンクーリア Foreign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
グリーンデザートGreen Desert（83 牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA５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
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
トルージョイTrue Joy（93牝 Zilzal）GB出走

イートンフォレヴァー Eton Forever（07� Oratorio）GB６勝，King Richa
rd the Third S‐L，Haydock Spring Trophy‐L，Guisborough S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 惣田 英幸＝浦河町西幌別 �0146-28-7522
生 産 牧 場： 惣田 英幸
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

362 ナイツエンド２０２１ 牡・栗 ３／３０

＊

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

＊

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceナイツエンド メッセンジャーミス ＊デインヒル

��
��
�Messenger Miss鹿AUS 2001 Foreign Courier

A4
Northern Dancer S4×M5×M5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ナムラエラン（05栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（10）〕
ヒカルスプレンダー（10牡栗 ＊タイキシャトル）��６勝
アイズユーニン（11牝栗 サクラバクシンオー）�１勝
ティーズアライズ（12牝栗 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��１勝，東京プリンセス

賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，栄冠賞（Ｄ1200）
ブンゴ（15牡鹿 メイショウサムソン）１勝
スースー（16牝栗 ジャングルポケット）１勝
ディオスクーロイ（18牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝
パープルテイオー（19�鹿 メイショウボーラー）出走，�地方未出走
リトルアーサー（20牝鹿 ビッグアーサー）�地方未出走

２代母 アンバロビン（97鹿 ＊ジェネラス）��１勝
オレンジシンジュ（03牝 サクラバクシンオー）１勝
ラガーホノカー（04牝 スペシャルウィーク）�６勝
ジャングルボルト（07牡 ジャングルポケット）�１勝

３代母 ダイナアンバー（78鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
ブルマーケット（85牡 ＊ターゴワイス）２勝，霞ヶ城特別，障害１勝
メインゲスト（86牝 ＊ターゴワイス）１勝

ファストタテヤマ（99牡 ダンスインザダーク）６勝，京都新聞杯‐Jpn2，デイ
リー杯２歳Ｓ‐Jpn2，大阪―ハンブルクＣ‐L，etc.

ディスコアンバー（87牝 ＊ターゴワイス）３勝，宇治川特別３着，噴火湾特別３着
ラリーキャップ（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，青葉賞‐OP ２着

４代母 ＊クリアアンバー（67 USA黒鹿 Ambiopoise）USA３勝
［子］ アンバーシヤダイ（77牡 ＊ノーザンテースト）11勝，有馬記念，天皇賞

（春），ＡＪＣＣ（２回），etc.，特別賞，種牡馬
［孫］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

イブキマイカグラ（88牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，阪神３歳Ｓ‐Jpn1，Ｎ
ＨＫ杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 竹内 良一＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2197
生 産 牧 場： 竹内 良一
飼 養 者： 竹内 良一＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2197

363 ナムラエラン２０２１ 牡・鹿 ５／１８
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラナムラエラン ＊ジェネラス

��
��
�アンバロビン栗 2005 ダイナアンバー

＊クリアアンバー 4m
ノーザンテースト S4×M4 クリアアンバーS4×M4
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 ネオザスティング（08栗 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
サマーフィールド（17牝鹿 トゥザワールド）��５勝
レジュレクシオン（18牡鹿 リヤンドファミユ）��出走
プライムアクター（19牡栗 ＊ラニ）��入着
ルレット（20牝鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 プラチナキャスト（98栗 ＊ティンバーカントリー）出走
ワンダフルキャスト（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，タイランドＣ２着
サクセスフルロール（05牝 ＊クロフネ）�４勝�３勝�入着３回
ネオペンドラゴン（07牡 ＊ファルブラヴ）入着３回，�１勝��
デルマコテツ（11牡 ＊グラスワンダー）入着７回，�３勝
ネオヴォーグ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝�
ネオヴィッパー（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝

３代母 プライムステージ（92黒鹿 ＊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，ローズＳ‐Jpn2 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
アマビリータ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，�５勝
プライムアクトレス（02牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，こでまり賞３着
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.
エフティアクトレス（05牝 ＊ファルブラヴ）２勝，桜草特別３着

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.
［孫］ 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，Ａ

Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬
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： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

364 ネオザスティング２０２１ 牡・芦 ２／ ５

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルネオザスティング ＊ティンバーカントリー

��
��
�プラチナキャスト栗 2008 プライムステージ

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ノーズトウショウ（08鹿 ＊ブラックホーク）�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
ファイトウィン（13牝鹿 ＊フォーティナイナーズサン）��３勝�２勝
ブラックアーシャ（16牝黒鹿 ブラックタイド）入着２回，�３勝
レジーナレッド（18牝鹿 アンライバルド）���入着３回
テイエムスペシャル（20牡鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ウイッチトウショウ（00鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
ジーントウショウ（04牝 ＊デザートキング）出走

マツリダレーベン（16牡 キングヘイロー）�４勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ２着
レジェトウショウ（06牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯，船橋Ｓ３着，中山ウイ

ンタープレミアム３着，�２勝
スマートクラージュ（17牡 ディープインパクト）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，道頓

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯３着

トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特
別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�

ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走
セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

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，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��４勝

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 坂本 春雄＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2673
生 産 牧 場： 坂本 春雄
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

365 ノーズトウショウ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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックホーク ＊シルバーレーンノーズトウショウ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ鹿 2008 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Nureyev M3×S4 Special M4×S5×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ニシノエクレール（15黒鹿 エイシンフラッシュ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ショウナンアネーロ（04黒鹿 ダンスインザダーク）出走
ビームライフル（09牡 ソングオブウインド）３勝，シンボリルドルフＣ２着，石和特

別３着，精進湖特別３着，小牧特別３着，etc.，�入着��，せきれい賞２着
スリークスタイル（10牝 ＊プリサイスエンド）�１勝
セイウンアネゴ（11牝 ＊アグネスデジタル）�４勝��４勝，加賀友禅賞２着
スタチュー（12牡 ＊スタチューオブリバティ）�１勝��１勝�２勝
キョウヘイ（14牡 リーチザクラウン）�３勝，シンザン記念‐G3，リゲルＳ‐L ２着，

リゲルＳ‐L ３着，ポートアイランドＳ‐L ３着，小倉日経ＯＰ‐OP ３着，etc.

３代母 ＊ショウナンハピネス（95 CAN黒鹿 Kris S.）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，
ホープフルＳ‐OP，ノベンバーＳ，弥彦特別，ニューマーケットＣ２着，etc.
ショウナンアルス（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ショウナンカサロ（12牝 キングカメハメハ）４勝，河口湖特別２着，神無月Ｓ３着
ショウナンアヤカ（05牝 ＊ウォーエンブレム）入着

ショウナンマキシム（12牝 メイショウサムソン）２勝，湯沢特別，小郡特別３着
ショウナンマッシブ（14牡 ダイワメジャー）４勝，葵Ｓ‐LR ３着，ＨＢＣ賞，

萌黄賞，etc.
ショウナンマオ（09牝 ダイワメジャー）３勝，愛宕特別

ショウナンナデシコ（17牝 オルフェーヴル）�５勝，��３勝，かしわ記念
‐Jpn1，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3，etc.

４代母 ランブリングバーブRambling Barb（89 USA黒鹿 Cormorant）USA入着２回
［孫］ ベイビーアール Baby R（02牝 Wire Me Collect）USA３勝，Tellike

S‐L ３着

５代母 バウンシーバーブBouncy Barb（81 USA鹿 Rollicking）USA１勝
［子］ バウンシングブレイヴ Bouncing Brave（85牡 Brave Shot）USA８勝，

Bunty Lawless S‐LR，Sir Barton H‐LR，Marshall Field H
，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

366 ニシノエクレール２０２１ 牡・青鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

�
�
�
�
�
�
�
�
� キャンペンガールリーチザクラウン Seattle Slew

��
��
�クラウンピース青鹿 2006 ＊クラシッククラウン

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディニシノエクレール ダンスインザダーク

��
��
�ショウナンアネーロ黒鹿 2015 ＊ショウナンハピネス

8c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートマイハート（09鹿 キングカメハメハ）�３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
キャプテンムーン（14牡黒鹿 オリオンザサンクス）��２勝�入着２回
ヒカルノマッキー（17牝鹿 ＊カジノドライヴ）��６勝
シンゼンシャイン（18牡鹿 ミッキーアイル）入着２回，��２勝
シェナハート（19牝黒鹿 ＊エスケンデレヤ）���入着

２代母 レモンキャンディー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ネヴァデザート（05牡 ＊ティンバーカントリー）�15 勝��４勝�１勝，北國王冠３

着，百万石賞３着
トモロポケット（06牡 ジャングルポケット）４勝，ＨＴＢ賞，臥牛山特別，尼崎Ｓ

２着，大文字Ｓ２着，垂水Ｓ２着，etc.
トモロレジェンド（10牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝
アスクヴェリウェル（15牡 ＊ハードスパン）入着，���３勝

３代母 ＊ヤングマザー（86 FR鹿 Youth）FR５勝，ヴェルメイユ賞‐G1，マルレ賞
‐G2，P. de la Porte de Passy‐L，凱旋門賞‐G1 ４着，アルクール賞‐G2 ３着，etc.

４代母 サンタティナ Santa Tina（67 IRE 鹿 Santa Claus）FR・IRE・USA７勝，
愛オークス，ポモーヌ賞，ロワイヨモン賞
［孫］ イクワライズ Equalize（82 牡 Northern Jove）USA13 勝，ユナイテドネ

イションズＨ‐G1，カナディアンターフＨ‐G2（２回），レッドスミス
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

モードリンMaudlin（78 牡 Foolish Pleasure）USA11 勝，ボールドルー
ラーＳ‐G3，フォアゴーＨ‐G3，Sport Page H，etc.，種牡馬

スイートペアアダイス Sweet Pair a Dice（89 牝 Wolf Power）USA４
勝，Fairfield S，Camellia S‐R ２着，Fair Director's H
２着

［曾孫］ シークレットプロスペクト Secret Prospect（93 牝 Allen's Prospect）U
SA13 勝，Francis Scott Key S‐L，Primonetta S‐L，Virgini
a Gentleman H‐L，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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

367 ハートマイハート２０２１ �・鹿 ２／２３

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハートマイハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�レモンキャンディー鹿 2009 ＊ヤングマザー

5e
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 パリーナチャン（09鹿 メイショウオウドウ）１勝，�７勝��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
スイスライツ（17牡鹿 ＊ロードアルティマ）入着２回，���１勝
ボイラーハウス（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�４勝，橿原Ｓ（Ｄ1200）
エイルシュリー（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走
ドヴォルザーク（20牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ＊アングウィッシュ（89 IRE 鹿 El Gran Senor）GB１勝
メイショウバンバン（97牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，野麦峠特別
トウカイミラー（98牝 トウカイテイオー）��４勝

トウカイカントリー（04� ＊ティンバーカントリー）２勝
メイショウロッキー（02牡 ＊ヘクタープロテクター）�５勝
メイショウヒヨドリ（08牝 メイショウオウドウ）	４勝�入着


３代母 ネイヴァルライトNaval Light（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA１勝

４代母 ナヴサップNavsup（66 USA鹿 Tatan）USA入着５回
［子］ ＊ポリッシュネイビー（84牡 Danzig）USA７勝，米シャンペインＳ‐G1，

ウッドワードＳ‐G1，カウディンＳ‐G1，etc.，種牡馬
ジャッジアドヴォケイト Judge Advocate（75 牡 Reviewer）USA４勝，
ディスカヴァリーＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ チャーツ Charts（87� Mari's Book）USA12 勝，Golden Gate Fields B
reeders' Cup H‐L，SanMatean H，C.H.B.P.A. Dinner H‐R，etc.

プリティタヤス（03牝 マーベラスサンデー）３勝，鳥羽特別２着
［曾孫］ ラニカイサンデー（14牡 ジャングルポケット）２勝，喜多方特別

オートアルカディア（01牝 バブルガムフェロー）��４勝�８勝��１勝
�，園田フレンドリーＣ２着

ワイレアワヒネ（11牝 ＊タイキシャトル）１勝，巌流島特別３着
アラモアナワヒネ（13牝 ＊グラスワンダー）１勝，くるみ賞３着
ベラジオボッキーニ（19牡 ＊アジアエクスプレス）��２勝，兵庫若駒賞３着

販売申込者・所有者： ㈲松栄牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1237
生 産 牧 場： ㈲松栄牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

368 パリーナチャン２０２１ 牡・鹿 ５／１５

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウオウドウ ＊アルタデナパリーナチャン
＊ El Gran Senor

��
��
�アングウィッシュ鹿 2009 Naval Light

1s
Northern Dancer M4×M5 Majestic Light M4×M5

価格： 購買者：



母 ハイカックウ（05鹿 High Chaparral）２勝，カーネーションＣ（芝 1800）２着，
ミモザ賞（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（３）〕
ナンヨーテンプル（12牡黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝，燧ヶ岳特別（芝 2600）２着，

燧ヶ岳特別（芝 2600）３着，呼子特別（芝 2600）３着
ナンヨープルートー（14牡鹿 ディープインパクト）４勝，伊勢特別（Ｄ1900），浜

名湖特別（Ｄ1800），夏木立賞（芝 2000）２着，春光Ｓ（Ｄ2100）３着，��３勝

２代母 ＊オブザーヴァント（00 USA黒鹿 Capote）IRE 出走
ナスケンアイリス（07牝 ＊フレンチデピュティ）入着

モジアナフレイバー（15牡 ＊バトルプラン）��10 勝��入着２回�，東京大賞
典‐G1 ３着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，黒船賞‐Jpn3 ３着，Ｊ
ＢＣスプリント‐Jpn1 ４着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.

ゴルトマイスター（16牡 ゴールドアリュール）４勝，アハルテケＳ‐OP ３着，
北総Ｓ，三浦特別，種牡馬

メイショウグラハム（09牡 アグネスタキオン）１勝
アステュート（10牝 アグネスタキオン）１勝
セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）７勝，高松宮記念‐G1，函館スプリン

トＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ２着，シルクロードＳ‐G3 ２着
（２回），etc.，種牡馬

アウトオブサイト（18牝 リアルインパクト）�１勝

３代母 ＊パテントリークリア（88 USA鹿 Miswaki）IRE・USA３勝
＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，毎

日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキダイヤ（96牝 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
タイキクラリティ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞‐OP ３着
クラリティスカイ（12牡 ＊クロフネ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，いちょう
Ｓ（重賞）‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなのき賞，障
害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲桜井牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2065
生 産 牧 場： ㈲桜井牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

369 ハイカックウ２０２１ �・鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

ハイシャパラル Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�High Chaparral Kasoraハイカックウ
＊ Capote

��
��
�オブザーヴァント鹿 2005 ＊パテントリークリア

2f
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ハイキートーン（10栗 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ミントティー（17牝栗 ＊カジノドライヴ）１勝，���１勝
デリスブラン（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）���出走�出走

２代母 ボートルサンテ（97鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
ワイドロータス（06牝 ダンスインザダーク）１勝

ノルカソルカ（17牡 エピファネイア）�４勝，立志Ｓ，刈谷特別，武庫川Ｓ２
着，国立特別３着

プロポーズギフト（08牝 アグネスタキオン）不出走
エンゲージリング（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，彦星賞，セプテ

ンバーＳ２着，ＴＶユー福島賞３着，みちのくＳ３着，河北新報杯３着

３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
ロンドンブリッジ（95牝 ＊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
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，

ＮＳＴ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

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

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： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

370 ハイキートーン２０２１ 牡・栗 ２／１５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハイキートーン ＊ティンバーカントリー

��
��
�ボートルサンテ栗 2010 ＊オールフオーロンドン

22b
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ハイノリッジ（11鹿 マンハッタンカフェ）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－１（12）〕
タイガーアチーヴ（16牡鹿 ＊クロフネ）１勝，��11 勝��１勝，名港盃（Ｄ1900）

２着，東海菊花賞（Ｄ1900）３着
ペイシャノリッジ（17牝鹿 ＊クロフネ）３勝，駒場特別（Ｄ1700），白馬岳特別
（Ｄ1800）３着，平尾台特別（Ｄ1700）３着

セイウンノウヒメ（18牝青 トゥザグローリー）�１勝
セイウンハーデス（19牡黒鹿 シルバーステート）�２勝，プリンシパルＳ‐L
（芝 2000），こぶし賞（芝 1600）２着

２代母 ゴールドグレース（02鹿 ＊エリシオ）��５勝��	入着３回，北関東弥生賞３着
ヒルノマドリード（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，摩耶Ｓ，駒場特別，木古内特

別，障害２勝，�２勝
トシファイブスター（10牡 フジキセキ）１勝，�４勝
ナリタアマリリス（14牝 ハーツクライ）
３勝
ナリタムソウ（16牡 ルーラーシップ）入着，
３勝�
セイウンゴールド（18牡 エピファネイア）�１勝，奥尻特別２着
セイウンプラチナ（19牡 ミッキーアイル）�２勝，あやめ賞

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ノーザンキャップ（92牡 オグリキャップ）３勝，利尻特別２着，アジアＪＳ（１）２

着，種牡馬
ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走

ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２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 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.

ファイナルフォース（96牡 ＊ダミスター）１勝，知床特別３着
テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，ク

イーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3
（２回），大阪城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

371 ハイノリッジ２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジハイノリッジ ＊エリシオ

��
��
�ゴールドグレース鹿 2011 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハイフリート（08栗 ＊アフリート）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（10）〕
ディアドナテロ（12牡黒鹿 スウィフトカレント）３勝，大雪Ｈ（Ｄ1700）２着，駒

場特別（Ｄ1700）３着，花見山特別（Ｄ1700）３着，�４勝
ディアユリアザミ（14牝鹿 ＊ボストンハーバー）�１勝�３勝

スティールルージュ（19牝 ＊マジェスティックウォリアー）���３勝�３勝，
若潮スプリント，ユングフラウ賞，ローレル賞，フルールＣ

アリエージュ（18牝黒鹿 エイシンフラッシュ）入着，��入着５回
ベラジオサキ（19牝黒鹿 ブラックタイド）��２勝�入着，クイーンＣ（Ｄ1600）２着

２代母 ＊ダーケストスター（89 USA黒鹿 Star de Naskra）USA４勝
＊サウスヴィグラス（96牡 ＊エンドスウィープ）10勝，根岸Ｓ‐Jpn3（２回），etc.，�２

勝��１勝�１勝�１勝�１勝，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，北海道スプリントＣ
‐Jpn3（２回），クラスターＣ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ディスパースアスターDisperse a Star（97 牝 Dispersal）USA１勝
ハートアストレイ Heart Astray（14 牝 Gone Astray）USA５勝，O.B.S. Sp

rint S‐R ３着
＊ダークサファイア（00牝 Out of Place）１勝

ローガンサファイア（10牝 ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ‐LR，淀短
距離Ｓ‐L ３着，ききょうＳ‐OP ２着，紫川特別，りんどう賞２着

サフィロス（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着，カン
ナＳ‐OP，�３勝��	

コーディエライト（15牝 ダイワメジャー）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，新
潟２歳Ｓ‐G3 ２着

セファーラジエル（18牡 キズナ）�２勝，白百合Ｓ‐L
アサクサアンデス（03牡 ＊エンドスウィープ）３勝
チアズウイナー（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝，ポインセチア賞
ナイジェラ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，摩耶Ｓ３着
ベネラ（07牝 ＊フォーティナイナー）３勝

グッドヒューマー（14
 ローエングリン）３勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，冬桜賞２着，
三峰山特別３着，��９勝

３代母 ミニーリパートンMinnie Riperton（74 USA黒鹿 Cornish Prince）USA４勝

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

372 ハイフリート２０２１ �・黒鹿 ４／３０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyハイフリート
＊ Star de Naskra

��
��
�ダーケストスター栗 2008 Minnie Riperton

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バチェロレッテ（16黒鹿 ロードカナロア）入着２回
初仔

２代母 パーフェクトジョイ（03青鹿 ステイゴールド）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，
大阪城Ｓ‐L ３着，スイートピーＳ‐L ３着，逆瀬川Ｓ，夕月特別，etc.
ガウディウム（14牡 ＊ハービンジャー）１勝，若戸大橋特別２着（２回），雄国沼特別３着
メダリオンモチーフ（15牝 キングカメハメハ）３勝
モデュロール（18牡 モーリス）�２勝�４勝

３代母 ユーワジョイナー（90黒鹿 ＊ミルジヨージ）１勝
アルアラン（96牡 ＊アルカング）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝�１勝�

�，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，オグリキャップ記念‐Jpn2
マンハッタン（97牝 ＊アフリート）３勝，若菜賞２着，唐津特別３着，日向特別３着

メトロノース（06牡 アドマイヤコジーン）２勝，摩耶Ｓ，etc.，�１勝�３勝�
９勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着，etc.

マンハッタンコード（09牡 ネオユニヴァース）２勝，花見山特別
オリオンスターズ（04牡 サクラバクシンオー）５勝，伏見Ｓ
シャドウシルエット（05牝 ＊シンボリクリスエス）不出走

ケイアイチョウサン（10牡 ステイゴールド）３勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，
京成杯‐G3 ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

オジュウチョウサン（11牡 ステイゴールド）	２勝，障害 18勝，中山グランド
ジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1（３回），阪神スプリングジャンプ‐JG2
（３回），etc.，優障害（4回）

コウキチョウサン（13牡 ステイゴールド）４勝，陣馬特別，出雲崎特別，安房
特別２着，etc.，障害３勝

アップアンカー（10牡 サクラバクシンオー）１勝，�12 勝�３勝��入着��
，
くろゆり賞，名港盃

４代母 サシマサンダー（78栗 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ ユーワフォルテ（85牡 ＊ミルジヨージ）５勝，新潟大賞典‐Jpn3，総武特

別，種牡馬
ワンダーリベリオン（88牡 ロングエース）�５勝�24 勝，日本海ＣｈＳ３着

販売申込者・所有者： 武田 修一＝新冠町高江 �0146-47-2452
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311

373 バチェロレッテ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１２

＊

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムバチェロレッテ ステイゴールド

��
��
�パーフェクトジョイ黒鹿 2016 ユーワジョイナー

＊シアラ 4i
Mr. Prospector S4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ビジュートウショウ（11栗 ディープスカイ）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ビジューブリランテ（18�栗 ディープブリランテ）�１勝
マキバジョオー（19牝鹿 シルバーステート）�出走
シルバージュエリー（20牝黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 スイープトウショウ（01鹿 ＊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，チューリップ賞‐Jpn3，etc.，
優古牝
ジュエルトウショウ（09牝 アグネスタキオン）�３勝

アドマイヤユラナス（16牡 ＊ハービンジャー）１勝，梅花賞２着，アザレア賞３
着，福寿草特別３着

レガッタ（12牡 ディープインパクト）１勝
トウショウビクター（13牡 ステイゴールド）１勝
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，渡月橋Ｓ２着，賢島特別３着（２回）
スイープセレリタス（16牝 ハーツクライ）４勝，晩春Ｓ，月岡温泉特別，ユートピ

アＳ２着，うずしおＳ３着，春菜賞３着，etc.
クリーンスイープ（18牝 ドゥラメンテ）�３勝，カーネーションＣ２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
バージントウショウ（99牝 フジキセキ）不出走

トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，etc.，���	
�入着４回�，さきたま杯‐Jpn2 ３着，黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

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.

販売申込者・所有者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316
生 産 牧 場： 聖心台牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

374 ビジュートウショウ２０２１ �・栗 ４／ ５
＊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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビビジュートウショウ ＊エンドスウィープ

��
��
�スイープトウショウ栗 2011 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 トーコーディオーネ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 タイキメビウス（97鹿 ＊ダンスオブライフ）４勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3 ３着，飯豊特別，月岡特別２着
ドラゴンファング（05牡 ＊タイキシャトル）５勝，阪急杯‐G3 ３着，奥多摩Ｓ，雲

雀Ｓ，タイランドＣ，若鮎賞２着，etc.
ダイワトリビューン（07牡 フジキセキ）１勝，�２勝�入着
ヒロノメビウス（11牝 キングカメハメハ）�３勝
ヒミノブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝，���１勝�入着

３代母 ＊タイキミステリー（93 USA黒鹿 Green Forest）出走
ハナコスマイル（98牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞，�４勝，サラ・クイ

ーンＣ２着，ジュニアクラウン３着，etc.
ナムラミーティア（06牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

ラベンダー賞‐OP
ナムラミステリー（99牝 ジェニュイン）入着２回

ナムラハンター（05牡 ＊ワイルドラッシュ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，端午Ｓ
‐OP ３着，灘Ｓ，etc.，�36 勝�����

ナムラビッグタイム（01牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ３着，
札幌日刊スポーツ杯‐L ２着，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，etc.，�11 勝����

クサタロウ（03牡 ＊グラスワンダー）１勝，大森浜特別，�２勝
トウカイミステリー（06牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念‐G3，札幌日刊ス

ポーツ杯，長万部特別，etc.
トウカイオラージュ（16牡 オルフェーヴル）�３勝，猪名川特別，白秋Ｓ３着，

心斎橋Ｓ３着，etc.
トウカイエトワール（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，葛飾特別

ブラウンローズ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）入着８回，蒲郡特別３着，�２勝

４代母 サーテンシークレット Certain Secret（85 GB黒鹿 Known Fact）GB・IRE
・USA２勝，Athasi S‐L
［孫］ アーバンストリート（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）７勝，シルク

ロードＳ‐G3，京洛Ｓ‐OP，アンコールＳ‐OP ３着，etc.

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

375 トーコーディオーネ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１３
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellネオユニヴァース

＊ Kris

��
��
�ポインテッドパス鹿 2000 SilkenWay

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudトーコーディオーネ ＊ダンスオブライフ

��
��
�タイキメビウス鹿 2013 ＊タイキミステリー

2d
Northern Dancer M5×M5 In Reality M5×M5

価格： 購買者：



母 ドリームマジック（14鹿 ルーラーシップ）１勝
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
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： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341
生 産 牧 場： 高岸 順一
飼 養 者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341

376 ドリームマジック２０２１ �・鹿 ４／ １
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴドリームマジック スペシャルウィーク

��
��
�スターリットラヴ鹿 2014 ＊マリスターⅡ

3o
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーティア（08鹿 ＊ホワイトマズル）障害１勝，中山大障害‐JG1（4100）２着，
�４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
シンライ（16牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，湯浜特別（Ｄ1700）２着
ファイブリーフ（17牡鹿 ＊クロフネ）１勝
ダイユウサンテ（20牡鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 ハッピーチケット（04栗 バブルガムフェロー）出走
ナゲットレイツ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝
ハッピーカンパニー（14牝 カンパニー）�１勝��１勝�入着�

３代母 チャームトウショウ（88鹿 ＊コインドシルバー）１勝
コウユーラヴ（97牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オースト
ラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，etc.

ダイシングロウ（04牡 ダンスインザダーク）５勝，小倉記念‐Jpn3 ２着，バレ
ンタインＳ‐OP ２着，博多Ｓ，etc.，障害３勝，種牡馬

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２着，三峰
山特別２着，etc.

４代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
［子］ ハグミートウショウ（87牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，陸奥湾特別

ライラトウショウ（86牝 ＊モガミ）２勝，漁火特別２着
［孫］ トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
トウショウフリート（88牡 トウシヨウペガサス）７勝，パラダイスＳ‐OP，
箱根Ｓ，秋嶺Ｓ，etc.，種牡馬

トウショウチェイス（94牡 ＊キンググローリアス）３勝，十和田湖特別，
障害１勝

［曾孫］ トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝�入着

ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）	３勝��入着，エーデルワ
イス賞‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

377 ハッピーティア２０２１ 牡・鹿 ４／１７

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeハッピーティア バブルガムフェロー

��
��
�ハッピーチケット鹿 2008 チャームトウショウ

＊ソシアルバターフライ 1w
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 ハッピートーク（06黒鹿 ＊アグネスデジタル）�11 勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（18）〕
ダズンフラワー（14牝栗 ＊バトルプラン）��11 勝，ジュニアＧＰ（芝 1600），オパ

ールＣ（芝 1700）２着，若鮎賞（芝 1600）３着
トップフィリア（15牡黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，�２勝
サンエイフラワー（16牝栗 ＊ロージズインメイ）�３勝，オパールＣ（芝 1700）２着，

若鮎賞（芝 1600）２着
サンライズシトラス（18牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�地方未出走
マイバンビーナ（19牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）���１勝�１勝

２代母 モニュメントバレー（96黒鹿 Deputy Minister）出走
サンキングロウ（02� ＊アフリート）１勝，�２勝	５勝�
テンザンモビール（03牡 ＊フォーティナイナー）３勝，富嶽賞，寒梅賞３着，
１勝��

３代母 ＊カウンティングレインボーズ（85 USA黒鹿 Halo）不出走
リターンオヴマム Return of Mom（91牝 Deputy Minister）USA５勝，Coral

Gables H‐L ２着，Capades Breeders' Cup H２着
アリトルポークA Little Poke（03牝 Pleasant Tap）USA出走
トリプルナイン Triple Nine（12牡 Ecton Park）UAE・KOR15勝，Ko
rea Grand Prix‐L，Korea President's Cup‐LR（２回），Korea O
wner's Cup‐LR，etc.，種牡馬

レモンドロップマム Lemon Drop Mom（04牝 Lemon Drop Kid）USA６勝，
Go for Wand S‐L，Winter Melody S，Ghost & Goblins S，etc.

マジェスティックイクスプレスMajestic Express（08� Express Tour）USA
10 勝，Montbrook S‐R ３着

サラガロ Saraguaro（12牡 Express Tour）USA３勝，Foolish Pleasure S
‐R，Millions Classic Preview S‐R，Millions Classic Preview S‐R
３着

４代母 シュヴィー Shuvee（66 USA栗 Nashua）USA16 勝，ジョッキークラブゴール
ドＣ（２回），エイコーンＳ，マザーグースＳ，ＣＣＡオークス，ベルダムＳ，etc.
［子］ トムスイフト Tom Swift（73 牡 Tom Rolfe）USA３勝，セネカＨ‐G3，

種牡馬

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

378 ハッピートーク２０２１ 牡・青鹿 ３／２６
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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawハッピートーク Deputy Minister

��
��
�モニュメントバレー黒鹿 2006 ＊カウンティングレインボーズ

9f
Mr. Prospector S4×M4 Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナーサリーライム（10黒鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
マロンスライム（15牡栗 フリオーソ）��１勝�６勝
ベジタブルストア（18�栗 ＊アルデバランⅡ）���入着２回
マッチャンマジック（19牡栗 ＊アルデバランⅡ）�地方未出走

２代母 ＊ヘニーズソング（00 USA黒鹿 Unbridled's Song）USA５勝，Go for Wan
d S‐L，Susan's Girl Breeders' Cup S‐L
トーセンソニア（08牝 ＊ファンタスティックライト）１勝

トーセンヴァンノ（19牡 ヴァンキッシュラン）�１勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，
コスモス賞‐OP

ブロッケン（09牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
スカーボロフェア（12牝 ＊パイロ）１勝，��１勝
シカゴジャズ（15牡 ＊ハードスパン）��10 勝

３代母 ザーマハマー Zama Hummer（88 USA黒鹿 Knights Choice）USA５勝，
プライオレスＳ‐G2，Cascapedia H‐L，レイルバードＳ‐G2 ２着，Sand
y Blue S‐R ２着，ハロルドＣラムザーシニアＨ‐G3 ３着
ハミングサウンドHumming Sound（94牝 ＊ハンセル）USA入着

ロヴァンゴ Lovango（04牡 Capote）USA７勝，Forward Pass S，アーリ
ントンクラシック‐G3 ２着，カウントフリートスプリントＨ‐G3 ３着，etc.，
種牡馬

ヴィクトリーロールVictory Roll（99 牝 Deerhound）不出走
ハンガリアンボートベイビー Hungarian Boatbaby（04牝 Silver Ghost）US

A７勝，Regret S‐L，Primonetta S，Lewes Overnight S，etc.
シークエスト Sea Quest（15� Uncle Mo）�IND１勝，Juvenile Spri
nters' Million‐L

ミゾエズレディMizoes Ready（06牝 More Than Ready）USA出走
ビッグチャンピオン Big Champion（13� Munnings）USA２勝，Alb
any S

ハッツオフトゥジーHats Off to Thee（02牝 Victory Gallop）USA１勝
グリーンスパムGreen Spam（12牡 One Great Cat）VEN５勝，P. Hylan

der‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

379 ナーサリーライム２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラナーサリーライム
＊ Unbridled's Song

��
��
�ヘニーズソング黒鹿 2010 Zama Hummer

20a
Fappiano S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーユーゲント（09青鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ダナキル（16牝黒鹿 ルーラーシップ）�１勝�入着３回
ヒシマーシャル（17牡黒鹿 ルーラーシップ）��１勝
サツキハピネス（18牝黒鹿 エピファネイア）�１勝，英彦山特別（芝 2000）２着
アオイビーナス（20牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ＊プンティラ（97 GER黒鹿 Acatenango）FR・GER２勝，独オークス‐G2
パルッカPalucca（02牝 Big Shuffle）不出走

パドゥドゥー Pas de deux（10� Saddex）FR・GER８勝，エッティンゲン
レネン‐G2（２回），ベルトランデュブルイユ賞‐G3，オイロパマイレ大賞
‐G3，フィナンツグルペ賞‐G3，マイレントロフィ‐G2 ２着，etc.

パロル Parol（17� Pastorius）�FR・GER５勝，バーデナーマイレ‐G2 ３着，
P. Jacques Laffitte‐L ２着

パカマ Pakama（04牝 Kalatos）GER２勝，Berberis‐Rennen‐L ３着
ペルレンケッテ（08牝 ディープインパクト）４勝，大江山特別

３代母 プラダ Prada（92 GER黒鹿 Lagunas）GER３勝，Nereide‐Rennen‐L
パイリタPailita（99 牝 Monsun）不出走

プリンチペッサ Principessa（15 牝 Querari）SAF３勝，Jamaica H‐L
＊パイタ（02牝 Intikhab）FR・GER・ITY３勝，クリテリヨムドサンクルー‐G1，ア

レフランス賞‐G3，仏オークス‐G1 ３着，etc.
＊ピリカ（08牝 Monsun）FR３勝，エドゥヴィル賞‐G3，P. de la Pepiniere

‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，etc.
プライア Praia（04 牝 Big Shuffle）GER１勝，G.P. der Stadtsparkasse Dusseld

orf‐L ２着，Niedersachsen Stuten‐Sprint‐L ２着
パライサ Paraisa（09 牝 Red Ransom）GER１勝，G.P. vom Gestut Burg Eb

erstein‐L，Kronimus Rennen‐L ２着，シュヴァルツゴルトレネン
‐G3 ３着，etc.

ポチョムキン Potemkin（11� New Approach）�FR・GER・ITY・USA16
勝，ローマ賞‐G1，ドラール賞‐G2，ピアッツァーレ賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

380 ハッピーユーゲント２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアハッピーユーゲント
＊ Acatenango

��
��
�プンティラ青鹿 2009 Prada

4n
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ハナウマ（17黒鹿 ヴィクトワールピサ）不出走
初仔

２代母 ＊サマナケイ（09 USA青鹿 Authorized）FR２勝，G.P. du Nord‐L ２着，
P. Petite Etoile‐L ２着，P. Tantieme‐L ３着
サドキンザン（16牝 オルフェーヴル）１勝

３代母 テッサリーフ Tessa Reef（00 IRE 黒鹿 Mark of Esteem）FR・ITY３勝，
P. La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L
セカンドウェイヴ SecondWave（12� New Approach）GB・AUS５勝，Wo

lferton H‐L ２着
パーミアン Permian（14牡 Teofilo）GB・FR・USA６勝，ダンテＳ‐G2，キング

エドワード七世Ｓ‐G2，Newmarket S‐L，etc.
フレンチリーフ French Reef（16� New Approach）�USA５勝，Get Serious S

４代母 マサラートMassaraat（88 USA鹿 Nureyev）FR２勝，P. Amandine‐L，
P. d'Angerville‐L ３着，P. de Liancourt‐L ３着
［子］ ミアンダーMaeander（97牝 Nashwan）FR１勝，ロワイヨモン賞‐G3 ３着

マシヨンMassillon（94牡 Mr. Prospector）FR・USA入着３回，P. Ya
cowlef‐L ３着

［孫］ サイレントオナー Silent Honor（99 牝 ＊サンデーサイレンス）GB２勝，
チェリーヒントンＳ‐G2，ローザーＳ‐G2 ３着

シルクウッド Silkwood（04牝 Singspiel）GB３勝，リブルズデイルＳ‐G2
ニダベイユNid d'Abeilles（02� Green Desert）FR６勝，P. de Pont
arme‐L，パレロワイヤル賞‐G3 ３着

マバラネMabalane（00牝 ＊デインヒル）FR１勝，P. de la Calonne
‐L ２着

［曾孫］ オールドパーシャンOld Persian（15牡 Dubawi）GB・FR・IRE・GER・
USA・CAN・UAE９勝，ノーザンダンサーターフＳ‐G1，ドバイシー
マクラシック‐G1，ドバイシティオヴゴールド‐G2，etc.，種牡馬

レシュラー Leshlaa（14牡 Street Cry）GB・UAE・TUR４勝，Anat
olia Trophy‐L，アルラシディヤ‐G2 ２着，ドバイミレニアムＳ
‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
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

381 ハナウマ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２５

＊

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

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ハナウマ
＊ Authorized

��
��
�サマナケイ黒鹿 2017 Tessa Reef

20
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハニーバニー（10鹿 メイショウボーラー）１勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビリージーン（17牝栗 スズカコーズウェイ）���１勝�１勝
フォルリチャード（18牡鹿 コパノリチャード）���２勝

２代母 ダッシングハニー（02栗 ＊アサティス）１勝
ラブミーチャン（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�７勝�１勝��６勝�１勝�１

勝�１勝	，全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，
クラスターＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），
ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優牝馬，ＮＡＲ優古牝（3回），ＮＡＲ優短距（2回）
ラブミージュニア（16牡 ゴールドアリュール）���６勝�２勝�入着，知床

賞３着
ホクト（08牡 スズカマンボ）�１勝��６勝
ダブルスター（09牡 ＊シニスターミニスター）５勝，ＢＳＮ賞‐L ３着，アルデバラ

ンＳ‐OP，ラジオ日本賞‐OP ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，etc.，�１勝
��，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

ハヤブサレディゴー（13牝 ＊サウスヴィグラス）３勝
ハニーゴールド（14
 ステイゴールド）１勝，��１勝
ワイルドハニー（15牝 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着３回�
ハニーディスタフ（16牝 ゴールドアリュール）１勝
コパシーナ（17
 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，寒椿賞，八海山Ｓ３着
カザルス（18牡 ＊ダンカーク）�	６勝

３代母 ラストヒット（93栗 ＊スラヴィック）２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別，太秦Ｓ３着，
�５勝�２勝��入着�，北日本オークス，東北優駿
ファーストレディ（08牝 スマートボーイ）出走

アップトゥユー（14牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ローレル賞，東京プリンセス賞２着，etc.

ストロングハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��２勝�，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3，しらさぎ賞，東京２歳優駿牝馬２着，etc.，ＮＡＲ優２牝

イッシンドウタイ（09牡 スズカマンボ）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，ポルックスＳ
‐OP，etc.，�５勝��１勝�５勝，川崎記念‐Jpn1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

382 ハニーバニー２０２１ 牡・鹿 ４／１４

＊

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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズハニーバニー ＊アサティス

��
��
�ダッシングハニー鹿 2010 ラストヒット

＊パツシングクラウド 5g
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5×M5 Danzig S5×M5
価格： 購買者：



母 パラダイスコーブ（13鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ラルワースコーヴ（17牝青鹿 キズナ）�入着，�３勝
エスケイユメ（18牝黒鹿 ジャスタウェイ）���出走
カイタロー（19牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 ＊キャッシュインクルーデッド（04 USA黒鹿 Include）USA２勝，オークリー
フＢＣＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1 ３着，ファンタジーＳ‐G2 ３着
ツクバインドラ（10牡 ディープインパクト）入着，�３勝
キープザレスト（16牝 ドリームジャーニー）�２勝�１勝�入着３回
ミラクルキャッシュ（17	 ＊キンシャサノキセキ）��11 勝

３代母 ヘンダーソンバンドHenderson Band（98 USA黒鹿 Chimes Band）不出走
ウェストケンタッキーWest Kentucky（02牝 Yankee Victor）不出走

フォレヴァーフアニート Forever Juanito（11	 Badge of Silver）USA４勝，
Desert Code S，Clocker's Corner H‐R ２着，Wickerr S‐R
２着，etc.

フレンズインクルーデド Friends Included（05牝 Include）USA１勝
ユーアーマイバディ You're My Buddy（09	 Istan）USA・PR・PAN６勝，

C. Dia de Los Padres‐L ２着
ハラークHalaak（06牝 Harlan's Holiday）GB２勝

カラルティ Karalti（13 牡 Victory Gallop）TUR入着，Karayel S‐L ３着
グレイトファミリーGreat Family（07 牝 Harlan's Holiday）USA出走

アルチンドーロ Alcindoro（12牡 Istan）�PER・ECU５勝，ラコーパ‐G2 ３着，
エンリケメイグス賞‐G2 ３着，モンテリコ競馬場賞‐G2 ３着（２回），etc.

ドナムセッタDona Mussetta（14 牝 Haynesfield）�PAN14勝，P. Francis
co Arias Paredes‐LR，P. Isaac Sam Jimenez‐L，P. Dia de la Madr
e‐LR ２着，etc.

バックトゥヒズルーツ Backtohisroots（16	 Mark Valeski）�USA３勝，Atla
ntic Beach S，Futurity S‐L ２着，Lucky Coin S‐LR ２着

タートルトラックス Turtle Trax（17牝 Cairo Prince）USA２勝，Suncoas
t S２着，ボーモントＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲嶋田牧場＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3535
生 産 牧 場： ㈲嶋田牧場
飼 養 者： ㈲嶋田牧場＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3535

383 パラダイスコーブ２０２１ �・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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスパラダイスコーブ
＊ Include

��
��
�キャッシュインクルーデッド鹿 2013 Henderson Band

11
Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4

価格： 購買者：



母 パワフルノンコ（15鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
タケルカムイ（19牡栗 ダイワメジャー）���１勝

２代母 ノンコ（03栗 アグネスタキオン）３勝，ミモザ賞２着
マイネノンノ（10牝 ＊タイキシャトル）２勝，タイランドＣ，久多特別３着，豊栄特

別３着
ノンコノユメ（12� ＊トワイニング）７勝，フェブラリーＳ‐G1，根岸Ｓ‐G3，武蔵野Ｓ

‐G3，ユニコーンＳ‐G3，etc.，���２勝�，ジャパンＤダービー‐Jpn1，etc.

３代母 レディータイクーン（94栗 ＊クリミナルタイプ）４勝，桐花賞，蓬莱峡特別２
着，香嵐渓特別３着，帝塚山特別３着，あんず賞３着
バトルエンプレス（00牝 ＊トニービン）１勝，ミモザ賞３着

マルカプレジオ（08牡 ゴールドアリュール）７勝，仁川Ｓ‐L，仁川Ｓ‐L ３着，
ベテルギウスＳ‐OP，etc.

サトノレオパード（09� ＊ウォーエンブレム）３勝，江坂特別２着，小峰城特別３着
パパノエル（04牡 ジャングルポケット）１勝，姫川特別３着，�５勝�入着
サトノエクスプレス（06牡 フジキセキ）４勝，立春賞，古町特別，葉山特別２着，etc.
ウキヨエ（08牝 アグネスタキオン）不出走

ウタマロ（17牡 ＊アイルハヴアナザー）��２勝��５勝，クラウンＣ，戸塚記
念３着

４代母 ＊ビユーパーダンス（83 USA黒鹿 Lyphard）不出走
［子］ アイリッシュダンス（90牝 ＊トニービン）９勝，新潟記念‐Jpn3，新潟大

賞典‐Jpn3，オールカマー‐Jpn2 ２着，etc.
［孫］ ハーツクライ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，有馬記念‐Jpn1，京都

新聞杯‐Jpn2，etc.，GB・UAE１勝，ドバイシーマクラシック‐G1，etc.，
優古牡，種牡馬

［曾孫］ オメガハートランド（09牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐G3，タ
ーコイズＳ‐L ２着，くるみ賞３着

オメガハートロック（11牝 ネオユニヴァース）２勝，フェアリーＳ‐G3
ナムラアン（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，都大路Ｓ‐L，白百合Ｓ
‐OP ２着，飛鳥Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

384 パワフルノンコ２０２１ 牡・栗 ３／２７
＊ 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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonパワフルノンコ アグネスタキオン

��
��
�ノンコ鹿 2015 レディータイクーン

＊ビユーパーダンス 6a
サンデーサイレンス S2×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ビブラビブレ（11黒鹿 ジャングルポケット）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ポケットリング（19牡鹿 ローエングリン）��入着

２代母 アドマイヤセラヴィ（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
アドマイヤディーノ（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＴＶ山梨杯，ゴールデンサ

ドルＴ，さわらび賞，札幌日経賞２着，こぶし賞２着，etc.
ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ共和

国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，高雄特別，積丹特別
ラルーチェ（06牝 ＊クロフネ）４勝，ゴールデンブライドルＴ３着

シャインブライト（13� ジャングルポケット）２勝，呼子特別，胎内川特別２着
サトノアリシア（14牝 ＊ハービンジャー）３勝，コスモス賞‐OP，逆瀬川Ｓ，Ｔ

Ｖｈ賞３着
アマファソン（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，四国新

聞杯２着，北野特別２着，大倉山特別２着，etc.
アマーティ（16牝 ルーラーシップ）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

ハッピーユニバンス（12牝 ジャングルポケット）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，ＴＶｈ賞，
魚沼特別，石打特別，粟島特別３着

ラベルヴィー（14牡 ルーラーシップ）入着，�１勝�２勝�入着２回
イダエンペラー（15牡 ルーラーシップ）２勝，��１勝�入着

３代母 ＊フランクアーギュメント（86 USA黒鹿 Argument）FR・GER・USA３勝，
P. des Tourelles‐L，P. Joubert‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，etc.
アドマイヤロード（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，万葉Ｓ‐OP，北大路特別，ロ

ベリア賞，etc.
リンガフランカ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別２着，�１勝�入着��

４代母 フランカ Franca（76 ITY鹿 ＊ヴアイスリーガル）FR・USA２勝，Las Mad
rinas H３着
［子］ フランクリーパーフェクト Frankly Perfect（85 牡 Perrault）FR・USA

６勝，ハリウッドターフカップ‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，ゴール
デンゲイトＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

385 ビブラビブレ２０２１ 牡・青鹿 ３／３０
＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマービブラビブレ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤセラヴィ黒鹿 2011 ＊フランクアーギュメント

11f
サンデーサイレンス S3×M3 トニービンM3×S4 Halo S4×M4×S5
Nureyev S4×M4
価格： 購買者：



母 ＊ピュアーフレーム（04 USA黒鹿 Silver Deputy）２勝，��入着，東京プリンセ
ス賞（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（17）〕
ラルムドレザン（09牡鹿 スペシャルウィーク）��４勝
ニシノジャーニー（13牡青鹿 ドリームジャーニー）３勝，石和特別（芝 1800），ベ

ゴニア賞（芝 1600），�１勝
ニシノキララコ（14牝黒鹿 アドマイヤムーン）１勝
プリティーキッズ（15牝鹿 リーチザクラウン）�１勝
モズアンジェラ（16牝鹿 ハーツクライ）��４勝
アオイフェリーチェ（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）��７勝
ハリソンテソーロ（19牡黒鹿 ＊ハービンジャー）�出走
キレナイカ（20牡鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊スロットル（96 USA黒鹿 A.P. Indy）不出走
＊ネオウイング（06牡 Silver Deputy）１勝
トワイスアップ（09牝 Rock Hard Ten）入着３回

ヒノクニ（19牝 カレンブラックヒル）�１勝，ひまわり賞‐OP
タイセイマジック（11� ダイワメジャー）１勝，�３勝

３代母 マジカルメイデンMagical Maiden（89 USA黒鹿 Lord Avie）USA８勝，
ハリウッドスターレットＳ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，チューラヴィスタＨ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Louis R. Rowan H‐L，etc.
ミスブリックヤードMiss Brickyard（98牝 A.P. Indy）USA１勝

ムーヴィスタMoviesta（10� ＊ハードスパン）GB・FR・IRE・UAE７勝，グ
ッドウッドキングジョージＳ‐G2，ルネサンスＳ‐G3，アベイドロンシャ
ン賞‐G1 ３着，etc.

リアトリス Liatris（12 牝 Warrior's Reward）USA１勝，Astoria S２着
ミスフディーニMiss Houdini（00 牝 Belong to Me）USA２勝，デルマーデビュ

タントＳ‐G1
パパクレム Papa Clem（06牡 Smart Strike）USA３勝，サンフェルナンドＳ

‐G2，アーカンソーダービー‐G2，マリブＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
シーシー Ce Ce（16牝 Elusive Quality）�USA９勝，アップルブラッサムＨ‐G1，

ＢＣフィリー＆メアスプリント‐G1，ビホールダーマイルＳ‐G1，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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

386 ピュアーフレーム２０２１ 牡・栗 ３／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊

シルヴァーデピュティ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�Silver Deputy Silver Valleyピュアーフレーム
＊ A.P. Indy

��
��
�スロットル黒鹿USA 2004 Magical Maiden

12c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートエンジェル（14栗 アドマイヤムーン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
スターフェネック（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）�２勝��入着４回，ラブ

ミーチャン記念（Ｄ1600）３着
サンマルディライト（19牡栗 ＊ドレフォン）�入着
オオエペガサス（20牡鹿 ＊タリスマニック）��出走

２代母 ＊ミズナ（02 USA鹿 Dubai Millennium）不出走
アドマイヤタイシ（07牡 Singspiel）４勝，鳴尾記念‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，

中日新聞杯‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ２着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害１勝
リリーファイアー（08牡 タニノギムレット）３勝
ディサイファ（09牡 ディープインパクト）９勝，ＡＪＣＣ‐G2，札幌記念‐G2，中

日新聞杯‐G3，エプソムＣ‐G3，金鯱賞‐G2 ２着，etc.
アンカーマン（13� ステイゴールド）入着２回，���３勝�７勝	１勝�入着２

回，オグリキャップ記念２着

３代母 トリビュレイション Tribulation（90 USA鹿 Danzig）USA５勝，Ｑエリザ
ベス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリングズＨ
‐G3，イエローリボン招待Ｓ‐G1 ２着，ブラックヘレンＨ‐G3 ３着
コショクトン Coshocton（99牡 Silver Hawk）GB２勝，Predominate S‐L，

Autumn S‐L ２着
ボールドホーク Bold Hawk（04� Silver Hawk）USA３勝，ホーソーンダービー

‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ３着，レッドスミスＨ‐G2 ２着，etc.

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）USA４勝
［孫］ ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイア

ナＨ‐G1，ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，etc.
＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚

記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬
ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）USA５勝，ラカニャーダＳ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Sandy Blue H‐R，etc.

販売申込者・所有者： 佐竹 学＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1585
生 産 牧 場： 佐竹 学
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

387 ハートエンジェル２０２１ �・鹿 ４／ ６

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズハートエンジェル
＊ Dubai Millennium

��
��
�ミズナ栗 2014 Tribulation

12c
Danzig M4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バーラプレッタ（04黒鹿 Grand Slam）�２勝��５勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
ダイメイショウブ（11牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝
ジョイコレール（13牡鹿 カネヒキリ）��３勝
バモス（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝�２勝�
エガオガキュート（18牝黒鹿 トゥザワールド）入着，��４勝�

２代母 ＊クインオブオールディー（98 USA黒鹿 Kris S.）USA１勝
バクシンミノル（05牡 サクラバクシンオー）１勝，礼文特別２着
シルクオールディー（07牡 マンハッタンカフェ）３勝，阿寒湖特別，かきつばた賞２着
レディオブトゥデイ（08牝 タニノギムレット）�２勝�２勝�
ブラックトップ（09牝 ＊ケイムホーム）��１勝
ヒミノコンドル（10牡 ゴールドアリュール）�15 勝��１勝�入着２回，岩鷲賞２着
マユラウインド（11牝 ＊バゴ）入着，��２勝	４勝
ジャコバイティズム（12牡 ハーツクライ）１勝
パミーナコラッジョ（13牝 ダイワメジャー）１勝
ヒロノライデン（15牡 カネヒキリ）１勝

３代母 スカウティング Scouting（91 USA鹿 Woodman）不出走

４代母 キャストザダイ Cast the Die（73 USA鹿 Olden Times）USA14 勝，Thr
ee Pigeons H，Liberation H，Regret H，First Lady H，Cicada S
，etc.
［子］ デヴィルズオーキッドDevil's Orchid（87 牝 Devil's Bag）USA10 勝，サン

タモニカＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G2，ディスタフＨ‐G2，etc.
ダブルシクセズDouble Sixes（90 牝 GoneWest）USA８勝，ピムリコ
ディスタフＨ‐G3，カラセルＳ‐G3 ２着，Davona Dale H‐L ３
着，etc.

［孫］ ユニフィケイションUnification（03牡 Dixie Union）USA・CAN・UA
E２勝，グレイＳ‐G3，種牡馬

ミスティシクセズMisty Sixes（98 牝 Summer Squall）USA９勝，Ob
eah H‐L，Summer King S，Brookmeade S‐R，etc.

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

388 バーラプレッタ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

グランドスラム GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Grand Slam Bright Candlesバーラプレッタ
＊ Kris S.

��
��
�クインオブオールディー黒鹿 2004 Scouting

17b
Mr. Prospector S4×M4×M5 Nureyev S4×S5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ハーランズロマン（12 USA黒鹿 Harlan's Holiday）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ハーランズハーツ（17牡黒鹿 ハーツクライ）�２勝，宇佐特別（芝 1800）２着，フ

ィリピンＴ（芝 1800）３着，胎内川特別（芝 1800）３着，玄海特別（芝 1800）３着
ルビースター（18牝黒鹿 キズナ）��入着�１勝�１勝�
ハーランズセンス（19牝鹿 キズナ）�出走

２代母 スインギング Swinging（01 USA黒鹿 Wild Again）USA２勝
オフリミッツOff Limits（09 牝 Include）USA２勝，Busher S‐L ２着，Lik

ely Exchange S３着
オフトピックOff Topic（16 牝 ＊ストリートセンス）�USA２勝，ＣＣＡオー

クス‐G1 ３着，ガゼルＳ‐G2 ３着
＊アスタースウィング（14牡 Haynesfield）�４勝，苗場特別，越後Ｓ２着，釜山Ｓ２

着，やまびこＳ２着，春風Ｓ２着，etc.

３代母 ペナントチャンピオンPennant Champion（92 USA鹿 Mr. Prospector）U
SA２勝
ブロードペナントBroad Pennant（97 牝 Broad Brush）不出走

インタラクティフ Interactif（07 牡 Broken Vow）USA４勝，ホールオヴフェイム
Ｓ‐G2，バーボンＳ‐G3，ウィズアンティシペイションＳ‐G3，etc.，種牡馬

ウィナーWinner（02 牝 Horse Chestnut）USA１勝
オチョオチョオチョOcho Ocho Ocho（12牡 ＊ストリートセンス）USA３勝，

デルタダウンズジャックポットＳ‐G3，Juvenile Turf Sprint S‐L，
ブルーグラスＳ‐G1 ３着

リジョイシングRejoicing（04 牝 Forestry）USA出走
ディヴァインオースDivine Oath（11� Broken Vow）USA５勝，アメリカ

ンダービー‐G3，ケントＳ‐G3，ＷＬマクナイトＨ‐G3，etc.
アニマルスピリッツ Animal Spirits（09 牡 Arch）USA１勝，バーボンＳ‐G3

４代母 パーソナルエンサン Personal Ensign（84 USA鹿 Private Account）USA1
3 勝，ＢＣディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1（２回），フリゼ
ットＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

389 ハーランズロマン２０２１ �・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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

ハーランズホリデイ Harlan

�
�
�
�
�

��
��

�Harlan's Holiday Christmas in Aikenハーランズロマン スインギング Wild Again

��
��
�Swinging黒鹿USA 2012 Pennant Champion

6a
Halo S4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ハナズルナピエナ（09鹿 アドマイヤムーン）入着７回，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ランナウェイ（17牡黒鹿 ジャスタウェイ）入着，���出走
カリューウコン（18牡黒鹿 リーチザクラウン）���２勝
バーグチャン（19牝黒鹿 スピルバーグ）�出走，���１勝

２代母 ＊ウインディーパレード（95 USA鹿 Kris S.）不出走
ウインディーリング（07牝 ＊アルカセット）２勝，道新スポーツ賞３着，日田特別３着
バウンサー（08牡 ＊アルカセット）入着，�16 勝��入着，二十四万石賞２着
エルノヴィオ（15牡 ＊ベーカバド）��11 勝，岩手ダービーダイヤモンドＣ２着，や

まびこ賞３着

３代母 バナーダンサーBanner Dancer（89 USA鹿 Danzig）USA入着２回
ゴールドストリーマーGold Streamer（96 牝 ＊フォーティナイナー）USA５勝，Doyl

estown H，Inside Information S，Monmouth Beach S‐L ３着
エイピーファイヴハンドレッド A. P. Five Hundred（99牡 A.P. Indy）USA１勝，

スーパーダービー‐G2 ３着，オクラホマダービー‐G3 ３着，Round Tab
le S‐L ３着，種牡馬

ダンスホールガールDance Hall Girl（00 牝 Gulch）USA２勝
メダルオヴカレッジMedal of Courage（12� Warrior's Reward）�USA15

勝，Fremont S，Frontier Utilities Turf Sprint S３着
リバーティフラッグ Liberty Flag（01牝 Kingmambo）GB１勝

フォレヴァーシング Forever Thing（10牡 Tapit）USA３勝，Long Branch
S‐L ２着，種牡馬

リトルチェズニー Little Chesney（14� City Zip）USA４勝，Jupiter Beac
h S‐R

ドントテルマージDon't Tell Marge（15牝 Artie Schiller）USA２勝，Mar
ie G. Krantz Memorial S２着

４代母 ナリーズフライイングフラッグNalees Flying Flag（75 USA鹿 Hoist the Flag）
不出走
［子］ サカウィスタ Sacahuista（84 牝 Raja Baba）USA６勝，ＢＣディスタフ

‐G1，スピンスターＳ‐G1，オークリーフＳ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

390 ハナズルナピエナ２０２１ 牡・鹿 ３／ ９

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズハナズルナピエナ
＊ Kris S.

��
��
�ウインディーパレード鹿 2009 Banner Dancer

9f
Roberto M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒルノリスボン（13青鹿 マンハッタンカフェ）�４勝
〔産駒馬名登録数：２〕
レジーナローズ（20牝青鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ウェルカムフラワー（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝
クラッシュハイト（09牡 デュランダル）��12 勝
ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，千

里山特別２着（２回），北海Ｈ２着，小牧特別３着
ウォーターメアヌイ（12牝 ダイワメジャー）２勝
ココリミネルヴァ（17牝 キズナ）入着，�３勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝
フレンチカクタス（08牝 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，ひいら

ぎ賞，赤松賞２着

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Alberta Oaks‐R，Kamar H，Liberation S‐R，Senor
ita H，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

391 ヒルノリスボン２０２１ 牡・青鹿 ４／１１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジヒルノリスボン ＊エルコンドルパサー

��
��
�ウェルカムフラワー青鹿 2013 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ビアンカリボン（13栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
キタノマルティス（20牝栗 ＊ケープブランコ）�出走

２代母 アマートベン（95鹿 メジロライアン）３勝，清澄特別，さざんか賞２着，サル
ビア賞２着
アマートハイヌーン（01牡 エアジハード）�２勝�５勝���入着４回
ペリー（03牡 ＊クロフネ）１勝，障害１勝，��４勝
ブリトマルティス（04牝 スペシャルウィーク）４勝，パールＳ，糸魚川特別

クローソー（12牝 ＊ハービンジャー）３勝，桑名特別３着
レッドラトナ（14牝 ＊タートルボウル）１勝
ラブリュス（19牡 ＊アジアエクスプレス）�１勝

ウイニングショット（06牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ドビュッシー（07牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，��１勝
ケイツーフラン（14牝 ディープブリランテ）	２勝��入着６回

ルールダーマ（15牡 ヴィクトワールピサ）１勝，�
２勝�４勝

３代母 ＊スマートギニー（84 USA黒鹿 Smarten）USA８勝

４代母 ラッカブル Luckable（75 USA黒鹿 Hail to Reason）USA出走

５代母 ラッキーオールミー Lucky Ole Me（68 USA鹿 Olden Times）USA６勝，
ジャージーベルＨ
［子］ ラッキーノース Lucky North（81 牡 Northern Dancer）GB・USA４勝，

Hot Springs H‐L，Phoenix H‐L，Diplomat Way H２
着，etc.，種牡馬

クーズ Kudz（83牡 Master Willie）GB・AUS６勝，SAJC Labor Day C
‐L，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1 ３着，ドンカスターＣ‐G3 ３着，etc.

［孫］ ディクシーラックDixie Luck（91牝 Dixieland Band）USA４勝，カム
リーＳ‐G2，Ruthless S‐L，Castle Forbes S３着

ラッキーディライト Lucky Delight（87 牝 Miswaki）USA６勝，Swee
t and Sassy S，Sweet and Sassy S３着

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

392 ビアンカリボン２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールビアンカリボン メジロライアン

��
��
�アマートベン栗 2013 ＊スマートギニー

21a
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ビューティーロマン（14鹿 ＊バゴ）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
セトノダイヤモンド（19牝栗 ネオユニヴァース）���１勝・３勝

２代母 エンジェルファタル（00栗 ＊フォーティナイナー）入着
スモールキング（08牡 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記念３着
ベルガド（15牡 スズカフェニックス）１勝，若菜賞２着，�１勝
ノースキング（18牡 キングヘイロー）���１勝

３代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，ニューイ

ヤーＣ２着
シゲノタイトル（92牝 ニチドウアラシ）�５勝

アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，
栄冠賞

アサティスジョオー（02牝 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタ
ン賞２着

マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，マイラ
ーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，飯坂特別，
�１勝	

ダンシングホーク（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，ＴＶ埼玉杯３着

４代母 ヤマノセーハ（80栗 ＊ダンデイルート）２勝

５代母 ＊トリーソング（61 GB青 Buisson Ardent）不出走
［曾孫］ トシザブイ（96牡 ＊ヴィジョン）６勝，目黒記念‐Jpn2（２回），ダイヤモ

ンドＳ‐Jpn3 ３着（２回），万葉Ｓ‐OP，etc.
インターシュプール（89
 ＊ワツスルタツチ）５勝，新潟記念‐Jpn3，北九州
記念‐Jpn3 ３着，ＢＳＮオープン‐OP ３着，etc.，��入着���

トシヴォイス（91牡 ＊シルヴアーヴオイス）７勝，コーラルＳ‐OP，栗東
Ｓ‐OP ２着，etc.，	１勝����，クラスターＣ‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605
生 産 牧 場： ㈲サンコウ牧場
飼 養 者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605

393 ビューティーロマン２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ８

＊

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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxビューティーロマン ＊フォーティナイナー

��
��
�エンジェルファタル鹿 2014 サクセスウーマン

＊トリーソング 9h
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector M4×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ピーエムルッカ（13鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，��１勝
初仔

２代母 ルカダンス（96栗 ＊ヘクタープロテクター）不出走
アドマイヤラン（03牡 アドマイヤボス）１勝
エックスダンス（05牡 アドマイヤベガ）４勝，石清水Ｓ，仲春特別，二本松特別，

熊野特別，etc.，�３勝，イノセントＣ
アイアンルック（06牡 アドマイヤボス）２勝，毎日杯‐G3
ハイランドダンス（08牝 ゼンノロブロイ）入着

ハイランドピーク（14牡 トーセンブライト）６勝，エルムＳ‐G3，エルムＳ
‐G3 ２着，大沼Ｓ‐L ３着，マリーンＳ‐OP ２着，etc.，���１勝，埼
玉新聞栄冠賞２着

ロジダンス（09牡 ゴールドアリュール）２勝，霊山特別，燧ヶ岳特別３着
ダンスパフォーマー（11牡 アドマイヤドン）�２勝��４勝�入着，ダービーＧＰ

２着，サンライズＣ３着
ステップオブダンス（14牝 ゴールドアリュール）��３勝����入着４回	，関

東オークス‐Jpn2 ３着，ロジータ記念，ユングフラウ賞，東京プリンセス賞
３着，佐賀ヴィーナスＣ２着，etc.，ＮＡＲ優３牝

シゲルコシアブラ（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝

３代母 ダンスダンスダンス（88鹿 ＊ナイスダンサー）３勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，ク
イーンＣ‐Jpn3 ３着，皐月賞‐Jpn1 ５着，巴賞‐OP ２着，道新杯‐OP ３着，etc.

４代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）USA２勝
［子］ リストレーション（86牝 ＊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，etc.
ミュージックマン（84牡 Arts and Letters）６勝，大阪城Ｓ‐OP，ブラッ
ドストーンＳ，アカシヤＳ，etc.

イブキリセス（87牝 ＊ノーザンテースト）４勝，小倉日経賞‐OP ２着，駒
場特別，朝日岳特別，etc.

［曾孫］ 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

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

394 ピーエムルッカ２０２１ 牡・鹿 ２／２３
＊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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンピーエムルッカ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ルカダンス鹿 2013 ダンスダンスダンス

＊リセス 19b
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×S5×M5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 プリンプリンカフェ（14芦 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊トゥースペシャル（97 USA芦 Two Punch）２勝，�１勝�入着�
スペシャルポケット（05牝 ジャングルポケット）２勝，桑名特別，鈴鹿特別２着，

有田特別２着，蒲郡特別２着，吾妻小富士賞３着，etc.
シュテルンターラー（07牝 ネオユニヴァース）４勝，つわぶき賞３着
シュテルンブルーメ（10牝 ゴールドアリュール）�３勝
シュテルングランツ（11牡 ステイゴールド）５勝，ＢＳイレブン賞，大島特別，etc.，

��２勝�，東京記念，金盃２着，スパーキングサマーＣ３着
ダイワエクシード（12� ダイワメジャー）１勝，��５勝��１勝�３勝	１勝，

北上川大賞典，不来方賞，桐花賞３着
オスカーレーヴ（15牝 ネオユニヴァース）入着，�１勝��

３代母 フラップスアップ Flaps Up（83 USA鹿 Timeless Moment）USA３勝
スカーレットタナジャー Scarlet Tanager（94 牝 Sky Classic）USA１勝

サヴィータ Saveeta（02 牝 Quaker Hill）USA３勝，Lady Slipper S‐R ２
着，Northern Lights Debutante S‐R ２着

４代母 フリートゥフライ Free to Fly（74 USA鹿 Stevward）USA３勝，Cicero
H３着
［子］ フライソーフリー Fly So Free（88牡 Time for a Change）USA12 勝，

ＢＣジュヴェナイル‐G1，フロリダダービー‐G1，米シャンペインＳ
‐G1，etc.，種牡馬

ドンズチョイスDon's Choice（82 牡 Private Account）USA７勝，ジ
ャマイカＨ‐G3，ジムダンディＳ‐G2 ２着，ガヴァナーズＣ‐G3 ２
着，etc.，種牡馬

グランドジェットGrande Jette（85 牡 Timeless Moment）USA８勝，
Skip Trial S２着，Sneakbox S２着，レッドバンクＨ‐G3 ３
着，etc.，種牡馬

［曾孫］ グランドトラヴァースGrand Traverse（03� Pioneering）USA14 勝，
Bonapaw S，Colonel Power S‐L ２着，F. W. Gaudin Me
morial S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲太陽牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1622
生 産 牧 場： ㈲太陽牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

395 プリンプリンカフェ２０２１ �・芦 ３／１１
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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスプリンプリンカフェ
＊ Two Punch

��
��
�トゥースペシャル芦 2014 Flaps Up

27a
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ヒラボクハッピー（11鹿 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ダンツブライト（16牝栗 ゼンノロブロイ）１勝，��１勝

２代母 ジューンブライド（06鹿 ＊アフリート）�２勝
コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー‐G1

５着，きんもくせい特別，種牡馬
フルートフルデイズ（17牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝�	入着
２回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），etc.，ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），Ｎ
ＡＲ年代表，種牡馬

ビッグフリート（98牡 ＊アフリート）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，アクアルミナス
Ｓ，おけさ特別，etc.，	10 勝�入着��

ダイワエッセンス（99牡 ＊ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別，福島中央ＴＶ
杯３着

ビッグカーネギー（01牡 ＊カーネギー）１勝，こけもも賞３着
マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，etc.，障害４

勝，阪神ジャンプＳ‐JG3
ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋

日刊スポーツ杯２着，
２勝

４代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着
［孫］ マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＭＲＣ１０００

ギニー‐G1，ＶＲＣオークス‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.
＊シーキングザパール（94牝 Seeking the Gold）７勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR・USA１勝，モー
リスドゲースト賞‐G1

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

396 ヒラボクハッピー２０２１ 牡・栗 ４／１９
＊ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ストーミングホーム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Try to Catch Meサドンストーム

＊ Green Desert

��
��
�ビールジャント栗 2009 Belle Genius

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンヒラボクハッピー ＊アフリート

��
��
�ジューンブライド鹿 2011 リファールニース

＊バーブスボールド 17b
Mr. Prospector S4×M4×S5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ピンクノミーナ（14栗 ダイワメジャー）�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ペイパーチェイン（08 GB栗 Dubawi）FR２勝
ボスキャラ（13牡 Cape Cross）１勝，�３勝，大高坂賞２着
カゼノタニノアヤカ（17牝 ロードカナロア）�１勝，二本松特別３着，筑紫特別３着
エッセンス（18牝 オルフェーヴル）��６勝
トランザム（19牡 ドゥラメンテ）��１勝

３代母 パパビーレ Papabile（97 USA黒鹿 Chief's Crown）GB・IRE３勝，Fern
Hill S‐L，Valiant S‐L
ネオングリッターNeon Glitter（12 牡 Kyllachy）ITY４勝，Criterium dell'Imm

acolata‐L ３着
パコズエインジェル Paco's Angel（14 牝 Paco Boy）GB２勝，Maggie Dickson

S‐L ３着，Sandringham H‐L ３着

４代母 ラパパジェナ La Papagena（83 GB黒鹿 Habitat）不出走
［子］ グランドロッジGrand Lodge（91牡 Chief's Crown）GB・IRE・USA

４勝，セントジェイムズパレスＳ‐G1，デューハーストＳ‐G1，So
merville Tattersall S‐L，etc.，種牡馬

ラペルシアーナ La Persiana（01牝 Daylami）GB・IRE・ITY５勝，
Upavon S‐L，Virginia S‐L，ミドルトンＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ シャハーフ Shahah（12牝 Motivator）GB・FR１勝，オマール賞‐G3
ダウイジャーDowager（01 牝 ＊グルームダンサー）GB・IRE３勝，Bo
sra Sham Fillies' S‐L，Dick Poole Fillies' S‐L ２着，Hackwo
od S‐L ３着

クシュチQushchi（08 牝 Encosta De Lago）GB・USA４勝，Waya
S‐L，Keertana S２着，ビウィッチＳ‐G3 ３着

［曾孫］ コート Court（05 牝 Anabaa）AUS５勝，ＡＴＣサファイアＳ‐G2，Ｂ
ＲＣシャンペインクラシック‐G2，ＢＲＣクラシック‐G3，etc.

ミセズシッピーMrs. Sippy（15牝 Blame）GB・FR・USA３勝，グレン
ズフォールズＳ‐G2，P. des Tourelles‐L，フラワーボールＳ‐G1
２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

397 ピンクノミーナ２０２１ 牡・栗 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エイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊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ノミーナ
＊ Dubawi

��
��
�ペイパーチェイン栗 2014 Papabile

14b
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピアーノ（11鹿 ＊シンボリクリスエス）��６勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ゴールデンシルヴァー（03 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
シアワセノホシ（10牡 アドマイヤムーン）�１勝�７勝

３代母 ロマンシアRomancia（96 USA栗 Woodman）IRE出走

４代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
［子］ ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballyc

ullen S‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬
＊マチカネササメユキ（93牝 Woodman）２勝，富良野特別２着，インディ

アＴ３着，積丹特別３着，etc.
［孫］ チェーロ Cerro（10� Mr. Greeley）ITY・USA13 勝，Canonero II S，

Delaware Barbaro S‐L ３着，Stanton S３着
セイチェムスピリット Sachem Spirit（09 牡 Mr. Greeley）USA・CAN
５勝，Arlington Classic‐L ２着

ツァーリ Czar（12 牡 ＊マクフィ）USA２勝，Kentucky Downs Juvenil
e３着

マチカネゲンジ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，湯川特別，五稜郭特
別２着，葉牡丹賞２着，etc.

ファーゴ（09牝 ハーツクライ）３勝，村上特別，三条特別２着，松浜特別
２着，etc.

スノーストーム（10牡 リンカーン）３勝，燧ヶ岳特別，駒ケ岳特別２着，
磐梯山特別３着，etc.

マチカネアマテラス（04牝 ＊グラスワンダー）２勝，カーネーションＣ
［曾孫］ ヴァルディゼール（16牡 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L

ゴットフリート（10牡 ローエングリン）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1 ３着，共同通信杯‐G3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，
�５勝

マデイラ（09牡 ＊クロフネ）４勝，七夕賞‐G3 ３着，下鴨Ｓ，稲荷特別，etc.

販売申込者・所有者： 尾又 良隆＝千葉県千葉市 �080-1126-3223
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

398 ピアーノ２０２１ 牡・鹿 ４／ ６

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayピアーノ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ゴールデンシルヴァー鹿 2011 Romancia

8f
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer M4×S5 Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 ハギノクィーン（09栗 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（２）〕
ハギノアグレッシブ（15�栗 ＊クロフネ）１勝，��１勝
ハギノオムイデアル（16�鹿 ＊クロフネ）１勝
ハギノエスペラント（17牡青鹿 キズナ）�２勝，金山特別（芝 2200）３着
ノーブルコースト（19牝栗 コパノリッキー）���１勝

２代母 エリモセレブ（00青鹿 ダンスインザダーク）入着
エリモミヤビ（08牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，�７勝�
トキノセレブ（11牝 ＊ワイルドラッシュ）１勝，舞浜特別３着，��５勝

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
エリモシック（93牝 ＊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，etc.
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.
レッドアヴァンセ（13牝 ディープインパクト）４勝，ヴィクトリアマイル‐G1

３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，etc.
レッドオルガ（14牝 ディープインパクト）５勝，東京新聞杯‐G3 ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，紅葉Ｓ，etc.
レッドヴェイロン（15牡 キングカメハメハ）�４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，

キャピタルＳ‐L ２着，アーリントンＣ‐G3 ３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： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

399 ハギノクィーン２０２１ 牡・栗 ３／１６

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハギノクィーン ダンスインザダーク

��
��
�エリモセレブ栗 2009 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 タマノエスペランサ（10鹿 ＊ワイルドラッシュ）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
パトローナム（17牡鹿 ワールドエース）��１勝�２勝��入着６回
キソノクィーン（18牝鹿 ワールドエース）��２勝

２代母 シャンハイレディ（98黒鹿 ＊シャンハイ）５勝，木古内特別，初春賞２着，羊
ヶ丘特別３着
イイデタイガー（08牡 ステイゴールド）１勝
グレイスミノル（12牝 ＊バゴ）４勝，ドンカスターＣ，出石特別，北國新聞杯２着，

石清水Ｓ３着，山陽特別３着，etc.
トラストティール（14牡 ドリームジャーニー）�８勝

３代母 アンドレディー（91黒鹿 ＊サウスアトランテイツク）�９勝
ザオレゴンスター（99牡 ＊シャンハイ）�１勝�
ザヤング（01牡 ＊シャンハイ）�１勝	５勝�７勝
バトルワレンダー（02牡 ＊ワレンダー）��５勝
キスミーシャラポワ（03牝 ＊シャンハイ）�１勝

シークスピナー（08牝 ＊グランデラ）�３勝
ロイヤルワレンダー（04牡 ＊ワレンダー）��１勝

４代母 グリーンワカバ（82黒鹿 ＊コントライト）
�入着
［子］ ミホノワカバ（88牡 マルゼンスキー）４勝，初凪賞，陣馬特別，Ｉｎｔ．

ＪＳ（１）３着，etc.，種牡馬
パラダイスフラワー（95牝 ミホノブルボン）１勝，下総特別，新津特別２
着，安房特別３着，etc.，�１勝

ヒノキヤソフィスト（90牝 ＊ステイールハート）
�５勝，かもしか賞，
しもつけ弥生賞２着

チャウス（01牡 ＊テンビー）�２勝�９勝�１勝�
ザモストストロング（00牡 ＊ザグレブ）�７勝

５代母 ＊モンソランジ（75 USA青鹿 Bold Reason）USA出走
［子］ マルゼンスター（80牡 マルゼンスキー）６勝，仁川Ｓ‐OP，etc.，
��

���16 勝，東海ゴールドＣ，名古屋大賞典２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

400 タマノエスペランサ２０２１ 牡・鹿 ４／３０
＊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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkタマノエスペランサ ＊シャンハイ

��
��
�シャンハイレディ鹿 2010 アンドレディー

＊モンソランジ 13d
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 フェアブルーム（09鹿 ディープインパクト）�４勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
ワンダーポケット（18牝鹿 ジャングルポケット）��出走

２代母 ＊ビーフェアー（96 BRZ黒鹿 Fast Gold）USA・BRZ５勝，ガヴェアディアナ
大賞‐G1，エンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G1，マリ
アノプロコピオ大賞‐G3，南十字星大賞‐G1 ２着，etc.
ボースサイズ Both Sides（03� ＊ストラヴィンスキー）USA１勝，Norgor Derb

y２着，Sunray Park & Casino S３着
ビーソーフェア Be So Fair（04 牝 ＊ストラヴィンスキー）BRZ３勝，エルナーニＡシル

ヴァ会長大賞‐G2 ３着，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros‐L ２着
ヴェリーナイスムーン Very Nice Moon（13牝 Nedawi）BRZ５勝，イメンシ

ティ大賞‐G1，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2，ギレェルミ
エリス会長大賞‐G3，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros‐L

ザップザップ Zap Zap（14牡 Soldier of Fortune）�BRZ・URU４勝，P.
Guillermo Young‐L，P. Frncisco y Aureliano Rodriguez Larreta‐L
３着

クルタナ（07牝 Dixie Union）１勝，飛翔特別２着
フェアープライド（08牡 ディープインパクト）１勝，�１勝
サトノミラクル（11牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 ミスティムーンMisty Moon（86 BRZ黒鹿 Baronius）BRZ１勝
＊ヴァージニー（94牝 Legal Case）USA・BRZ９勝，ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ガヴェ

アディアナ大賞‐G1，エンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレイラ大賞
‐G1，ローシャファリア大賞‐G2，フランシスコＶパウラマシャド大賞‐G2，etc.

オールウェイズラッキー Always Lucky（95牝 Westheimer）BRZ２勝，ゼリアゴ
ンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ２着

ムーンドリーMoon Dolly（01 牝 Kris S.）USA・CAN４勝，Claire Marine S，
North Broadway S３着，USA障害１勝

サンバクイーン Samba Queen（03牝 Giant's Causeway）USA入着
シッピン Sippin（14 牝 Swissle Stick）USA９勝，Lasenora S‐R，NewMex

ico Classic Lassie Championship S‐R，Permian Basin S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231
生 産 牧 場： ㈲下河辺トレーニングセンター
飼 養 者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231

401 フェアブルーム２０２１ �・鹿 ４／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアフェアブルーム
＊ Fast Gold

��
��
�ビーフェアー鹿 2009 Misty Moon

8g
Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フューチャーセイル（09芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（12）〕
スパンブリー（16牡青鹿 サンカルロ）���２勝�１勝��１勝�
ハリオアマツバメ（17牝鹿 フリオーソ）��８勝，園田クイーンセレクション
（Ｄ1400）２着

ハイモビリティ（18牡黒鹿 タイセイレジェンド）１勝，���入着２回
クラウンバド（20牡鹿 サトノクラウン）�地方未出走

２代母 レディフューチャー（96青鹿 ＊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，熊野特別２着，晩

秋特別３着，���入着３回，報知オールスターＣ２着
レディリバティー（05牝 ＊ファルブラヴ）１勝
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，許波多特別，ドンカスターＣ，etc.
ミライポケット（08牝 ジャングルポケット）入着２回，
７勝��
ブリーズヴェール（12牝 ＊バゴ）入着，��２勝

メイショウエニシア（18牝 リアルインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯２着，小郡特
別２着

ロードインスパイア（13	 ＊ロードアルティマ）１勝

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
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.
アンソレイユ（93牝 ＊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，etc.

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
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： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

402 フューチャーセイル２０２１ 牡・栗 ４／１２

＊

＊
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフューチャーセイル ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディフューチャー芦 2009 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 フォルラーヌ（12栗 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
グランバル（17牡鹿 エピファネイア）�２勝

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

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

京ハイジャンプ‐JG2 ２着

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

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

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

競馬場開設５０周年記念，テレ玉杯，etc.，障害２勝，種牡馬

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

403 フォルラーヌ２０２１ �・栗 ５／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーフォルラーヌ ＊エルコンドルパサー

��
��
�ダンスオールナイト栗 2012 ダンスパートナー

＊ダンシングキイ 7
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フミノオリヒメ（04鹿 ＊グラスワンダー）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（15），地方－４（９）〕
テイエムダイパワー（10牡栗 アドマイヤジャパン）５勝，京都２歳Ｓ‐LR（芝 2000）３着，

灘Ｓ（Ｄ1800），鴨川特別（芝 2000），福寿草特別（芝 2000），上賀茂Ｓ（Ｄ1800）
２着，支笏湖特別（芝 2600）２着（２回），仲春特別（芝 2000）２着，須磨特別
（芝 1800）２着，千里山特別（芝 2000）２着，道新スポーツ賞（芝 2000）３着，etc.

ヘレン（11牝鹿 ハーツクライ）�３勝�２勝
メイショウワダイコ（12牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）５勝，シドニーＴ（Ｄ1200），

大山崎特別（Ｄ1200），なにわＳ（Ｄ1200）２着，陽春Ｓ（Ｄ1200）３着，橿原Ｓ
（Ｄ1200）３着，西陣Ｓ（Ｄ1200）３着，尾頭橋特別（Ｄ1200）３着，クリスマス
キャロル賞（Ｄ1200）３着，��１勝

テイエムワンダフル（14牝鹿 ディープスカイ）�２勝
テイエムディラン（15牡黒鹿 ブラックタイド）３勝，若駒Ｓ‐LR（芝 2000）３着
テイエムメロディー（16牝鹿 アドマイヤムーン）１勝
テイエムミラージュ（17牝鹿 リアルインパクト）１勝
テイエムセレーナ（18牝黒鹿 ラブリーデイ）�１勝

２代母 ＊リファン（90 CAN鹿 Fappiano）USA４勝
フミノトップヒル（97牡 ＊デインヒル）５勝，賢島特別，三河特別，小石原特別，松

浜特別，シドニーＴ２着，etc.
フミノトップヘイロ（98牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，�３勝�
フミノシンデレラ（00牝 ＊サンダーガルチ）２勝

フミノムーン（12牡 アドマイヤムーン）６勝，バーデンバーデンＣ‐L，マーガレ
ットＳ‐LR，シルクロードＳ‐G3 ３着，京阪杯‐G3 ３着，桂川Ｓ，etc.

フミノバラード（01牝 ＊タイキシャトル）３勝，手稲山特別，クリスマスキャロル賞
２着，摂津特別２着，西海賞２着，檜原湖特別２着，etc.

フミノヤマビコ（07牡 アグネスフライト）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，支笏湖特
別，横津岳特別，御堂筋Ｓ２着

３代母 ボールドスキーズホリデイ Baldski's Holiday（81 USA鹿 Baldski）USA10
勝，ナタルマＳ‐G3，Hendrie H‐L，Duchess S‐L，Canadian S，Ｅ
ＰテイラーＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 多田 善弘＝浦河町杵臼 �0146-28-1611
生 産 牧 場： 多田 善弘
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

404 フミノオリヒメ２０２１ 牡・鹿 ５／１２
＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraフミノオリヒメ
＊ Fappiano

��
��
�リファン鹿 2004 Baldski's Holiday

19
Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 フューチャータイム（09鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ヒトミ（14牝鹿 ＊パイロ）�１勝��
テンノクイン（16牝鹿 ローレルゲレイロ）�１勝�入着�
ドキドキボーイ（18牡鹿 トゥザワールド）���２勝
フューチャーアイ（19牡鹿 シビルウォー）��入着�入着

２代母 ＊フサイチミラクル（01 IRE 鹿 Sadler's Wells）１勝
バシリクス（08牡 タニノギムレット）１勝
ラインデンジャー（11牝 ゼンノロブロイ）��１勝
シュンプウ（14牝 ＊サウスヴィグラス）��４勝
リックシンパ（16牡 オンファイア）��１勝�

３代母 マウンテンホリーMountain Holly（93 GB鹿 Shirley Heights）GB出走
ソラス Solaz（03 牝 Galileo）FR入着

＊カメリアローズⅡ（08牝 Oratorio）FR・USA２勝，G.P. de Clairefontaine
‐L ２着

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
［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

販売申込者・所有者： 大典牧場㈲＝新ひだか町静内神森 �0146-42-7666
生 産 牧 場： 大典牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

405 フューチャータイム２０２１ �・栗 ３／ １

＊

＊
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayフューチャータイム
＊ Sadler's Wells

��
��
�フサイチミラクル鹿 2009 Mountain Holly

3c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ホリデイスクリーン（06鹿 ＊フレンチデピュティ）�入着３回��
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
フミノインパルス（12牡黒鹿 タニノギムレット）��３勝��９勝�入着
ジュンストレート（13牝鹿 ＊パイロ）�２勝
ダディダ（15�芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝	
ソウゲンノカゼ（16牝栗 ＊コンデュイット）�１勝
入着�
クックテソーロ（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��１勝
入着
モンテホリデイ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走�入着３回
ヤマイチラブリー（20牝青鹿 ラブリーデイ）��入着２回

２代母 サンデースクリーン（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルビスタ（04牡 ＊アフリート）１勝，小名浜特別３着，	４勝�入着６回，北

上川大賞典
サマーアクトレス（05牝 サクラバクシンオー）３勝，石打特別，鎌ケ谷特別２着，

尖閣湾特別２着，桑折特別３着，織姫賞３着
バクシンスクリーン（07牝 サクラバクシンオー）不出走

ファイブフォース（14牝 ＊アルデバランⅡ）４勝，函館日刊スポーツ杯，稲光特
別，しらかばＳ２着

カツカモ（12� ＊アグネスデジタル）�
５勝�１勝��８勝

３代母 ネクストムービー（85栃栗 ＊デイクタス）２勝，甲武特別２着，伏見特別２着，
紫野特別３着，木津川特別３着，猪名川特別３着
サイレントトーキー（91牡 ＊アレミロード）５勝，松籟Ｓ，鳴滝特別，万葉Ｓ２着，etc.
コメットハンター（92牝 ＊キャロルハウス）２勝，矢車賞２着，明石特別３着，あず

さ賞３着，etc.
ムービースクリーン（93牝 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）２着，胎内川特別２着

マイネルディーン（09牡 ダンスインザダーク）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，
福島ＴＶＯＰ‐L ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

シュテルンプレスト（99牝 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯２着，新涼特別３着

４代母 ダイナビーム（79栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ムービースター（86牡 ＊デイクタス）９勝，中山記念‐Jpn2，中京記念

‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

406 ホリデイスクリーン２０２１ 牡・栗 ５／１６
＊ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandホリデイスクリーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデースクリーン鹿 2006 ネクストムービー

＊ビーチマスト 21a
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ホットランナー（11栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
リベルター（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）１勝
ボディダブル（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��出走�２勝��

２代母 ホットレッグス（03栗 Galileo）不出走
ゴールドテーラー（10牝 ステイゴールド）４勝，テレ玉杯，玄海特別３着，三面川

特別３着，睦月賞３着，許波多特別３着，etc.
セイザン（13牝 ダイワメジャー）�11 勝
シャムロック（14牡 ダイワメジャー）３勝，利根川特別３着
バトルガニアン（15牡 ハーツクライ）�２勝
リュクスエンヴィ（18牝 ダイワメジャー）���出走�４勝

３代母 ＊アクセラレイション（97 FR栗 Acatenango）FR２勝，コリーダ賞‐G3，サン
ロマン賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ３着
フルアクセル（08牡 アグネスタキオン）５勝，湘南Ｓ，尖閣湾特別，初富士Ｓ２着，etc.

４代母 ＊ワールウインド（92 FR鹿 Leading Counsel）FR２勝，P. Ronde de Nuit
‐L ２着，P. La Camargo‐L ３着
［子］ ホーカーハリケーン（06牝 ネオユニヴァース）４勝，札幌スポニチ賞，斑

鳩Ｓ２着，小豆島特別２着，etc.
［孫］ プリオーデインド Preordained（08牝 Choisir）IND２勝，Bangalore J

uvenile Million‐LR ２着，Bangalore Winter Milllion‐LR ２
着，Deccan Fillies Championship S‐LR ３着

５代母 バトルドレスBattledress（76 FR栃栗 Run the Gantlet）FR・USA２勝
［孫］ ドラマティックアイロニーDramatic Irony（91牝 Trojan Fen）IND４

勝，Byculla Cup‐L，Northumberland Trophy‐L，India
n Oaks‐LR ３着

［曾孫］ ヒューモリスティク Humoristic（01 牝 Sefapiano）USA８勝，ヴァイオ
レットＳ‐G3（２回），オールアロングＢＣＳ‐G3 ２着，ギャロレッ
トＨ‐G3 ２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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

407 ホットランナー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ミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケホットランナー Galileo

��
��
�ホットレッグス栗 2011 ＊アクセラレイション

11f
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ブラックシンデレラ（14鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ロンドンボーイ（19牡栗 ＊シニスターミニスター）���１勝�１勝

２代母 ラブジュリエット（09鹿 フサイチコンコルド）不出走
ジュリーハーツ（15牝 ハーツクライ）２勝，閃光特別，飛翼特別２着
オースミカムイ（17� オルフェーヴル）��４勝
セイウンロミオ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝

３代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，�１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン

記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.
オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ

‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミアザレア（07牝 スペシャルウィーク）入着
アユツリオヤジ（14牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＴＶユー福島賞
ブルベアトリュフ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別，
仲春特別２着

オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，�１勝��１勝�入着��，ダ
イオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，etc.

オースミミズホ（10牝 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別２着
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，

大津特別３着，etc.
キクノトップレディ（01牝 ＊ウォーニング）出走

エメラルコヨーテ（10牝 ネオユニヴァース）入着
フジノロケット（17牡 ジャングルポケット）入着３回，��１勝	１勝，
ジュニアＧＰ，ＯＲＯＣ２着，オパールＣ２着

オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪
城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

408 ブラックシンデレラ２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスブラックシンデレラ フサイチコンコルド

��
��
�ラブジュリエット鹿 2014 ホッコーオウカ

＊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 ブラーゼン（14鹿 ハーツクライ）�３勝�
初仔

２代母 マチカネハヤテ（05鹿 サクラバクシンオー）５勝，伏見Ｓ，石清水Ｓ，中京日
経賞，かささぎ賞
レッドアライヴ（11牡 マンハッタンカフェ）２勝
ハルマッタン（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，稲光特別３着
ウォーターピオニー（13牝 ヴィクトワールピサ）３勝
エイカイマドンナ（15牝 ハーツクライ）２勝
レッドアネモス（16牝 ヴィクトワールピサ）４勝，クイーンＳ‐G3，白百合Ｓ‐L，

サフラン賞
レジェモー（17牝 オルフェーヴル）�３勝，新津特別
エンピレオ（18牝 ロードカナロア）�１勝
バンデルオーラ（19牡 トーセンラー）�１勝

３代母 ベルセゾン（91芦 ＊ベリフア）３勝
アグネスアーク（03牡 アグネスタキオン）４勝，天皇賞（秋）‐G1 ２着，毎日王冠

‐G2 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
スウィングベル（07牝 ゴールドアリュール）�19 勝�２勝���，珊瑚冠賞

４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
［子］ 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.
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

［孫］ 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，etc.，優古牝

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，etc.

［曾孫］ サンライズソア（14牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，平安Ｓ‐G3，etc.，
�１勝��入着，名古屋大賞典‐Jpn3，ジャパンＤダービー‐Jpn1
２着，種牡馬

販売申込者・所有者： シグラップ・マネジメント㈱＝東京都品川区 �090-1796-2929
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

409 ブラーゼン２０２１ 牡・鹿 ３／２８
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ブラーゼン サクラバクシンオー

��
��
�マチカネハヤテ鹿 2014 ベルセゾン

＊ヴアインゴールド 4r
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 プリンシプルレディ（07鹿 ＊アグネスデジタル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（23）〕
レコパンヴァーミリ（13牝黒鹿 ヴァーミリアン）�１勝�２勝
シゲルクロジャガー（14牡黒鹿 ナカヤマフェスタ）�３勝��３勝
クロスウィンド（15牝鹿 ヴァーミリアン）�４勝��２勝，ロジータ記念（Ｄ2100），

王冠賞（Ｄ1800），ブロッサムＣ（Ｄ1600），北海優駿（Ｄ2000）２着
ウインプリンツ（16牡黒鹿 アドマイヤマックス）���７勝�１勝
イナズマテーラー（18牡鹿 アドマイヤマックス）�１勝
コパノパサディナ（20牡栗 コパノリッキー）�未出走

２代母 ペリーヌ（97鹿 ＊トニービン）不出走
テイエムオーロラ（06牝 マンハッタンカフェ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G3，マーメイド

Ｓ‐G3 ３着，西宮Ｓ，パールＳ，こでまり賞２着
レジェンドロック（12牡 マンハッタンカフェ）�４勝，せきれい賞，サファイア賞，

はまなす賞，ＯＲＯＣ２着，オパールＣ３着
アポロオスカー（13牝 スペシャルウィーク）１勝

３代母 ＊ケイシー（85 GB鹿 Caerleon）GB・USA４勝，パークヒルＳ‐G2，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ３着
ディローンシーDelauncy（94牝 Machiavellian）FR・USA１勝，P. Charles Laf

fitte‐L ２着，P. de Liancourt‐L ３着
デルサルトDelsarte（00 牡 Theatrical）GB・UAE２勝，Newmarket S‐L，キ

ングエドワード七世Ｓ‐G2 ２着，スコティッシュダービー‐G2 ３着，etc.
フェーンヴァウデン Veenwouden（04牝 Desert Prince）GB２勝，英ジョッ

キークラブＣ‐G3 ３着，Noel Murless S‐L ３着
ハンブルアンドプラウドHumble And Proud（06牝 Pivotal）不出走
グローリアスエンパイアGlorious Empire（11	 Holy Roman Emperor）
GB・USA・CAN・HKG10勝，ソードダンサーＳ‐G1，ボーリンググ
リーンＳ‐G2，フォートローダデイルＳ‐G2

レジーナムンディ Regina Mundi（07 牝 Montjeu）FR・ITY３勝，P. Paolo
Mezzanotte‐L ３着

テンザンセイザ（98牡 ＊トニービン）４勝，京都新聞杯‐Jpn2，京阪杯‐Jpn3，オ
ーストラリアＴ‐L，etc.，�２勝

販売申込者・所有者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

410 プリンシプルレディ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawプリンシプルレディ ＊トニービン

��
��
�ペリーヌ鹿 2007 ＊ケイシー

1k
Habitat S5×M5

価格： 購買者：



母 フリートカレン（17栗 ＊ヘニーヒューズ）不出走
初仔

２代母 オーシャンフリート（08栗 ＊アフリート）５勝，河原町Ｓ，釧路湿原特別２着，
渡島特別２着，津軽海峡特別２着，三河Ｓ３着，etc.
ヒルノアルゲーロ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）�７勝
ベルキューズ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝
テーオールノワール（18� ＊パイロ）�入着２回，�２勝�

３代母 ウインクパール（96鹿 ＊トニービン）出走
オーシャンクルーズ（04牡 ＊アフリート）２勝，桑名特別２着，小名浜特別３着，ム

ーニーバレーレーシングクラブ賞３着

４代母 ＊キソティック（87 FR鹿 Caerleon）FR入着４回
［子］ オルテンシア（95牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，千葉日報杯２着，水郷

特別３着，初蛍特別３着
［孫］ ウィザーズポケット（09牡 ジャングルポケット）３勝，松浜特別，刈谷特

別，知床特別２着，etc.
ハーブティー（11牝 ＊マイネルラヴ）�３勝��，北斗盃３着，ブロッサ
ムＣ３着

［曾孫］ ソリストサンダー（15牡 ＊トビーズコーナー）�６勝，武蔵野Ｓ‐G3，etc.，
���入着３回，かしわ記念‐Jpn1 ２着（２回），マイルＣｈＳ
南部杯‐Jpn1 ３着

コスモバタフライ（08牝 ソングオブウインド）３勝，紫苑Ｓ‐LR ３着，
伊達特別，幕張特別２着（２回），etc.

サンダラス（11牡 スウィフトカレント）２勝，野路菊Ｓ‐OP
イッチョマエ（09牝 ＊イーグルカフェ）	２勝��１勝�９勝�
入着７
回，プリンセスＣ３着

５代母 アイディリック Idyllic（82 USA黒鹿 Foolish Pleasure）不出走
［子］ シーニック Scenic（86 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA４勝，デュー

ハーストＳ‐G1，スコテイッシュクラシック‐G3，セントジェイムズ
パレスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ニケーエス㈱＝東京都港区 �03-6455-4180
生 産 牧 場： 惣田 英幸
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

411 フリートカレン２０２１ �・鹿 ２／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerフリートカレン ＊アフリート

��
��
�オーシャンフリート栗 2017 ウインクパール

＊キソティック 14f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ファイヤーアラーム（16栗 アサクサキングス）��２勝
初仔

２代母 ＊ブッシュファイヤー（03 USA鹿 Louis Quatorze）USA６勝，エイコーンＳ
‐G1，マザーグースＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，Florida Oaks‐L
ファイアマーシャル（10牝 ディープインパクト）１勝
デルマヤシャ（18牝 フェノーメノ）�１勝��
エミサソウツバサ（19牡 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 トラキトラキ Traki Traki（87 USA栗 Mo Power）USA６勝，Old Hat S
ルックスライクママ Lookslikemomma（92牝 Mugatea）USA１勝

ルッキングベター Looking Better（98 牝 Vicksburg）不出走
ルッキンフォーザシークレット Lookinforthesecret（02牡 Cimarron Secret）
USA・CAN18勝，Bob Umphrey Turf Sprint Championship H‐L，H
onor the Hero Turf Express S（２回），Pelican S，etc.，種牡馬

ベストウェスターナー BestWesterner（05� Cimarron Secret）USA・
CAN６勝，Assiniboia Derby Trial S３着

ラシャンママ Russian Momma（99牡 Absent Russian）USA６勝，Wads
worth Memorial H３着

フロスティズガール Frosty's Girl（93 牝 Frosty the Snowman）USA８勝，Col
umbus Day S，Rosemont S２着，Gardenia Breeders' Cup S２着，etc.

マラカイボMaracaibo（94牡 Skip Trial）USA12 勝，Charles Staats Memorial S
，Kelso S‐L ３着

フロスティズオントラック Frosty's On Track（97牝 Frosty the Snowman）US
A６勝，Helena S，Pennsylvania Oaks‐L ２着，Just Smashing S
２着

ステイオントラック Stay On Track（07牝 Closing Argument）不出走
カレンズシルク Karen's Silk（13 牝 High Cotton）USA３勝，Marshua S
キングズオーヴェイション King's Ovation（18牡 Not This Time）�US
A２勝，スウェイルＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

412 ファイヤーアラーム２０２１ 牡・鹿 ３／１２
＊

＊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

＊ホワイトマズル

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサキングス クルーピアスターファイヤーアラーム
＊ Louis Quatorze

��
��
�ブッシュファイヤー栗 2016 Traki Traki

5d
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊ブロームフォンテン（01 IRE 鹿 Cape Cross）GB１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），海外－３（６），地方－３（17）〕
ザミニヴァーローズ The Miniver Rose（06 IRE 牝鹿 High Chaparral）GB・FR

・AUS２勝，パークヒルＳ‐G2，Newbury Fillies' Trial S‐L ２着
クエイルズホローQuails Hollow（08 IRE�鹿 Beat Hollow）GB１勝
ベルドゥクレシー Belle de Crecy（09 IRE 牝鹿 ＊ロックオブジブラルタル）GB・

FR・IRE３勝，ブランドフォードＳ‐G2，英ＢＣフィリーズ＆メアズＳ‐G1
２着，P. Luth Enchantee‐L ２着，Hurry Harriet S‐L ２着
ブレティラ Bletilla（16 牝 Galileo）FR１勝，P. Joubert‐L ３着

トライブキング（13牡鹿 ディープインパクト）２勝，栄特別（芝 2000）３着
ダノングローリア（14牡鹿 ディープインパクト）�３勝�５勝�入着
ミッキーフォンテン（16牝青鹿 ディープインパクト）１勝，��３勝
ウィスパリンホープ（17牝鹿 ハーツクライ）�２勝，二王子特別（芝 1800）
シゲルカナロア（18牡黒鹿 ロードカナロア）��６勝

２代母 キャロティ－ン Carotene（83 CAN栗 Great Nephew）USA12 勝，イエロ
ーリボン招待Ｓ‐G1，パンアメリカンＨ‐G1，マッチメイカーＳ‐G2，ニューハ
ンプシャーＳ‐G3，Nassau S‐L，etc.
ジンジャートリーGinger Tree（92 牝 Dayjur）GB・UAE１勝，Rockingham S

‐L ３着
カーラーKarrer（96 牡 Kris）MAC５勝
カートホイールCartwheel（99� Green Desert）GB・FR・GER・SWI７勝

３代母 キャロットトップ Carrot Top（69 GB栗 ＊ハイハツト）GB１勝，Galtres
S，パークヒルＳ２着，プリンセスロイヤルＳ２着，King George V S２着，
Sandleford Priory S２着
ステイジガ－ル Stage Girl（74 牝 Stage Door Johnny）GB入着２回

スターオヴザレルム Star of the Realm（88� Imperial Prince）AUS７勝，
ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1，ＭＲＣセントジョージＳ‐G2，ＶＲＣ
クレイグリーＳ‐G2，etc.

ア－ンティエンティティAunty Entity（84 牝 Arts and Letters）不出走
スティルワイルド Still Wild（92� Wild Again）USA・PR12 勝，Colin S

‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

413 ブロームフォンテン２０２１ 牡・青鹿 ４／１５

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealブロームフォンテン キャロティ－ン Great Nephew

��
��
�Carotene鹿IRE 2001 Carrot Top

21a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プンターレ（09鹿 ブラックタキシード）��入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（６）〕
コスモフレンチ（13牡栗 ＊フレンチデピュティ）２勝，小樽特別（芝 1200），小樽特

別（芝 1200）２着，下北半島特別（芝 1200）３着，黒松賞（芝 1200）３着
ジューンメイプル（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
ザントブリッツ（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）���２勝
ツヨシーフェイス（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝
ヴァッサーファル（19牝鹿 トーセンブライト）���入着２回

２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，頌春賞３着

コーリンベリー（11牝 ＊サウスヴィグラス）５勝，コーラルＳ‐L，etc.，�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，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，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

３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
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

４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

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
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

414 プンターレ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットプンターレ ＊アジュディケーティング

��
��
�コーリンビビアン鹿 2009 シルケツト

＊チユデスタ 4g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブラックウィッチ（04青鹿 ＊ブラックホーク）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（26）〕
キョウワイリス（10牝鹿 ＊ロドリゴデトリアーノ）�５勝��入着�
アサカフェリス（11牝黒鹿 キョウワスプレンダ）�６勝
ブラックイチバン（15牡青鹿 ブラックタキシード）�４勝，湾岸ニュースターＣ
（Ｄ1600）３着

イーサンティラノ（17牡黒鹿 ローレルゲレイロ）２勝
トゥルスウィー（18牝鹿 ヴァンセンヌ）��８勝�３勝��，ロータスクラウン賞
（Ｄ2000），九州ダービー栄城賞（Ｄ2000），佐賀皐月賞（Ｄ1800），ル・プランタン
賞（Ｄ1800），花吹雪賞（Ｄ1800），九州ＣｈＳ（Ｄ1750）２着，飛燕賞（Ｄ1400）３着

２代母 ＊キョウワジュテーム（90 USA鹿 Seattle Slew）２勝，アザレア賞，フリージ
ア賞２着

＊アサカガルチ（95	 Gulch）１勝，
１勝
アサカライズ（96牡 Nureyev）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，もみじＳ‐OP ３着，

フェニックス賞‐OP ３着，マカオＪＣＴ，西日本スポーツ杯２着
アリシバクィーン（98牝 ＊キョウワアリシバ）１勝
アサカユウキ（99牡 ＊ザグレブ）２勝，若戸特別２着，鶴橋特別３着，熱田特別３着

３代母 アップザフラッグポールUp the Flagpole（78 USA黒鹿 Hoist the Flag）
USA７勝，デラウェアオークス‐G2，Anne Arundel H，クリサンシマムＨ
‐G3 ２着，バーバラフリッチーＨ‐G3 ３着
プロスペクターズディライト Prospectors Delite（89 牝 Mr. Prospector）USA６勝，

エイコーンＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，フェアグラウンズオークス‐G3，etc.
トミスーズディライト Tomisue's Delight（94 牝 A.P. Indy）USA７勝，ラフィ

アンＨ‐G1，パーソナルエンサインＨ‐G1，フォールズシティＨ‐G3，etc.
マインシャフトMineshaft（99 牡 A.P. Indy）GB・FR・USA10 勝，ジョッキ

ークラブゴールドＣ‐G1，ピムリコスペシャルＨ‐G1，サバーバンＨ‐G1，etc.，
米年度代表馬，種牡馬

フラッグバード Flagbird（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE・ITY・USA・UAE６勝，
伊共和国大統領賞‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，グロット賞‐G3，etc.

ラナップザカラーズ Runup the Colors（94 牝 A.P. Indy）USA６勝，アラバマＳ
‐G1，Delaware Oaks‐L，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 佐藤 静子
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

415 ブラックウィッチ２０２１ 牡・青 ３／２３

＊

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックホーク ＊シルバーレーンブラックウィッチ
＊ Seattle Slew

��
��
�キョウワジュテーム青鹿 2004 Up the Flagpole

1s
Northern Dancer S4×M4 Nearctic S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ベリーニピンク（16鹿 ダイワメジャー）�２勝
初仔

２代母 ラベンダーカラー（08黒鹿 サクラバクシンオー）３勝
ラベンダーパープル（15牡 ゴールドアリュール）�２勝��２勝�２勝�２勝
ノーブルラベンダー（19牝 ルーラーシップ）��２勝

３代母 セシルブルース（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）出走
アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイーンＳ

‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，etc.
トーセンアルニカ（10牝 メイショウサムソン）５勝，エリザベス女王杯‐G1 ４着，

迎春Ｓ，いわき特別，etc.

４代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
［子］ ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，

燕特別２着，etc.
ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特
別２着，南武特別３着，etc.

ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

［孫］ ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ
‐L ３着，寿Ｓ，etc.

ジェシー（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，西宮Ｓ，千里山特別，湯川特
別，etc.

ゼアブラヴ（14牡 ＊ファルブラヴ）１勝，万両賞３着，	２勝

５代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱スマイルファーム＝日高町庫富 �080-1897-7330
生 産 牧 場： ㈱スマイルファーム
飼 養 者： ㈱スマイルファーム＝日高町庫富 �080-1897-7330

416 ベリーニピンク２０２１ 牡・黒鹿 ５／ 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ドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケベリーニピンク サクラバクシンオー

��
��
�ラベンダーカラー鹿 2016 セシルブルース

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M3×M5 ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミスサイベリア（03 USA栗 Giant's Causeway）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－６（29）〕
ミヤジメーテル（08牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）２勝，�９勝�，名港盃（Ｄ1900），

東海桜花賞（Ｄ1400）２着，名古屋記念（Ｄ1400）２着，秋桜賞（Ｄ1800）３着，
くろゆり賞（Ｄ1600）３着

サンマルクイーン（09牝栗 ダイワメジャー）４勝，瀬戸内海特別（芝 1400）２着，
堀川特別（芝 1800）３着

カナデル（10牝鹿 ＊ファンタスティックライト）�１勝�入着２回
ドクターナイーヴ（11牡栗 デュランダル）�６勝��入着３回，新緑賞（Ｄ1600），駿

蹄賞（Ｄ1800）２着，東海ダービー（Ｄ1900）３着，スプリングＣ（Ｄ1400）３着
サンマルアリュール（12牝栗 ゴールドアリュール）２勝
バトードラムール（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着，���３勝�４勝�１勝�１勝
アララトテソーロ（16牡栗 ＊ケープブランコ）１勝
ファインラン（17牡鹿 ルーラーシップ）��１勝�２勝
ソングオブソフィア（18牝鹿 キズナ）��１勝
テイエムインディ（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�出走
サイタブラウン（20牡栗 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ミストバコーMiss Tobacco（96 USA栗 ＊フォーティナイナー）FR・GER・U
SA４勝，オステルマンポカール‐G3，Meile Der Nord‐L，Schwarzgold‐Ren
nen‐L，サンロマン賞‐G3 ２着，Anka Germania S‐L ２着，etc.
プレイヤーズプリーズPlayers Please（04 牡 Theatrical）GB３勝，GB障害３勝

３代母 リサリーン Lisaleen（82 USA栗 Northern Dancer）IRE２勝，ギルタウン
スタッドＳ‐G3 ３着
ゴサマーGossamer（91 牝 Seattle Slew）USA２勝

バチェラーデューク Bachelor Duke（01牡 Miswaki）GB・IRE１勝，愛２０００
ギニー‐G1，サマーヴィルタタソールＳ‐G3 ３着，種牡馬

トリルコTrylko（02牝 Diesis）GB入着
タルコ Talco（11牡 Pivotal）FR・USA５勝，シューメイカーマイルＳ
‐G1，Thunder Road S‐L，ハリウッドダービー‐G1 ３着，etc.

＊ロードアヘッド（94牡 ＊フォーティナイナー）６勝，京都金杯‐Jpn3 ３着，新潟日
報賞‐OP，飛騨Ｓ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 笹島 政信＝浦河町上絵笛 �0146-22-0709
生 産 牧 場： 笹島 政信
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

417 ミスサイベリア２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormミスサイベリア ミストバコー ＊フォーティナイナー

��
��
�Miss Tobacco栗USA 2003 Lisaleen

5h
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×M5 Blushing Groom S5×M5

価格： 購買者：



母 ミニョンレーヌ（13鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
イチゴガリ（19牝栗 ストロングリターン）��入着２回

２代母 ＊ルンバブギー（99 GB鹿 RainbowQuest）��入着
シキノイロドリ（04牝 ＊アフリート）�３勝

シアワセクル（15牝 アッミラーレ）�４勝，古伊万里賞３着
ヨクバリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，久留米特別
タイガーストーン（06牡 ＊アフリート）３勝，マーガレットＳ‐L ２着，さざんかＳ

‐OP，橘Ｓ‐OP ３着，長岡京Ｓ，ストークＳ２着，etc.，�３勝��
タイニーベイビー（17牡 タニノギムレット）１勝

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

＊レース（92牝 Gulch）USA１勝
アドマイヤリッチ（98牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ，摩

耶Ｓ２着，etc.
レッドソロモン（12牡 メイショウサムソン）５勝，アンドロメダＳ‐L，若
葉Ｓ‐LR，五稜郭Ｓ，etc.

トーセンアレス（07牡 アドマイヤドン）５勝，ブリリアントＳ‐L ３着，etc.，
障害１勝，��４勝	
�，浦和記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ５着，etc.

＊スプリングマンボ（95牝 Kingmambo）不出走
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日Ｃｈ

Ｃ‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スズカエルマンボ（05牝 ＊シンボリクリスエス）３勝
クイーンマンボ（14牝 マンハッタンカフェ）２勝，��２勝��入着３回，Ｌ
プレリュード‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，etc.

スプリングサンダー（07牝 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞
‐G3 ２着，阪急杯‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 高村 伸一＝様似町岡田 �0146-36-4666
生 産 牧 場： 高村 伸一
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

418 ミニョンレーヌ２０２１ �・鹿 ４／２６

＊

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

＊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ミニョンレーヌ
＊ Rainbow Quest

��
��
�ルンバブギー鹿 2013 ＊キーフライヤー

7
Northern Dancer S4×M5 Blushing Groom S4×M4 Halo M4×S5
Nijinsky M4×S5
価格： 購買者：



母 ホーリーシー（12黒鹿 タニノギムレット）�出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マリンセブン（18牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝
ザスズラン（19牝鹿 ダノンシャーク）�地方未出走
ワールドナイト（20牝黒鹿 ワールドエース）�地方未出走

２代母 システィンチャペル（00鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サムライムラマサ（11牡 ＊シェルゲーム）�１勝�２勝
ショウザイシンホー（13牡 ジャングルポケット）入着３回，�２勝
セラファン（14牝 ＊ベーカバド）１勝

３代母 ＊サドラーズギャル（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE 出走
＊エルコンドルパサー（95牡 Kingmambo）６勝，ジャパンＣ‐G1，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR２勝，サンクルー大賞‐G1，
フォワ賞‐G2，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

ギャルフロムシアトルGal From Seattle（96 牝 A.P. Indy）不出走
＊フレッシュバニラ（03牝 Grand Slam）４勝，鶴ヶ城特別，八海山特別，七重

浜特別３着
ミリオンフレッシュ（10牡 ソングオブウインド）２勝，かささぎ賞

シアトルスパイト Seattle Speight（07 牝 Speightstown）GB２勝
ミスティックタウンMystic Town（16� Medicean）�SWE・DEN７勝，
Zawawi Cup‐L ３着

トロイルス Troilus（08 牡 Speightstown）USA３勝，ガルフストリームスプリ
ントＣｈ．Ｓ‐G2 ２着，種牡馬

４代母 グレンヴェーGlenveagh（86 USA鹿 Seattle Slew）不出走

５代母 リサデル Lisadell（71 USA鹿 Forli）GB・IRE２勝，コロネイションＳ‐G2，
アサシＳ‐G3，Mulcahy S２着
［子］ ファザーランド Fatherland（90牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・US

A４勝，愛ナショナルＳ‐G1，愛フュチュリティＳ‐G3，Tyros S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

419 ホーリーシー２０２１ �・黒鹿 ４／２７
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルホーリーシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�システィンチャペル黒鹿 2012 ＊サドラーズギャル

5h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5
Hail to Reason S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ポラリス（09黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
サイファリス（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）入着３回，��４勝�入着，ビューチフ

ルドリーマーＣ（Ｄ2000）２着
コードジェニック（17牡鹿 ＊ダンカーク）１勝，�３勝，サラブレッド大賞典
（Ｄ2000）３着

２代母 ビクトリアスズラン（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ブラックランナー（03牡 ＊クロフネ）５勝，仁川Ｓ‐L ３着，アレキサンドライトＳ，

千葉ＴＶ杯，渡利特別２着，土湯温泉特別２着，etc.
シルクキャリバー（04牡 ＊グラスワンダー）��６勝�入着２回�
ベストグレイド（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝
ファインビーナス（06牝 ＊トワイニング）�３勝�入着２回�	
ゼットチャンプ（07牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，�１勝��入着３回
	
オービット（08牡 ＊クロフネ）�３勝�入着
アイドクレース（10牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝	入着
ベターオフ（13牝 ＊カジノドライヴ）�６勝�	入着７回
ジュンホープ（15牡 ＊ケイムホーム）	２勝�

３代母 ビクトリートースト（91鹿 ミスターシービー）出走
ビクトリアウインク（96牝 ＊ノーザンテースト）不出走

アイオブザキング（02牡 スペシャルウィーク）２勝，赤湯特別，会津特別２着，
青葉城特別２着，etc.

アルテマイスター（06牡 ＊アグネスデジタル）１勝，あやめ賞３着，�２勝��
入着３回，星雲賞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
［曾孫］ グレイトパール（13牡 キングカメハメハ）７勝，アンタレスＳ‐G3，平安

Ｓ‐G3，仁川Ｓ‐L，etc.，��８勝	１勝���
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

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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

420 ポラリス２０２１ �・鹿 ５／１９
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスポラリス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビクトリアスズラン黒鹿 2009 ビクトリートースト

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ボンニデー（13黒鹿 キングカメハメハ）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サヨノスクリーン（19牡黒鹿 ＊マクフィ）��入着４回

２代母 ＊スポークンファー（00 USA芦 Notebook）USA５勝，マザーグースＳ‐G1，
ＣＣＡオークス‐G1，アラバマＳ‐G1 ３着，ガゼルＨ‐G1 ３着
アンスポークンファーUnspoken Fur（05 牝 ＊エンパイアメーカー）USA１勝

ロイヤルマジックRoyal Magic（12 牝 More Than Ready）不出走
レイナデアレンデール Reina de Arendelle（18 牝 Badge of Silver）�P
ER３勝，オスカルＢパソス賞‐G3 ２着

セレンディップ Serendip（10 牡 Ghostzapper）USA３勝，Prairie Meadows H
‐L，種牡馬

シンボリバーグ（14牝 ダイワメジャー）３勝，郡山特別，菜の花賞２着，赤松賞２
着，札幌スポニチ賞３着，ＨＢＣ賞３着，etc.

３代母 サイベリアンファー Siberian Fur（94 USA芦 Siberian Express）USA１勝
ブルニードファーBrrneedfur（01 牝 Mecke）USA出走

ウォーレンズパピーラヴWarrens Puppy Love（11牝 MongolWarrior）US
A９勝，El Diario Overnight S，Albuquerque Distaff H２着，C
haves County S３着

ザファーフリューThe Fur Flew（02牝 Slew City Slew）不出走
スローズイットダウン Throws It Down（08牝 Mizzen Mast）USA１勝，

Miss Ohio S‐R ２着，JohnW. Galbreath S‐R ３着
スポークンソフトリー Spoken Softly（04 牝 Notebook）USA１勝

ストリートストラテジー Street Strategy（11牡 ＊ストリートセンス）USA６勝，
Fifth Season S‐L，種牡馬

グレイシャスリーソフトGraciously Soft（05 牝 Vindication）不出走
マイネイムイズマイケルMy Name Is Michael（10 牡 Macho Uno）USA・

CAN５勝，Display S‐L ２着，サムＦデイヴィスＳ‐G3 ３着
ジャスティンスクエアード Justin Squared（13� Zensational）USA３勝，

Chick Lang S‐L
アンブライドルズノートUnbridled's Note（09 牡 Unbridled's Song）USA５勝，

デイトナＳ‐G3，エディーディーＳ‐G3，Joe Hernandez H，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �096-293-0592
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

421 ボンニデー２０２１ 牡・黒鹿 ３／ １
＊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 ＊マンファスボンニデー
＊ Notebook

��
��
�スポークンファー黒鹿 2013 Siberian Fur

4j
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブーケパルフェ（08栗 ＊アフリート）�１勝�入着��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ポイントコレクター（17牡栗 アーネストリー）���１勝

２代母 ＊ケイエイローズ（92 USA鹿 Slew o' Gold）不出走
ダイワウォーニング（99牡 ＊ウォーニング）２勝
ナイキデラックス（01牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，わらび賞，早鞆特別２着，

彦星賞２着，�１勝��３勝
ハスフェル（02牡 ＊アフリート）３勝，阿蘇Ｓ‐OP，指宿特別，和布刈特別２着，早

鞆特別２着，etc.，�４勝，園田金盃，etc.
テイエムシップウ（04牡 ＊アフリート）３勝，��１勝
レコメンド（07牡 ＊アフリート）２勝，�１勝

３代母 フィディラ Phydilla（78 FR鹿 Lyphard）FR４勝，クインシー賞‐G3，エク
リプス賞‐G3，P. de l'Obelisque，アスタルテ賞‐G3 ２着，カルヴァドス賞
‐G3 ２着，etc.
ミステリーズMysteries（86牝 Seattle Slew）GB入着２回，ミュージドラＳ‐G3 ３着

マイシーカースルズMy Sea Castles（91 牝 ＊ポリッシュネイビー）USA４勝，
Clipsetta S‐L，Ellis Park Debutante S‐L，Gowell S‐L

＊ヒシアケボノ（92牡 Woodman）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，スワンＳ
‐Jpn2，安田記念‐Jpn1 ３着，etc.，優短距，種牡馬

ミステリアルMysterial（94 牝 Alleged）USA出走
ドバイデスティネイションDubai Destination（99牡 Kingmambo）GB
・FR４勝，クイーンアンＳ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，Predomin
ate S‐L ２着，種牡馬

リブレティスト Librettist（02 牡 Danzig）GB・FR・USA７勝，ジャック
ルマロワ賞‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，メシドール賞‐G3，etc.，
種牡馬

＊アグネスワールド（95牡 Danzig）５勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，etc.，��１勝，GB・
FR・USA２勝，ジュライＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，etc.，種牡馬

＊フィラストリート（94牝 Cozzene）USA１勝
ブロードストリート（06牝 アグネスタキオン）４勝，ローズＳ‐G2，スイート

ピーＳ‐L，秋華賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 静内酒井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-1524-6139
生 産 牧 場： 静内酒井牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

422 ブーケパルフェ２０２１ �・黒鹿 ２／２１
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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyブーケパルフェ
＊ Slew o' Gold

��
��
�ケイエイローズ栗 2008 Phydilla

6b
Mr. Prospector M3×S4 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プロディジャス（14鹿 ハーツクライ）１勝，�３勝
初仔

２代母 ＊ロジャーズスー（01 USA鹿 Forestry）不出走
タービュレントディセント Turbulent Descent（08 牝 Congrats）USA８勝，ハリ

ウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，テストＳ‐G1，バレ
リーナＳ‐G1，ボーモントＳ‐G2，etc.
スパニッシュステップス Spanish Steps（14� Galileo）GB・FR・IRE・AUS

２勝，バリーローンＳ‐G3
スーセントマリー（13牝 ダイワメジャー）１勝
イカット（17牝 ディープインパクト）３勝，かもめ島特別，須磨特別３着

３代母 ファビュラス Fabulous（95 USA栗 Seeking the Gold）USA出走
ボネイ Bonay（00牝 Wild Again）USA３勝，カムリーＳ‐G3 ３着，テンプテド

Ｓ‐G3 ３着
アールユーワッチングバド R UWatchingbud（12牡 Kentucky Bear）�US

A・CAN５勝，New Providence S‐R，Queenston S‐R，Colin
S‐L ２着，etc.

ゲッタードーンバッドGet'erdonebud（13� Kentucky Bear）CAN４勝，
Vandal S‐R ３着

クチュリエCouturier（06 牝 El Prado）不出走
ミンクスアプライズMinks Aprise（12 牝 Northern Afleet）USA・CAN６勝，

Trillium S‐L，Presque Isle Downs HBPA S‐L，Camilla Urso
H，etc.
ハイアースタンダード Higher Standard（19牡 Into Mischief）�USA２
勝，Advent S２着

４代母 ゴージャスGorgeous（86 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，アップルブラッサムＨ
‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，etc.
［孫］ ＊スウィフトテンパー（04牝 Giant's Causeway）USA６勝，ラフィアンＨ

‐G1，デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

423 プロディジャス２０２１ 牡・鹿 ３／２３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスプロディジャス
＊ Forestry

��
��
�ロジャーズスー鹿 2014 Fabulous

14c
Seeking the Gold S3×M4 Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ポリアフ（12鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
マシンガン（18牡鹿 ＊シンボリクリスエス）���５勝
シンリミテス（19牡鹿 ＊ドレフォン）�１勝

２代母 ユキチャン（05白 ＊クロフネ）２勝，��３勝，関東オークス‐Jpn2，ＴＣＫ
女王盃‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，クイーン賞
‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優牝馬
シロインジャー（13牝 ＊ハービンジャー）出走

メイケイエール（18牝 ミッキーアイル）�６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，チ
ューリップ賞‐G2，シルクロードＳ‐G3，ファンタジーＳ‐G3，小倉２歳
Ｓ‐G3，etc.

ハウナニ（15牝 ロードカナロア）２勝
マイヨブラン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ハイアムズビーチ（19牝 ＊ドレフォン）�１勝，アスター賞２着，春菜賞３着

３代母 シラユキヒメ（96白 ＊サンデーサイレンス）入着
マシュマロ（09牝 ＊クロフネ）２勝

ハヤヤッコ（16牡 キングカメハメハ）�５勝，レパードＳ‐G3，ブラジルＣ‐L，
ＢＳＮ賞‐L ３着，etc.

ピオノノ（17牡 キングカメハメハ）�２勝，チバテレ杯２着（２回），呉竹賞２
着，�入着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着

ブラマンジェ（10牝 ＊クロフネ）出走
ダノンハーロック（18牡 ルーラーシップ）�４勝，茨木Ｓ，もちの木賞２着

ブチコ（12牝 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，北國新聞杯２着，北山Ｓ３着
ソダシ（18牝 ＊クロフネ）�７勝，桜花賞‐G1，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，優２牝，優３牝
ママコチャ（19牝 ＊クロフネ）�２勝，エルフィンＳ‐L ２着，ファンタジーＳ

‐G3 ３着
シロニイ（14牡 キングカメハメハ）�４勝，くすのき賞，六社Ｓ２着，舞鶴Ｓ２着，etc.
ブッチーニ（16牝 キングカメハメハ）�３勝，鎌倉Ｓ３着，銀蹄Ｓ３着，門松Ｓ３着

販売申込者・所有者： 静内フジカワ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �080-1870-8208
生 産 牧 場： 静内フジカワ牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

424 ポリアフ２０２１ 牡・鹿 ４／３０

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスポリアフ ＊クロフネ

��
��
�ユキチャン鹿 2012 シラユキヒメ

＊ウェイブウインド 2w
Mr. Prospector M4×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ボーディシア（12青鹿 ＊パイロ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
リリコ（16牝栗 フリオーソ）�６勝�１勝�入着２回，クイーンＣ（Ｄ1600），園

田プリンセスＣ（Ｄ1400），東海クイーンＣ（Ｄ1800）２着，若草賞（Ｄ1400）２
着，園田クイーンセレクション（Ｄ1400）２着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着，
西日本ダービー（Ｄ1900）３着，高知優駿（Ｄ1900）３着，のじぎく賞
（Ｄ1700）３着，スプリングＣ（Ｄ1800）３着

エイユーキャッスル（17牡栗 フリオーソ）�３勝�
シェナダイオー（19牡黒鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ＊カントリーメロディー（00 USA黒鹿 GoneWest）不出走
ベキーアビューティ Bequia Beauty（04 牝 Maria's Mon）USA・CAN２勝，Pr

incess Margaret S２着
ハマーズブレット Hammers Bullet（08� Bernardini）USA・CAN５勝，Mani

toba Derby‐L
フザールバラッドHussar Ballad（09牡 ＊ハードスパン）GB・FR７勝
ロカビリー（13牡 アドマイヤムーン）�４勝	
ダニエル（15牡 ＊ハードスパン）１勝，��２勝�３勝
ヴァガルーナ（16牝 アドマイヤムーン）��８勝
エメラルディ（17牝 リアルインパクト）���２勝�４勝	入着

３代母 ミニスターズメロディMinister's Melody（94 USA黒鹿 Deputy Minister）
USA５勝，アーリントンハイツオークス‐G3，ラブレアＳ‐G1 ２着，エルエンシ
ノＳ‐G2 ２着，ラカニャーダＳ‐G2 ２着，モリーピッチャーＨ‐G2 ２着，etc.
コニーベル Connie Belle（02 牝 Storm Cat）USA４勝，Auntie Mame S‐R，

Tenski S‐R ２着，De la Rose S‐R ３着，etc.
ビーンヒアビフォア Been Here Before（12 牝 Tapit）USA２勝，Caesar's

Wish S２着
ノスタルジックNostalgic（19牝 Medaglia d'Oro）�USA３勝，ガゼルＳ‐G3

ボブアンドジョン Bob and John（03牡 Seeking the Gold）USA５勝，ウッドメ
モリアルＳ‐G1，ローンスターパークＨ‐G3，シャムＳ‐G3，etc.，種牡馬

スイートソネット Sweet Sonnet（07 牝 Seeking the Gold）GB１勝，Dick Poole
Fillies' S‐L ２着，Michael Seely Memorial Fillies' S‐L ３着

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

425 ボーディシア２０２１ �・黒鹿 ５／１０

＊

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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionボーディシア
＊ GoneWest

��
��
�カントリーメロディー青鹿 2012 Minister's Melody

21a
Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 マルハチメイフェア（06鹿 ＊ホワイトマズル）��入着５回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（17）〕
ウィークエンド（11牝黒鹿 ゴールドアリュール）�５勝��２勝�入着３回�
ナイアガラモンロー（12牝鹿 アドマイヤムーン）２勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）２

着，栗子特別（芝 1800）２着，織姫賞（芝 2000）２着，汐留特別（芝 2000）３着
ビジネスライク（15牝鹿 ＊カジノドライヴ）�３勝��１勝��入着８回，北斗盃
（Ｄ1600）２着，ブロッサムＣ（Ｄ1600）２着

カナデルハ（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）	１勝
ラファームソルティ（17牝鹿 マツリダゴッホ）入着，
�５勝
シャーマエスパーダ（19牡鹿 ディープブリランテ）
出走

２代母 ベストウーマン（90鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
ビクターシチー（99牡 サマーサスピション）１勝
ステップシチー（04牡 ステイゴールド）４勝，松前特別，湯川特別，春日山特別，

北海Ｈ２着
フラッパーミク（07牝 ＊ヴィクトリースピーチ）１勝，飛天特別３着，�６勝��

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走

ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２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 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.

テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着
ゴールドグレース（02牝 ＊エリシオ）��５勝���入着３回，北関東弥生賞３着

ハイノリッジ（11牝 マンハッタンカフェ）��２勝
セイウンハーデス（19牡 シルバーステート）
２勝，プリンシパルＳ‐L，
こぶし賞２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，ク

イーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3
（２回），大阪城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

426 マルハチメイフェア２０２１ �・黒鹿 ５／ １
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeマルハチメイフェア ＊リアルシヤダイ

��
��
�ベストウーマン鹿 2006 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
Roberto S4×M4 Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×S5×M5
Nijinsky S5×M5 Tyrant S5×M5
価格： 購買者：



母 ラヴィーゲラン（12栃栗 スペシャルウィーク）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 メガミゲラン（92鹿 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，ア
ンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，パールＳ，etc.
レーヴドゲラン（99牝 ＊リアルシヤダイ）出走

ニュアージゲラン（09牝 オンファイア）入着３回，�１勝��１勝�２勝，英
彦山賞２着，長月賞２着

ペイシャゲラン（14牝 ダノンシャンティ）１勝，飛竜特別２着，�４勝�１勝��
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特別，

伊吹山特別２着，河北新報杯３着，etc.
ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビス

サマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮
記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）FR・GER
・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

スズカゲラン（03牝 ＊ブラックホーク）１勝
ラティエラ（04牝 ＊スキャターザゴールド）��入着７回

ローデルバーン（13牡 デュランダル）２勝，白川特別３着
キャナレット（05牝 ナリタトップロード）入着，�２勝
リュミエールゲラン（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）�８勝��
クランドールゲラン（09牡 フジキセキ）２勝
クリノダイコクテン（11牡 ハーツクライ）１勝，障害２勝，�１勝�入着

３代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ２着，etc.
ヒダカゲラン（95牝 ＊ミルジヨージ）出走

ピエナオンリーワン（01	 フサイチコンコルド）３勝，長良川特別，つばき賞
２着，あすなろ賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ㈱白井牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

427 ラヴィーゲラン２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラヴィーゲラン ＊シエイデイハイツ

��
��
�メガミゲラン栃栗 2012 モガミゲラン

＊ミスブゼン 18
マルゼンスキーM4×M5

価格： 購買者：



母 リュウメイ（05鹿 ＊コロナドズクエスト）３勝，出雲崎特別（Ｄ1200），呉竹賞
（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（10）〕
コマアルカンシエル（12牡鹿 ＊バゴ）１勝
ザブルグ（15牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着，�６勝�２勝�入着２回
ワイメアバレイ（16牝栗 カネヒキリ）１勝，��１勝
ニーズヘッグ（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝，平尾台特別（Ｄ1700），��１勝
テリオスリノ（19牝黒鹿 シルバーステート）�入着
ジンガノ（20牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�地方未出走

２代母 ダイコーフリーマン（98黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝

３代母 スズノフローレンス（86黒鹿 ホリスキー）�６勝
アミーゴ（92牡 ＊ボーザム）４勝，摩周湖特別，ＨＴＢ杯２着，シドニーＴ２着，etc.
ダイコーフクキタル（97牡 ＊クリスタルグリツターズ）入着，プラタナス賞３着，�

４勝��１勝�入着	，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着，ヤングＣｈＣ

４代母 トウフクパルフアン（79鹿 ＊イースタンフリート）２勝
［子］ トワノハーデー（89牝 マルゼンスキー）４勝，出雲崎特別

サンレイグルーム（97牡 ＊グルームダンサー）２勝，周防灘特別２着，渡
利特別３着，ゆきやなぎ賞３着

［孫］ タカオセンチュリー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，マリーンＳ‐L ２
着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，��１勝，アフター５スター賞

マルタカキラリー（98牡 サクラホクトオー）４勝，六社特別，英彦山特別，
いわき特別２着，etc.，�入着３回

５代母 エリモテル（69鹿 ＊ムーテイエ）出走
［子］ トウフクフリート（76牡 ＊イースタンフリート）３勝，京成杯３歳Ｓ３着，

あじさい賞
メイショウアサカゼ（85牝 ＊イースタンフリート）５勝，支笏湖特別，臥
牛山特別２着，恵山特別３着，etc.

［孫］ ファンドリロバリー（93牡 ＊ジェイドロバリー）５勝，日経新春杯‐Jpn2
３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，福島記念‐Jpn3 ２着，etc.，障害４勝

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

428 リュウメイ２０２１ �・鹿 ４／ ３

＊

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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookリュウメイ ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ダイコーフリーマン鹿 2005 スズノフローレンス

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 マイカ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ウマインボルト（14牡鹿 ＊タイキシャトル）�１勝�
アウトラン（16牝栗 ＊アポロキングダム）��６勝
アグレッシブ（18牡鹿 ＊モンテロッソ）��出走
ザビッグレディー（19牝青鹿 ベルシャザール）��４勝，九州ダービー栄城賞
（Ｄ2000）３着，佐賀皐月賞（Ｄ1800），飛燕賞（Ｄ1400）２着，花吹雪賞
（Ｄ1800）２着，ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着

ラトワール（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��入着

２代母 タニノティアラ（97青 ＊サンデーサイレンス）入着２回
チャールストン（05牝 タニノギムレット）１勝
クリノジュロウジン（11牡 タニノギムレット）１勝，�４勝���	

３代母 タニノブーケ（82鹿 ＊ノーザンディクテイター）３勝，デイリー杯３歳Ｓ
‐Jpn2，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，りんどう特別
タニノボレロ（88
 ＊トレボロ）５勝，新潟記念‐Jpn3，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，

ブラッドストーンＳ‐OP，etc.，障害１勝
テンシンランマン（90
 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，白百合Ｓ‐OP ３着，春

日特別，樟葉特別，etc.
タニノクリエイト（92牡 ＊クリエイター）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，しゃくなげＳ，

こけもも賞
タニノルミエール（93牝 ＊ルション）１勝

タニノトリビュート（98牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若草Ｓ‐OP ３着，すみれ
Ｓ‐OP ３着，筑後川特別，etc.

タニノジャドール（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，南総特別３着，�１勝�
ビッグウィーク（07牡 ＊バゴ）４勝，菊花賞‐G1，神戸新聞杯‐G2 ３着，玄海

特別，etc.，障害１勝
タニノバーバラ（00牝 ＊フォーティナイナー）�１勝	１勝

ケッキセヨ（10牡 アドマイヤコジーン）２勝，高砂特別２着，尾頭橋特別３着，
	１勝

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

429 マイカ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２４
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayマイカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�タニノティアラ黒鹿 2007 タニノブーケ

＊イシユクーダー 2u
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 マイネウェリナ（11芦 キングカメハメハ）��３勝�３勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ホワイトライガー（19�芦 ディープスカイ）��１勝

２代母 フェリアード（96芦 ＊ステートリードン）２勝
テイエムプリキュア（03牝 ＊パラダイスクリーク）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，日経新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，日経新春杯‐G2 ３
着，かえで賞，優２牝

スノーアード（04牝 バブルガムフェロー）�４勝
テイエムハリアー（06牡 ニューイングランド）１勝，障害９勝，京都ハイジャンプ

‐JG2，阪神ジャンプＳ‐JG3，京都ジャンプＳ‐JG3，京都ハイジャンプ‐JG2
２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.

トーセンガラシャ（07牝 デュランダル）入着
トーセンスーリヤ（15牡 ローエングリン）５勝，函館記念‐G3，新潟大賞典

‐G3，新潟記念‐G3 ２着，美浦Ｓ，富良野特別，etc.，���１勝
マイネルフィエスタ（10牡 ＊シンボリクリスエス）障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3，

東京ジャンプＳ‐JG3 ２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着，小倉サマージャン
プ‐JG3 ３着（２回），�１勝��

クインズエキシート（12牡 ＊クロフネ）�２勝�１勝
レジェンダリー（13牡 アドマイヤムーン）�１勝
ミツカネプリンス（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝

３代母 ＊ユキグニ（86 USA芦 Caro）不出走
エムアイブラン（92牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3（２回），平安Ｓ

‐Jpn3，アンタレスＳ‐Jpn3，etc.，��入着２回��	，種牡馬

４代母 ＊デリケートアイス（79 USA芦 Icecapade）USA５勝，ブラックアイドスーザ
ンＳ‐G2，アシュランドＳ‐G2 ３着，Schuylkill S２着，Anne Arundel H
３着
［孫］ チェインジフォラダラー Change Fora Dollar（92 牝 Silver Buck）US

A３勝，Jersey Jumper S，Salem County S，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

430 マイネウェリナ２０２１ 牡・芦 ４／ ５
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスマイネウェリナ ＊ステートリードン

��
��
�フェリアード芦 2011 ＊ユキグニ

1s
Nureyev M4×M5

価格： 購買者：



母 マッシヴエレガンス（14鹿 ディープブリランテ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
センタースリール（19牝鹿 ベルシャザール）�１勝

２代母 ＊シャカラカベイビー（00 IRE 栗 Nashwan）不出走
イケヅキ（15牝 カネヒキリ）�１勝��

３代母 パーティードール Party Doll（86 GB栗 Be My Guest）FR・ITY４勝，P
. La Camargo‐L，Criterium du Bequet‐L，P. de la Vallee d'Auge‐L，
P. La Fleche‐L ２着，オマール賞‐G3 ４着，etc.
ティトゥスリヴィウス Titus Livius（93 牡 Machiavellian）GB・FR・GER・USA

３勝，グロシェーヌ賞‐G2，クリテリヨムドドゥーザン‐G2，エクリプス賞
‐G3，etc.，種牡馬

ドリューシュカDoliouchka（94牝 Saumarez）FR１勝
ホックニー Hockney（02牡 Zafonic）FR・QAT５勝，Derby de l'Ouest

‐L，P. Michel Houyvet‐L，種牡馬
パーティゼイン Party Zane（96牝 Zafonic）FR１勝，P. Zeddaan‐L ２着

ザネトンZaneton（01牝 Mtoto）不出走
ザゴラ Zagora（07牝 Green Tune）FR・USA・CAN10勝，ＢＣターフ
牝馬‐G1，ダイアナＳ‐G1，ボールストンスパＳ‐G2，etc.

バハマドリーム Bahama Dream（97牝 Machiavellian）FR・USA４勝，P. du C
ercle‐L ２着

キングズドールKing's Doll（03 牝 ＊キングズベスト）不出走
モスタニールMostaneer（12� Dutch Art）�FR・UAE・SAU６勝，P. de Su

resnes‐L，ダフニス賞‐G3 ２着，Criterium de Lyon‐L ３着
ブリセイダ Briseida（05牝 Pivotal）GB・FR・GER２勝，独１０００キニー‐G2，B

erberis‐Rennen‐L ２着，ヴィンターケーニギン賞‐G3 ３着
ブリザント Brisanto（12 牡 Dansili）FR・GER・ITY２勝，ヴィンターファヴ

ォリテン賞‐G3，州都デュッセルドルフ大賞‐G3 ３着，ピアッツァーレ
賞‐G3 ３着，etc.

ブリスターノ Bristano（16� Dansili）�FR・GER２勝，フュルステンベルク
レネン‐G3，P. von Dahlwitz‐L ２着

販売申込者・所有者： 高山 博＝日高町豊郷 �01456-2-6133
生 産 牧 場： 高山 博
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

431 マッシヴエレガンス２０２１ �・鹿 ４／２７
＊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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズマッシヴエレガンス
＊ Nashwan

��
��
�シャカラカベイビー鹿 2014 Party Doll

16c
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マトゥリアルカ（06鹿 ＊クリプティックラスカル）��10 勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（２）〕
スピーディーゴッド（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝��１勝�入着
ケンシンコウ（17牡鹿 ＊パイロ）�４勝，レパードＳ‐G3，ジュライＳ‐L（Ｄ1700），

マーチＳ‐G3 ２着，ユニコーンＳ‐G3 ３着
レトロワグラース（19牝鹿 ＊アポロソニック）�地方未出走

２代母 アマノミツルギ（01鹿 ＊アジュディケーティング）��入着
エッブレッツァ（10牝 タイムパラドックス）��３勝
ソウルシルバー（11牡 フサイチリシャール）��２勝，種牡馬
マテリアメディカ（13牝 ゴールドヘイロー）��５勝�入着�，黒潮盃３着，兵庫

サマークイーン賞３着
アリディルーチェ（14牝 ＊ロードアルティマ）��１勝

３代母 コースダンサー（87鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
ミズノサーパス（91牡 ＊コインドシルバー）５勝，大阪城Ｓ‐OP，橿原Ｓ，北摂特別，etc.
フライトワン（94牡 ＊パーフライト）１勝
リュウロッキー（96牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

リュウラッシュ（01牝 ＊ヒシアリダー）１勝，��５勝
リュウアポロン（03牡 ＊テンビー）�11 勝��入着４回
リュウグレイド（05牡 ＊ゼンノエルシド）�12 勝
リュウポート（06牝 ＊ゼンノエルシド）�４勝��	
マキシマス（08牡 ＊ゼンノエルシド）��５勝
リュウヒカリ（09牝 スリリングサンデー）�７勝
リュウツバメ（10牝 スリリングサンデー）２勝，飛竜特別

キタノゲンブ（99牡 ＊ハイエステイト）�１勝

４代母 コースライン（77鹿 ＊フイダルゴ）��４勝

５代母 コメツトライン（65鹿 ＊アトランテイス）��，桜花賞２着，関東オークス３着
［子］ イセテンリユウ（75牡 ＊フオルテイノ）２勝，京都４歳特別２着，金杯３

着，ＣＢＣ賞３着，etc.，���２勝
ロツキライン（73牡 ＊フイダルゴ）��７勝，東京ダービー，黒潮盃，種牡馬

販売申込者・所有者： 静内山田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2378
生 産 牧 場： 静内山田牧場
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

432 マトゥリアルカ２０２１ �・鹿 １／２４

＊

＊
＊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

＊ Cryptoclearance

�
�
�
�
�

��
��

�クリプティックラスカル Rascal Rascalマトゥリアルカ ＊アジュディケーティング

��
��
�アマノミツルギ鹿 2006 コースダンサー

＊フラッタリー 14f
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 マナエヴァ（10鹿 ＊クロフネ）��４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
シップレックビーチ（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝
マナカフナ（18牝鹿 リオンディーズ）��出走�１勝����入着６回
アマノカイザー（19牡鹿 ディープブリランテ）�入着

２代母 ＊グルカッシュ（00 GB鹿 Machiavellian）不出走
シャイニングアワー（05牡 ＊ワイルドラッシュ）４勝，鎌倉Ｓ，シャングリラ賞３着，

�７勝��２勝，道営スプリント
クイーンズガーデン（07牝 フジキセキ）�４勝
シャイニングカラー（08牡 ネオユニヴァース）１勝
スティールキング（13牡 ＊シルバーチャーム）��９勝���，北海道２歳優駿

‐Jpn3 ２着，北海優駿，北斗盃，コスモバルク記念２着，瑞穂賞２着，etc.

３代母 キルマKilma（94 USA鹿 Silver Hawk）GB２勝

４代母 ＊ニキシカ（85 USA黒鹿 Nijinsky）USA７勝，ラスパルマスＨ‐G2，Osuni
tas H‐LR，サンタマリアＨ‐G1 ２着，ラモナＨ‐G1 ３着，イエローリボン招
待Ｓ‐G1 ４着，etc.
［孫］ ヴィレロン Villeron（08牡 Public Purse）BRZ３勝，マリオデアゼヴェ

ドリベイロ大賞‐G3，リオデジャネイロ州大賞‐G1 ２着
スピンコントロール Spin Control（00 牝 A.P. Indy）USA４勝，Julie
Snellings S，マッチメイカーＳ‐G3 ３着

ユニオンレイクUnion Lake（07牡 American Gipsy）BRZ４勝，ＡＢ
ＣＰＣＣ大賞‐G1 ３着，ファリア大賞‐G3 ３着，リオデジャネイロ
生産者馬主協会大賞‐G3 ３着，etc.

スマッグ Smug（08牡 El Prado）USA３勝，イングルウッドＨ‐G3 ２
着，種牡馬

［曾孫］ ウルカートUrcath（07牡 Know Heights）BRZ５勝，ＡＢＣＰＣＣ大賞
ブラジル血統書杯‐G2，フロンティン博士大賞‐G2 ２着，アントニ
オＪＰカストロＪｒ大賞‐G2 ３着

ドーDoe（09牝 Forestry）USA６勝，Lady Charles Town S‐L，Beau
tiful Day S，Charles Town Juvenile S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝恵庭市柏陽町 �090-8900-4357
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

433 マナエヴァ２０２１ 牡・鹿 ２／２３
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマナエヴァ
＊ Machiavellian

��
��
�グルカッシュ鹿 2010 Kilma

8c
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 マリア（08青鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
サンバディ（14牝芦 ＊クロフネ）�４勝�入着��
ラストシーン（16牝黒鹿 ロードカナロア）�１勝�２勝�１勝�
エンリサラ（17牝鹿 セレスハント）��１勝��入着
ストロングトーコー（20牡鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 チアズフィアレス（02鹿 ＊フォーティナイナー）出走
トロンボーン（10牝 アグネスタキオン）出走

ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝	入着３回，金沢ヤングＣｈ３着
トロンアゲイン（18牝 ＊プリサイスエンド）�１勝

スノーピアサー（12牝 マンハッタンカフェ）不出走
バトルピアサー（17牝 ＊バトルプラン）１勝
マーゴットワーズ（19牡 ＊アイルハヴアナザー）�１勝

モードザナゲット（14牝 ハーツクライ）	２勝
パーフェクトクイン（15牝 マツリダゴッホ）	３勝

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

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

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

メイショウセイカ（07牝 ＊クロフネ）不出走
ルックスマート（15牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１
戦２着，調布特別３着，陣馬特別３着

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

４代母 ＊デュカイナ（81 IRE 鹿 Northfields）GB・IRE１勝，Strensall S‐L ３着
［孫］ ダラワールDarawar（92 牡 Shernazar）FR１勝，P. Ridgway‐L ２着

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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

434 マリア２０２１ 牡・鹿 ５／ ６
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアマリア ＊フォーティナイナー

��
��
�チアズフィアレス青鹿 2008 チアズフラワー

＊デュカイナ 21a
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M4
Lyphard S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊マリブウィン（06 USA鹿 Malibu Moon）USA５勝，Northern Fling S‐R，
Ambassador of Luck S‐R ３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（８）〕
アルマレイモミ（13牝鹿 Uncle Mo）２勝，日田特別（芝 2000）
エンパイアロウ（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝��
スクープ（15牡栗 オルフェーヴル）�２勝��３勝�入着５回
セイクリッドサン（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝
シャーレ（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）２勝
ウン（19牡青鹿 キタサンブラック）���１勝�１勝

２代母 シージェイミーウィン Sea JamieWin（93 USA鹿 Dixieland Band）USA１勝
ダウリーDowry（00牝 Belong to Me）USA４勝

ネレイドNereid（08 牝 Rock Hard Ten）USA３勝，アメリカンオークス
‐G1，ロデオドライヴＳ‐G1 ２着，デルマーオークス‐G1 ３着，Ｑエリ
ザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着
フィガレラズクイーン Figarella's Queen（15牝 Medaglia d'Oro）USA
３勝，Sanibel Island S‐L，インディアナオークス‐G3 ２着，W
ayward Lass S３着

シークイーン Sea Queen（11牝 Lemon Drop Kid）USA３勝，Wonder A
gain S，ベルモントオークス‐G1 ２着，サンズポイントＳ‐G2 ３着

ザハーク The Herc（01 牡 Lord Carson）USA３勝，Sunny Slope S‐L，Gol
den Bear S，Gold Rush S‐L ２着

マイティクレヴァーMighty Clever（02 牝 Clever Trick）USA２勝，Flower Gir
l H‐R ３着
エルヘフェグランデ El Jefe Grande（10� Silver Train）USA４勝，コモン

ウェルスＢＣＳ‐G2 ３着
ディクシーモンDixie Mon（05牡 Maria's Mon）USA１勝，Fitz Dixon，Jr. Me

morial Juvenile S‐L ２着，Pinjara S‐R ３着，種牡馬

３代母 ウィンダンシーWindansea（87 USA芦 Conquistador Cielo）USA５勝，D
avona Dale S，フェアグラウンズオークス‐G3 ２着，Weekend Delight Breeder
s' Cup S２着，Half Moon S２着，La Troienne S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

435 マリブウィン２０２１ �・鹿 ３／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊

マリブムーン A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Malibu Moon Macoumbaマリブウィン シージェイミーウィン Dixieland Band

��
��
�Sea JamieWin鹿USA 2006 Windansea

1o
Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer M4×S5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 マルトクビクトリー（12鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回，フェニックス賞‐OP
（芝 1200）３着，�３勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
マルトクローレル（18牝栗 エスポワールシチー）��３勝
ストロングフォース（19牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）�出走
ケイツードラム（20牡鹿 ヴィクトワールピサ）�未出走

２代母 スーパーマルトク（03鹿 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館日刊
スポーツ杯
マイネルボルソー（11牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，両津湾特別２着，�２勝�
チョウクルクル（13牝 ＊コンデュイット）�10 勝，のじぎく賞３着
ジャックナイフ（14牡 カンパニー）入着４回，�３勝�７勝

３代母 エリットビーナス（96鹿 ＊ジェイドロバリー）入着３回
スーパーボス（00� フサイチコンコルド）３勝，西脇特別，花園Ｓ３着
マルトク（01牝 マーベラスサンデー）５勝，新涼特別２着

マルトクスパート（10牡 ＊アルデバランⅡ）入着５回，�20 勝�２勝�	，園田
ＦＣスプリント，サマーＣ，東海桜花賞，etc.

レッツゴードンキ（12牝 キングカメハメハ）３勝，桜花賞‐G1，京都牝馬Ｓ
‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，etc.，�	入着

クィーンマルトク（02牝 ＊マイネルラヴ）３勝，ＳＴＶ賞，ＳＴＶ賞２着，サロマ湖
特別２着，etc.

４代母 フリースピリツト（86鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
［子］ ニューイチトク（05牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別，

オークランドＲＣＴ２着
ユレルオモイ（97牝 メジロマックイーン）５勝，大雪Ｈ２着，層雲峡特別
２着，噴火湾特別２着，etc.

［孫］ ニシケンフロド（01牡 サクラチトセオー）�４勝
入着，荒尾ダービー３着

販売申込者・所有者： 竹中牧場＝新冠町美宇 �0146-47-5331
生 産 牧 場： 竹中牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

436 マルトクビクトリー２０２１ �・栗 ４／ ６
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandマルトクビクトリー アドマイヤボス

��
��
�スーパーマルトク鹿 2012 エリットビーナス

＊レデイフランダーズ 4r
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 マーティンオート（10鹿 ＊プリサイスエンド）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ロマンロケット（18牝栗 ミッキーアイル）��入着２回�１勝��１勝
マルトドラゴン（19�鹿 ＊ドレフォン）�入着
バルフォアテソーロ（20牡黒鹿 ブラックタイド）�未出走

２代母 オートクリス（06鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
オートリボーン（12牝 ブラックタイド）１勝
マーティンクリベー（13牡 ＊ベーカバド）入着，��７勝
マーティンリボーン（17牝 ブラックタイド）��２勝
クリスバーグ（18牝 スピルバーグ）��１勝

３代母 オートジャーニー（94鹿 ＊リズム）２勝，�１勝
ミナモトトニーオー（00牡 ＊トニービン）１勝
オートキャメロン（01牝 ＊エルコンドルパサー）�２勝�

シゲルアボカド（09牡 ＊クロフネ）入着３回，��２勝	２勝
ノイモント（03牡 ＊エルコンドルパサー）
５勝

４代母 カーナ（82黒鹿 アローエクスプレス）不出走
［子］ ヤマヒサウイング（88牡 ＊プルラリズム）４勝，ＴＶＱ杯，飛梅賞，万葉

Ｓ２着，etc.
ゼンノクリーク（95牡 ＊リズム）３勝
ヤマヒサレディー（86牝 ＊ムーリン）１勝
タガノルネサンス（91牡 レジエンドテイオー）��２勝�５勝
タガノストリーム（92牝 ＊ラシアンルーブル）��２勝�

［孫］ サンドウェル（99牝 サンデーウェル）�９勝
ヤマヒサクローバー（91牝 ウインザーノツト）��１勝

５代母 マスフアーバ（75鹿 ＊フアバージ）２勝
［子］ アサカリフアード（84牡 ＊リイフオー）２勝，アマリリス賞，御岳特別３

着，�２勝入着
ファションファーバ（93牡 ＊サンキリコ）�５勝
ヒノデスーパーマン（91牡 ＊リフアーズスペシヤル）�２勝	入着３回

販売申込者・所有者： 高橋 陵＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2056
生 産 牧 場： 高橋 陵
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

437 マーティンオート２０２１ 牡・鹿 ５／ ６

＊

＊
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyマーティンオート ＊シンボリクリスエス

��
��
�オートクリス鹿 2010 オートジャーニー

＊星旗 16h
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウアリス（07黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（17）〕
メイショウカゲロウ（12牝黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）�10 勝
モンタナドライブ（16牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，���１勝�２勝
オンギ（17�栗 ＊ダンカーク）��３勝�１勝
ピーエムタイガ（19牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）���出走

２代母 ＊コッコレ（99 USA栗 Carson City）１勝
メイショウレガーロ（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，京成杯‐Jpn3 ２着，巴賞

‐L ２着，新潟記念‐G3 ３着，函館記念‐G3 ３着，中山金杯‐G3 ３着，etc.
バトルモア（06牡 ジャングルポケット）�２勝
メイショウオオゾラ（08牡 アグネスタキオン）１勝，萩Ｓ‐OP ２着
メイショウピッケル（09牡 マンハッタンカフェ）入着，	３勝�

３代母 ＊ファインディッシュ（92 USA栗 Devil's Bag）GB・USA２勝
ファインディンプル（00牝 Silver Hawk）不出走

ダブルウェッジ（06牡 ＊マイネルラヴ）２勝，アーリントンＣ‐G3，シンザン記
念‐G3 ２着，西宮Ｓ２着，etc.，��１勝�

ビービーバーレル（13牝 ＊パイロ）２勝，フェアリーＳ‐G3，大沼Ｓ‐OP ２着，etc.，
�入着４回，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 コネクティングリンクConnecting Link（85 USA栗 Linkage）USA入着
［子］ リンクリヴァー Link River（90 牝 GoneWest）GB・USA６勝，ジョン

ＡモリスＨ‐G1，ゴーフォーワンドＳ‐G1 ２着
ディナーアットアーリーンズDinner At Arlene's（02牝 Forestry）USA５勝，
Hastings Park H，Boeing H，King County H３着

［曾孫］ ユラローナ Yulalona（07� Dubai Destination）AUS５勝，ＡＴＣサマ
ーＣ‐G3，ATC Dulcify Quality H‐L，Clarence River JC Graft
on C‐L ２着，etc.

アップルゲイト Applegate（09 牝 Exceed And Excel）AUS１勝，V
RCOttawa S‐L

ペティートジャック Petite Jack（13� Champs Elysees）�GB10 勝，
Quebec S‐L，GB障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

438 メイショウアリス２０２１ �・黒鹿 ５／１９
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジメイショウアリス
＊ Carson City

��
��
�コッコレ黒鹿 2007 ＊ファインディッシュ

7
Halo M4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ミステリアスガール（08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－１（３）〕
ペプチドルーカス（16牡鹿 ルーラーシップ）�入着 10回，筑紫特別（芝 1200）３着，

栃尾特別（芝 1200）３着，�３勝
ネオデレヤ（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）入着，���出走
タツノキララ（19牝鹿 ＊マクフィ）���入着

２代母 エアイゾルテ（97栗 ＊ノーザンテースト）３勝
マルカベスト（05牡 アグネスタキオン）４勝，マレーシアＣ，有田特別，小石原特

別，三河特別２着，はなのき賞２着，etc.
マルカファイン（09牡 アグネスタキオン）３勝，宮崎特別２着，知床特別３着，奥

尻特別３着，�１勝
オースミナイン（10牡 ディープインパクト）４勝，京都金杯‐G3 ２着，ゴールデン

ホイップＴ，久多特別，垂水Ｓ２着，皆生特別２着，etc.
オースミメテオール（14牡 マンハッタンカフェ）１勝
フィールドドウサン（15牡 マンハッタンカフェ）１勝，��５勝

３代母 ＊ニフテイアンドニート（81 USA鹿 Vigors）USA４勝，Bal Harbour S，
Soft Touch S２着，Bed O' Roses Visitation S‐R ３着，Bowl of Flowers
Visitation S‐R ３着，Satin and Lace S３着
ニフティニース（87牝 Raise a Native）７勝，セントウルＳ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3，ＢＳＮ杯‐OP，etc.
ニフティハート（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回
シンゲン（03牡 ＊ホワイトマズル）９勝，オールカマー‐G2，エプソムＣ
‐G3，新潟大賞典‐G3，etc.

ヤングアットハート（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，白富士Ｓ‐L，目黒
記念‐G2 ３着，常総Ｓ，etc.

ナムラチアーズ（08牝 マンハッタンカフェ）入着
ナムラカメタロー（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，師走Ｓ‐L，etc.，�１
勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

ニフティダンサー（88牡 ＊ノーザンテースト）７勝，七夕賞‐Jpn3，吾妻小富士ＯＰ
‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲猿倉牧場＝様似町田代 �090-8907-3619
生 産 牧 場： ㈲猿倉牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

439 ミステリアスガール２０２１ �・鹿 ３／２４
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラミステリアスガール ＊ノーザンテースト

��
��
�エアイゾルテ栗 2008 ＊ニフテイアンドニート

16g
ノーザンテーストM3×S4

価格： 購買者：



母 ミスビートリックス（16青鹿 ＊ノヴェリスト）�２勝
初仔

２代母 トゥザハピネス（09鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
ミヤジユウダイ（14牡 カンパニー）２勝，南相馬特別，陣馬特別２着，奥の細道特

別２着，中京スポニチ賞２着
クールファイブ（18牡 ルーラーシップ）�２勝，印西特別３着
トゥザヒロイン（19牝 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 トゥザヴィクトリー（96鹿 ＊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，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
UAE入着，ドバイワールドＣ‐G1 ２着，優古牝
アゲヒバリ（04牝 ＊クロフネ）��４勝

メドウラーク（11牡 タニノギムレット）６勝，七夕賞‐G3，アンドロメダＳ‐L
３着，カシオペアＳ‐L ３着，etc.，障害３勝

ダノンディスタンスDanon Distance（14牡 ルーラーシップ）３勝，京都新聞
杯‐G2 ３着，若駒Ｓ‐LR ２着，稲荷特別，etc.

リオンリオン（16牡 ルーラーシップ）４勝，セントライト記念‐G2，青葉賞
‐G2，大寒桜賞，etc.，種牡馬

トゥザグローリー（07牡 キングカメハメハ）８勝，日経新春杯‐G2，日経賞‐G2，
京都記念‐G2，etc.，種牡馬

トゥザワールド（11牡 キングカメハメハ）４勝，弥生賞‐G2，若駒Ｓ‐LR，有馬記
念‐G1 ２着，etc.，AUS入着，種牡馬

トーセンビクトリー（12牝 キングカメハメハ）６勝，中山牝馬Ｓ‐G3，ローズＳ
‐G2 ３着，クイーンＳ‐G3 ２着，etc.

４代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
［子］ サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，

シンザン記念‐Jpn3，etc.，�１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，etc.，
種牡馬

［孫］ デニムアンドルビー（10牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2，フ
ローラＳ‐G2，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 笹島 政信＝浦河町上絵笛 �0146-22-0709
生 産 牧 場： 笹島 政信
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

440 ミスビートリックス２０２１ �・鹿 ４／ ４

＊

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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonミスビートリックス ＊シンボリクリスエス

��
��
�トゥザハピネス青鹿 2016 トゥザヴィクトリー

＊フェアリードール 9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ボンセグレート（16栗 ゴールドアリュール）出走
初仔

２代母 シークレットルーム（01栗 ＊タイキシャトル）２勝，伊万里特別２着
クラーベセクレタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）�３勝��９勝�，クイーン賞‐Jpn3，

クイーン賞‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着，マリーンＣ
‐Jpn3 ２着，スパーキングサマーＣ，etc.，ＮＡＲ優３牝
クラーベドラド（19牡 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

マジックキー（13牝 ＊ワイルドラッシュ）��９勝
アナザードア（14牝 ヴァーミリアン）�１勝�１勝��２勝
アルマセグレート（17牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊リボーズシークレット（93 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・IRE・USA２勝，プリンセ
スマーガレットＳ‐G3 ２着，セニョリータＳ‐G3 ３着，レイルウェイＳ‐G3 ３着
アフレイタス（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

エトピリカ（07牝 キングカメハメハ）４勝，医王寺特別，小郡特別２着，彦根
Ｓ３着，etc.
ディアボレット（15牝 ディープブリランテ）２勝，豊栄特別３着，紫川特
別３着

スキップ（16牡 ＊ロージズインメイ）�２勝，仲春特別２着，別府特別３着，
鷹ケ峰特別３着，etc.

ヒバリ（17牝 エピファネイア）２勝，筑紫特別，さわらび賞２着
テオフィルス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，八重桜賞，��１勝

４代母 グリムGlim（84 USA鹿 Damascus）USA出走

５代母 グリスクGlisk（72 USA鹿 Buckpasser）USA３勝
［子］ ＊グロウ（83牡 Northern Dancer）USA４勝，サラナクＳ‐G2，Maryla

nd Turf S‐LR，セクレタリアトＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ラストラ Lustra（85 牡 Danzig）USA５勝，Thanksgiving H‐L，種牡馬

［孫］ レラートデルガート Relato Del Gato（01牡 Tale of the Cat）USA９
勝，Phoenix Gold C‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Pirate's B
ounty H‐R ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

441 ボンセグレート２０２１ 牡・鹿 ４／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤボンセグレート ＊タイキシャトル

��
��
�シークレットルーム栗 2016 ＊リボーズシークレット

1s
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 ムーンフライト（11鹿 アドマイヤムーン）入着，��２勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
インパルスベルン（18牡鹿 ホッコータルマエ）１勝

２代母 ＊インターラプション（95 GB栗 Zafonic）不出走
マッチファスターMuch Faster（01 牝 ＊ファスリエフ）GB・FR４勝，ロベールパ

パン賞‐G2，ボワ賞‐G3，P. La Fleche‐L，モルニー賞‐G1 ２着
シュガーフリー Sugar Free（06 牝 Oasis Dream）GB・IRE２勝，Land O'

Burns S‐L，フライイングファイヴＳ‐G3 ３着
アペイスApace（08牝 Oasis Dream）GB２勝
ビョルン Bjorn（18牡 Acclamation）�ITY３勝，P. Gardone‐L，
P. Rumon‐L ３着

トーセンアーチャー（04牡 Barathea）５勝，トパーズＳ‐L ３着，観月橋Ｓ，上賀
茂Ｓ，内外タイムス杯２着，etc.，��入着２回，京成盃グランドマイラーズ
２着，KOR１勝

ファストワーカー（08牡 ネオユニヴァース）２勝

３代母 インターミッション Intermission（73 GB栗 Stage Door Johnny）GB３勝，
Cambridgeshire H
インターヴァル Interval（84 牝 Habitat）GB・FR４勝，モーリスドゲースト賞

‐G2，Hackwood S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.
クリシアKrisia（92 牝 Kris）FR１勝
コンティネント Continent（97� Lake Coniston）GB・FR・HKG７勝，
ジュライＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，キングズスタンドＳ‐G2
２着，etc.

インババラ Imbabala（95 牝 Zafonic）FR１勝
ザンベジサン Zambezi Sun（04牡 Dansili）FR・USA４勝，パリ大賞
‐G1，フォワ賞‐G2，シャンティー大賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬

インテリム Interim（91牝 Sadler's Wells）GB・FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2，リヴァーシティーズＳ‐G3，Waya H‐L，etc.
ミッドシップスMidships（05 牡 Mizzen Mast）GB・USA５勝，チャールズ

ホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，サンフアンカピストラーノＨ‐G2，
サンルイスレイＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

442 ムーンフライト２０２１ �・青鹿 ２／２６
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズムーンフライト
＊ Zafonic

��
��
�インターラプション鹿 2011 Intermission

1p
サンデーサイレンス S2×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ミステリアスオーラ（06黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（９）〕
モアザンイナフ（12牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝��１勝��
ミュゲモンレーヴ（13牝鹿 ＊バゴ）��１勝
アポロンテンリュウ（14牡鹿 ＊キングズベスト）�２勝��２勝
ヒナノチョウテン（16牡鹿 ＊キングズベスト）���２勝
ミステリオーソ（17牡黒鹿 ＊パイロ）�３勝，相馬特別（Ｄ1700），堺Ｓ（Ｄ1800）

２着，平城京Ｓ（Ｄ1800）２着，豊前Ｓ（Ｄ1700）２着，西脇特別（Ｄ1800）２着
ミステリマスカット（19牝鹿 ダノンシャーク）出走，�地方未出走

２代母 ＊レディソヴリン（88 USA青鹿 Sovereign Dancer）不出走
ピサノメジャール（96牝 Miswaki）１勝
ツルマルバクシン（00牡 ＊サンダーガルチ）５勝，赤穂特別２着，河原町特別２着，

飛梅賞３着
ピサノペガサス（01� ＊サンデーサイレンス）３勝
ウインイージス（03牡 ＊タイキシャトル）３勝，鞍ケ池特別３着，赤湯特別３着
マイネルレギメント（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

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
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
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.

販売申込者・所有者： ㈲笹地牧場＝浦河町上杵臼 �090-3115-7962
生 産 牧 場： ㈲笹地牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

443 ミステリアスオーラ２０２１ �・鹿 ３／１４

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayミステリアスオーラ
＊ Sovereign Dancer

��
��
�レディソヴリン黒鹿 2006 ＊ミルレーサー

22d
Seattle Slew S4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ミンドゥルレ（00鹿 ＊カコイーシーズ）��４勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
アヴィニヨン（07牝黒鹿 ＊アジュディケーティング）��３勝
ミンドゥルレキル（08牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）��１勝
インビクタス（09牡鹿 ゴールドアリュール）���１勝・３勝
サラゴールド（13牝鹿 ＊パイロ）�２勝
スマートダッシュ（16牝鹿 シビルウォー）�７勝
ラフィット（19牝鹿 シビルウォー）���入着２回

２代母 フアニートウシヨウ（83栗 トウシヨウボーイ）不出走
トウショウディアス（88牡 ＊パーフライト）３勝，白百合Ｓ‐OP ２着，江坂特別，

あやめ賞
トウショウクラブ（91牡 サクラトウコウ）２勝，�７勝
トウショウホリック（92牡 ＊ダンサーズイメージ）１勝，�２勝
ナイストップボーイ（01牡 タヤスツヨシ）１勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，障害

３勝，�１勝

３代母 ラブリトウシヨウ（75栗 ＊シルバーシヤーク）８勝，シンザン記念，北海道３
歳Ｓ，エリザベス女王杯２着，阪神３歳Ｓ３着，新潟大賞典２着，etc.，優２牝
モガミキッカ（88牡 トウシヨウボーイ）２勝，萩Ｓ‐OP，��７勝	１勝，関東盃，

ダイオライト記念，etc.

４代母 ＊グリセツタ（58 GB芦 Grey Sovereign）GB２勝
［子］ ゴールゲッターGoal Getter（72 牡 Royal Palace）BEL２勝，P. de la

Commune d'Uccle‐L，P. Lunden‐L ３着
［孫］ アベール A Ver（74牡 Vervain）USA・ARG10 勝，P. Jose B.Zubiaurre

ビステ Viste（72 牡 Vervain）ARG・PAN１勝，P. Sociedad de Emple
ados de Corral‐L，Derby de Panama‐L ２着，G.P. Junta de
Control de Juegos‐L ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ヴェンタネイロ Ventaneiro（76 牡 Breeders Dream）BRZ３勝，ピラテ
ィニンガ大賞‐G3，１０月２９日賞‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

444 ミンドゥルレ２０２１ �・鹿 ３／２３
＊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

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionミンドゥルレ トウシヨウボーイ

��
��
�フアニートウシヨウ鹿 2000 ラブリトウシヨウ

＊グリセツタ 13e
Raise a Native M4×S5 テスコボーイM4×S5

価格： 購買者：



母 メイショウアレーナ（09栗 アグネスタキオン）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
メイショウミチシオ（14牡栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝
サンニコーラ（15牡栗 ＊パイロ）���１勝・３勝
タマノシュシュ（17牝青 ヴァーミリアン）入着２回，��２勝�入着��
メイショウレッシ（18牡栗 トゥザグローリー）��入着

２代母 ＊ロスケイ（91 USA青鹿 Woodman）GB入着
ロスタイム（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，梅田Ｓ，白川郷Ｓ，灘Ｓ２着，ホン

コンＪＣＴ２着，伊丹特別２着
ロスブライアン（99牡 ナリタブライアン）入着，�４勝
ロスジュリア（00牝 ＊ラムタラ）�	２勝
メイショウアイリス（01牝 ＊ジョリーズヘイロー）入着，�１勝

メイショウシンシア（11牡 ＊シニスターミニスター）２勝，ヒヤシンスＳ‐LR
３着，樅の木賞，ポインセチア賞２着

エステヴァン（02
 メジロライアン）２勝，障害１勝
オヤマエルニーニョ（03牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，�１勝
メイショウアサガオ（05牝 フジキセキ）４勝，カーネーションＣ，フィリピンＴ２

着，御嶽特別２着
シルクエステート（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，日豊特別，両津湾特別２着，

瀬波温泉特別２着，メルボルンＴ２着，羊蹄山特別２着，etc.
メイショウミルキー（08牡 マヤノトップガン）�２勝

３代母 マウントホリオークMount Holyoke（84 IRE 鹿 Golden Fleece）GB１勝
ウットンリヴァ－ズWootton Rivers（90 牡 Woodman）GB・FR・IRE・GER・I

TY６勝，グイドベラルデリ賞‐G2，カルロポルタ賞‐G3，Magnolia S‐L，etc.，
種牡馬

マジェラーノMagellano（94牡 Miswaki）FR２勝，ラフォルス賞‐G3，サンクル
ー大賞‐G1 ２着，種牡馬

４代母 アマランダ Amaranda（75 USA鹿 Bold Lad）GB４勝，クイーンメアリー
Ｓ‐G2，St. Hugh's S，フライイングチルダーズＳ‐G1 ２着，ネルグウィンＳ
‐G3 ２着，モールコームＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲斉藤英牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5465
生 産 牧 場： ㈲斉藤英牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

445 メイショウアレーナ２０２１ �・黒鹿 ４／１７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラメイショウアレーナ
＊ Woodman

��
��
�ロスケイ栗 2009 Mount Holyoke

3c
Mr. Prospector S4×M4×S5 Buckpasser S5×M5

価格： 購買者：



母 メイユーブルーム（05栗 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（７）〕
ダノンクィーン（11牝芦 ＊チチカステナンゴ）�６勝�入着
ローリングタワー（14牡黒鹿 ＊ハービンジャー）３勝，北辰特別（芝 1800），知床特

別（芝 2000）
モズハチキン（16牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝
スターレイジング（18牡青鹿 ＊ノヴェリスト）���１勝

２代母 フローラルグリーン（98栗 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，
常陸特別，なにわＳ３着，ハッピーエンドＣ３着
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイランドＳ

‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，マイラーズＣ‐G2 ３着，安田記念‐G1 ４着，etc.
ミッキーセブン（08牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
メジャーガラメキ（12牝 ダイワメジャー）３勝，鳴海特別３着
ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，タン

ザナイトＳ‐OP ３着，白秋Ｓ，晩春Ｓ，etc.
イヴ（17牝 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，etc.，種牡馬
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

京都大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
種牡馬

ディアナムラ（07牝 ザッツザプレンティ）出走
ナムラメルシー（14牝 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス杯

‐Jpn2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲フローラル＝東京都杉並区 �090-5212-2573
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

446 メイユーブルーム２０２１ �・鹿 ５／ ７
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 ＊ダンシングキイメイユーブルーム ＊フォーティナイナー

��
��
�フローラルグリーン栗 2005 ＊フローラルマジック

18
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M4×S5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 メモリーフェミナ（08栗 ＊キャプテンスティーヴ）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（６）〕
メモリーロイヤル（14牝鹿 ＊ホワイトマズル）�５勝�
メモリーコバルト（15牝栗 ＊プリサイスエンド）２勝
メモリーシェーク（19牝栗 トランセンド）��１勝

２代母 メモリーアイズ（99栗 ＊ブライアンズタイム）入着
メモリージャグラー（04牡 ＊スキャン）入着６回，�２勝�入着２回

３代母 ＊バラワキ（85 USA栗 Miswaki）FR３勝，ロベールパパン賞‐G2，P. Soya
‐L，モルニー賞‐G1 ３着
メモリージャスパー（91牝 ＊イルドブルボン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，

サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
メモリージュエル（95牝 ＊アーミジャー）１勝，サフラン賞３着

メモリーシャルマン（09牝 ＊アジュディケーティング）４勝，和布刈特別２着，
観月橋Ｓ３着，舞鶴特別３着

アイオシルケン（12牡 ＊ヴリル）１勝，鳥栖特別３着，国東特別３着，�７勝
メモリーキアヌ（00牝 ＊トニービン）３勝，愛知杯‐Jpn3，スイートピーＳ‐L，福

島牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 バラフナ Balakhna（79 FR黒鹿 Tyrant）FR３勝，グロシェーヌ賞‐G3 ３着
［孫］ ユトマジュールUt Majeur（03 牡 Brahms）FR・QAT７勝，G.P. du S

ud‐Ouest‐L ３着
［曾孫］ ランナーブル Runner Bull（14 牡 Victory Gallop）�TUR９勝，Adn

anMenderes S‐L，Topkapi Trophy‐L，Cevre ve Sehircilik B
akanligi S‐L，etc.

５代母 バルザミックBalsamique（73 FR鹿 Tourangeau）FR７勝，FR障害２勝
［孫］ ツィーテン Zieten（90牡 Danzig）入着，GB・FR６勝，ミドルパークＳ

‐G1，英チャレンジＳ‐G2，フォンテヌブロー賞‐G3，etc.，種牡馬
ブルーダスター Blue Duster（93 牝 Danzig）GB・FR５勝，チヴァリー
パークＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，クイーンメアリーＳ
‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： 成隆牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

447 メモリーフェミナ２０２１ 牡・栗 ５／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスアンライバルド
＊ Sadler's Wells

��
��
�バレークイーン鹿 2006 Sun Princess

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteメモリーフェミナ ＊ブライアンズタイム

��
��
�メモリーアイズ栗 2008 ＊バラワキ

16
Northern Dancer S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 メリーウェザー（10鹿 メジロベイリー）入着４回，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７）〕
シゲルタイタン（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�４勝，天保山Ｓ‐OP
（Ｄ1400）２着，天満橋Ｓ（Ｄ1400），鳴門Ｓ（Ｄ1400）２着，遠江Ｓ（Ｄ1400）２
着，天王寺Ｓ（Ｄ1400）２着，播磨Ｓ（Ｄ1400）３着，苫小牧特別（Ｄ1700）３着

マレフィセント（18牝芦 ＊クロフネ）���入着３回
グランアリエル（19牡鹿 ビッグアーサー）�３勝，ＨＴＢ杯（芝 1200），ゆきつば

き賞（芝 1200）
シーウィザード（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 パシフィックベル（99鹿 ＊アフリート）�１勝��１勝�，２歳優駿若駒賞３着
メジロシーゴー（05牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
メジロチャンプ（06牡 メジロライアン）３勝，サロベツ特別，ひいらぎ賞，札幌ス

ポニチ賞３着
メガポリゴン（14牡 ダイワメジャー）２勝

３代母 ＊ザスキート（91 USA鹿 Nureyev）USA出走
スキッフル（98牝 ＊トニービン）出走

フラガラッハ（07牡 デュランダル）８勝，中京記念‐G3（２回），米子Ｓ‐L，阪
神Ｃ‐G2 ３着，etc.

イリュミナンス（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，クイーンＳ‐G3 ３着，クイ
ーンＣ‐G3 ３着，堀川特別，etc.

フェルメッツァ（11牡 ディープインパクト）５勝，福島民報杯‐L ２着，小倉記
念‐G3 ３着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.

エスティタート（13牝 ドリームジャーニー）５勝，シルクロードＳ‐G3 ２着，
京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，ききょうＳ‐OP ２着，etc.

４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.
［孫］ ＊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，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462

448 メリーウェザー２０２１ �・鹿 ４／１２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�メジロベイリー レールデユタンメリーウェザー ＊アフリート

��
��
�パシフィックベル鹿 2010 ＊ザスキート

11d
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミストラスト（01 USA栗 Nashwan）FR入着５回
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（９）〕
ニシノモレッタ（07牝栗 ＊タイキシャトル）３勝，ききょうＳ‐OP（芝 1400）２着，

驀進特別（芝 1000）２着，邁進特別（芝 1000）３着，大江山特別（芝 1400）３着，
かえで賞（芝 1400）３着
ニシノキントウン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，壬生特別，あやめ賞，アクアマリ

ンＳ２着，新潟日報賞３着
フルミナーレ（09牝鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝
ラストミストラスト（11牝鹿 キングヘイロー）�２勝�
セイウンオセアン（12牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝�１勝�
リヒト（13�栗 ＊パイロ）��３勝
ネオタイガショット（17牡栗 ネオユニヴァース）�１勝
ホワイトレッグス（19牡栗 ＊ディスクリートキャット）�入着２回

２代母 ミュージカルブリスMusical Bliss（86 USA鹿 The Minstrel）GB・FR３勝，
英１０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G3
ハマースタイン Hammerstein（93 牡 Kris）GB・UAE３勝，Nad Al ShebaMile

‐L ３着，種牡馬
ムスカデルMuscadel（94 牝 Nashwan）FR２勝，P. de Liancourt‐L
ラニームRaneem（98� GoneWest）FR・USA・UAE５勝

３代母 ボーリBori（72 USA鹿 Quadrangle）USA入着２回
セイフプレイ Safe Play（78牝 Sham）USA11 勝，ラカニャーダＳ‐G1，フォール

ズシティＨ‐G3，Jasmine S，etc.
ディフェンシヴプレイDefensive Play（87牡 Fappiano）GB・USA６勝，チ

ャールズＨストラブＳ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，イクセルシアＨ‐G2，etc.，
種牡馬

カセッサCasessa（87 牝 Caro）GB・USA入着２回
ニューセンチュリーNew Century（92� Manila）GB・USA４勝，Forty‐Ni

ner H‐L ２着，サンディエゴＨ‐G3 ３着，Skywalker H‐R ３着
テンプルオヴアルテミス Temple of Artemis（99 牡 ＊スピニングワールド）G

B・FR・IRE１勝，キラヴランＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

449 ミストラスト２０２１ 牡・鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊

ナシュワン Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Nashwan Height of Fashionミストラスト ミュージカルブリス The Minstrel

��
��
�Musical Bliss栗USA 2001 Bori

2i
Highclere M4×S5 Busted S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊モーガンズマンボ（02 GB鹿 Kingmambo）USA１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（15）〕
ハーモニアス（09牡鹿 フジキセキ）�２勝�１勝��５勝
ハシルモーガン（10牝鹿 アグネスタキオン）��２勝
アリノマンボ（13牝鹿 オレハマッテルゼ）１勝
アフリカファースト（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝��１勝
アカンダナパワー（16牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着，��入着��
カツノサンキュウ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
セイシンクリア（19牝鹿 ＊ケープブランコ）��２勝�入着

２代母 オンリーロワイヤルOnly Royale（89 IRE 鹿 Caerleon）GB・FR・ITY・U
SA９勝，ヨークシャーオークス‐G1（２回），英ジョッキークラブＳ‐G2，フォワ
賞‐G3，P. Giovanni Falck‐L，コロネイションＣ‐G1 ２着，etc.

＊ロイヤルサクセサー（99牝 Mr. Prospector）出走
プリンスオヴペンザンス Prince Of Penzance（09� ＊ペンタイア）AUS７勝，

ＶＲＣメルボルンＣ‐G1，ＭＶＲＣムーニーヴァリーＧＣ‐G2，MR
C Victoria Gold Cup‐L，ＭＶＲＣムーニーヴァリーＧＣ‐G2 ２着，Ｍ
ＲＣサンダウンクラシック‐G2 ３着，etc.

＊ウインレックス（01� Kingmambo）４勝，六甲アイランドＳ，賢島特別，火打山
特別３着，飛竜特別３着，会津特別３着

ムスコヴァドMuscovado（04牝 Mr. Greeley）GB出走
メイビーレイターMaybelater（12 牝 Mount Nelson）GB３勝，Magnolia S

‐L ３着，Upavon S‐L ３着
＊ゴールデンシロップ（18牡 Havana Gold）�４勝，秋色Ｓ，木更津特別

カスターシュガーCaster Sugar（06 牝 Cozzene）GB４勝
バーリーシュガー Barleysugar（13 牝 Kyllachy）GB・USA３勝，Sandy Bl

ue H，オータムミスＳ‐G3 ３着

３代母 エトワ－ルドパリ Etoile de Paris（77 IRE 鹿 ＊クラウンドプリンス）GB・IR
E２勝，アサシＳ‐G3，Carna Fillies S，April Fillies S２着，ジャージーＳ
‐G3 ３着，ソールズベリ１０００ギニートライアル‐G3 ３着，etc.
グリ－ンライトニングGreen Lightning（88牡 Green Desert）IRE・SAF２勝，

レイルウェイＳ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316
生 産 牧 場： 聖心台牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

450 モーガンズマンボ２０２１ �・鹿 ３／ ２

＊

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

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueモーガンズマンボ オンリーロワイヤル Caerleon

��
��
�Only Royale鹿GB 2002 Etoile de Paris

9e
Mr. Prospector M3×S5 Raise a Native M4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 レディピアレス（04栗 Point Given）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－７（23）〕
シナーラ（10牝鹿 ＊クロフネ）１勝，�５勝�入着��
シャンパンビーチ（11牝栗 ゼンノロブロイ）�５勝��入着４回
ロードアルペジオ（13牡栗 キングカメハメハ）４勝，ベテルギウスＳ‐L（Ｄ1800），

御陵Ｓ（Ｄ1800），赤穂特別（Ｄ1800）２着，平城京Ｓ（Ｄ1800）３着，���３勝
ラミングアタック（14牝栗 ヴィクトワールピサ）�２勝�２勝�入着３回��，ブ

ロッサムＣ（Ｄ1600）２着
タケノスペシャル（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�１勝�１勝��
オウレリア（16牝鹿 ドリームジャーニー）	１勝��
ノルトクリーガー（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）��３勝�

２代母 ＊オウリエット（92 IRE 黒鹿 Caerleon）FR・USA７勝，ゲイムリーＨ‐G1，
サンタバルバラＨ‐G2，ハニムーンＨ‐G3，Osunitas H‐R，Ｑエリザベス二
世チャレンジＣ‐G1 ２着，etc.

＊サムライワールド（99牡 GoneWest）１勝，開成山特別２着，障害１勝，
�１勝
ミステリアスライト（05牡 アグネスタキオン）５勝，天の川Ｓ，稲村ヶ崎特別，葉

牡丹賞
フロムジオリエント（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝
ミュゼミランダ（11牝 ダイワメジャー）１勝

３代母 ローズドクリスタル Rose de Crystal（86 FR鹿 ＊クリスタルグリツターズ）
FR２勝，P. de la Seine‐L，マルセルブサック賞‐G1 ２着，サンタラリ賞‐G1
４着，クロエ賞‐G3 ２着

４代母 ローズアバヴ Rose Above（75 IRE 鹿 Sir Herbert）GB・FR・IRE５勝，チ
ャイルドＳ‐G3，Fasig Tipton C.T.B.A. S，コーク＆オラリーＳ‐G3 ２着，
グリーンランズＳ‐G3 ２着，Castleknock Sprint S２着，etc.

５代母 ライズアバヴ Rise Above（55 GB鹿 Golden Cloud）IRE４勝，Howth H
，Probationers' Plate２着
［子］ ミスターマクヒューMr McHugh（63� Quorum）IRE３勝，Irish Ch

orus S３着，IRE・ITY障害９勝

販売申込者・所有者： ㈲嶋田牧場＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3535
生 産 牧 場： ㈲嶋田牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

451 レディピアレス２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ９

＊

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

ポイントギヴン ＊サンダーガルチ

�
�
�
�
�

��
��

�Point Given Turko's Turnレディピアレス
＊ Caerleon

��
��
�オウリエット栗 2004 Rose de Crystal

11f
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤヒラリー（02栗 Nashwan）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－４（20）〕
グリーンパキラ（09牡栗 フジキセキ）入着，��３勝
リスクオン（11牝栗 マツリダゴッホ）入着，��３勝�入着２回
イダクァイマ（12牡栗 ゴールドアリュール）３勝
ディアヒラリー（13牝栗 ネオユニヴァース）��１勝・10勝
ジュンスターホース（14牡栗 キングカメハメハ）３勝，��未出走���１勝�２勝
スターリーパレード（16牡鹿 トーセンホマレボシ）１勝
ポテンシャルリアル（17	栗 リアルインパクト）入着，���入着２回
入着５回
アッレプランタン（19牝栗 スマートファルコン）���入着

２代母 ＊ダリンダ（93 USA芦 Nureyev）FR１勝
サヴォナローラ Savonarola（00 牡 Machiavellian）USA・UAE２勝，Littlebitli

vely S‐R ２着，種牡馬
ダンロスキンDunloskin（01 牝 Selkirk）GB入着２回，ローザーＳ‐G2 ３着
シトラスノカゼ（03牝 フジキセキ）不出走

ジリオンフェイス（10牡 アドマイヤコジーン）�１勝�１勝，筑紫野賞２着
キングオブロマネ（04	 ダンスインザダーク）２勝，山桜賞２着
レジームチェンジ（05牡 タニノギムレット）２勝
マリアビスティー（08牝 ハーツクライ）２勝，岡崎特別，筑後川特別３着

３代母 ダロマDaloma（84 FR芦 ＊ベリフア）FR・USA５勝，エイグリームＨ‐G3，
Monrovia H‐L，Osunitas H‐LR ２着，P. deMeudon‐LR ２着，
ゴールデンポピーＨ‐G3 ３着，etc.
ミスブルーグラスMiss Blue Grass（98 牝 St. Jovite）USA１勝

ギグハーバーGig Harbor（08 牡 City Zip）USA５勝，Alcatraz S‐L，
Oakland S，Harry Henson S３着，種牡馬

マイリルシャムロックMy Lil Shamrock（10牝 City Zip）USA３勝，Gold
en Gate Debutante S３着

アルソノ Alsono（11牡 Limehouse）USA９勝，K.L.A.Q. H，Zia Park
Governor's Cup S，Riley Allison Futurity３着，種牡馬

販売申込者・所有者： スプリングファーム＝青森県十和田市 �090-1389-8996
生 産 牧 場： スプリングファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

452 アドマイヤヒラリー２０２１ 牡・栗 ４／ ８
＊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ウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

ナシュワン Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Nashwan Height of Fashionアドマイヤヒラリー
＊ Nureyev

��
��
�ダリンダ栗 2002 Daloma

2f
Northern Dancer S4×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 マスターマイン（06鹿 Belong to Me）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（８）〕
ムーンレンジャー（12牡黒鹿 ゴールドアリュール）２勝，香取特別（Ｄ1800）２着，

伊勢佐木特別（Ｄ2100）３着
アークマイニング（13牝栗 カネヒキリ）入着２回，�６勝��１勝�入着，フェア

リーＣ（Ｄ1800）２着
アムールフェイス（15牝黒鹿 マツリダゴッホ）�１勝
デルマカンノン（18牝鹿 スピルバーグ）�２勝，キャンドルライト賞（芝 1200）２

着，二本松特別（芝 1200）２着，さざんか賞（芝 1200）２着
スズカレジェンド（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�出走
ボルネオ（20牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 ＊ソプランマリダフ（94 GB青鹿 Persian Bold）ITY・USA５勝，ブラックヘ
レンＨ‐G2，P. Seregno‐L，P. Gino Mantovani‐L，伊オークス‐G1 ３
着，ジャストアゲイムＨ‐G3 ２着，etc.
スタチュー Statue（02牝 Red Ransom）USA３勝，Sweettrickydancer S，

Noble Robyn S２着
ミスマリダフMiss Mariduff（05 牝 Hussonet）不出走

ポルセンナ Porsenna（10牡 Dylan Thomas）�FR・ITY・SWI19 勝，リボー
賞‐G2，P. Bereguardo‐L，P. d'Estate‐L，リボー賞‐G2 ３着，
ジュビレオ賞‐G3 ２着，etc.

バシレウス Basileus（13 牡 Dream Ahead）FR・ITY４勝，P.d'Estate‐L，
P. Mauro Sbarigia‐L，伊グランクリテリウム‐G2 ２着，リボー賞
‐G3 ２着，P. Natale di Roma‐L ２着，etc.

ゴートゥザミラノ（07牡 ＊アルカセット）１勝

３代母 マリ－ナダフMarina Duff（86 IRE 黒鹿 Caerleon）FR・ITY５勝，ドルメ
ーロ賞‐G3，P. Vittorio Crespi‐L，ロイヤルメアズ賞‐G3 ２着，P. Buonta
lenta‐L ２着，P. Repubbliche Marinare‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

453 マスターマイン２０２１ 牡・黒鹿 ４／２４

＊

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

ビロングトゥミー Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Belong to Me Belongingマスターマイン
＊ Persian Bold

��
��
�ソプランマリダフ鹿 2006 Marina Duff

3d
Northern Dancer M4×S5 Majestic Prince S5×M5

価格： 購買者：



母 メイカ（04鹿 ダンスインザダーク）２勝，長岡特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（４）〕
スイチョウカ（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）出走

アオイショー（18牡 ロードカナロア）�２勝，山吹賞
バンクシアパーク（12牡鹿 ＊スニッツェル）�１勝���
サバイバルポケット（13牝鹿 ジャングルポケット）２勝，鷹巣山特別（芝 1600）２着
フジマサスターダム（14牡鹿 ＊タートルボウル）�１勝
ゲットリズム（16牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，��２勝
サテンスキー（19牝青鹿 リーチザクラウン）��入着
スライム（20牡鹿 ＊エスケンデレヤ）�地方未出走

２代母 フラワーパーク（92鹿 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，
高松宮杯‐Jpn1，シルクロードＳ‐Jpn3，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，スプリンタ
ーズＳ‐Jpn1 ４着，etc.，優短距，優父内
フィレンツェ（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，すみれＳ‐OP ３着，須磨特別
（２回），クリスマスキャロル賞，あすなろ賞，宇治川特別２着，etc.

フローラルパレス（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
カイアワセ（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，ブラッドストーンＳ２着，四

日市特別３着
パラディーゾ（06牡 ダンスインザダーク）１勝
クリアンサス（08牝 Redoute's Choice）３勝，マーガレットＳ‐LR，春菜賞
ヴァンセンヌ（09牡 ディープインパクト）６勝，東京新聞杯‐G3，安田記念‐G1 ２着，

京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，元町Ｓ，エクセレントＪＳＴ，etc.，種牡馬

３代母 ノーザンフラワー（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ミラクルムテキ（93牝 ＊キャロルハウス）不出走

エムオーウイナー（01牡 ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ‐G3，オ
ーシャンＳ‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.，種牡馬

４代母 ＊フアイアフラワー（72 IRE 鹿 Dike）不出走
［子］ ダイナカーペンター（84牡 フレーミングユース）８勝，京都記念‐Jpn2，

阪神大賞典‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

454 メイカ２０２１ �・黒鹿 ５／１１

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメイカ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2004 ノーザンフラワー

＊フアイアフラワー 1n
Halo M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウトパーズ（12芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ラーズグリーズ（17�芦 トゥザグローリー）���１勝
ディアブロケー（19牡栗 トゥザグローリー）���１勝
スイートエデン（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 メイショウアルペン（04黒鹿 Dixie Union）１勝
メイショウエゾホシ（13� ディープスカイ）�２勝�１勝�１勝��入着
シゲノブ（15牡 ゼンノロブロイ）２勝，��１勝	１勝���
，栗駒賞２着
オノーレペスカ（16牝 トーセンホマレボシ）�出走，�３勝

３代母 ＊アルペンローズ（99 USA黒鹿 Kris S.）USA出走
メイショウフェーヴ（05牝 ＊フレンチデピュティ）入着５回，�２勝

メイショウベルボン（14牝 ディープブリランテ）２勝，マーガレットＳ‐LR ３
着，醍醐特別２着，つわぶき賞３着

メイショウオウヒ（08牝 マンハッタンカフェ）入着５回，��３勝
メイショウハリオ（17牡 ＊パイロ）�６勝，マーチＳ‐G3，みやこＳ‐G3，etc.，

��１勝，帝王賞‐Jpn1
テーオーロイヤル（18牡 リオンディーズ）�５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，天皇

賞（春）‐G1 ３着，尼崎Ｓ，etc.
メイショウカドマツ（09牡 ダイワメジャー）５勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，若葉Ｓ

‐LR ２着，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，etc.
メイショウミハル（14牝 ダイワメジャー）１勝，湯浜特別３着
メイショウキョウジ（15牡 ダイワメジャー）�３勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，北

九州短距離Ｓ‐OP ３着，船橋Ｓ，etc.，�２勝

４代母 アミゼットAmizette（92 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA入着
［子］ キングオヴローム King of Rome（05� Montjeu）GB・FR・IRE・GER

・UAE４勝，ロイヤルホイップＳ‐G2，メルドＳ‐G3，オイロパ賞
‐G1 ３着，etc.

スーパーエスプレッソ Super Espresso（07牝 Medaglia d'Oro）USA４
勝，アレールデュポンディスタフＳ‐G3，Sky Beauty S，ラフィ
アンＨ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 榊原 敏明＝浦河町絵笛 �0146-22-0682
生 産 牧 場： 榊原 敏明
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

455 メイショウトパーズ２０２１ �・栗 ２／２６
＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューメイショウトパーズ Dixie Union

��
��
�メイショウアルペン芦 2012 ＊アルペンローズ

A4
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラティエラ（04鹿 ＊スキャターザゴールド）��入着７回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（28）〕
エリタージュ（10牝鹿 バブルガムフェロー）障害１勝，�７勝
ロビンソン（12牡鹿 ＊フレンチデピュティ）��２勝
ローデルバーン（13牡黒鹿 デュランダル）２勝，白川特別（芝 2400）３着
ハクサンジョイ（14牝鹿 アドマイヤムーン）�５勝��２勝
ハクサンアレグリア（15牝鹿 シルポート）��３勝��入着
ハクサンモジャ（16牝鹿 シルポート）��５勝��２勝
バシリッサ（18牝鹿 セレン）���２勝
フィールドゲラン（19牝鹿 トゥザグローリー）�出走

２代母 メガミゲラン（92鹿 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，ア
ンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，パールＳ，etc.
レーヴドゲラン（99牝 ＊リアルシヤダイ）出走

ニュアージゲラン（09牝 オンファイア）入着３回，�１勝��１勝�２勝，英
彦山賞２着，長月賞２着

ペイシャゲラン（14牝 ダノンシャンティ）１勝，飛竜特別２着，�４勝�１勝��
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特別，

伊吹山特別２着，河北新報杯３着，etc.
ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビス

サマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮
記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）FR・GER
・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

スズカゲラン（03牝 ＊ブラックホーク）１勝
リュミエールゲラン（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）�８勝��
クランドールゲラン（09牡 フジキセキ）２勝
クリノダイコクテン（11牡 ハーツクライ）１勝，障害２勝，	１勝�入着
ラヴィーゲラン（12牝 スペシャルウィーク）入着，�３勝

３代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

456 ラティエラ２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュレインボーライン ＊フレンチデピュティ

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyラティエラ ＊シエイデイハイツ

��
��
�メガミゲラン鹿 2004 モガミゲラン

＊ミスブゼン 18
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラッシュストーム（13黒鹿 ＊ザール）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
マエストリーナ（18牝鹿 ワールドエース）�２勝
アカルイスモウブ（19牝黒鹿 アドマイヤムーン）��１勝

２代母 ラッシュウインド（08黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）１勝
ストーミーワンダー（14牡 ＊ストーミングホーム）�16 勝�１勝�１勝�，姫山菊花

賞，くろゆり賞，金沢スプリントＣ，飛山濃水杯，白銀争覇，etc.
ラッシュラッシュ（15牝 ＊バトルプラン）�２勝�２勝�２勝�入着３回�	
ワガママボディ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��	３勝
バリチューロ（18牡 ＊シニスターミニスター）��	５勝�１勝
エムエスムーン（19牝 アドマイヤムーン）��２勝，東海クイーンＣ３着

３代母 ＊ラクリス（91 USA黒鹿 Private Account）FR入着
ニューグレイオンザブロックNugrayontheblock（99
 With Approval）USA・

CAN16勝，R. J. Speers S２着，Klondike H２着，Gold Breeders' Cu
p S２着，etc.

クロニカ（00牝 Broad Brush）３勝，麒麟山特別３着，�１勝�入着
ラプンツェル（02牝 ＊デヒア）�４勝�

クロタカ（09牝 ＊シーキングザダイヤ）２勝，春風Ｓ３着，�９勝�	６勝

４代母 スペクタキュラ－ジョ－ク Spectacular Joke（82 USA鹿 Spectacular Bid）
FR・USA４勝，モーリスドゲースト賞‐G2，パレロワイヤル賞‐G3，ポルトマイ
ヨ賞‐G3 ２着，P. de Bagatelle‐L ２着，Miss America H‐L ３着
［子］ アモニータ Amonita（98 牝 Anabaa）FR・USA６勝，マルセルブサック

賞‐G1，スワニーリヴァーＨ‐G3，P. du Pin‐L，etc.
コックスオランジュ Cox Orange（90牝 Trempolino）FR・USA10 勝，バッ
クラムオークＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3，ボーゲイＨ‐G3，etc.

［孫］ エンビハール Enbihaar（15 牝 Redoute's Choice）GB・FR７勝，リリ
ーラングトリーＳ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，ランカシャーオ
ークス‐G2，etc.

ヴィスタベッラ Vista Bella（02 牝 ＊ディクタット）GB・UAE２勝，M
asaka S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

457 ラッシュストーム２０２１ 牡・青鹿 ２／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeラッシュストーム ＊ワイルドラッシュ

��
��
�ラッシュウインド黒鹿 2013 ＊ラクリス

2s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ライブリハート（10栗 ＊プリサイスエンド）�４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
ライブリーハピネス（16牝鹿 ブラックタイド）��４勝
モーニングサクラ（17牝鹿 スピルバーグ）��１勝�１勝��入着２回
アスターナランハ（18牡黒鹿 キズナ）�１勝，出雲崎特別（芝 2000）３着
リレーションハート（20牝栗 ＊ベストウォーリア）��入着

２代母 ＊シラー（94 FR鹿 Fabulous Dancer）FR１勝，P. Imprudence‐L ３着
オルガナイザー（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
キクノストーム（09牡 ＊スタチューオブリバティ）７勝，カペラＳ‐G3，大和Ｓ‐OP，

天保山Ｓ‐OP ２着，春風Ｓ，尾頭橋特別，etc.

３代母 シリコンレイディ Silicon Lady（86 FR鹿 Mille Balles）FR４勝，トーマス
ブライアン賞‐G3，P. Sir Gallahad‐L，P. d'Angerville‐L，P. de l'Agen
ce Francaise‐LR，パース賞‐G3 ２着，etc.
ブケパラスBucephalass（93 牝 Akarad）FR２勝

パンテシレアPanthesilea（98 牝 Kendor）FR１勝
パジェラ Pagera（08 牝 Gentlewave）FR・GER・CAN・HKG３勝，バ
ーデン牝馬賞‐G3，ＥＰテイラーＳ‐G1 ２着，P. de la Pepiniere‐L
２着，etc.

フリーズ Phlizz（97 牝 Kaldoun）FR入着７回
テールドゥヴァン Terre Du Vent（06 牝 Kutub）FR４勝，P. du Carrousel

‐L，P. Belle de Nuit‐L，マルレ賞‐G2 ２着，etc.
ラトーナ Latona（02牝 Kendor）FR５勝，サンジョルジュ賞‐G3，P. de Saint‐C

yr‐L，P. Servanne‐L ２着
シリコンスター Silicon Star（03 牝 Starborough）FR出走

サーシャパーク Sacha Park（11 牡 Iffraaj）GB・IRE・BHR５勝，Rochest
own S‐L ２着

ピティウス Pythius（13 牡 Lord Shanakill）GB・ITY10 勝，P. Regione Tosc
ana‐L ２着，カルロダレッシオ賞‐G3 ３着，P. Villa Borghese‐L
３着

販売申込者・所有者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �090-5983-3327
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
飼 養 者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �090-5983-3327

458 ライブリハート２０２１ 牡・栗 ３／２３

＊

＊
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyライブリハート
＊ Fabulous Dancer

��
��
�シラー栗 2010 Silicon Lady

5d
フォーティナイナー S4×M4

価格： 購買者：



母 ラヴァーズタイム（11黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�５勝
〔産駒馬名登録数：４〕
プレストウイング（18牡鹿 ネオユニヴァース）���入着２回
テイエムアルプス（19牡鹿 ホッコータルマエ）�出走
ナックブライアン（20牡鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ナイストレビアン（97鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
アタゴダイチ（03牡 スペシャルウィーク）��２勝
ゴールデンダリア（04牡 フジキセキ）５勝，新潟大賞典‐G3，プリンシパルＳ‐L，

産経大阪杯‐G2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，ディセンバーＳ‐L ３
着（２回），etc.

ドリームハッチ（06� ＊グラスワンダー）３勝
キャプテンダリア（08牡 マンハッタンカフェ）��６勝
スカイディグニティ（09牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，菊花賞‐G1 ２着，セント

ライト記念‐G2 ２着，有馬記念‐G1 ５着
ゴールデンファレノ（10牝 フジキセキ）１勝
アルマオンディーナ（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐G1 ５着
プラチナダリア（13牡 ディープスカイ）１勝
レイクルイーズ（14牝 ディープスカイ）�４勝��２勝
ヴェリートレビアン（16牡 ゼンノロブロイ）�２勝
ラストトレビアン（17牡 スマートファルコン）��６勝

３代母 ＊クリスタルガーデン（84 CAN鹿 Alleged）USA２勝
ミスティックノヴァ（94牡 ミスターシービー）３勝，睦月賞２着

４代母 メモリーガーデンMemory Garden（75 USA鹿 Bold Bidder）USA３勝，
Vantage S，Honeymoon S２着，Portage S２着，Silver Spoon H
２着
［孫］ プロブリリョ Puro Brilho（99牡 Nugget Point）BRZ５勝，ルイスオリ

ヴェイラデバロス会長大賞‐G2

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

459 ラヴァーズタイム２０２１ 牡・黒鹿 ３／ １
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayラヴァーズタイム ＊ノーザンテースト

��
��
�ナイストレビアン黒鹿 2011 ＊クリスタルガーデン

2c
Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ラックアサイン（12鹿 ＊ハービンジャー）入着５回，�３勝�入着２回�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グロリアヴェルデ（20牡鹿 ゴールドアクター）��１勝

２代母 サウスティーダ（03芦 アドマイヤベガ）４勝，紅梅Ｓ‐OP ２着，火打山特別，
伏見Ｓ２着，文月特別２着，乙訓特別２着，etc.
カノープス（11牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝�12 勝�入着�
ヴィーナスベルト（13牝 ＊コンデュイット）１勝

ピンクセイラー（19牝 イスラボニータ）�１勝
ルーチェソラーレ（15牝 ＊アイルハヴアナザー）３勝
ルミエールソレイユ（16牝 キングカメハメハ）入着３回，���３勝

３代母 キョウエイコロナ（91芦 ＊ノーパスノーセール）３勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２
着，フェニックス賞‐OP，平尾台特別，スカイブルーＳ２着
インターコウキ（99牡 ＊エリシオ）４勝，昇竜Ｓ‐OP ３着，端午Ｓ‐OP ３着，伏竜

Ｓ‐OP ３着，etc.
エーシンビッグシー（06牡 サクラバクシンオー）１勝，��１勝�４勝�１勝�入

着，ＭＲＯ金賞２着，オッズパーク・ファンセレクションｉｎ笠松２着

４代母 キヨウエイシラユキ（80芦 ＊クラウンドプリンス）３勝
［孫］ スマートファルコン（05牡 ゴールドアリュール）４勝，��12 勝�１勝�

１勝	１勝�３勝�１勝
入着，東京大賞典‐G1，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（２回），東京大賞典‐Jpn1，etc.，ＤＧ特別（2回），種牡馬

ワールドクリーク（95牡 ＊マジツクミラー）７勝，トパーズＳ‐OP，関越Ｓ
‐OP ３着，etc.，��１勝�６勝	入着２回
，東京大賞典‐Jpn1，etc.

［曾孫］ リッカルド（11� フサイチリシャール）６勝，エルムＳ‐G3，etc.，�
��９勝	，帝王賞‐Jpn1 ４着，大井記念，etc.

ファルコンクロウ（09牡 タイムパラドックス）�２勝��８勝，勝島王冠２着
ダンツウォッチ（07牡 バブルガムフェロー）	７勝�入着，ロータスクラ
ウン賞２着，荒炎賞２着

グリニッチヴィレジ（13牝 マツリダゴッホ）�１勝，小郡特別３着

販売申込者・所有者： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256
生 産 牧 場： 静内ファーム
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

460 ラックアサイン２０２１ �・鹿 １／２５
＊

＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlラックアサイン アドマイヤベガ

��
��
�サウスティーダ鹿 2012 キョウエイコロナ

＊アリアーン 9c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ラブフルーツ（14鹿 キングカメハメハ）�１勝��入着�
本馬の他に産駒あり

２代母 アドマイヤトパーズ（05鹿 アドマイヤベガ）出走
カーリングストーン（16牡 アサクサキングス）１勝，�３勝��
シフクユウヒ（17牡 ＊タートルボウル）�１勝

３代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
ロイヤルカード（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走
ワンダフルラッシュ（13牝 ＊バゴ）３勝，葵Ｓ‐LR ３着，クリスマスロー
ズＳ‐OP ３着，黒松賞，etc.

サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，
京都記念‐G2 ３着，毎日王冠‐G2 ３着，etc.

アドマイヤケルソ（08牡 アドマイヤドン）３勝，万葉Ｓ‐L ２着，睦月賞，鷹取
特別２着，etc.

アドマイヤドバイ（10牡 アドマイヤムーン）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3
３着，きさらぎ賞‐G3 ３着，斑鳩Ｓ，etc.

アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，
若葉Ｓ‐LR，etc.

アドマイヤホープ（01牡 ＊フォーティナイナー）２勝，米子Ｓ‐L，障害２勝，�１勝
��１勝�入着��	
，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3，etc.

アドマイヤフジ（02牡 アドマイヤベガ）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山金杯‐G3
（２回），若葉Ｓ‐L，etc.

アドマイヤコスモス（07牡 アドマイヤマックス）５勝，福島記念‐G3，大原Ｓ，京
橋特別，etc.，�２勝

４代母 エレヴェイト Elevate（85 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB・IRE２勝，Bally
macoll Stud S‐L ３着
［子］ カパルガルモン Capal Garmon（98� Caerleon）GB・FR２勝，英ジョ

ッキークラブＣ‐G3，ユベールドショードネイ賞‐G2 ２着，リュテ
ース賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040
生 産 牧 場： サンバマウンテンファーム
飼 養 者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �01456-2-2040

461 ラブフルーツ２０２１ �・栗 ４／１６

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスラブフルーツ アドマイヤベガ

��
��
�アドマイヤトパーズ鹿 2014 ＊アドマイヤラピス

1l
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ラブユー（11栗 マーベラスサンデー）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ラブリアージェ（19牝栗 ＊アグネスデジタル）�出走

２代母 ファンタジー（94鹿 ＊パークリージエント）１勝
ファイアーブレイク（01牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）��１勝�
ライトスタッフ（02牡 メジロライアン）２勝
ブラックデビル（05牡 ＊クロコルージュ）入着，��１勝
ジャイアン（08牡 ＊ゼンノエルシド）２勝
シークレットアーム（09牡 ＊アグネスデジタル）２勝

３代母 リユウクモゼキ（72栗 ＊テスコボーイ）不出走
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.
ライフルショット（87牡 ニホンピロウイナー）３勝，岩谷特別，�１勝

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
ケンタオアフ（90牡 シリウスシンボリ）��５勝，雲取賞２着，ニューイヤー

Ｃ２着
ケンタハワイ（91牡 トウシヨウルチエー）入着４回，深秋特別２着，��８勝

センシユーアサヒ（80牝 ＊オーバーサーブ）��４勝
カズミアサヒ（86牡 ＊ステイールハート）１勝，高湯特別３着

リユウセイム（85牝 ＊サンシー）�入着
ミズサワノギャル（96牝 ＊カンパラ）入着２回，きんせんか賞３着，�１勝

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.

タマモア（88牡 ＊パークリージエント）３勝，磐梯山特別２着，河北新報杯３着
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.

４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

ローレルハツピー（80牝 トウシヨウボーイ）２勝，白河特別
［孫］ オーゴンリュウ（76牡 ＊ラフインゴラ）４勝，浜名湖特別

販売申込者・所有者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605
生 産 牧 場： ㈲サンコウ牧場
飼 養 者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605

462 ラブユー２０２１ 牡・黒鹿 ５／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーラブユー ＊パークリージエント

��
��
�ファンタジー栗 2011 リユウクモゼキ

＊カナデアンガール 2r
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M5×M5 Victoria Regina M5×M5

価格： 購買者：



母 ララミニョンヌ（11鹿 ＊プリサイスエンド）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ビザージュミニョン（16牝鹿 グランプリボス）�１勝
リンノシャトル（19牡栗 タイセイレジェンド）��出走
ジュライナイン（20牝鹿 ジョーカプチーノ）�地方未出走

２代母 アジタート（01鹿 ＊タイキシャトル）�２勝���
ドゥーアップ（08牡 ＊ホワイトマズル）２勝，�５勝
ヴェルタート（10牝 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝
エスペレラヴニール（14牝 ゴールドアリュール）�８勝��
ヴァニラアイス（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ‐L

２着，エニフＳ‐L ２着，端午Ｓ‐OP，大阪スポーツ杯‐OP ２着，etc.

３代母 ＊ファンザブリーズ（88 USA鹿 Lear Fan）USA７勝，Raise Your Skirts H
３着，Turf Paradise Futurity３着
ワタリファイター（02牡 ＊スキャターザゴールド）��４勝�入着４回，平和賞２着，

南部駒賞３着
ドリームスカイラブ（05牡 ＊マイネルラヴ）４勝，奥多摩Ｓ２着，浅草特別２着，銀

蹄Ｓ３着，�３勝��	
��

４代母 ＊スクリーンシーン（81 USA鹿 Exceller）FR・USA２勝
［子］ アクションシーン（89牡 ＊ダイヤモンドショール）５勝，洛陽Ｓ‐OP，逆

瀬川Ｓ，鞍馬特別，etc.
フジノスクリーン（90牡 ＊ラツキーソブリン）２勝，企救丘特別３着

５代母 スリップスクリーン Slip Screen（72 USA鹿 Silent Screen）USA10 勝，ロ
ングアイランドＨ‐G3，テストＳ‐G3 ２着，Busanda S２着，Suffolk Cou
nty H２着，Searching S３着
［子］ アメリカンブレッド American Bred（85牡 Riverman）FR・USA２勝，

キングエドワードゴールドＣ‐G3 ２着
［孫］ ザーブズダハール Zarb's Dahar（00� Zarbyev）USA17 勝，Cajun S

‐R（３回），Folklore H，Louisiana Champions Day Sprint S
‐R，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤 政志＝浦河町瑞穂 �0146-25-2290
生 産 牧 場： 斉藤 政志
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

463 ララミニョンヌ２０２１ 牡・栗 ４／２７

＊

＊
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyララミニョンヌ ＊タイキシャトル

��
��
�アジタート鹿 2011 ＊ファンザブリーズ

2f
フォーティナイナー S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ミルククラウン（03 USA栗 Mr. Greeley）１勝，遠野特別（Ｄ1150）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（21）〕
リヴァロ（10牝鹿 ネオユニヴァース）１勝
セトノヴィラーゴ（11牝栗 ダイワメジャー）�２勝�入着２回
サプライズラテ（12牡黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��
タンサンドール（13�栗 デュランダル）１勝，��１勝�８勝	４勝��
スマートアレス（14牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
スマートエルピス（16牡青 ヴィクトワールピサ）�３勝
ベッラヴォルタ（17牝栗 ヴィクトワールピサ）２勝，しゃくなげ賞（芝 1200），摩

周湖特別（芝 1200）２着
ミルクメイド（19牝栗 イスラボニータ）�出走

２代母 スカイクラウン Sky Crown（97 USA鹿 Sky Classic）不出走
コンパスウェイCompassWay（07牡 ＊サンダーガルチ）FR・QAT３勝
トゥエルヴトリックスTwelve Tricks（14 牝 ハットトリック）USA１勝

３代母 コンプロマイズドクラウンCompromised Crown（88 USA黒鹿 Halo）US
A入着 10回
オールモーストセイントリー Almost Saintly（94 牝 St. Jovite）USA４勝，Dowag

er S‐L ２着，Natalma S‐L ２着，Green River S‐L ３着，etc.
コストリークラウン Costly Crown（98牝 Peaks and Valleys）USA４勝，Ellis

Park Debutante S‐L ２着
ジンジヴェールGingivere（02 牝 Chester House）USA１勝

コサージュ Corsage（09牝 Exchange Rate）FR・USA３勝，Belmont Park
Finney S３着

４代母 レイスバンダーナ Lace Bandanna（82 USA鹿 Hold Your Peace）GB１勝
［子］ ホワイトルームWhite Room（87牝 Carr de Naskra）USA１勝，M

ohawk S‐LR ３着
［曾孫］ ブルドーザー Bull Dozer（08� Trippi）USA21 勝，Ponche H２着，

Jack Dudley Sprint H‐R ３着，Eillo S３着

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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

464 ミルククラウン２０２１ �・栗 ３／１４
＊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

＊

ミスターグリーリー GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Mr. Greeley Long Legendミルククラウン スカイクラウン Sky Classic

��
��
�Sky Crown栗USA 2003 Compromised Crown

17b
Halo S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ミルク（14黒鹿 キングヘイロー）��出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
モンジロウ（18牡鹿 チェリークラウン）���１勝
ミルクキャラメル（20牝青鹿 メイショウボーラー）���出走

２代母 ジンデンキセキ（01黒鹿 フジキセキ）�５勝
メイバクフ（09牡 ＊マイネルラヴ）�１勝�
リーベ（10牝 ＊マイネルラヴ）�７勝��１勝
リバティークイーン（13牝 ＊スタチューオブリバティ）入着７回，�４勝��２勝

３代母 レイホーグロリアス（96黒鹿 ＊キンググローリアス）不出走

４代母 サマニシャルダン（90鹿 シンボリルドルフ）不出走

５代母 ヤマトシヤルダン（73鹿 ＊セダン）��出走
［子］ サンエイソロン（78牡 ＊パーソロン）６勝，サンケイ大阪杯，京都新聞杯，

ＮＨＫ杯，etc.，種牡馬
レイホーソロン（83牝 ＊パーソロン）３勝，桜花賞‐Jpn1 ４着，チューリ
ップ賞‐OP，千両賞

アローシヤルダン（82牝 アローエクスプレス）３勝，木曽川特別，木曽川
特別３着，三宮特別３着

モガミピューマ（88牡 シンボリルドルフ）１勝，松川浦特別，犬山特別２
着，医王寺特別２着，etc.

ランスルーザターフ（95牡 オグリキャップ）３勝，布引特別，河原町特別
２着，ガーベラ賞２着，etc.，障害１勝

［孫］ サマニベッピン（90牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，金鯱賞‐Jpn3，etc.

ダンツキッチョウ（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，青葉賞‐Jpn2，札
幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，すみれＳ‐OP

ミスズシャルダン（95牡 ＊トニービン）６勝，小倉大賞典‐Jpn3，中山金
杯‐Jpn3 ２着，オーストラリアＴ‐OP ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ レディインブラック（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，アネモネＳ‐L，
赤松賞２着，青嵐賞３着，etc.

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

465 ミルク２０２１ 牡・鹿 ３／ ３
＊ 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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローミルク フジキセキ

��
��
�ジンデンキセキ黒鹿 2014 レイホーグロリアス

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アグネスアーニャ（12鹿 ＊アグネスデジタル）３勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
カレーパン（20牡黒鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 アグネスラック（03芦 ＊クロフネ）３勝，豊明特別
アグネスコスモス（10牝 ＊アグネスワールド）入着，�７勝
アグネスオラシオン（11牡 ＊ティンバーカントリー）１勝
アグネスフェアリー（13牝 ヴィクトワールピサ）１勝
テイエムメジャー（18牡 ダイワメジャー）�１勝

３代母 アグネスセレーネー（96栗 ＊トニービン）出走
アグネスパサー（01牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アグネスサクラ（06牝 ＊ホワイトマズル）３勝，白藤賞，三面川特別２着，木津
川特別２着，etc.
ブレイキングドーン（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3，弥生賞‐G2 ３着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，etc.

ルドンカズマ（17牡 ゴールドアリュール）�２勝，菅名岳特別３着
アグネストレジャー（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，白富士Ｓ‐L ３着，むらさ

き賞，三田特別，etc.

４代母 アグネスフローラ（87鹿 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐OP，エルフィンＳ‐OP，若菜賞，優３牝
［子］ アグネスタキオン（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，種牡馬
アグネスフライト（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー
‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

アグネスタカオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，蓬莱峡特別，松島
特別２着，千葉日報杯２着

アグネスプロトン（99牡 ＊エリシオ）２勝，医王寺特別２着

５代母 アグネスレデイー（76鹿 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ
ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

466 アグネスアーニャ２０２１ �・鹿 １／３１
＊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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawアグネスアーニャ ＊クロフネ

��
��
�アグネスラック鹿 2012 アグネスセレーネー

＊ヘザーランズ 1l
トニービン S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊レッドガナドーラ（09 USA黒鹿 Bernardini）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
レッドテオドーラ（15牝鹿 ディープインパクト）�２勝
テーオーコンドル（19�青鹿 エピファネイア）�出走
ドライチ（20牡鹿 レッドファルクス）�未出走

２代母 ゾフィーZophie（95 USA黒鹿 ＊ホークスター）USA５勝
カルエルKal El（03� Kelly Kip）USA・CAN５勝
アピーリングゾフィー Appealing Zophie（04 牝 Successful Appeal）USA３勝，

スピナウェイＳ‐G1，シルヴァーブレットデイＳ‐G3，Delta Princess S‐L
２着，Mountaineer Juvenile Fillies S‐L ２着，ヴィクトリーライドＳ
‐G3 ３着
ブルーアイヴィーBlue Ivy（09牝 Distorted Humor）不出走
ケナイボブ Kenai Bob（16� Shackleford）�USA７勝，Star of Texas
S‐R，Texas Horse Racing Hall of Fame S‐R ２着，Wayne Han
ks Memorial S‐R ３着，Groovy S‐R ３着，Shakopee Juvenile
S３着

トーストオヴメイフェアToast of Mayfair（12 牝 Speightstown）USA１勝
ボヘミアンフロスト Bohemian Frost（19 牝 Frosted）�USA１勝，Ke
ntucky Juvenile S３着

タップリット Tapwrit（14 牡 Tapit）USA４勝，ベルモントＳ‐G1，タンパベ
イダービー‐G2，Pulpit S，サムＦデイヴィスＳ‐G3 ２着，種牡馬

ライドアコメット Ride a Comet（15 牡 Candy Ride）�USA・CAN８勝，
ケネディロードＳ‐G2，デルマーダービー‐G2，トロピカルターフＳ‐G3，
Charlie Barley S，メイカーズマークマイルＳ‐G1 ２着，etc.

インジェクト Inject（18 牝 Frosted）�USA３勝，Goldfinch S，ヴィクト
リーライドＳ‐G3 ３着

ハイアープレイスHigher Place（06� Trippi）USA６勝

３代母 ソデオソデオ Sodeo Sodeo（89 USA黒鹿 Seattle Slew）不出走
ヤンキーモン Yankee Mon（01牡 Maria's Mon）USA５勝，Evan Shipman H

‐R，Belmont Park Say Florida Sandy S‐R ３着，General Douglas Mac
Arthur H‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

467 レッドガナドーラ２０２１ 牡・鹿 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊

ベルナルディーニ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Bernardini Cara Rafaelaレッドガナドーラ ゾフィー ＊ホークスター

��
��
�Zophie黒鹿USA 2009 Sodeo Sodeo

19
Roberto S4×M5 Seattle SlewM4×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 リボルトレイダー（08鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，��６勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（２）〕
ミュー（15牡鹿 フェデラリスト）入着２回，�２勝
ワイルドトレイダー（16牡栗 ＊アポロキングダム）１勝
ワイズマンハート（18牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝
サヨノトレイダー（19牝鹿 ホッコータルマエ）�１勝
メイショウベニバナ（20牝鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 ネヴァカグラ（03栗 アグネスタキオン）不出走
アンスタンフィール（10牝 ＊スタチューオブリバティ）１勝

レディフォリア（17牝 トゥザワールド）１勝，��２勝��入着
ニーチェ（11牡 ＊チチカステナンゴ）�１勝�
ネイチャーレット（13牡 タニノギムレット）４勝，本栖湖特別，緑風Ｓ３着

３代母 エイブルカグラ（92栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
アスクコマンダー（98牝 ＊コマンダーインチーフ）４勝，忘れな草賞‐OP，西海賞，

三田特別，etc.
トレノエンジェル（07牝 ＊タイキシャトル）２勝，スイートピーＳ‐L
キングスタイル（17牝 ディープインパクト）�３勝，御在所特別，三方ヶ
原Ｓ３着

ステイブルアスク（18牝 オルフェーヴル）�３勝，東北Ｓ３着
ドゥオーモ（13牡 ディープインパクト）３勝，函館記念‐G3 ２着，小倉大賞典

‐G3 ２着，玄海特別，etc.
メガバックス（99牡 ウイニングチケット）２勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着，春菜賞，

日高特別３着
ネヴァシャトル（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，皆生特別３着

４代母 シャダイカグラ（86栗 ＊リアルシヤダイ）７勝，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ
‐Jpn2，ペガサスＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，etc.，優３牝
［子］ オプティマルマザー（03牝 マーベラスサンデー）１勝，香春岳特別，�２勝

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

468 リボルトレイダー２０２１ 牡・芦 ４／２９

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkリボルトレイダー アグネスタキオン

��
��
�ネヴァカグラ鹿 2008 エイブルカグラ

＊ラバテラ 16a
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 リリカルホイッスル（11黒鹿 ゼンノロブロイ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ホイッスルヴォイス（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，��出走�３勝�
エコロマリン（18牝黒鹿 リオンディーズ）�出走，�２勝

２代母 ストームホイッスル（04黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
ダノンステラ（09牝 ダイワメジャー）�１勝�２勝
メイケイペガスター（10牡 フジキセキ）３勝，共同通信杯‐G3，キャピタルＳ‐L ３

着，若駒Ｓ‐OP ３着，ＢＳイレブン賞，清水Ｓ２着
ドラゴンストーム（12� ハーツクライ）１勝，障害１勝
メテオストーム（13牝 ダイワメジャー）�２勝�１勝�入着５回	

３代母 ＊ラークホイッスル（94 CAN黒鹿 Silver Deputy）USA２勝，ShadyWell S
‐R，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Princess Elizabeth S‐R ２着，MyD
ear S‐L ３着
タブアキャットTab a Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）不出走

ミスターソウルMr. Soul（04� Aptitude）USA５勝，Jim RasmussenMem
orial H２着

イードバイデルオチョ Edubai Del Ocho（06牡 E Dubai）PAN15勝，P. Ar
ias Paredes y Alberto Arias Espinosa‐L

アップルビーガーデンズ Appleby Gardens（00 牝 A.P. Indy）USA２勝，Shad
y Well S‐R，フリゼットＳ‐G1 ３着

ペニーホイッスル（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯‐L，アネ
モネＳ‐L，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.

モエレソーブラッズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着，クローバー賞‐L ３着，�
５勝�１勝
�１勝，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ優２歳

４代母 ファインドハピネス Find Happiness（82 USA鹿 Buckfinder）USA９勝，
Nicosia S‐L，Susan's Girl S，バレリーナＳ‐G2 ４着
［孫］ ＊サウンドガガ（09牝 Roman Ruler）７勝，天王山Ｓ‐OP，etc.，
�１勝，

スパーキングＬＣ‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

469 リリカルホイッスル２０２１ �・鹿 ４／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊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リリカルホイッスル ＊ブライアンズタイム

��
��
�ストームホイッスル黒鹿 2011 ＊ラークホイッスル

9e
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 リーズントウショウ（11栗 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ツクバボニート（16牝栗 ローエングリン）�１勝
エキゾチックルナ（17牝栗 ＊パイロ）��６勝
シネマトウショウ（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）��出走�５勝
ビッグヒップルーフ（19牡芦 ＊ザファクター）���入着２回

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： 坂本 健一＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2067
生 産 牧 場： 坂本 健一
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

470 リーズントウショウ２０２１ �・栗 ４／ ２
＊ 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズリーズントウショウ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ栗 2011 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Mr. Prospector S3×M5 サンデーサイレンスM4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ラブジュリエット（09鹿 フサイチコンコルド）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（４）〕
ジュリーハーツ（15牝黒鹿 ハーツクライ）２勝，閃光特別（芝 1000），飛翼特別
（芝 1000）２着

オースミカムイ（17�鹿 オルフェーヴル）��４勝
セイウンロミオ（18牡鹿 ドゥラメンテ）�２勝
ハクサンアロー（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）���入着３回

２代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，�１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン記

念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，仲秋特別，北九州短距離Ｓ２着，etc.
オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ

‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着（２回），
米子Ｓ‐L ２着，etc.
オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，�

１勝��１勝�入着��，ダイオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，
名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

オースミミズホ（10牝 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別２着
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，

大津特別３着，五条坂特別３着
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪

城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，白富士Ｓ‐L ３着，アンドロメダＳ‐L ３着，etc.
ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

３代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
カガミセンカ（89牝 トウシヨウボーイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，

巴賞‐OP ２着，忘れな草賞‐OP ３着

４代母 トサモアー（53鹿 トサミドリ）14勝，阪神３歳Ｓ，神戸盃，菊花賞２着，桜花
賞２着，オークス３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

471 ラブジュリエット２０２１ �・鹿 ３／１７

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンラブジュリエット ＊リンドシェーバー

��
��
�ホッコーオウカ鹿 2009 ランズプロント

＊フロリースカツプ 3l
Alydar S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ルナーアピール（16栗 アドマイヤムーン）出走
初仔

２代母 ＊ルアーズ（09 AUS栗 Flying Spur）AUS入着６回
レッドシャドー（17牡 ＊キングズベスト）���入着３回�１勝

３代母 ＊グリルズ（95 USA栗 Rahy）FR出走
グレンデルヴァインGlendelvine（00 牝 ＊サンデーサイレンス）AUS２勝

カリスタCallista（09 牝 Redoute's Choice）AUS１勝
ペンブロークカースル Pembroke Castle（15� I Am Invincible）�AU
S５勝，ATC Inglis Classic‐LR ３着

リヴェラインRiverine（01 牝 Flying Spur）AUS１勝
ピンズオヴペレ Pins Of Pele（09� Pins）AUS２勝，ＳＡＪＣチェアマンズ

Ｓ‐G3 ３着
スターミスティク Star Mystic（02 牝 Flying Spur）AUS４勝，ＡＴＣサラウンド

Ｓ‐G2 ３着
＊アルヴァータ（03牝 Flying Spur）GB・FR・AUS８勝，ＡＴＣタッドケネディＳ‐G1，

ＡＴＣブリーダーズクラシック‐G2，BRC Just NowQuality H‐L，etc.
レヴォルテ Revolte（05� ＊フレンチデピュティ）SIN４勝，Singapore Guineas

‐L，Steward's Cup‐L，Juvenile Championship‐L ３着
エアロバティクス Aerobatics（08 牝 Exceed And Excel）AUS６勝，ホークスベ

リークラウン‐G3，ＭＲＣノースウッドプルームＳ‐G3，Hawkesbury Cro
wn‐L，etc.

４代母 スザンタンデュ Sous Entendu（87 USA栗 Shadeed）FR・USA１勝，グロ
ット賞‐G3 ３着
［子］ ポルトボヌール Porte Bonheur（05 牝 ＊ヘネシー）USA・CAN６勝，フ

ァーストフライトＨ‐G2，ヴィクトリーライドＳ‐G3，Ontario Fa
shion S‐L，etc.

スリップストリーム Slip Stream（96牡 Irish River）GB・FR・GER・U
AE３勝，ベルリンブランデンブルクトロフィ‐G2，Goodwood Th
oroughbred S‐L，ジャンプラ賞‐G1 ２着，etc.

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

472 ルナーアピール２０２１ 牡・鹿 ２／ １

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズルナーアピール
＊ Flying Spur

��
��
�ルアーズ栗 2016 ＊グリルズ

4k
Mr. Prospector S4×M5×M5 Danzig S4×M5 Northern Dancer S5×S5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 ルビーティアラ（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ファンキーブルース（19�黒鹿 ストロングリターン）���１勝

２代母 シンコールビー（00青鹿 サクラローレル）２勝，フローラＳ‐Jpn2，オーク
ス‐Jpn1 ３着
シンコープリンス（07牡 マンハッタンカフェ）３勝
シンコーロマン（08牝 ＊シルバーチャーム）入着４回，�３勝�入着
シンコームーン（09牝 ＊フォーティナイナーズサン）３勝
シンコープリンセス（10牝 デュランダル）�３勝�１勝�
シンコースカイ（12牝 ディープスカイ）入着，�８勝
シンコーメグチャン（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，菅名岳特別２着
ルージュカプリス（17牝 スクリーンヒーロー）���２勝�４勝
カフェテオドーラ（18牝 アロマカフェ）��１勝

３代母 ＊ダズリンデセプション（89 CAN青 Storm Cat）USA１勝

４代母 グラディオラスGladiolus（74 USA栗 Watch Your Step）USA17 勝，イン
タバラＨ‐G3，Interborough H，Ak‐Sar‐Ben Queen's H，Miss Prosp
erity S，First Flight H，etc.
［子］ スタイリッシュセニョール Stylish Senor（88 牡 El Gran Senor）GB・

USA６勝，ゴードンＳ‐G3，種牡馬
スワンプキング Swamp King（90牡 Vice Regent）USA12 勝，Highla
nder S‐L，Monroe County S，フィンガーレイクスＨ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ドラマティスDramatis（85 牡 Spectacular Bid）FR・IRE・USA３勝，
P. Servanne‐L，ジョンシェール賞‐G3 ２着

［孫］ イクシードアンドイクセル Exceed And Excel（00 牡 ＊デインヒル）GB
・AUS７勝，ＶＲＣニューマーケットＨ‐G1，ＭＲＣインヴィテイシ
ョンＳ‐G1，ＡＴＣロイヤルソヴリンＳ‐G2，etc.，種牡馬

エネミーオヴアヴェレジ Enemy Of Average（03牡 Fusaichi Pegasus）
AUS１勝，SAJCWalter Brown S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231
生 産 牧 場： ㈲下河辺トレーニングセンター
飼 養 者： ㈲下河辺トレーニングセンター＝千葉県香取市 �0478-75-2231

473 ルビーティアラ２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジルビーティアラ サクラローレル

��
��
�シンコールビー黒鹿 2014 ＊ダズリンデセプション

23b
Blushing Groom S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ルミナスグルーヴ（09鹿 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
グルーヴィタイム（13牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，�３勝�２勝�入着
ハギノエスカーダ（14牝鹿 ＊タートルボウル）出走

ハギノモーリス（19牡 モーリス）�２勝，立待岬特別
ソリスルクス（19牡栗 モーリス）�出走

２代母 ソニックグルーヴ（03鹿 ＊フレンチデピュティ）不出走
スペシャルグルーヴ（07牝 スペシャルウィーク）出走

グルーヴィット（16牡 ロードカナロア）�３勝，中京記念‐G3，京王杯スプリ
ングＣ‐G2 ３着，ファルコンＳ‐G3 ２着，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距
離Ｓ‐OP ２着

ジュンライトボルト（17牡 キングカメハメハ）�４勝，橘Ｓ‐L ２着，むらさき
賞，鞍ケ池特別，フローラルウォーク賞，須磨特別２着，etc.

サトノユリア（08牝 ディープインパクト）１勝
アドマイヤキンカク（10牡 ディープインパクト）２勝，鳥屋野特別２着
カノーロ（11牝 ディープインパクト）１勝
ノーブルソニック（12牝 ネオユニヴァース）１勝，桑折特別３着
フランドル（13� キングカメハメハ）３勝，障害２勝

３代母 エアグルーヴ（93鹿 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，
札幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，マーメイドＳ‐Jpn3，etc.，年代
表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ドゥラメンテ（12牡 キングカメハメハ）５勝，日本ダービー‐G1，皐月賞‐G1，

中山記念‐G2，etc.，UAE入着，優３牡，種牡馬
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，日経

新春杯‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

４代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132
生 産 牧 場： スカイビーチステーブル
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

474 ルミナスグルーヴ２０２１ 牡・鹿 ２／１８
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラルミナスグルーヴ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ソニックグルーヴ鹿 2009 エアグルーヴ

＊パロクサイド 8f
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ルレシャンテ（14黒鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヴァンシャンテ（19牝青鹿 ＊バゴ）�入着２回

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
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： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

475 ルレシャンテ２０２１ 牡・青鹿 ３／３１

＊

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

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ルレシャンテ ＊トニービン

��
��
�トレアンサンブル黒鹿 2014 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
Halo S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインク（05鹿 ミラクルアドマイヤ）３勝，白馬岳特別（Ｄ1800）２着，��入着
２回，中日杯（Ｄ2300）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（15）〕
ハクサンオダイリ（14牡栗 デュランダル）�１勝
ハクサンウインク（15牝鹿 シルポート）���６勝
ハクサンナデシコ（16牝鹿 シルポート）��３勝
ハクサンハート（17牝鹿 シルポート）��２勝
ハクサンキュート（18牝栗 ハクサンムーン）���入着�３勝

２代母 エイシンデイリー（91鹿 ＊ナグルスキー）不出走
ヒダカフジ（97牝 ＊クリミナルタイプ）�１勝�２勝
ウインチーフ（99牡 ＊ソヴィエトスター）��１勝
ネイティブキング（00牡 ＊リンドシェーバー）��３勝
ゴールデンアラジ（01牡 ＊アラジ）�９勝
ワイエスハッスル（03牡 ＊アラジ）��４勝
マジックカイマナ（04牝 ＊マジックマイルズ）１勝
ゴールドフジ（06牡 ゴールドヘイロー）��２勝

３代母 エイシングレシャス（84黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，吹田特別，垂水Ｓ３着，
うずしおＳ３着，大日岳特別３着，えのき賞３着
キタサンサイレンス（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
エイシンフージン（93牡 ＊ビシヨツプボブ）１勝，マロニエ賞３着，障害１勝
エイシンルーデンス（96牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，チュー

リップ賞‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
エーシンラージシー（06牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝

エイシンヴァラー（11牡 ＊サウスヴィグラス）６勝，ジャニュアリーＳ‐OP，etc.，
�２勝	９勝�入着��
�，黒船賞‐Jpn3，笠松ＧＰ２着，etc.

エイシンバッケン（12牡 ＊ヨハネスブルグ）７勝，欅Ｓ‐L，欅Ｓ‐L ２着，
根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.

エーシンリジル（07牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，北九州記念‐G3 ２着，鞍
馬Ｓ‐OP ２着，船橋Ｓ，etc.，�１勝

エーシンエムディー（09牝 キングカメハメハ）３勝，鳥羽特別，壬生特別２着，
芦屋川特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

476 ウインク２０２１ �・栗 ５／３０
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ミラクルアドマイヤ ＊バレークイーンウインク ＊ナグルスキー

��
��
�エイシンデイリー鹿 2005 エイシングレシャス

＊チーフネル 8f
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィヴァルディ（11鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
ツバキヒメ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��４勝
セレージャ（18牝鹿 ＊パイロ）��５勝

２代母 キャトルセゾン（99栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
スターリーワルツ（04牝 フサイチコンコルド）出走

オレタチセッカチ（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�入着３回，園田
ジュニアＣ２着，兵庫ダービー３着

クリアソウル（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝
ピースワンパラディ（16牡 ジャングルポケット）�５勝，キャピタルＳ‐L，青葉賞

‐G2 ３着，京都金杯‐G3 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，湘南Ｓ，etc.
ミッキーデジタル（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝
ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，関門橋Ｓ３着，渥美

特別３着，�８勝��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着
アナンタン（09牝 キングカメハメハ）��２勝�６勝
グラミスキャッスル（13牝 ＊クロフネ）４勝，稲妻Ｓ，飛翔特別，邁進特別２着，閃

光特別２着
ブラックランナー（14牡 ＊クロフネ）３勝，秋明菊賞３着，�	13 勝�入着４回，御

厨人窟賞，大高坂賞２着

３代母 ＊エミネントガール（92 GB栗 Nashwan）出走
ホシノベストタイム（97
 ＊ブライアンズタイム）４勝，阿武隈特別３着
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府中牝
馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，マ
イラーズＣ‐G2 ３着，etc.

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊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，漁火特別，桃花賞
［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： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

477 ヴィヴァルディ２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヴィヴァルディ ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャトルセゾン鹿 2011 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ウェイヴランナー（10 GB栗 Raven's Pass）GB１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
テリングブロウ（15牡鹿 Teofilo）�１勝�３勝�
ロイヤルヨット（16牡栗 ＊キングズベスト）入着，���２勝
ウェイヴアナリシス（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）��２勝��
ストームサージ（19�青鹿 エピファネイア）�出走

２代母 ダヌータDanuta（00 USA鹿 ＊サンデーサイレンス）USA・UAE３勝
＊レディミドルトン（05牝 Kingmambo）FR１勝

レディオブオペラ（10牝 Singspiel）５勝，淀短距離Ｓ‐L，シルクロードＳ‐G3
２着，醍醐Ｓ

コモドー（12牡 ＊コマンズ）１勝，�３勝�，佐賀皐月賞２着
デヴォティーDevotee（06 牝 Elusive Quality）GB・USA・UAE２勝，UAE O

aks‐L，アルシバイアディズＳ‐G1 ３着
インスロール Enthrall（14 牝 Bernardini）FR・USA・CAN３勝，Nellie Mo

rse S３着，Winter Melody S３着
ディスカヴァラーDiscoverer（09 牡 Bernardini）GB・UAE３勝
インフレクションポイント Inflection Point（16� Invincible Spirit）�GB・IRE

４勝，Belgrave S‐L ３着

３代母 ＊ポリッシュスタイル（89 USA鹿 Danzig）FR・ITY・USA２勝，P. Hampt
on‐L，P. de Bagatelle‐L ２着，P. Petite Etoile‐L ２着，ロイヤルメア
ズ賞‐G3 ３着
ポーリシュパナシュ Polish Panache（97牡 GoneWest）IRE・UAE１勝，愛フュ

チュリティＳ‐G3 ３着
フォーク Folk（04 牝 Quiet American）USA・UAE３勝，UAE Oaks‐L，U

AE One Thousand Guineas‐L，ＣＣＡオークス‐G1 ３着
キャプティヴェイティングラス Captivating Lass（09 牝 A.P. Indy）USA２勝，

Busanda S‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2 ３着

４代母 ファミリースタイル Family Style（83 USA栗 State Dinner）USA10 勝，フ
リゼットＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ラカニャーダＳ‐G1，アーリントンワシ
ントンラッシーＳ‐G1，アーリントンメイトロンＨ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ㈱白井牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

478 ウェイヴランナー２０２１ �・鹿 １／２９

＊

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

＊

レイヴンズパス Elusive Quality

�
�
�
�
�

��
��

�Raven's Pass Ascutneyウェイヴランナー ダヌータ ＊サンデーサイレンス

��
��
�Danuta栗GB 2010 ＊ポリッシュスタイル

8c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 レッドオランジュ（12鹿 ステイゴールド）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
シヴァタウ（18牝黒鹿 ＊バトルプラン）��３勝

２代母 オレンジパラダイス（99鹿 ＊エリシオ）１勝，定山渓特別３着，筑後川特別３着
ネオヴェリーブル（07� スペシャルウィーク）２勝
ネオブラックダイヤ（08牡 ゼンノロブロイ）５勝，万葉Ｓ‐L ３着，天皇賞（春）‐G1

５着，レインボーＳ，晩秋特別，箱根特別２着
オレンジブルーム（09牝 ダイワメジャー）�５勝�１勝
サダムコーテイ（10牡 ＊ウォーエンブレム）２勝，障害１勝

３代母 オレンジシェード（91黒鹿 ＊トニービン）３勝，新津特別，桑名特別，西日本
スポーツ杯２着，浜名湖特別２着，筑後川特別２着，etc.
オレンジワールド（01牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，飯盛山特別，タイランドＣ３着
オレンジハーベスト（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，桑折特別

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
［子］ ガレオン（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，日本ダー

ビー‐Jpn1 ４着，アイビーＳ‐OP，etc.，種牡馬
オークツリー（89牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，福島記念‐Jpn3 ２着

［孫］ 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Ｃ
ｈＳ‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬

ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ
‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

ギミーシェルター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，スイートピーＳ‐L
２着，アネモネＳ‐L ２着，鷹巣山特別，etc.

［曾孫］ プレシャスカフェ（99牡 ＊ハートレイク）８勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，シルク
ロードＳ‐Jpn3，札幌日刊スポーツ杯‐L，etc.，種牡馬

アロマキャンドル（05牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，スイートピーＳ‐L，
いちょうＳ‐L

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.

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

479 レッドオランジュ２０２１ �・鹿 ５／ ４
＊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

＊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ッドオランジュ ＊エリシオ

��
��
�オレンジパラダイス鹿 2012 オレンジシェード

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 トニービン S4×M4
Northern Dancer S5×M5 ノーザンテーストM5×M5
価格： 購買者：



母 レッドシェダル（12黒鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
フォルシェルル（20牝鹿 サトノクラウン）�地方未出走

２代母 スターリーロマンス（98栗 ＊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
ファイブスター（05牝 ＊クロフネ）３勝，知床特別２着，宗谷特別３着，十勝岳特別

３着，北洋特別３着
スマートシャヒーン（14牡 ＊タイキシャトル）２勝，マカオＪＣＴ，勝浦特別３着
ダノングリスター（16� ロードカナロア）�４勝，夏至Ｓ，矢作川特別，夏至

Ｓ３着
クリスティロマンス（07牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，夕月特別２着，都井岬特別

２着，太宰府特別３着，矢車賞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，釜山Ｓ３着，�１勝�４勝��，如月賞３着，etc.
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Ｏ

Ｐ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，白百合Ｓ‐OP，垂水Ｓ，etc.
シュバルツリッター（15� ＊ノヴェリスト）１勝，��入着２回��入着４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

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

480 レッドシェダル２０２１ �・鹿 ３／ ６

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーレッドシェダル ＊サンデーサイレンス

��
��
�スターリーロマンス黒鹿 2012 ＊ミルレーサー

22d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レッドプライム（02黒鹿 スペシャルウィーク）��１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－５（10），地方－２（３）〕
レッドプラネット（07牝青鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，��１勝
トップストライド（08牡鹿 ＊アルカセット）２勝
トップボンバー（11牡鹿 ジャングルポケット）４勝，和布刈特別（Ｄ1700），早鞆

特別（Ｄ1700），福島放送賞（Ｄ1700）２着，津軽海峡特別（Ｄ1700）２着
トップホライゾン（15牡鹿 ディープブリランテ）１勝
レッドチアフル（17牝鹿 ゴールドアリュール）入着，��２勝
パルガン（19牝黒鹿 ホッコータルマエ）�１勝

２代母 スプラッシュクイン（93黒鹿 ＊トニービン）１勝
スプラッシュヒット（99牡 ダンスインザダーク）３勝，糸魚川特別，伊達特別，土

湯特別２着，琵琶湖特別３着
ウォーターポロ（03牡 アグネスタキオン）２勝
アインファスター（04牝 ＊アフリート）１勝
マルカレガート（05牡 ＊タイキシャトル）１勝
マルタカデピュティ（06牡 ＊フレンチデピュティ）�３勝�13 勝��
マイネルイグアス（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ダイナマーメイド（83鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，伊達特別２着，文知摺特
別２着
ラッキーセイラー（92牡 ＊トニービン）４勝，江の島特別，千里山特別，グリーンＳ

２着，etc.

４代母 シヤダイマイン（73黒鹿 ＊ヒツテイングアウエー）３勝，師走特別
［子］ ダイナシユート（82牝 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，

七夕賞‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ダイナマイン（80牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.

［孫］ アドマイヤマックス（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念
‐Jpn1，富士Ｓ‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

［曾孫］ ラインクラフト（02牝 ＊エンドスウィープ）６勝，桜花賞‐Jpn1，ＮＨＫ
マイルＣ‐Jpn1，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，etc.

販売申込者・所有者： 庄野牧場＝日高町美原 �01456-5-2807
生 産 牧 場： 庄野牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

481 レッドプライム２０２１ 牡・鹿 ４／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールレッドプライム ＊トニービン

��
��
�スプラッシュクイン黒鹿 2002 ダイナマーメイド

＊フアンシミン 9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ロンギングエレン（16鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 ダイワパッション（03鹿 ＊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
ダイワインスパイア（09牡 ダイワメジャー）２勝，�１勝
ダイワフェーム（10牡 ダイワメジャー）１勝，�４勝
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
カインドリー（17牝 キズナ）１勝
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

３代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
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
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

４代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ 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.

５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

プルーヴ Prove（98牝 ＊デインヒル）FR４勝，クロエ賞‐G3，P. de la S
eine‐L

販売申込者・所有者： 田上 徹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2399
生 産 牧 場： 田上 徹
飼 養 者： 田上 徹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2399

482 ロンギングエレン２０２１ �・黒鹿 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アルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムロンギングエレン ＊フォーティナイナー

��
��
�ダイワパッション鹿 2016 サンルージュ

＊チカノヴァ 1l
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ロビングショット（08鹿 ゼンノロブロイ）��出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
ノアブリジット（14牝栗 ＊サマーバード）入着３回，��３勝
ハッシュレート（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�３勝�入着２回��
ダイユウニシキ（17牡黒鹿 パドトロワ）��６勝
ザハートハート（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��２勝
オールコートプレス（20牝黒鹿 トーセンジョーダン）��出走

２代母 レインボーサッシュ（02栗 サツカーボーイ）出走
レインボーカムカム（09牝 ＊ケイムホーム）入着２回，��２勝�入着２回

３代母 レインボーブルー（88栃栗 ＊ノーリユート）１勝
レインボーアルファ（94牝 ＊アサティス）��４勝

セトノシェーバー（01牡 ＊リンドシェーバー）３勝，御嶽特別，伊勢特別，etc.，
�４勝	１勝
，新春ペガサスＣ，etc.

カシノバズライト（02牡 バブルガムフェロー）２勝，花見山特別２着，福島放
送賞３着，�１勝�

レインボーマグナム（05牝 マンハッタンカフェ）入着
レインボーラヴラヴ（11牝 ＊マイネルラヴ）２勝，村上特別，相模湖特別２
着，鷹巣山特別３着，etc.，��２勝

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

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

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］ 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

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
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

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

483 ロビングショット２０２１ �・鹿 ４／１２
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルロビングショット サツカーボーイ

��
��
�レインボーサッシュ鹿 2008 レインボーブルー

＊プロポンチス 4d
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 レッドプリモ（15鹿 ルーラーシップ）入着，�１勝�
初仔

２代母 アドマイヤエレノア（08鹿 ディープインパクト）１勝
エンジェルスマイル（16牝 エイシンフラッシュ）入着，�１勝
アドマイヤハイジ（18牝 ＊ノヴェリスト）�１勝

３代母 ＊トロピカルブラッサム（98 USA鹿 ＊サンダーガルチ）USA３勝，Star Ball H
，ミレイディＨ‐G1 ３着，クレメントＬハーシュＨ‐G2 ３着，Chou Crout
e H‐L ２着
ピイラニハイウェイ（05牡 Silver Deputy）６勝，��１勝�１勝���，浦和記念

‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
カラフルブラッサム（10牝 ハーツクライ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1

５着，千里山特別２着，ビオラ賞２着，etc.
リレーションシップ（17牡 ルーラーシップ）�４勝，戎橋Ｓ，志摩Ｓ２着

４代母 バーバラスー Barbara Sue（84 USA黒鹿 Big Spruce）USA12 勝，Carris
Memorial H，Chaparral Breeders' Cup H，Furl Sail H，Truly Bound
S，Cornucopia H，etc.
［子］ ダイアモンドオンザランDiamond on the Run（95牝 Kris S.）USA２

勝，ダヴォナデイルＳ‐G2，フリゼットＳ‐G1 ２着，メイトロンＳ
‐G1 ２着，etc.

バーベット Barbette（03 牝 High Yield）USA５勝，Jersey Lilly S，
Possibly Perfect S，Indian Maid H‐L ２着，etc.

［孫］ バディズヒューマー Buddy's Humor（04 牡 Distorted Humor）USA５
勝，パンアメリカンＳ‐G3，Jersey Derby‐L，Elkwood S，etc.，
種牡馬

ティズヒーザワン Tiz He the One（14	 TizWonderful）�USA５勝，
Challedon S‐R，Fire Plug S３着

［曾孫］ セレスタイン Celestine（12 牝 Scat Daddy）USA８勝，ジャストアゲイ
ムＳ‐G1，ハニーフォクスＳ‐G2（２回），Kentucky Downs Previe
w Turf Cup S，etc.

販売申込者・所有者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397
生 産 牧 場： ＣＲステーブル
飼 養 者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397

484 レッドプリモ２０２１ �・鹿 ４／１８

＊

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴレッドプリモ ディープインパクト

��
��
�アドマイヤエレノア鹿 2015 ＊トロピカルブラッサム

19
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 レナプリンセス（06鹿 メジロライアン）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
セルリアンエース（17牡鹿 ワールドエース）�２勝
アカトンボ（18牝栗 ダノンシャンティ）��１勝

２代母 ビックホルダー（92鹿 マルゼンスキー）出走
ブラックタイガー（98牡 ＊カコイーシーズ）３勝，やまゆりＳ，フリージア賞２着，

飛梅賞２着，白梅賞２着
リンクスプリント（00牡 ＊キンググローリアス）�４勝
オースミビック（02牡 ＊キンググローリアス）�５勝
ダンストンヴェルゼ（10牡 ＊リンドシェーバー）�１勝

３代母 ＊ブルーサファイア（83 USA鹿 Damascus）USA入着
ポルタトーリ（97牝 マルゼンスキー）入着２回，��１勝�入着	

エルサフィール（06牝 タヤスツヨシ）１勝
カネノイロ（13牡 ＊パイロ）３勝，伊良湖特別２着
トキノパイレーツ（15牡 ＊モンテロッソ）２勝，���３勝，スパーキング
サマーＣ，戸塚記念２着

フォスキアセラーレ（98牝 マルゼンスキー）３勝，朝里川特別，稲妻特別２着，飛
翼特別２着

セイントセーリング（04牡 キングヘイロー）�８勝，不来方賞，岩手ダービーダイ
ヤモンドＣ，阿久利黒賞，etc.

４代母 エインシャントアート Ancient Art（76 USA鹿 Tell）USA４勝，Market
Basket S，San Clemente S，デルマーオークス‐G2 ３着
［子］ ピンクスリッパー Pink Slipper（84 牝 Nijinsky）USA２勝，Providen

cia S‐LR ３着，Sweet Diane S‐R ３着
［孫］ ボグワイルド BogWild（93 牝 OnceWild）ITY・USA９勝，Hialeah

H‐L，P. Archidamia‐L，P. Fia Breeder's C‐L，etc.
［曾孫］ ボグハンター Bog Hunter（99
 Hunting Hard）USA７勝，Holiday Ina

ugural S‐L，Charities S‐R，Foundation Plan H，etc.

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
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

485 レナプリンセス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２４

＊

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

アンバーシヤダイ

�
�
�
�
�

��
��

�メジロライアン メジロチエイサーレナプリンセス マルゼンスキー

��
��
�ビックホルダー鹿 2006 ＊ブルーサファイア

13c
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドモーション（07黒鹿 War Chant）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊オフユーゴー（99 USA鹿 Seattle Slew）FR出走
ロカータ Locata（05 牝 ＊ストラヴィンスキー）USA３勝
ウッドホワイトWoodWhite（06 牡 Aljabr）FR・ITY８勝，P. Rumon‐L ２着
トップシュール（08牡 マンハッタンカフェ）��１勝�
ビナセブン（09牝 ＊タイキシャトル）�２勝��２勝
ラッキードラゴン（10牡 ＊クロフネ）�１勝��入着３回

３代母 ＊セットインモーション（93 USA栗 Mr. Prospector）FR１勝
ディヴァインタスクDivine Task（98� Irish River）GB・UAE２勝，ジェベルハ

ッタ‐G3，Al Fahidi Fort‐L ２着，Burj Nahaar‐L ３着
ヴォトシVotsi（03 牝 A.P. Indy）GB・USA１勝

ファンタスティックヴォトシ Fantastic Votsi（08 牝 Cherokee Run）不出走
チェロキールールズ Cherokee Rules（13 牝 Aussie Rules）URU６勝，
P. America‐L ３着

ファナティカ Fanatica（15牝 Saratoga Storm）�URU６勝，ロスアラス賞‐G3

４代母 カドーダミー Cadeaux d'Amie（84 USA栗 Lyphard）FR２勝，ヴァントー
賞‐G3 ３着，オマール賞‐G3 ３着
［子］ ハトゥーフ Hatoof（89 牝 Irish River）GB・FR・USA９勝，英１０００ギニ

ー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，ビヴァリーディＳ‐G1，etc.
アイリッシュプライズ Irish Prize（96� Irish River）FR・USA10 勝，シ
ューメイカーマイルＳ‐G1，サンマルコスＳ‐G2，ファイアクラッカ
ーＨ‐G2，etc.

インシジャーム Insijaam（90牝 Secretariat）FR３勝，P. Charles Laffitte
‐L，P. de la Cochere‐L，P. Rose deMai‐L ２着

［孫］ ピクタヴィア Pictavia（02 牝 Sinndar）GB・IRE・ITY・USA５勝，セ
レクトＳ‐G3，Drumtop S‐L，Hoppings S‐L，etc.

マプートMaputo（10� Cape Cross）GB・FR・IRE・UAE６勝，ロイ
ヤルホイップＳ‐G3，Glasgow S‐L，アルラシディヤ‐G2 ３着，
GB障害４勝

販売申込者・所有者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316
生 産 牧 場： 聖心台牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

486 ワイルドモーション２０２１ �・黒鹿 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

ウォーチャント Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�War Chant HollywoodWildcatワイルドモーション
＊ Seattle Slew

��
��
�オフユーゴー黒鹿 2007 ＊セットインモーション

25
Mr. Prospector S4×M4×M5 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 レーヌルネサンス（15栗 ステイゴールド）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 クィーンスプマンテ（04栗 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯‐G1，
みなみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，鳥屋野特別，堀川特別２着，etc.
ディアスプマンテ（13牝 ヴィクトワールピサ）１勝
レーヌジャルダン（14牝 ディープインパクト）１勝
アスティ（16� オルフェーヴル）�１勝，奥の細道特別３着，横津岳特別３着，潮

来特別３着，�３勝��
エルバルーチェ（17牝 オルフェーヴル）入着５回，��２勝

３代母 センボンザクラ（92栗 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ
リー賞，船橋Ｓ２着，春望Ｓ２着，etc.
モスフロックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ドリームガードナー（05牡 ＊トワイニング）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ２着，
ディセンバーＳ‐L ２着，鳴尾記念‐G3 ３着，etc.

プラントハンター（10牡 ＊クロフネ）４勝，銀蹄Ｓ２着，上総Ｓ２着，�３勝
��入着３回

ナリタカービン（06牡 ＊ホワイトマズル）３勝，錦江湾特別３着，くすのき賞３着，
�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

４代母 ダイナフランダース（79鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，
みなみ北海道Ｓ，ルビーＳ，伏拝特別
［子］ ルーベンスメモリー（00牡 ジェニュイン）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，

エイプリルＳ‐L ３着，迎春Ｓ，etc.
［孫］ ニューイチトク（05牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別，

オークランドＲＣＴ２着
ユレルオモイ（97牝 メジロマックイーン）５勝，大雪Ｈ２着，層雲峡特別
２着，噴火湾特別２着，etc.

［曾孫］ スーパーマルトク（03牝 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館
日刊スポーツ杯

クィーンマルトク（02牝 ＊マイネルラヴ）３勝，ＳＴＶ賞，ＳＴＶ賞２着，
サロマ湖特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

487 レーヌルネサンス２０２１ 牡・栗 ２／ ３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレーヌルネサンス ジャングルポケット

��
��
�クィーンスプマンテ栗 2015 センボンザクラ

＊レデイフランダーズ 4r
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



母 ヤクマンブルース（14黒鹿 カネヒキリ）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ピエールバージニア（20牝黒鹿 ラブリーデイ）��出走

２代母 セイウンヒメラギ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
ニシノアララギ（06牡 ＊タイキシャトル）障害１勝，��１勝
ニシノスローン（07牡 キングカメハメハ）３勝
ニシノスタイル（09牡 デュランダル）２勝，クローバー賞‐LR ２着，橘Ｓ‐OP ３

着，フローラルウォーク賞
ニシノカザブエ（11牝 ステイゴールド）１勝
キョウエイレガード（15牝 カネヒキリ）���３勝

３代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・IRE入着２回
グリーンプラネット（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，

奥多摩Ｓ，フリーウェイＳ，etc.
サニングデール（99牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念‐Jpn1，ＣＢＣ賞‐Jpn2，

阪急杯‐Jpn3，etc.，��入着，種牡馬
クレンデスターン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，

野路菊Ｓ‐OP，木津川特別２着
ホエールシャーク（02牝 ＊ヘネシー）２勝，由布院特別，セプテンバーＳ２着，北九

州短距離Ｓ２着，etc.，�６勝

４代母 カディッシア Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）FR２勝，P. de la T
heve
［子］ カヒアシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）GB・FR・IRE５勝，英ダー

ビー‐G1，愛ダービー‐G1，リングフィールドダービートライアルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊カリアナ（94牝 Slip Anchor）GB・FR３勝，セントサイモンＳ‐G3，
Galtres S‐L，Aphrodite S‐L ２着

［孫］ カサーニ Kassani（92 牡 Alleged）FR・AUS５勝，ケルゴルレイ賞‐G2，
P. La Moskowa‐L，P. Vulcain‐L，etc.

カサーナ Kassana（94牝 Shernazar）FR１勝，ミネルヴ賞‐G3，マルレ
賞‐G2 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

488 ヤクマンブルース２０２１ �・黒鹿 ３／２０

＊

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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�カネヒキリ ＊ライフアウトゼアヤクマンブルース ＊コマンダーインチーフ

��
��
�セイウンヒメラギ黒鹿 2014 ＊カディザデー

5e
Deputy Minister S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アンフレシェ（13黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハニーショコラ（19牝鹿 メイショウサムソン）��２勝
ワカタツフェイス（20牝青鹿 ヴィクトワールピサ）�未出走

２代母 ディアコトミ（07鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
コンドルヒデオ（12牡 メイショウサムソン）３勝，�12 勝�５勝��
ジュンドリーム（15牝 ＊トビーズコーナー）２勝
アルマザッハーク（17牡 メイショウサムソン）���２勝

３代母 セカンドチャンス（97栗 ＊スキャン）入着
レッドアゲート（05牝 マンハッタンカフェ）２勝，フローラＳ‐Jpn2，日経新春杯

‐G2 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，etc.
レッドジェニアル（16� キングカメハメハ）�２勝，京都新聞杯‐G2，鳴尾記

念‐G3 ３着

４代母 ベツプイチバン（78栗 ＊シーホーク）２勝
［子］ テイエムメガトン（94牡 ＊スキャン）３勝，�１勝�１勝��	入着３回，

ダービーＧＰ‐Jpn1，グランシャリオＣ‐Jpn3，川崎記念‐Jpn1
２着，etc.

リネンツバサ（93牡 ＊プルラリズム）３勝，３歳抽せん馬特別，障害１勝
［孫］ ホクセツキング（96� ＊モガンボ）７勝，トパーズＳ‐OP，花園Ｓ，阿蘇

Ｓ，etc.
［曾孫］ スーパーヴィグラス（06� ＊サウスヴィグラス）��５勝�２勝�，アフ

ター５スター賞３着，京浜盃３着，岩鷲賞
テイエムニコニコ（02牝 ＊サンシャック）
２勝�入着，ル・プランタン
賞２着

５代母 トーエイプリンセス（73青 ＊ネヴアービート）出走
［子］ モンテグロリー（79牡 ＊フロリバンダ）４勝，クローバー賞

シャープホーラー（82牡 タイテエム）３勝，揖斐川特別
［孫］ ロングタイリン（88牝 ＊ワツスルタツチ）３勝，竜飛崎特別，和布刈特別

２着，大沼Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2505
生 産 牧 場： 猿橋 義昭
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

489 アンフレシェ２０２１ �・鹿 ２／２７

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアンフレシェ ＊プリサイスエンド

��
��
�ディアコトミ黒鹿 2013 セカンドチャンス

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 アキノクリンチ（11芦 ＊クロフネ）１勝，��１勝�入着
初仔

２代母 ＊タイトーク（94 USA芦 ＊ブラックタイアフェアー）USA２勝
ジュディシズワイルドラッシュ JudithsWild Rush（01牡 ＊ワイルドラッシュ）US

A・CAN12勝，ヴィジャルＳ‐G3，ヴィジャルＨ‐G3，マリーンＳ‐G3，Ja
cques Cartier S‐L，Bold Venture H‐L，etc.，種牡馬

スタッドジェルラン（06牡 キングカメハメハ）６勝，レパードＳ（重賞）３着，オア
シスＳ‐LR ２着，仁川Ｓ‐L ２着，ジュライＳ‐OP，阿蘇Ｓ‐OP ２着，etc.

ホーマンピクシー（07牝 キングカメハメハ）出走
ネイビーブルー（13牡 ネオユニヴァース）４勝，上総Ｓ２着，エールＳ３着，

��出走���出走
コパノリッチマン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝，伊勢Ｓ２着，矢作川特別２

着，�４勝��入着�，黒潮盃２着，北海優駿３着，王冠賞，etc.
アルゴリズム（08	 アグネスタキオン）５勝，大和Ｓ‐OP ２着，ファイナルＳ，etc.，

��１勝�，東京スプリント‐Jpn3 ３着，船橋記念２着，アフター５スター賞３着
サンライズトーク（10	 ダイワメジャー）２勝，�９勝，園田ＦＣスプリント３着
タイユール（12牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝
ディレット（16牝 リーチザクラウン）１勝
サニートーク（17牡 トランセンド）１勝

３代母 ＊ハイランドトーク（87 USA栗 Highland Park）USA７勝，ガゼルＨ‐G1，ブ
シャーＨ‐G3 ２着，Double Delta S‐LR ３着
ロイヤルマイル（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，ジュニアＣ‐OP ３着，ベゴニア賞
テイエムテンライ（00牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オパールＳ‐OP ２着，若草

Ｓ‐OP ２着，但馬Ｓ，etc.，障害１勝
フロムアップランド（01牝 ＊エリシオ）５勝，セレブレイション賞，鷹巣山特別２着，

かもめ島特別３着

４代母 スピーキングオヴスイーツ Speaking of Sweets（78 USA鹿 Elocutionist）
USA３勝
［子］ ＊ホークアタック（92牡 Silver Hawk）USA４勝，セクレタリアトＳ‐G1，ア

ーリントンクラシック‐G2，フォアラナーＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 武田 修一＝新冠町高江 �0146-47-2452
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

490 アキノクリンチ２０２１ 牡・鹿 ５／２１
＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアキノクリンチ
＊

＊ブラックタイアフェアー

��
��
�タイトーク芦 2011 ＊ハイランドトーク

4
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アクトオネストリー（16黒鹿 ジャスタウェイ）出走
初仔

２代母 ＊オネストリーダーリン（98 USA鹿 Kingmambo）USA４勝，ダリアＨ‐G2 ３着
ダーリングマンボDarling Mambo（04牝 Broad Brush）USA１勝

ダーリングスカイDarling Sky（12牝 Sky Mesa）USA３勝，Jostle S‐L
２着，Christiecat S２着，Gin Talking S２着，Saratoga Coron
ation Cup S３着

イレフュータブル Irrefutable（06 牡 Unbridled's Song）USA４勝，エインシェン
トタイトルＳ‐G1 ２着，スマイルスプリントＨ‐G2 ２着，ヴァーノンＯアン
ダーウッドＳ‐G3 ２着

サンレガーロ（08牝 ディープインパクト）３勝，壇之浦特別２着，春日特別３着，
西海賞３着，オーストラリアＴ３着，糺の森特別３着

アルアマーナ（09牝 ディープインパクト）２勝，都井岬特別，西海賞２着，糺の森
特別３着

ディアマイダーリン（12牝 ハーツクライ）２勝，フローラＳ‐G2 ２着，フラワーＣ
‐G3 ３着，赤松賞，新潟日報賞３着，��１勝，クイーン賞‐Jpn3

タイセイヴィクター（13� ヴィクトワールピサ）１勝，�１勝�３勝��
シンシアリダーリン（18牝 ドリームジャーニー）�２勝，栄特別３着

３代母 リラクタントゲスト Reluctant Guest（86 USA鹿 Hostage）USA10 勝，ビ
ヴァリーヒルズＨ‐G1，ウィルシャーＨ‐G2，Beverly D. S‐L，Louis R. Ro
wan H‐L，Senorita S‐L，etc.

＊ニキーヤ（93牝 Nureyev）FR３勝
ゴールドアリュール（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，

��２勝�１勝，東京大賞典‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，etc.，
優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

オリエントチャーム（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3
３着，秋華賞‐Jpn1 ４着，紅梅Ｓ‐OP ２着，etc.
ペルシアンナイト（14牡 ＊ハービンジャー）４勝，マイルＣｈＳ‐G1，アー
リントンＣ‐G3，大阪杯‐G1 ２着，etc.

ピーティーインディ P. T. Indy（94牡 A.P. Indy）USA２勝，Pirate Cove S‐R，
シネマＨ‐G3 ２着，ウィルロジャーズＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

491 アクトオネストリー２０２１ �・青鹿 ４／２３

＊

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

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルアクトオネストリー
＊ Kingmambo

��
��
�オネストリーダーリン黒鹿 2016 Reluctant Guest

9h
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドフォーリア（06栗 ダンスインザダーク）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
トーセンリゲル（15牡栗 ＊グラスワンダー）�５勝��入着

２代母 バースデイローズ（95栗 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）３着
ローズギャラリー（01牝 バブルガムフェロー）２勝
ダマスクローズ（03牝 アグネスタキオン）入着２回

ロゾヴァドリナ（12牝 ＊スニッツェル）��２勝�４勝，ＯＲＯＣ（３回），オパ
ールＣ，ジュニアＧＰ２着

トーセンファントム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ‐L，東スポ杯２歳
Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

ジャストジョーイ（09牝 ＊クロフネ）１勝
アオイシンゴ（14� ダノンシャンティ）�４勝，葉山特別，隅田川特別２着，

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

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

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

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

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

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

き賞，伊良湖Ｓ２着
［孫］ ローズパレード（00牡 ジェニュイン）�５勝，サンライズＣ２着
［曾孫］ ナターレ（08牝 ＊クロフネ）��７勝�２勝�入着，しらさぎ賞，戸塚記

念，クラウンＣ，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

492 レッドフォーリア２０２１ 牡・栗 ５／２６

＊

＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイレッドフォーリア ＊トニービン

��
��
�バースデイローズ栗 2006 エリザベスローズ

＊ノーベンバーローズ 16a
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アインライツ（01黒鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（11）〕
ウエスタンダーツ（08牡栗 ネオユニヴァース）入着，��１勝
ポッドレイ（10牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
ビックアマゾネス（14牝青鹿 ヴァーミリアン）�３勝��
ダイチョウセブン（15牡青鹿 カネヒキリ）��４勝
マイネルエキサイト（16牡青鹿 ブラックタイド）１勝，富良野特別（芝 2000）３着
（２回），脊振山特別（芝 1800）３着，���出走

ミルトディーズ（18牡鹿 リオンディーズ）��１勝
ヒーローコール（20牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 セレクトレモン（91鹿 ＊プルラリズム）不出走
ミスサプライズ（97牝 ＊ミュージックタイム）�３勝

ハマノエルマー（06牡 ＊スターオブコジーン）１勝，つばき賞２着
レーヴドグロワール（98牡 ＊ソヴィエトスター）１勝
サダムブルースカイ（99牡 ＊ラストタイクーン）３勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファルコ

ンＳ‐Jpn3 ２着，ＵＨＢ杯‐L ３着，ＵＨＢ杯‐OP ２着，葵Ｓ‐OP ２着，etc.
リモンチェロ（00牡 ジェニュイン）入着２回，れんげ賞３着，�１勝�１勝
イサミマニッシュ（02牝 バブルガムフェロー）１勝
イサミフラワー（03牝 ＊フォーティナイナー）１勝
ウルトラストーン（04牡 ＊グラスワンダー）１勝
キリコンバット（05	 マンハッタンカフェ）�４勝�４勝��入着
シルクレモネード（07牝 マンハッタンカフェ）�１勝�
エメラルポケット（09牝 ジャングルポケット）�１勝�１勝
フジノキンメダル（12	 ＊ファルブラヴ）�１勝�８勝

３代母 セレクトサンキスト（81栃栗 トウシヨウボーイ）不出走
マルブツサンキスト（87牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3 ２着，安達太良Ｓ，etc.
マルブツホワイト（89牝 ＊クリスタルパレス）
７勝

マルブツワールド（00牡 マルブツセカイオー）�12 勝，くろゆり賞，新春盃
ベストセレクション（92牡 ＊プルラリズム）５勝，ＫＢＣ杯‐OP，阿武隈Ｓ，瀬戸特

別２着，障害１勝，�１勝���

販売申込者・所有者： 坂本 春雄＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2673
生 産 牧 場： 坂本 春雄
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

493 アインライツ２０２１ �・黒鹿 ５／１２

＊

＊
＊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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenアインライツ ＊プルラリズム

��
��
�セレクトレモン黒鹿 2001 セレクトサンキスト

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊アグネスフィーバー（05 USA鹿 Vindication）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－５（11）〕
アグネスアミニソル（11牝鹿 ＊アグネスデジタル）�３勝
アグネスファイン（12牝青鹿 マンハッタンカフェ）入着，�２勝���
マテラアリオン（13牡黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，中京２歳Ｓ‐OP（芝 1600）２着，

ダリア賞‐OP（芝 1400）３着，青島特別（芝 1700）２着，アスター賞（芝 1600）２着
マテラグローバル（14牡黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝��
アイビリーブ（15牡鹿 マンハッタンカフェ）�２勝��１勝�
メイスンハナフブキ（16牝鹿 エイシンフラッシュ）１勝
マテラシオン（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）１勝，��２勝
マテラハチイチ（19牡鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 リーガリーアピーリング Regally Appealing（97 USA黒鹿 Valid Appeal）
USA３勝，アディロンダックＳ‐G2，Kentucky C Juvenile Fillies S‐L，ダヴォ
ナデイルＳ‐G2 ２着，スカイラヴィルＳ‐G2 ３着，MyDear Girl S‐R ２着，etc.
アピーリングブライドAppealing Bride（02 牝 Unbridled's Song）USA２勝

アピーリングテイル Appealing Tale（10	 Tale of the Cat）USA６勝，ケ
ルソＨ‐G2，パットオブライエンＳ‐G2，トリプルベンドＳ‐G1 ２着，
サンディエゴＨ‐G2 ２着，サンパスカルＳ‐G2 ２着，etc.

カレフルブライド Colerful Bride（12 牝 Munnings）USA２勝，Bob Bryant
S‐R，Iowa Breeders' Oaks‐R ２着

ゴシックスピークGothics Peak（07	 Unbridled's Song）USA５勝
ストリートブロール Street Brawl（09	 ＊ストリートセンス）USA５勝
ザキアスZaccheus（10	 ＊ハードスパン）USA・CAN５勝

３代母 リーガルペナント Regal Pennant（88 CAN黒鹿 Banner Bob）USA４勝，
Ontario Debutante S‐LR
リーガルミスコープラン Regal Miss Copelan（95牝 Copelan）USA２勝，Col

leen S
パティーズリーガルソング Patti's Regal Song（06牝 Unbridled's Song）USA１

勝，Wild Rose S２着
マラクジャMaracuja（18 牝 Honor Code）�USA３勝，ＣＣＡオークス‐G1，

ガゼルＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

494 アグネスフィーバー２０２１ �・鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊

ヴィンディケイション Seattle Slew

�
�
�
�
�

��
��

�Vindication Strawberry Reasonアグネスフィーバー リーガリーアピーリング Valid Appeal

��
��
�Regally Appealing鹿USA 2005 Regal Pennant

A1
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊アスティクートレイル（14 USA栗 ＊ハードスパン）USA１勝
初仔

２代母 キャリッジトレイル Carriage Trail（03 USA鹿 Giant's Causeway）USA
６勝，スピンスターＳ‐G1，ダブルドッグデアＳ‐G3，De la Rose S‐R，ヒュ
ーマナディスタフＳ‐G1 ３着，ボールストンスパＨ‐G2 ２着，etc.
パス Path（12牝 Tapit）USA１勝
サージェントドライヴ Sargeant Drive（15� Tapit）�USA・PR４勝
ロータリー Rotary（18 牝 Orb）CAN入着，MyDear S‐L ３着

３代母 マノアManoa（95 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA４勝，レイディーズ
Ｈ‐G3 ２着，Turnback the Alarm H‐L ２着，アンアランデルＳ‐G3 ３着，
The Very One H‐L ３着
フォレストトレイル Forest Trail（05 牝 Forest Wildcat）USA３勝，Statuette S

‐L ２着，Little Silver S２着，ボイリングスプリングズＳ‐G3 ３着
フォレストサークル Forest Circle（14 牝 Arch）USA・CAN１勝，My Trus

ty Cat S‐L ３着，Letellier Memorial S３着
サザンアライアンス Southern Alliance（06� Dixie Union）CAN４勝，Assini

boia Gold Cup S３着

４代母 デピュテイションDeputation（89 USA黒鹿 Deputy Minister）USA８勝，
テンプテドＳ‐G3，Pimlico Distaff H‐L，MarylandMillion Oaks‐R，ヘ
ムステッドＨ‐G1 ２着，ターフウェイパークＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ クリミノロジスト Criminologist（03 牝 Maria's Mon）USA９勝，ボー

ゲイＨ‐G3，ノーブルダムゼルＨ‐G3，アシーニアＨ‐G3，etc.
［曾孫］ インスペクターリンレイ Inspector Lynley（13 牡 Lemon Drop Kid）U

SA６勝，タンパベイＳ‐G3（２回），サラナクＳ‐G3，Danger's Ho
ur S‐L，etc.

＊タミーザトルピード（12牝 More Than Ready）USA５勝，スワニーリヴ
ァーＳ‐G3，ヴァイオレットＳ‐G3，Tropical Park Oaks，etc.

シークアンドデストロイ Seek and Destroy（16牝 Verrazano）USA・
CAN４勝，オンタリオコリーンＳ‐G3，ソーリングソフトリーＳ
‐G3，Chelsey Flower S，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： ㈲スガタ牧場
飼 養 者： ㈱ハクレイファーム＝日高町字庫富 �0146-47-1051

495 アスティクートレイル２０２１ �・鹿 １／３０
＊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

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystアスティクートレイル キャリッジトレイル Giant's Causeway

��
��
�Carriage Trail栗USA 2014 Manoa

1s
Danzig M3×S5 Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 アッチッチ（01鹿 ＊アフリート）３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（５）〕
ジュクセイ（08牝鹿 ＊クロフネ）�１勝
ゴマスリオトコ（12牡黒鹿 オレハマッテルゼ）１勝
ジャッキー（14牡栗 サムライハート）２勝，白河特別（芝 1200）３着，��４勝

２代母 オーパスワン（91鹿 Theatrical）３勝，なでしこ賞２着，犬山特別３着，長久
手特別３着
エクシードワン（99牝 ナリタブライアン）２勝，湯沢特別

アナモリ（05牝 ＊トワイニング）５勝，内房Ｓ，天王山特別，橿原Ｓ３着，円山
特別３着，出石特別３着

キングオブヘイロー（06牡 ゴールドアリュール）３勝，オーロラ特別，伊良湖
特別，西陣Ｓ２着，なにわＳ２着，大津特別２着，etc.，��２勝

ピサノキャニオン（00牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，ニセコ特別，�１勝
キャニオンバレー（10牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，丹沢Ｓ，麒麟山特別，春

光Ｓ２着，甲南Ｓ２着
サンライズベガ（04牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，京都新聞杯‐Jpn2 ３

着，新潟記念‐G3 ２着（２回），新潟大賞典‐G3 ３着，新潟記念‐G3 ３着，etc.
オーパスクイーン（07牝 スペシャルウィーク）３勝

サンライズホープ（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）�６勝，シリウスＳ
‐G3，三宮Ｓ‐OP，灘Ｓ，２０２０ＹＪＳＦＲ阪神２戦，鈴鹿Ｓ２着

サンライズクラウド（09牡 ネオユニヴァース）１勝，�２勝，水無月賞３着

３代母 ＊ティルティング（81 USA鹿 Seattle Slew）USA出走
ドーンキホーテDawnQuixote（87 牡 Grey Dawn）USA６勝，パームビーチＳ

‐G3，Lord Avie S‐L，Tyro S‐L，etc.，種牡馬
バスマ Basma（89牝 Grey Dawn）GB２勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

バラハBaraha（96牝 Dayjur）USA２勝
ノーザンクレイズNorthern Kraze（05牝 Aljabr）USA・CAN２勝，
Wonder Where S‐R，Carotene S‐R ３着

シアトルモーン Seattle Morn（90牡 Grey Dawn）USA８勝，JohnnyMorris H
‐L，Smoke Screen S，イリノイダービー‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高野牧場＝浦河町向が丘西 �090-1644-8934
生 産 牧 場： ㈲高野牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

496 アッチッチ２０２１ �・鹿 ４／ ７

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyアッチッチ Theatrical

��
��
�オーパスワン鹿 2001 ＊ティルティング

21a
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 アップファーレン（15栗 ＊ハードスパン）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ペイシャアップ（20牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 アブソリューション（04鹿 ＊タイキシャトル）入着
バーレスク（10牝 ゴールドアリュール）�１勝�１勝
キンシノキセキ（11� フジキセキ）２勝，橘Ｓ‐OP ２着，カンナＳ‐OP ２着，メ

イショウカイドウＣ２着，朱竹賞２着，六社特別３着，etc.
テイエムカンベエ（12牡 ＊ワイルドラッシュ）�４勝
ハヤテ（14牝 ブラックタイド）�２勝
モズトンボ（17牡 ゴールドシップ）入着，��入着�１勝�１勝�入着２回
アイトネテーラー（18牝 ブラックタイド）��１勝�入着

３代母 ＊フリーフォーギブン（99 USA鹿 Unbridled）USA入着２回
アンペア（06牝 ＊ワイルドラッシュ）	７勝
�入着，エーデルワイス賞‐Jpn3，関

東オークス‐Jpn2 ３着，リリーＣ，etc.，ＮＡＲ優２歳
フラワーフェアリー（07牝 ＊アルカセット）	入着２回

ライトフェアリー（12牝 サムライハート）４勝，ＵＨＢ賞‐OP ２着，鞍馬Ｓ
‐OP ２着，船橋Ｓ，etc.，
�２勝

ダイワモービル（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，浦安特別３着，くるみ
賞３着

４代母 レディーマーRedeemer（86 USA鹿 Dixieland Band）USA４勝
［子］ ＊アメリカンボス（95牡 Kingmambo）８勝，中山記念‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3（２回），etc.，種牡馬
［孫］ プライヴェトシェフ Private Chef（00� Partner's Hero）USA２勝，ウ

ィルロジャーズＳ‐G3
イクスペクティドプレジャーズ Expected Pleasures（04牝 Allen's Prospect）
USA２勝，MarylandMillion Lassie S‐R ２着，Gin Talking S
‐R ３着

［曾孫］ イクスペクティドルーラー Expected Ruler（13� Leroidesanimaux）U
SA・CAN４勝，Tyro S

販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
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

497 アップファーレン２０２１ 牡・栗 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystアップファーレン ＊タイキシャトル

��
��
�アブソリューション栗 2015 ＊フリーフォーギブン

1s
Halo S4×S4×M5 Ballade S4×M5

価格： 購買者：



母 アフィニティ（06鹿 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（18）〕
リズヴェーリョ（12牡鹿 サムライハート）�６勝
プロットツイスト（15牝鹿 ルーラーシップ）��１勝�１勝�７勝��
ラストヘビー（17牡鹿 アドマイヤムーン）�３勝
ブレード（18牝鹿 アドマイヤムーン）��出走
ピンクチャン（20牝栗 ゼンノロブロイ）�地方未出走

２代母 オギブルービーナス（93栗 スーパークリーク）２勝
ブルーショットガン（99牡 サクラバクシンオー）７勝，阪急杯‐Jpn3，函館スプリ

ントＳ‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐L ３着（２回），札幌日刊スポーツ杯
‐OP ２着，六甲アイランドＳ，etc.

ブルーデリンジャー（01牡 ＊エルコンドルパサー）�４勝
ブルーラヴグラス（02牝 ＊グラスワンダー）�３勝
ブルーゲッタウェイ（03牡 ＊クロフネ）�１勝�
ショットバー（05牡 サクラバクシンオー）�３勝
スリーバリアント（08牡 サクラバクシンオー）�14 勝��
ブルーキューピット（10牡 ネオユニヴァース）�１勝

３代母 オギトゥインクル（88鹿 ＊サイドチヤペル）１勝
リアルノーマジーン（95牝 ＊カコイーシーズ）４勝，内房特別，村上特別，浄土平特別
イイデトゥインクル（98牝 ＊オジジアン）出走

エフケーアスコット（06牝 ＊プリサイスエンド）��１勝�３勝，兵庫クイーン
Ｃ２着

ミラクルフラワー（12牝 ＊プリサイスエンド）�３勝	10 勝��，フェアリーＣ
（２回），トウケイニセイ記念，一條記念みちのく大賞典，etc.

グロリアスシーン（01牝 ＊キンググローリアス）��２勝
バトルファイター（07牡 トーシンブリザード）��７勝
10 勝，東京スプリン

グ盃２着，船橋記念２着
アキノモーグル（08牡 ＊プリサイスエンド）３勝，陽春Ｓ２着，八海山特別３着

ワタリルーブル（10牝 ＊プリサイスエンド）	２勝��，ビギナーズＣ，プリンセス
Ｃ２着，知床賞２着

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

498 アフィニティ２０２１ �・鹿 ３／２４
＊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ダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモアフィニティ スーパークリーク

��
��
�オギブルービーナス鹿 2006 オギトゥインクル

＊マイリー 7e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アリオーン（09栗 スターリングローズ）��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（３）〕
クリスエステソーロ（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�入着
カプラン（16牡栗 タイムパラドックス）�１勝��入着２回
バナナムーン（18牝鹿 ＊シンボリクリスエス）��１勝���入着４回
アーリオオーリオ（19牝栗 タイムパラドックス）�出走

２代母 ヒノデモンテローザ（96鹿 マルゼンスキー）�７勝
シンカンファイター（05牡 スエヒロコマンダー）��２勝
クインオブターフ（08牝 スターリングローズ）�３勝�２勝	入着２回，のじぎく

賞２着，福山３歳牝馬特別３着，園田プリンセスＣ３着
ソルテ（10牡 タイムパラドックス）��15 勝，さきたま杯‐Jpn2，かしわ記念

‐Jpn1 ２着，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，ゴールドＣ（２回），フジノウ
ェーブ記念，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，ＮＡＲ優短距，種牡馬

トウケイタイガー（11
 タイムパラドックス）３勝，�７勝�２勝���，かきつば
た記念‐Jpn3，園田ＣｈＣ，東海桜花賞，園田ウインターＣ，ゴールド争覇２着

３代母 シルビアワン（86鹿 ＊キヤタオラ）３勝，忘れな草賞‐OP ３着，檜山特別，横
津岳特別２着
アドマイヤガスト（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，筑前特別，桜木特別，潮来

特別２着，etc.

４代母 ヒメアサヒ（74鹿 ＊スノツブ）�11 勝
［子］ ヒノデダイセツ（89牡 ウインザーノツト）４勝，豊明特別，英彦山特別，

ＴＶＱ杯３着，etc.，障害１勝
アサヒスイセイ（83牡 ＊ハンターコム）４勝，知多特別，知多特別２着，
鴨川特別３着

アサヒチャウス（93牝 セントシーザー）３勝，日向特別，瀬戸特別２着，
猪苗代特別３着，etc.，�10 勝

アサヒマリリン（85牝 ロングエース）３勝，高千穂特別，日田特別２着，
ゴールデンブーツＴ３着，障害２勝

［孫］ ヒノデダイドウ（99牡 サニーブライアン）４勝，舞浜特別，初凪賞３着

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121

499 アリオーン２０２１ �・鹿 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズアリオーン マルゼンスキー

��
��
�ヒノデモンテローザ栗 2009 シルビアワン

＊タボラ 13c
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5 Buckpasser M5×M5

価格： 購買者：



母 アンジェラクイーン（16青 マンハッタンカフェ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 オーシャンルミナス（04鹿 ＊フレンチデピュティ）２勝
ダイヤハート（11牝 リンカーン）１勝，��１勝
ダイヤルミナス（12牡 ＊バゴ）�２勝��12 勝�２勝
アスターオーシャン（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�10 勝
メガフレア（14牡 ハーツクライ）３勝，鴨川特別２着，湯川特別３着
スキップガール（15牝 ＊エンパイアメーカー）入着，�４勝
アースブレイブ（17� ゴールドシップ）�１勝

３代母 ＊オーシャンドリーム（95 USA黒鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
ジュリアクイーン（99牝 Acatenango）入着

コスモルーシー（09牝 ＊マイネルラヴ）２勝
レオンドーロ（16牝 スクリーンヒーロー）３勝，臥牛山特別，八雲特別２
着，ひめさゆり賞２着，etc.

ウィズダイヤモンズ（17牝 ディープインパクト）�２勝，姫川特別２着，
都井岬特別３着

スピニングノアール（01牡 ＊スピニングワールド）７勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，ＴＶ
愛知ＯＰ‐L ２着，ＣＢＣ賞‐G3 ３着，etc.

４代母 ＊プランス（85 USA鹿 Nijinsky）不出走
［孫］ スウォードキャット（02牡 ＊ヘネシー）５勝，渡利特別２着，三陸特別２

着，岳特別２着，etc.

５代母 フォーシーア Foreseer（69 USA黒鹿 Round Table）USA３勝，サンタイネ
スＳ２着，Santa Ysabel S２着
［子］ カーリアン Caerleon（80牡 Nijinsky）GB・FR・IRE４勝，仏ダービー

‐G1，ベンソン＆ヘッジズゴールドＣ‐G1，アングルシーＳ‐G3，etc.，
種牡馬

＊ヴィジョン（81牡 Nijinsky）USA５勝，セクレタリアトＳ‐G1，ピルグリ
ムＳ‐G3，ブルックリンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

500 アンジェラクイーン２０２１ 牡・鹿 ３／ ２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアンジェラクイーン ＊フレンチデピュティ

��
��
�オーシャンルミナス青 2016 ＊オーシャンドリーム

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アースシンボル（05鹿 トウカイテイオー）４勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，アイル
ランドＴ‐L（芝 2000）３着，オクトーバーＳ（芝 2400），秩父特別（芝 2000），レイ
ンボーＳ（芝 2000）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
アースヴィグラス（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝
アースエアブリーズ（16牝鹿 ゴールドアリュール）��１勝�入着２回
アースウルフ（17�鹿 オルフェーヴル）��入着６回
アーススカーレット（18牡鹿 ダイワメジャー）��入着４回
グランセザム（19牡黒鹿 ダイワメジャー）出走，�地方未出走

２代母 トリプルタイム（96鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，万代特別，磐越特別２着，栗
子特別３着，相馬特別３着，二本松特別３着
コスモミール（03牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリ

ア賞‐OP，マリーゴールド賞‐OP
マイネルリード（12牡 ＊コンデュイット）２勝，稲城特別，アスター賞３着
マイネルサグラ（13牡 マツリダゴッホ）１勝，コスモス賞‐OP ２着，��４勝

�７勝��
マイネルセボン（15� ダノンシャンティ）�３勝�１勝��２勝�，王冠賞３着

ファンタジーオペラ（04牝 ＊オペラハウス）	８勝�１勝
ダンサンクワンDangsangkwan（06牝 ゴールドヘイロー）KOR２勝
ベジャールコード（08牡 ＊ストラヴィンスキー）１勝，��５勝	４勝
マイネモントル（10牝 ＊マイネルラヴ）１勝
ミュゼゴースト（12牡 ＊バゴ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，東風Ｓ‐L ３

着，メイＳ‐OP ３着，白百合Ｓ‐OP ３着，山藤賞
スズランフェスタ（13牝 ナカヤマフェスタ）
１勝�	入着６回
アブリル（14牡 ナカヤマフェスタ）��１勝	�入着５回

３代母 シェナンドアワルツ（89鹿 マルゼンスキー）１勝
ソフトワルツ（01牝 フジキセキ）�２勝

ゼウス（10牡 ジャングルポケット）５勝，安土城Ｓ‐OP ３着，新潟日報賞，高
尾特別，etc.

４代母 ホースメンテスコ（76鹿 ＊テスコボーイ）３勝，桜花賞，エリカ賞

販売申込者・所有者： 松山 増男＝江別市大麻 �090-8275-8679
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

501 アースシンボル２０２１ 牡・鹿 ３／１２
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

シンボリルドルフ

�
�
�
�
�

��
��

�トウカイテイオー トウカイナチユラルアースシンボル ＊リアルシヤダイ

��
��
�トリプルタイム鹿 2005 シェナンドアワルツ

＊ミスバンブトン 2f
テスコボーイ S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 イイデエース（06鹿 スペシャルウィーク）３勝
〔産駒馬名登録数：５〕

２代母 ＊ウージャ（92 USA鹿 Woodman）不出走
ノーウッズNorwoods（00牝 Deputy Minister）USA出走

ジミーウッズ Jimi Woods（11牡 Siphon）BRZ４勝，P. Ghadeer‐L ２着
＊アイアムザチャンプ（01牡 Saint Ballado）３勝，八重桜賞，幕張特別２着，定山渓

特別３着，美唄特別３着，山藤賞３着
スターオブアフリカ（05牝 ＊ヨハネスブルグ）１勝
イイデカントリ（09牝 ＊ロージズインメイ）１勝

３代母 シネジタ Cinegita（77 USA鹿 Secretariat）USA３勝，レイルバードＳ‐G3，
Senorita S３着
ストームスター Storm Star（83 牝 Storm Bird）GB２勝，チェリーヒントンＳ‐G3，

ジムクラックＳ‐G2 ２着
スターレットストーム Starlet Storm（87牝 Storm Bird）USA２勝

フランダーズ Flanders（92 牝 Seeking the Gold）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1
サーフサイド Surfside（97 牝 Seattle Slew）USA８勝，フリゼットＳ‐G1，
ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，etc.

チョクトーリッジ Choctaw Ridge（89牡 Mr. Prospector）USA２勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G3 ３着，Flamingo S‐L ３着，種牡馬

＊ショウリノメガミ（91牝 Mr. Prospector）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝馬特別
‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.

ウェスタンリーグWestern League（93牝 ＊フォーティナイナー）不出走
マイボストンギャルMy Boston Gal（00 牝 ＊ボストンハーバー）USA５勝，ボ

ーモントＳ‐G2，ゴールデンロッドＳ‐G2，ボニーミスＳ‐G2 ２着，etc.
イラストレイテッド Illustrated（94牝 Deputy Minister）USA入着

マーブラヴァMar Brava（05牝 Cat Thief）PER１勝
オーヴァーブルックOverbrook（09牡 Flanders Fields）PER６勝，アウ
グストＢレギア大賞‐G1，ポスティン賞‐G2，クラウディオＦＣマシア
ス賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

502 イイデエース２０２１ �・黒鹿 ４／２９
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールイイデエース
＊ Woodman

��
��
�ウージャ鹿 2006 Cinegita

25
サンデーサイレンス S3×M3 WoodmanM3×S4

価格： 購買者：



母 ヴェルーテ（09鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
レティーツィア（15牝鹿 ロードカナロア）�４勝
セゾンデフルール（18牝鹿 ルーラーシップ）��１勝

２代母 ポポラス（01栗 ＊フォーティナイナー）出走
リンデンバウム（07牝 サクラバクシンオー）１勝
シャッセロール（10牝 ＊クロフネ）３勝，祇園特別

ヴェントボニート（17牝 ディープインパクト）�１勝，遊楽部特別３着，恵山
特別３着

プラダリア（19牡 ディープインパクト）�２勝，青葉賞‐G2，日本ダービー
‐G1 ５着

ラディウス（11牡 マンハッタンカフェ）３勝，逢坂山特別，千里山特別３着，北野
特別３着，清滝特別３着，京橋特別３着，etc.

グランソルティス（12牡 ゼンノロブロイ）入着，�２勝
エスピリトゥオーゾ（14牡 ダイワメジャー）２勝，熱田特別２着

３代母 リトルオードリー（93鹿 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ ＊ココパシオン（92牝 ＊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，etc.
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）２勝，���４勝��入着２回，

全日本２歳優駿‐Jpn1，ダイオライト記念‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3
３着，etc.

ブランシェクール（13牝 ダイワメジャー）４勝，��入着４回�，エンプレス
杯‐Jpn2 ２着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着

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.

［曾孫］ ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
ボンセルヴィーソ（14牡 ダイワメジャー）�４勝，東風Ｓ‐L，ＮＨＫマイ
ルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ㈱白井牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

503 ヴェルーテ２０２１ �・鹿 ４／ ３

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアヴェルーテ ＊フォーティナイナー

��
��
�ポポラス鹿 2009 リトルオードリー

＊ゲートドクール 4r
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 エフテーストライク（04青鹿 ブラックタキシード）３勝，伊吹山特別（芝 1200），勝浦
特別（芝 1200），サンライズＳ（芝 1200）３着，飯豊特別（芝 1200）３着，�２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６），地方－４（12）〕
サンローズピンク（13牝青鹿 ＊ロージズインメイ）�４勝�１勝�２勝�
ヒロシゲゴールド（15牡青鹿 ＊サウスヴィグラス）�６勝，京葉Ｓ‐L（Ｄ1200），Ｎ

ＳＴ賞‐OP（Ｄ1200），千葉Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，ながつきＳ‐OP（Ｄ1200）２
着，なにわＳ（Ｄ1200），etc.，�	１勝��
入着５回�，北海道スプリント
Ｃ‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ２着，クラスターＣ‐Jpn3 ２着
（２回），クラスターＣ‐Jpn3 ３着，東京スプリント‐Jpn3 ３着

ストーミーデイ（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）���２勝，ハイセイコー記念
（Ｄ1600）２着，クラウンＣ（Ｄ1600）３着，雲取賞（Ｄ1800）３着

エスプリブルズアイ（19牡鹿 シビルウォー）���２勝

２代母 イチヨシロマン（87黒鹿 サクラシヨウリ）２勝，クローバー賞‐OP
イチヨシヒーロー（92牡 ミスターシービー）入着，�４勝
，新潟ジュニアＣ２着
イチヨシロバリー（93牝 ＊ジェイドロバリー）�１勝２勝��

ナハイヤン（98牝 ＊ダンツシアトル）４勝�，サラ系３歳優駿３着
ルイボステイオー（94牡 ＊スリルシヨー）�６勝���入着２回，駿蹄賞２着，ジュ

ニアＧＰ２着，ジュニアクラウン２着
ヒガシフェザント（96牡 ＊ゴールデンフェザント）��２勝
トーホウフェアリー（99牝 ダンスインザダーク）�１勝
テーブルマウンテン（01牡 ホリスキー）��１勝�
オオカリベブラック（03牡 ブラックタキシード）
３勝�入着

３代母 ブレスアゲン（74鹿 ＊エタン）�12 勝，サマーＨ
エーコーフレンチ（81牡 ＊ジムフレンチ）５勝，金杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1

３着，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
エーコーシーザー（85牡 ＊コインドシルバー）８勝，セントウルＳ‐Jpn3，シルクロ

ードＳ‐OP，札幌日経賞‐OP，etc.
エーコーレビン（91牡 ライフタテヤマ）２勝，潮騒特別
イチヨシエーコー（93牝 ＊マークオブディスティンクション）�２勝�２勝

ヒシクローザー（05牡 マーベラスサンデー）２勝，二王子特別２着，山藤賞２着

販売申込者・所有者： 斉藤 正男＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2668
生 産 牧 場： 斉藤 正男
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

504 エフテーストライク２０２１ �・青 ５／ ３
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットエフテーストライク サクラシヨウリ

��
��
�イチヨシロマン青鹿 2004 ブレスアゲン

＊リミオンワード 19c
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 エーシンミモザ（08鹿 キングカメハメハ）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（19）〕
フクノバイオレット（14牝黒鹿 トーセンホマレボシ）��出走�２勝��１勝�５

勝�入着２回
サンゲーリー（15�鹿 スマートファルコン）��６勝
カガノホマレ（17牡鹿 トーセンホマレボシ）���出走�	１勝・４勝
，サラブ

レッド大賞典（Ｄ2000），石川ダービー（Ｄ2000）３着
ナムラワンチーム（18牡鹿 リアルインパクト）��出走�入着
アローワン（19牡鹿 コパノリッキー）１勝

２代母 ＊モンタナガール（98 USA鹿 ＊デインヒル）１勝
エーシンティーエム（04牡 アグネスタキオン）１勝，�１勝

＊エーシンカメンシズ（05牡 Cat Thief）１勝，障害１勝
エーシンマンターナ（07牝 Mr. Greeley）出走

エイシンアンカー（12牡 ブラックタイド）�１勝�１勝��２勝，初夏賞２着，
夏至賞３着

３代母 アウトウィズジオールドOutWith the Old（92 USA鹿 Time for a Change）
USA２勝
ポートシー Portsea（02牝 More Than Ready）USA４勝，Meafara Breeders'

Cup S‐L，Just Smashing S，Sandpiper S

４代母 マーサクイーンMartha Queen（83 USA鹿 Nijinsky）USA入着２回
［孫］ スパルタクス Spartacus（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・ITY３勝，

フィーニクスＳ‐G1，伊グランクリテリウム‐G1，アングルシーＳ
‐G3 ２着，種牡馬

ヨハンクライフ Johan Cruyff（94 牡 ＊デインヒル）IRE・HKG６勝，ガ
リニュールＳ‐G2，ベレスフォードＳ‐G3，Hong Kong Classic Tri
al‐L，etc.，種牡馬

ストラザム Stratham（03牡 Mozart）GB・USA４勝，ウィルロジャーズ
Ｓ‐G3，La Puente S‐L，Pinjara S‐R，種牡馬

ミーティアシャワーMeteor Shower（03 牡 ＊デインヒル）IRE・SAF７
勝，チェアマンズＣ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

505 エーシンミモザ２０２１ 牡・鹿 ５／ 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ロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエーシンミモザ
＊

＊デインヒル

��
��
�モンタナガール鹿 2008 OutWith the Old

26
Danzig S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 エイシンシルダリア（13栗 キングカメハメハ）�４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンウクラン（19牝栗 ＊エイシンアポロン）��１勝�

２代母 ＊エーシンロレーン（06 USA栗 Rahy）�５勝
エイシンライナー（11牡 エイシンデピュティ）�１勝
エイシンアグライア（12牝 マンハッタンカフェ）�２勝�２勝�入着７回
エイシンダンシャク（17牡 ダノンシャンティ）��10 勝�１勝�
エイシンシッソウ（18牝 ＊アジアエクスプレス）���出走�２勝�１勝

３代母 ＊エイシンレマーズ（96 USA鹿 Phone Trick）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1
２着，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，もみじＳ‐OP，葵Ｓ‐OP ３着，紅梅
Ｓ‐OP ３着

４代母 インパーティネントレイディ Impertinent Lady（88 USA鹿 Sham）USA２勝
［子］ コッキー Cocky（97牡 Valiant Nature）USA３勝，サンラファエルＳ

‐G2 ３着，種牡馬
［孫］ ザヴァタ Zavata（00 牡 Phone Trick）USA５勝，アムステルダムＳ

‐G2，サラトガスペシャルＳ‐G2，トレモントＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイスペントイト I Spent It（12 牡 Super Saver）USA２勝，サラトガ
スペシャルＳ‐G2，ホープフルＳ‐G1 ２着，種牡馬

インパーティネントマン Impertinent Man（06牡 Compendium）CHI1
3 勝，P. Luis Larrain Prieto‐L ２着，トムソンマシューズ賞‐G3
３着，P. Carreras del '20‐L ３着

インパーティネントフィリー Impertinent Filly（07 牝 Ocean Terrace）
CHI４勝，P. Jorge Baraona Puelma‐L ２着，P. Luis Davila Lar
rain‐L ３着

５代母 シーズアタレント She's a Talent（83 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA１勝
［子］ シーズトップス She's Tops（89 牝 Capote）USA４勝，レイルバードＳ

‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3 ３着，ソレントＳ‐G3 ３着，etc.
［孫］ ディクシーユニオンDixie Union（97牡 Dixieland Band）USA７勝，ハ

スケル招待Ｈ‐G1，マリブＳ‐G1，ノーフォークＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

506 エイシンシルダリア２０２１ �・鹿 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ミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエイシンシルダリア
＊ Rahy

��
��
�エーシンロレーン栗 2013 ＊エイシンレマーズ

4m
Halo S4×M5 Nureyev S4×M5

価格： 購買者：



母 イトハユリ（11芦 ゼンノロブロイ）１勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
リュクスガレリア（18牡鹿 サンカルロ）��入着３回��１勝
ダビディ（20牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 リリウム（05芦 ＊クロフネ）不出走
ラプターセイハート（08牝 ＊トワイニング）１勝

トワイライトライフ（14牝 ゴールドアリュール）４勝，周防灘特別
アリア（15牝 ダイワメジャー）３勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，ＳＴＶ杯，なずな

賞，ＨＢＣ賞２着，潮騒特別２着，etc.
アイスフォーリス（09牝 ステイゴールド）３勝，オークス‐G1 ３着，フローラＳ

‐G2 ２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，ノベンバーＳ，秩父特別，etc.
カイザースクルーン（16� ルーラーシップ）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，荒川峡特

別３着
フリティラリア（10牝 アドマイヤムーン）１勝

ファルヴォーレ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，雲仙特別２着
リリカルホワイト（13牝 ダイワメジャー）３勝
イタリアンホワイト（14牝 ステイゴールド）２勝
バレリオ（15� ステイゴールド）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，丹頂Ｓ‐OP ２

着，オリオンＳ，青嵐賞，長良川特別

３代母 ＊ベゴニア（83 USA鹿 Plugged Nickle）USA出走
リトルトゥ－マッチ Little Too Much（90� Storm Bird）GB・FR・GER・USA

３勝，オステルマンポカール‐G3 ３着
フサイチシンイチ（93牡 ＊ノーザンテースト）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，陣馬特

別，白藤Ｓ，etc.

４代母 ダリアDahlia（70 USA栗 Vaguely Noble）GB・FR・IRE・ITY・USA15
勝，愛オークス‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1（２回），サンクルー
大賞‐G1，マンノウォーＳ‐G1，サンタラリ賞‐G1，etc.
［子］ ＊ダハール（81牡 Lyphard）GB・FR・IRE・USA７勝，サンフアンカピスト

ラーノＨ‐G1，リュパン賞‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 庄野牧場＝日高町美原 �01456-5-2807
生 産 牧 場： 庄野牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

507 イトハユリ２０２１ 牡・青鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルイトハユリ ＊クロフネ

��
��
�リリウム芦 2011 ＊ベゴニア

13c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 イズミコマンダー（06鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（17）〕
マユキ（11牝栗 ＊タイキシャトル）３勝
ゼンテイバンリ（12牝鹿 スズカマンボ）�１勝��入着�
シゲルキハダマグロ（13牡栗 カンパニー）１勝
ポルタディソーニ（14牝鹿 ネオユニヴァース）１勝，�15 勝，梅見月杯（Ｄ1900）
（２回），名港盃（Ｄ1900），秋の鞍（Ｄ1600），梅見月杯（Ｄ1900）２着，マイル争
覇（Ｄ1600）２着，東海菊花賞（Ｄ1900）２着，ゴールド争覇（Ｄ1400）２着，東海
桜花賞（Ｄ1400）２着，新春盃（Ｄ1800）２着，マイル争覇（Ｄ1600）３着，etc.

ルルド（16�鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，���１勝�入着
メタバース（19牝栗 コパノリッキー）��未出走��出走

２代母 ＊イズミレディ（91 AUS栗 Bletchingly）AUS・NZ１勝
イズミナイナー（98牝 ＊フォーティナイナー）４勝，天王山特別３着
イズミプリンス（00牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，�11 勝
ブレッチングスキー（01牡 ＊ピルサドスキー）３勝
イズミデヒア（02牡 ＊デヒア）２勝，��１勝

３代母 ゴールドアンドパープルGold and Purple（84 IRE 鹿 Golden Fleece）不出走
ジュリーラルース Julie La Rousse（88 牝 Lomond）IRE・USA７勝，スワニーリ

ヴァーＨ‐G3，Gulfstream Park Bayakoa H‐L，My Charmer H‐L，etc.
ジュリージャルーズ Julie Jalouse（98 牝 Kris S.）IRE・USA４勝，オーキッドＨ

‐G2，Denny Cordell Lavarack Memorial S‐L，Waya H３着
マリインスキーMariensky（99牝 Gulch）FR・USA５勝，シープスヘッドベ

イＨ‐G2，ジャストアゲイムＨ‐G3，Criterium de Lyon‐L，etc.
ラウジングヴィクトリー Rousing Victory（01 牡 Victory Gallop）USA４勝，J

ohn Henry S，John's Call S‐R，レッドスミスＨ‐G2 ２着，etc.
ラグタイムランブルRagtime Rumble（93 牝 Dixieland Band）不出走

サンバカヌータ Zamba Canuta（97牝 Unaccounted For）USA・PER３勝，
P. Maidenform‐L，ペルーダービー‐G1 ２着，エンリケＡパルド賞
‐G1 ２着，etc.

サミットパーク Summit Park（95 牝 A.P. Indy）USA３勝，Wayward Lass S
３着

販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311

508 イズミコマンダー２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousイズミコマンダー
＊ Bletchingly

��
��
�イズミレディ鹿 2006 Gold and Purple

13c
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 インヴィジブルワン（15黒鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アステルグロリアス（20牝鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 ＊ワールドリープレジャー（00 USA黒鹿 Devil His Due）USA８勝，Politel
y S‐R，Summer King S３着
ウェストスピリットWest Spirit（06 牡 Smart Strike）RUS１勝
ゲイムオンデュードGame On Dude（07� Awesome Again）USA・UAE16 勝，ハ

リウッドゴールドＣ‐G1（２回），サンタアニタＨ‐G1（３回），パシフィッククラ
シック‐G1，オーサムアゲインＳ‐G1，米グッドウッドＳ‐G1，カリフォルニア
ンＳ‐G2，チャールズタウンクラシック‐G2，サンアントニオＳ‐G2（２回），etc.

マイキーMy Key（10牡 Macho Uno）KOR８勝
ワールドリースター（12牡 アドマイヤドン）１勝
カルトデュモンド（14牡 ディープインパクト）��１勝��４勝�入着
ルプレジール（16牝 ゴールドアリュール）２勝
ケイキビーチ（17牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ファストプレジャー Fast Pleasure（92 USA黒鹿 Fast Play）USA10 勝

４代母 シスプレジャーファガー Sis Pleasure Fager（80 USA栗 What a Pleasure）
USA７勝，Constitution S２着，Marigold S２着，Lieutenant Govern
or of Kentucky S３着

５代母 プリンセスファガーPrincess Fager（72 USA栗 Dr. Fager）USA２勝
［子］ ＊プレジャーコネクション（89牝 Danzig Connection）USA８勝，Cinc

innati Trophy S‐L，Valdale S‐L，Rolling Meadows S，etc.
ジスワンフォースー Thisonefor Sue（92牡 Star de Naskra）USA２勝，
Pioneer S，Minstrel S２着

［孫］ ＊ケイエスミラクル（88牡 Stutz Blackhawk）５勝，スワンＳ‐Jpn2，マ
イルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，オパールＳ‐OP，etc.

エノマオ Enomao（92牡 Conquilot）VEN12勝，P. Ciudad de Valenci
a‐L

販売申込者・所有者： 田上 徹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2399
生 産 牧 場： 田上 徹
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

509 インヴィジブルワン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１０
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インヴィジブルワン
＊ Devil His Due

��
��
�ワールドリープレジャー黒鹿 2015 Fast Pleasure

1l
ウインドインハーヘアM3×S4 Mr. Prospector S4×S5 Halo M4×M5
Con Game S5×M5
価格： 購買者：



母 インクレセント（09青鹿 アグネスタキオン）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
ルナエクリプス（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）�２勝
カスターニャルーナ（19牝栗 ＊ハービンジャー）��１勝��

２代母 インコグニート（99青鹿 GoneWest）３勝，手稲山特別２着
ティーガー（06牡 サクラバクシンオー）１勝
カグニザント（08� ネオユニヴァース）３勝，汐留特別，�５勝���入着 15回
ハーツコンセンサス（10牝 ハーツクライ）�13 勝，ニューイヤーＣＪＢＣ２０１４２着

ラブロック（17牡 スズカコーズウェイ）��４勝�	，ビギナーズＣ３着
コグノセンティ（11牝 ゴールドアリュール）１勝
インペカブル（12牝 ネオユニヴァース）�４勝�	１勝
プレゼンス（14� ヴィクトワールピサ）２勝，��５勝�	１勝
リビーリング（15� ヴィクトワールピサ）１勝，燕特別２着，セントポーリア賞２着
キュールエサクラ（16牝 マンハッタンカフェ）３勝，山陽特別
エイカイファントム（18牡 キズナ）�１勝

３代母 ＊デインスカヤ（93 GB鹿 ＊デインヒル）FR３勝，アスタルテ賞‐G2，P. de Li
eurey‐L ２着
ノーブルフォース（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，湯川特別２着
シックスセンス（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都記念‐Jpn2，皐月賞

‐Jpn1 ２着，etc.，HKG入着，香港ヴァーズ‐G1 ２着，種牡馬
スペルバインド（05牝 ゴールドアリュール）４勝，スイートピーＳ‐L ２着，新春Ｓ，

ゴールデンブーツＴ，etc.
デルフォイ（06牡 スペシャルウィーク）４勝，京都新聞杯‐G2 ２着，魚沼Ｓ，明石

特別，etc.

４代母 ブブスカヤ Boubskaia（87 GB黒鹿 Niniski）FR１勝，P. Occitanie‐L
３着
［子］ ＊シルヴァースカヤ（01牝 Silver Hawk）FR５勝，ロワイヨモン賞‐G3，

ミネルヴ賞‐G3，P. Caravelle‐L
［孫］ セヴィル Seville（08牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS２勝，ＡＴＣザメトロ

ポリタン‐G1，愛ダービー‐G1 ２着，パリ大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

510 インクレセント２０２１ 牡・栗 ２／１３

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラインクレセント GoneWest

��
��
�インコグニート青鹿 2009 ＊デインスカヤ

16g
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 イーストイン（13鹿 ＊ファスリエフ）��１勝�６勝
初仔

２代母 イゾラトウショウ（03栗 ＊ティンバーカントリー）出走
トウショウジャック（08牡 ＊ノボジャック）入着３回，�１勝
アイヴィトウショウ（09牝 ＊ブラックホーク）�４勝��４勝
ヤハタマル（10牡 サムライハート）��７勝
ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��入着，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ
コパノキャリー（17牝 コパノリチャード）���４勝�１勝�入着５回，ビギ

ナーズＣ
ラブミーオーロ（16牝 カネヒキリ）��２勝�入着２回
ドラゴンズバック（17牡 ＊ベーカバド）�２勝
コパノピッチング（18牡 コパノリチャード）１勝

３代母 ブリストウショウ（94栗 ビゼンニシキ）不出走

４代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
［子］ ハグミートウショウ（87牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，陸奥湾特別

ライラトウショウ（86牝 ＊モガミ）２勝，漁火特別２着
［孫］ トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
トウショウフリート（88牡 トウシヨウペガサス）７勝，パラダイスＳ‐OP，
箱根Ｓ，秋嶺Ｓ，etc.，種牡馬

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２
着，三峰山特別２着，etc.

［曾孫］ サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オー
ストラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，etc.

トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝	入着

ダイシングロウ（04牡 ダンスインザダーク）５勝，小倉記念‐Jpn3 ２着，
バレンタインＳ‐OP ２着，博多Ｓ，etc.，障害３勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲サンローゼン＝新冠町明和 �0146-47-2575
生 産 牧 場： ㈲サンローゼン
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

511 イーストイン２０２１ 牡・鹿 ３／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessイーストイン ＊ティンバーカントリー

��
��
�イゾラトウショウ鹿 2013 ブリストウショウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンピカデリー（13 USA栗 ＊ハードスパン）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
ララシャルロット（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝
パウオレ（19牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
メロパール（20牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 レイディズラフター Lady's Laughter（06 USA黒鹿 Distorted Humor）USA
４勝，Likely Exchange S，Gowell S２着，ガーデニアＨ‐G3 ３着，India
na Live! Casino S‐L ３着，Kentucky Cup Ladies Turf S３着
ホリデイラフターHoliday Laughter（14 牝 Harlan's Holiday）USA３勝

３代母 レイディタップ Lady Tap（94 USA鹿 Pleasant Tap）USA５勝，Alameda
County Fillies andMares H，BayMeadows Dash H‐L ２着，Variety Baby H
２着，E. B. Johnston S３着，June Darling S‐R ３着
リヴィアードRevered（08牝 Dixie Union）USA入着２回

バイユアサイド By Your Side（17 牡 Constitution）�USA２勝，サンフォー
ドＳ‐G3

ハイリーリスペクテド Highly Respected（19牡 Dialed In）�USA１勝，ベ
イショアＳ‐G3 ２着

４代母 チェルシアーナ Chelseanna（76 CAN黒鹿 ＊ナイスダンサー）USA８勝，
La Prevoyante S２着
［孫］ チェルシーフラワー Chelsey Flower（91 牝 His Majesty）USA８勝，フ

ラワーボ－ルＨ‐G1，シープスヘッドベイＨ‐G2，ミスグリジョＳ
‐G3，etc.

ピュアファン Pure Fun（10牝 Pure Prize）USA４勝，ハリウッドスターレ
ットＳ‐G1，インディアナオークス‐G2，ブルボネットオークス‐G3 ３着

アンディオティス Andiotis（06� Stephanotis）USA・CAN４勝，G
us Fonner S‐L，Westerner H，Speed To Spare S‐L ２着，etc.

キーガイ Key Guy（92牡 Key to the Mint）USA７勝，Rushaway S
‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768

512 エイシンピカデリー２０２１ 牡・栗 ３／３１

＊

＊ 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

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystエイシンピカデリー レイディズラフター Distorted Humor

��
��
�Lady's Laughter栗USA 2013 Lady Tap

52
Danzig M3×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンミレレ（13黒鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊セントルイスガール（03 USA黒鹿 Silver Hawk）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3
２着，フェニックス賞‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
エーシンミズーリ（08牡 マンハッタンカフェ）６勝，米子Ｓ‐L，ポートアイランド

Ｓ‐L ２着，難波Ｓ，長久手特別，南港特別，etc.
エーシンブランシュ（09牝 ＊クロフネ）入着

エイシンゾーン（16牝 ジャスタウェイ）１勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着
エーシンセノーテ（10牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，フェニックス賞‐OP
ゲートウェイアーチ（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，�１勝���

３代母 ＊エイシンシンシアナ（95 USA黒鹿 Storm Cat）３勝
＊エーシンコンファー（05牝 Dynaformer）４勝，豊明特別，利尻特別，八坂Ｓ３着

エイシンジルコン（13牝 ディープインパクト）入着６回，石打特別２着
エーシンマイェスタ（10牡 スペシャルウィーク）５勝，朱雀Ｓ，鷹ケ峰特別，知立

特別２着，etc.

４代母 バイランドバイシー By Land by Sea（84 USA鹿 Sauce Boat）USA10 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，ミレイディＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，エルエン
シノＳ‐G3，ルイヴィルＢＣＨ‐G3，etc.
［子］ ファハル Fahal（92 牡 Silver Hawk）GB・USA・UAE４勝，ローズオヴ

ランカスターＳ‐G3，Stardom S‐L，セレクトＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

［孫］ ボーブルクイーン Bauble Queen（08牝 Arch）USA３勝，ロバートＪフ
ランケルＳ‐G2，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，Sandy Blue H
‐L ２着，etc.

レミントン Leamington（05牝 Pleasant Tap）GB・USA４勝，Vood
oo Dancer S‐R

［曾孫］ ブリッツクリーク Blitzkrieg（15� War Front）�USA・UAE６勝，ア
メリカンＳ‐G3，サンフランシスコマイルＳ‐G3，ジョーヘルナンデ
スＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

513 エイシンミレレ２０２１ 牡・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエイシンミレレ
＊ Silver Hawk

��
��
�セントルイスガール黒鹿 2013 ＊エイシンシンシアナ

11
Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 エムオークィーン（15鹿 スマートファルコン）�２勝��４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ワビスケ（20牝鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 コンサートクィーン（98鹿 ＊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，クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着
ワタリプリンセス（10牝 ダンスインザダーク）�９勝��
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
ケンタキシード（14牡 ブラックタキシード）��１勝
ワタリビクトリー（17牝 ベルシャザール）��出走��１勝
シンメロワン（18� リーチザクラウン）���１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

リスカルダメント（18牝 リアルインパクト）���１勝�１勝�入着�，金沢
シンデレラＣ３着

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
ワレンダラッド（05牝 ＊ワレンダー）不出走

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，etc.，���出走

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： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

514 エムオークィーン２０２１ 牡・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

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブエムオークィーン ＊カコイーシーズ

��
��
�コンサートクィーン鹿 2015 マルゼンラッド

＊シル 5g
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ヴィグシュテラウス（12栗 ダイタクリーヴァ）��５勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ヒアアイアム（19牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走
デイバンカウボーイ（20牡栗 ゴールドシップ）�未出走

２代母 ヴィーグスマイル（06栗 ＊サウスヴィグラス）不出走

３代母 ハートフルスピーチ（89栗 ＊リアルシヤダイ）１勝
ミスタードン（97牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＴＵＦ杯，葉山特別，桐花賞
アポロサティー（01牝 ＊キンググローリアス）１勝，��５勝

バニスター（12牡 ＊パイロ）�５勝�１勝�入着２回，ＭＲＯ金賞２着
ココロネ（05牡 ミレニアムバイオ）�２勝，ジュニアクラウン３着

４代母 シヤダイスピーチ（77栗 ＊ノーザンテースト）５勝，玄海特別，白梅賞
［子］ スピークリーズン（86牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，函館記念‐Jpn3，京成

杯‐Jpn3，すずかけＳ‐OP，etc.，種牡馬
ビッグマウス（87牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，青葉賞‐OP
エアパラダイス（93牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，甲斐路Ｓ，山中湖特
別，青嵐賞，etc.，��１勝

［孫］ フォルテベリーニ（02牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，福島記念‐Jpn3
２着，白富士Ｓ‐L ２着，中京記念‐G3 ３着，etc.，障害２勝

５代母 ペルースポート（72栗 ＊ガーサント）３勝，ながつき賞
［子］ シヤダイチヤツター（80牝 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，

北九州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，etc.
［孫］ インティライミ（02牡 スペシャルウィーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都

新聞杯‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3，etc.
サンバレンティン（01牡 スペシャルウィーク）８勝，七夕賞‐G3，福島記
念‐Jpn3，大阪スポーツ杯，etc.

オーバーザウォール（94牝 ＊ドクターデヴィアス）５勝，福島記念‐Jpn3，
山中湖特別，九州スポーツ新聞杯，etc.

［曾孫］ アルバート（11牡 アドマイヤドン）９勝，ステイヤーズＳ‐G2（３回），ダ
イヤモンドＳ‐G3，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 坂元 芳春＝新冠町大富 �0146-47-2291
生 産 牧 場： 坂元 芳春
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

515 ヴィグシュテラウス２０２１ �・栗 ３／ ８
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダイタクリーヴァ スプリングネヴァーヴィグシュテラウス ＊サウスヴィグラス

��
��
�ヴィーグスマイル栗 2012 ハートフルスピーチ

＊レデイチヤツター 19
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ウインプレセア（06栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（34）〕
アピア（11�鹿 ＊ファスリエフ）��18 勝，船橋記念（Ｄ1000）（２回），習志野きらっと

スプリント（Ｄ1000），優駿スプリント（Ｄ1200），習志野きらっとスプリント
（Ｄ1000）２着，アフター５スター賞（Ｄ1200）２着，アフター５スター賞（Ｄ1200）
３着

フェイム（14牝鹿 ＊ベーカバド）��８勝
クレイジービクトリ（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）���７勝
ウポポイ（18牝青鹿 ＊バトルプラン）���１勝
アルヴィナ（19牝芦 ＊ダンカーク）���入着

２代母 パールビコー（97黒鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝，�２勝
エーデルビコー（04牝 ＊タイキシャトル）入着，�２勝�

３代母 メイシヨウマツカゼ（84栗 ＊クラウンドプリンス）３勝
メイショウマサカド（90牡 ＊スリルシヨー）４勝，万緑Ｓ，夙川特別，斑鳩Ｓ２着，etc.
レイレイン（95牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，高瀬川特別２着，�１勝
ツジノヒマワリ（96牝 ＊トニービン）出走

ブラウンコマンダー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）��３勝�３勝，ジャパン
Ｄダービー‐Jpn1 ４着，クラウンＣ，福山マイラーズＣ

メイソ（14牡 ローレルゲレイロ）�１勝	11 勝，黒潮菊花賞３着
リープリング（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回

ブレーヴゴールド（06牡 ＊マイネルラヴ）３勝，由比ヶ浜特別，
２勝��入着

４代母 トキノマツカゼ（66栗 ＊チヤイナロツク）１勝
［子］ ニッケンオー（74牡 ＊シルバーシヤーク）６勝，ジューンＳ，奥尻特別，

野菊賞
グレートベエスト（87牡 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，七草賞，天王
山特別２着，かえで賞３着，	11 勝

［孫］ オグリマツカゼ（97牝 ダイタクヘリオス）�13 勝
入着���，スプリン
ト２着，読売レディス杯３着

［曾孫］ キングトップガン（03牡 マヤノトップガン）７勝，目黒記念‐G2，函館記
念‐G3，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

516 ウインプレセア２０２１ �・青 ４／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウインプレセア ＊ブライアンズタイム

��
��
�パールビコー栗 2006 メイシヨウマツカゼ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Raise a Native S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ウォーターメアヌイ（12鹿 ダイワメジャー）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ウェルカムフラワー（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝
クラッシュハイト（09牡 デュランダル）��12 勝
ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，千

里山特別２着（２回），北海Ｈ２着，小牧特別３着
ヒルノリスボン（13牝 マンハッタンカフェ）�４勝
ココリミネルヴァ（17牝 キズナ）入着，�３勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝
フレンチカクタス（08牝 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，ひいら

ぎ賞，赤松賞２着

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Alberta Oaks‐R，Kamar H，Liberation S‐R，Senor
ita H，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着
ホリデイヘッデイク Holiday Headache（90牝 Herat）USA３勝，Pra
irie Dawn S３着

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

517 ウォーターメアヌイ２０２１ 牡・栗 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケウォーターメアヌイ ＊エルコンドルパサー

��
��
�ウェルカムフラワー鹿 2012 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウートゥルメール（13鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
モッツアン（18牡青鹿 ＊プリサイスエンド）���入着

２代母 フェルメールブルー（97鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，桜島特別２着
エーブダッチマン（06牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，

バーデンバーデンＣ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，白秋Ｓ，淀屋橋Ｓ，etc.
エスジーナミ（07牝 ＊タイキシャトル）１勝

アサケエース（17牡 ワールドエース）�２勝，中京２歳Ｓ‐OP ３着，こうやま
き賞２着，山陽特別３着，合馬特別３着

パッション（10牝 ＊アフリート）１勝，�２勝���
エーブキットマン（11牡 マンハッタンカフェ）入着，��２勝�入着５回
ナリタブルー（15牡 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，�８勝�
アリスブルー（16牝 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 ノースフライト（90鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ
‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，etc.，優古牝
キコウシ（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，大和特別３着，オーロラ特別３着
ミスキャスト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，福島記念

‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP，etc.，種牡馬
パピュラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝

サンホッブズ（13牡 メイショウサムソン）４勝，伊勢佐木特別，伊勢特別３着，
障害１勝

サノサマー（14牡 ＊サマーバード）５勝，春光Ｓ，香取特別，etc.，��１勝	
２勝��入着２回��，利家盃

ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ
チ賞２着，etc.
オハナ（15牝 ディープインパクト）�３勝，ノエル賞，菜の花賞

４代母 シヤダイフライト（73鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［孫］ マリーゴッド（91牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ３着，卯月Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

518 ウートゥルメール２０２１ 牡・鹿 ３／１３
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジウートゥルメール ＊ノーザンテースト

��
��
�フェルメールブルー鹿 2013 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エーシンスピカ（09鹿 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エイシンノホシ（16牝鹿 ＊タイキシャトル）１勝
セイーサ（18牝鹿 リオンディーズ）��出走���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
＊エーシンベタラネリ（06牝 Elusive Quality）�出走

メディクス（16牡 ゴールドアリュール）４勝，西部日刊スポーツ杯，高田城特
別２着，彦星賞２着，���出走

エイシンハルニレ（17牡 ＊エイシンアポロン）��５勝�１勝�５勝�	，ハヤ
テスプリント，オパールＣ，新緑賞，駿蹄賞２着，若駒賞２着，etc.

ブルーバード（18牝 リーチザクラウン）２勝，ダリア賞‐OP
＊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： ㈱ヤスナカファーム＝日高町緑町 �090-2600-1223
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： ㈱ヤスナカファーム＝日高町緑町 �090-2600-1223

519 エーシンスピカ２０２１ 牡・鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラエーシンスピカ
＊

＊ミシエロ

��
��
�バーモントガール鹿 2009 Raging Apalachee

14a
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 エイシンオリヒメ（16黒鹿 ロードカナロア）入着
初仔

２代母 ＊ミスティコンクエスト（09 IRE 鹿 Mujadil）GB・FR・HKG２勝，Dick Po
ole Fillies' S‐L ２着，Empress S‐L ３着
エイシンタンチョウ（17牡 ダイワメジャー）���１勝�１勝�入着
エイシンリヒト（18牡 エイシンヒカリ）�１勝

３代母 ポリッシュベルPolish Belle（99 GB鹿 Polish Precedent）不出走
ジャイルジーニョ Jairzihno（07� Royal Applause）GB・USA２勝，デルマーダ

ービー‐G2 ２着

４代母 ミスワキベルMiswaki Belle（92 USA鹿 Miswaki）GB入着
［子］ デインハーストDanehurst（98 牝 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・GER・I

TY10 勝，フライイングファイヴＳ‐G2，ウンブリア賞‐G3，セーネ
オワーズ賞‐G3，etc.

ユモレスク Humouresque（00牝 Pivotal）GB・FR５勝，ペネロープ賞
‐G3，P. Policeman‐L，P. Rose deMai‐L

ライジングレジェンド Rising Legend（10牡 ＊ロックオブジブラルタル）
GB・USA３勝，Oceanside S‐R，ジェネラスＳ‐G3 ２着

マイティMighty（03 牡 Pivotal）GB・IRE３勝，ハードウィックＳ‐G2
３着，英ジョッキークラブＳ‐G2 ３着，ブリガディアジェラルドＳ
‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ バーチグローヴ Birch Grove（15牝 Galileo）GB・FR３勝，P. Luth En
chantee‐L

クロチェット Crotchet（15 牝 Lethal Force）GB・FR・IRE４勝，Co
oley Fillies' S‐L ２着，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage
‐L ３着

ピアノ Piano（07牝 Azamour）GB３勝，Hoppings S‐L ３着
［曾孫］ マドモアゼル（15牝 ブラックタイド）３勝，橘Ｓ‐LR，バーデンバーデン

Ｃ‐OP ３着，りんどう賞
サイモンゼーレ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ２着
ポールトゥウィン（17牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，奥尻特別

販売申込者・所有者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132
生 産 牧 場： スカイビーチステーブル
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

520 エイシンオリヒメ２０２１ 牡・青鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムエイシンオリヒメ
＊ Mujadil

��
��
�ミスティコンクエスト黒鹿 2016 Polish Belle

A29
Danzig S4×M5 Storm Bird M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンデルフィー（15栗 ＊エイシンアポロン）１勝
初仔

２代母 エーシンピュリティ（06鹿 アグネスタキオン）不出走
エイシンポロロッカ（11牝 ＊アグネスデジタル）�４勝�入着３回
エイシンイソップ（13牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝

エイシンキーゼル（18牡 ローレルゲレイロ）���入着３回�２勝��入着４回
エイシンツーリング（19牡 エイシンヒカリ）�出走，�１勝	２勝，ジュニア

ＧＰ３着
エイシンスカラベ（14牡 ＊エイシンアポロン）�１勝
テイエムマグマ（18牡 メイショウボーラー）�３勝，三河Ｓ２着

３代母 パッションストーム（99鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着２回
ゴーイングステージ（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，�４勝
クリノビッグスカイ（07牝 フジキセキ）入着，�２勝

４代母 ＊ゴールデンハピネス（93 USA栗 Sanglamore）FR入着
［子］ デンファレ（07牝 フジキセキ）２勝，由比ヶ浜特別，秋川特別２着，立春

賞２着，etc.，�２勝
ヒシサンダー（00牡 ＊サンダーガルチ）３勝

［孫］ クレセントシティー（15牡 ＊トビーズコーナー）��４勝�，ハイセイコ
ー記念２着

５代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝
［孫］ スタンドバイミー（09牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，くすのき賞２着，

樅の木賞２着，障害１勝
エアドミンゴ（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，足立山特別２着

［曾孫］ バスタータイプ（12牡 ＊ホワイトマズル）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，総武
Ｓ‐OP，アレキサンドライトＳ，etc.

シャークファング（11牝 ＊パイロ）��３勝，桜花賞，ユングフラウ賞２着
アスカクイン（11牝 スペシャルウィーク）３勝，木古内特別２着
ダンディーレイ（10牡 ＊アグネスデジタル）３勝，初茜賞３着，チバテレ
杯３着

販売申込者・所有者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �090-5983-3327
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
飼 養 者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �090-5983-3327

521 エイシンデルフィー２０２１ 牡・栗 ２／ ９

＊

＊
＊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

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンアポロン Silk And Scarletエイシンデルフィー アグネスタキオン

��
��
�エーシンピュリティ栗 2015 パッションストーム

＊ゴールデンハピネス 12c
Storm Cat S4×M4 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 エスケイミネルバ（12青 メイショウボーラー）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ハイラブハンター（18牡鹿 メイショウサムソン）�１勝，ニセコ特別（Ｄ1700）２着
シナノコンコルド（19牡青 ＊アイルハヴアナザー）��入着２回��入着
サノノビスケッツ（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�出走

２代母 メイショウシスタス（99栗 バブルガムフェロー）４勝，新涼特別
メイショウアサギリ（08牡 ＊オペラハウス）�11 勝�１勝
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，上賀茂Ｓ３着，響灘特別３着，障害３勝

３代母 ブラッシングロマン（91鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
メイショウトンボ（03牡 ＊オペラハウス）２勝，唐津特別２着

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

［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.

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

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

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

522 エスケイミネルバ２０２１ 牡・黒鹿 ５／３１
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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズエスケイミネルバ バブルガムフェロー

��
��
�メイショウシスタス青 2012 ブラッシングロマン

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

価格： 購買者：



母 ＊エステフ（06 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：海外－１（５），地方－３（７）〕
ハイオンライトHigh On Light（13 GB牝鹿 ＊マクフィ）GB５勝
アイリッシュハート（15牝鹿 ハーツクライ）入着，��１勝
メドック（16牡鹿 ジャスタウェイ）�３勝��１勝�
ボーンブレジーヌ（17牝鹿 ダイワメジャー）���２勝

２代母 タラスコン Tarascon（95 IRE 鹿 Tirol）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，
モイグレアスタッドＳ‐G1
ボーケールBeucaire（00 牝 ＊アントレプレナー）IRE２勝

シカラ Sikara（08 牝 Aussie Rules）IRE・USA３勝，ロバートＧディックメモ
リアルＳ‐G3 ３着

＊マヤノソフィア（04牝 ＊ロックオブジブラルタル）FR２勝，P. Coronation‐L
２着

タラズウェルズTara's Wells（05 牝 Sadler's Wells）不出走
アルベローネ Alberone（14牡 Born To Sea）NOR・SWE・DEN２勝，スカ

ンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3 ３着
ハイアウォード High Award（08� Holy Roman Emperor）GB・IRE・HKG８

勝，Woodcote S‐L

３代母 ブレヤニBreyani（87 IRE 鹿 Commanche Run）GB・IRE４勝
マーラマーラMala Mala（98 牝 Brief Truce）GB・IRE１勝，チヴァリーパークＳ

‐G1 ３着，モイグレアスタッドＳ‐G1 ３着
コンテスト Contest（04 牡 Danehill Dancer）GB・FR・IRE・UAE５勝，

P. Servanne‐L，Cork S‐L，モートリー賞‐G3 ２着，etc.
ラシャンロック Russian Rock（07牡 ＊ロックオブジブラルタル）GB・UAE・

OMN11勝，Jebel Ali Sprint‐L（２回）
ホライゾンスカイ Horizon Sky（10� Duke of Marmalade）IRE・USA１勝，

Baffle S３着
ザラストライオン The Last Lion（14牡 Choisir）GB４勝，ミドルパークＳ

‐G1，サイレニアＳ‐G3，Dragon S‐L，etc.，種牡馬
ミスターモネMister Monet（01 牡 ＊パントレセレブル）GB・FR５勝，ギヨームド

ルナーノ賞‐G2，ローズオヴランカスターＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲桜井牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2065
生 産 牧 場： ㈲桜井牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

523 エステフ２０２１ 牡・鹿 ３／２１
＊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

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeエステフ タラスコン Tirol

��
��
�Tarascon鹿IRE 2006 Breyani

13e
Alpine Niece M4×S5

価格： 購買者：



母 エンジェルステップ（14鹿 ＊タートルボウル）��入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
パワポケロック（19牡芦 ＊ザファクター）��１勝

２代母 エンジェルフォール（09鹿 ジャングルポケット）出走
ヴェロニカグレース（15牝 ＊ハービンジャー）２勝
アドマイヤレオ（16� ＊ノヴェリスト）１勝，��出走
アンジェロフィリオ（17牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 アドマイヤサンデー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特
別‐Jpn2 ２着，保津峡特別，桂川Ｓ２着，ポプラＳ２着
アドマイヤメガミ（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
フサイチホウオー（04牡 ジャングルポケット）４勝，共同通信杯‐Jpn3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トールポピー（05牝 ジャングルポケット）３勝，オークス‐Jpn1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優２牝
オリエンタルポピー（11牝 キングカメハメハ）出走
シャーレイポピー（18牝 ミッキーアイル）�４勝，武庫川Ｓ，甲東特別，
五色沼特別２着

ナサニエル（06牡 キングカメハメハ）入着，伏竜Ｓ‐OP ２着，�３勝��入着，全
日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

ヴェラブランカ（07牝 ＊クロフネ）２勝
ヴェラアズール（17牡 エイシンフラッシュ）�４勝，ジューンＳ，淡路特別，

緑風Ｓ３着，etc.
アヴェンチュラ（08牝 ジャングルポケット）４勝，秋華賞‐G1，クイーンＳ‐G3，

エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，優３牝
エルミラドール（10牝 ジャングルポケット）不出走

コロンドール（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，汐留特別
エルカスティージョ（18牝 ロードカナロア）�３勝，猪名川特別，ストークＳ

３着，長篠Ｓ３着
アドヴェントス（13牝 ジャングルポケット）３勝，石打特別，ＴＶ山梨杯２着

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： 静内フジカワ牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

524 エンジェルステップ２０２１ �・鹿 ４／１６
＊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

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowエンジェルステップ ジャングルポケット

��
��
�エンジェルフォール鹿 2014 アドマイヤサンデー

＊ムーンインディゴ 1p
サンデーサイレンス S3×M4 トニービン S4×M4

価格： 購買者：



母 エンパイアライン（12黒鹿 ＊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（２）〕
コトブキアリエス（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��２勝
ダイセンコウ（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�地方未出走

２代母 サクセスビスケット（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ベリービスケット（10牝 ＊グラスワンダー）�３勝�４勝
ヤマイチリーダー（11牡 ＊バゴ）�１勝
イージス（18牡 ＊ヘニーヒューズ）��３勝

３代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）FR１勝
サクセスビューティ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

菜の花賞‐OP，千両賞３着
サクセスブロッケン（05牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ‐G1，etc.，

��２勝�	入着２回，東京大賞典‐Jpn1，ジャパンＤダービー
‐Jpn1，etc.

サクセスウイッチ（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
マカニビスティー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，万葉Ｓ

‐L ２着，etc.，��２勝�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.
サクセスヒューゴー（06牡 ネオユニヴァース）４勝，白馬岳特別３着
サクセスアイニー（07牝 ジャングルポケット）��７勝

サクセスエナジー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�７勝，�１勝��３勝�１勝�１
勝�入着
，東京盃‐Jpn2，さきたま杯‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

４代母 コロニアルウォーターズ Colonial Waters（85 USA黒鹿 Pleasant Colony）
USA６勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，レイディーズＨ‐G2，ジョニーウォーカーク
ラシック‐G2，Florida Oaks‐L，Lady's Secret S，etc.
［子］ パナマカナル Panama Canal（94牝 Gulch）USA４勝，ネクストムーヴＨ‐G3
［孫］ サルザバーバー Sal the Barber（06 牡 Alphabet Soup）USA４勝，コ

ールダーダービー‐G3，Three Coins Up S，Don Jack S，etc.，
USA障害１勝

ジョイフルケイオス Joyful Chaos（01 牝 Rahy）USA５勝，Glowing
Tribute S‐R，Christiecat S２着

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ＦＵＪＩＷＡＲＡ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町平賀 �080-5595-6951

525 エンパイアライン２０２１ �・鹿 ３／ ２

＊

＊
＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエンパイアライン ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクセスビスケット黒鹿 2012 ＊アワーミスレッグス

4r
Fappiano M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊オーヴァーアンダー（04 USA鹿 Seeking the Gold）USA３勝，Wild Rose S，
Oaklawn Bayakoa S‐L ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），海外－２（３）〕
ティズントオーヴァーTizn't Over（10 USA�鹿 Tiznow）USA・CAN２勝
ジャイアンツハイウェイGiants Highway（11 USA�黒鹿 Giant's Causeway）

USA・CAN１勝
アースシンフォニー（12�鹿 Unbridled's Song）１勝
オーヴァーライト（15�栗 ＊ヘニーヒューズ）３勝，エスペランサ賞（Ｄ1200），２０

１８フェアウェルＳ（Ｄ1200）３着，���入着５回
スナイプ（16牡栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝
オーヴァーネクサス（17牡鹿 キズナ）�４勝，花のみちＳ（Ｄ1400）

２代母 プリンセスミッテラン Princess Mitterand（91 USA鹿 Seattle Slew）USA
３勝，Santa Ysabel S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，ラスヴィル
ヘネスＳ‐G1 ３着
フレンチエンヴォイ French Envoy（96牡 Deputy Minister）USA２勝，ジャイプ

ールＨ‐G3 ３着，種牡馬
ヒーズソーロイヤルHe's So Royal（02� Kingmambo）USA４勝
ゴールドレイディGold Lady（09牝 Elusive Quality）USA１勝

３代母 ミッテランMitterand（81 USA鹿 Hold Your Peace）USA６勝，ラカニャ
ーダＳ‐G1，エルエンシノＳ‐G3，ラブレアＳ‐G3，レイルバードＳ‐G3，サン
タマルガリータＨ‐G1 ２着，etc.

＊マダムミッテラン（88牝 Mr. Prospector）不出走
フレンチマダム French Madam（97牝 Rahy）USA３勝，Spirit of Fighter S

２着
ジンジャーポップGinger Pop（05牝 El Prado）USA２勝，ラブレアＳ
‐G1 ２着，Flawlessly S‐L ２着

＊フレンチデピュティ（92牡 Deputy Minister）USA４勝，ジェロームＨ‐G2，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

526 オーヴァーアンダー２０２１ 牡・青鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameオーヴァーアンダー プリンセスミッテラン Seattle Slew

��
��
�Princess Mitterand鹿USA 2004 Mitterand

4m
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 オオシマパンジー（02黒鹿 ＊スキャン）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－６（20），地方－３（10）〕
メイショウアカドウ（07牡鹿 ＊ブラックホーク）�８勝
メイショウマシュウ（08牡黒鹿 アドマイヤマックス）６勝，根岸Ｓ‐G3，ギャラク

シーＳ‐LR（Ｄ1400）３着，御影Ｓ（Ｄ1400），河原町Ｓ（Ｄ1400），渡月橋Ｓ
（Ｄ1400）２着，羅生門Ｓ（Ｄ1400）３着

ワンダーヴィーヴァ（10牡青鹿 ＊スタチューオブリバティ）４勝，春風Ｓ（Ｄ1200）
メイショウホウトウ（11牡青鹿 スズカマンボ）２勝，三田特別（芝 2200），與杼特

別（Ｄ1800）３着，��１勝
メイショウレンマ（13牝黒鹿 メイショウサムソン）２勝
デンコウケンジャ（15牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）３勝，大山崎特別（Ｄ1200）
パレニア（16牝鹿 ＊キングズベスト）３勝，響灘特別（Ｄ1700）
オオシマアジサイ（18牝栗 ＊ノヴェリスト）入着，��１勝�

２代母 オオシマダリア（87鹿 ＊モガミ）２勝，すいれん賞２着，筑紫特別３着，洞海
特別３着
オオシマサリー（94牝 アンバーシヤダイ）１勝，二本松特別３着
オオシマフヨウ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
グラールホーリー（97牝 ＊アフリート）入着２回

バックトゥジエース（07牡 ＊カリズマティック）５勝，赤富士Ｓ，オホーツクＨ，
平城京Ｓ３着，渡島特別３着

ヒカリホーオー（98牡 ダンスインザダーク）２勝，露草賞３着，障害１勝
イシノカサブランカ（99牝 ＊アフリート）１勝，��３勝
ホーマンオブジェ（00牡 ＊アラジ）５勝，桜島特別

３代母 オオシマスズラン（78鹿 ＊カウアイキング）７勝，京都４歳特別，４歳牝馬特
別‐OP，カトレア賞，うぐいす賞
ホクトジョージ（84牡 ＊ミルジヨージ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，山藤賞
オオシマルチア（90牝 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，稲荷特別，なでしこ賞，野

苺賞３着
カルストンライトオ（98牡 ＊ウォーニング）９勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，ア

イビスサマーダッシュ‐Jpn3（２回），アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 坂本 晴美＝浦河町向別 �0146-22-0603
生 産 牧 場： 坂本 晴美
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

527 オオシマパンジー２０２１ 牡・黒鹿 ４／３０
＊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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャン Videoオオシマパンジー ＊モガミ

��
��
�オオシマダリア黒鹿 2002 オオシマスズラン

＊ボニーナンシー 10b
Mr. Prospector M3×S5 Nijinsky M4×S5 Lyphard M4×S5
Northern Dancer S5×M5×M5 Native Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 オルターネイティヴ（00青鹿 ＊タイキシャトル）３勝，桜草特別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（19）〕
リア（07牝栗 ＊トワイニング）�１勝
ロジハーツ（08牡鹿 ハーツクライ）２勝，新発田城特別（芝 1400）２着
マイネルフェイブル（09牡青 ハーツクライ）入着，��８勝
トウバレリーナ（12牝青 マンハッタンカフェ）出走

ビックバレリーナ（17牝 トゥザワールド）��７勝�，東海クイーンＣ，梅桜
賞２着，ライデンリーダー記念２着，新緑賞３着

ジュンハーツ（14牝黒鹿 ハーツクライ）入着３回，�７勝��入着
ミナミン（17牝鹿 スピルバーグ）���２勝，ローレル賞（Ｄ1600）３着，鎌倉記

念（Ｄ1500）３着
セブンゴー（18牡栗 ヴィクトワールピサ）���１勝
オンジン（19牝青鹿 ヴィクトワールピサ）��入着２回�入着２回
エコロマックス（20牡青鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 ＊リスクアタッチ（91 USA鹿 Private Account）USA２勝
ポールシッター（99牡 Unbridled's Song）３勝
シャレーポピー（02牝 ＊サンデーサイレンス）出走

シャレーストーン（06牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��４勝�１勝�，羽田盃
２着，京浜盃２着，ニューイヤーＣ２着，中日杯３着

３代母 アンバサダーオヴラック Ambassador of Luck（79 USA鹿 What Luck）U
SA14 勝，マスケットＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，バレリーナＳ‐G3，D
uchess S，Martha Washington S，etc.
ザヒール Zakhir（86	 Topsider）GB・USA７勝，Cock of the North S‐L，リ

ッチモンドＳ‐G2 ２着
アリダヴィド Alydavid（88 牡 Alydar）USA５勝，ダービートライアルＳ‐G3，シ

ェリダンＳ‐G3 ２着，種牡馬
フェラウナハ Felawnah（90牝 Mr. Prospector）GB・FR・IRE１勝，サンチャリ

オットＳ‐G2 ３着
ゴールデンエンヴォイGolden Envoy（92牝 Dayjur）GB入着

プラタ Plata（01 牝 Skip Away）USA７勝，Stefanita S‐L，Northview
Stallion Station S‐R，Conniver S‐R ２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： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

528 オルターネイティヴ２０２１ 牡・鹿 ４／１２
＊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スピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンオルターネイティヴ
＊ Private Account

��
��
�リスクアタッチ青鹿 2000 Ambassador of Luck

23b
Halo S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：




