
母 セシリア（09栗 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－２（４）〕
セントセシリア（16牝栗 ＊ハービンジャー）２勝，羊ヶ丘特別（芝 1500）３着
ワールドリバイバル（18牡鹿 エピファネイア）�２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3

２着，あすなろ賞（芝 2000）

２代母 ＊マシュール（03 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
ナリタムーンライト（08牡 アグネスタキオン）１勝
センセーション（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，仲春特別，マカオＪＣＴ，御室特別

２着，猪名川特別３着

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

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

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.
レイズアベール（14牝 ハーツクライ）４勝，蛍池特別，西尾特別，堀川特別２着，etc.

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

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

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

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

ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サン
ダウンマイル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，etc.，
種牡馬

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

1 セシリア２０２１ 牡・鹿 １／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラセシリア
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール栗 2009 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ファーストレディ（08鹿 スマートボーイ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（16）〕
アップトゥユー（14牝鹿 ＊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（Ｄ1600），東京プリンセス賞（Ｄ1800）２着，ユン
グフラウ賞（Ｄ1400）２着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，道営スプリント
（Ｄ1200），ノースクイーンＣ（Ｄ1800）２着（２回），ヒダカソウＣ（Ｄ1600）２
着，ヒダカソウＣ（Ｄ1600）３着，リリーＣ（Ｄ1200）３着

ストロングハート（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝・２勝��２勝�，エー
デルワイス賞‐Jpn3，しらさぎ賞（Ｄ1400），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，
船橋記念（Ｄ1000）３着，しらさぎ賞（Ｄ1400）３着，ユングフラウ賞
（Ｄ1400）３着，ローレル賞（Ｄ1600）３着，リリーＣ（Ｄ1200），フローラルＣ
（Ｄ1600）２着，ＮＡＲ優２牝

マリーンワン（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）�５勝
ラインオブソウル（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝

２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
ダッシングハニー（02牝 ＊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）

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

ジョンコ（04牝 アグネスタキオン）１勝
マルタシュンプウ（07牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，��９勝
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，総武Ｓ‐OP ２着，ベテルギウスＳ‐OP ３着，etc.，�５勝��１勝�
５勝，川崎記念‐Jpn1 ５着，etc.

３代母 ゲートアンドフライ（81栗 ＊クラウンドプリンス）不出走

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

2 ファーストレディ２０２１ 牡・鹿 ５／ ８

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルファーストレディ ＊スラヴィック

��
��
�ラストヒット鹿 2008 ゲートアンドフライ

＊パツシングクラウド 5g
Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊プリンセスオブザスターズ（12 IRE 栗 Sea The Stars）GB１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－１（１）〕
ショウナンラスボス（18牡栗 ダイワメジャー）�２勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）２着，

ノエル賞（芝 1200）２着，大日岳特別（芝 1200）３着，袖ケ浦特別（芝 1200）３着
カーディオプリンセスCardio Princess（19 牝栗 ハーツクライ）�CAN１勝

２代母 ワドゥードWadud（00 GB鹿 Nashwan）GB出走
アイスクイーン Ice Queen（05牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE２勝，ノーブ

レスＳ‐G3，愛オークス‐G1 ２着
イグゾティックExotic（10 牝 Galileo）IRE１勝
カピターナ Capitana（16牝 Captain Al）�SAF６勝，Laisserfaire S
‐L，Olympic Duel S‐L，セプターＳ‐G2 ２着，サザンクロスＳ
‐G2 ２着，シャンペインＳ‐G3 ２着

フェーリクスメンデルスゾーン Felix Mendelssohn（11� Galileo）�GB・IR
E１勝，Buckhounds S‐L ３着，GB・IRE障害２勝

サセックスダンサー Sussex Dancer（06 牝 Danehill Dancer）GB入着３回
リーヴェデルチ Reevederci（15� Reliable Man）NZ２勝，ノースランドブ

リーダーズＳ‐G3 ３着
メーガンMeghan（16牝 So You Think）NZ２勝，サンラインヴァーズ‐G3 ３着

ダンシングデュードDancing Dude（07� Danehill Dancer）GB１勝，GB障害２勝
ワンダラスライトWonderous Light（08 牝 Montjeu）FR１勝

３代母 ザパーフェクトライフ The Perfect Life（88 IRE 黒鹿 ＊トライマイベスト）F
R２勝，ボワ賞‐G3，P. Imprudence‐L，ロベールパパン賞‐G2 ３着
ナジヤNajiya（93 牝 Nashwan）GB２勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着

ビートベイビー Beat Baby（07� ＊ヨハネスブルグ）GB・FR・UAE・NOR
・SWE13勝，Jagersro Sprint‐L，Taby Open Sprint Championship
‐L，Taby Open Sprint Championship‐L ２着，etc.

ラバーハ Rabah（95牡 Nashwan）GB・USA５勝，ゴードンＳ‐G3，July Trop
hy‐L，Predominate S‐L，etc.，種牡馬

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

3 プリンセスオブザスターズ２０２１ 牡・鹿 １／２６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
�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

＊

シーザスターズ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�Sea The Stars Urban Seaプリンセスオブザスターズ ワドゥード Nashwan

��
��
�Wadud栗IRE 2012 The Perfect Life

8c
Danzig S3×M5 Northern Dancer S4×M5 Blushing Groom S4×M4
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 テメノス（16栗 ハーツクライ）入着５回
初仔

２代母 ＊セレスティアルキャット（11 USA栗 Tale of the Cat）不出走
ガトーブリランテ（15牝 ディープブリランテ）１勝
トーセンクライスト（19牡 オルフェーヴル）�１勝

３代母 マイアンメイデンMayan Maiden（93 USA鹿 Lyphard）不出走
サポテカZapoteca（98牝 Seattle Slew）USA入着２回

サペアダ Zapeada（15牝 Senor Candy）ARG１勝，ルイスＭカンポス将軍賞
‐G2 ３着，マヌエルＪギラルデス賞‐G3 ２着

マヤMaya（99牝 Capote）USA２勝
アルハリ Al Khali（06 牡 Medaglia d'Oro）USA・CAN・PER８勝，ボーリ

ンググリーンＨ‐G2，サラナクＳ‐G3，ノーザンダンサーターフＳ‐G1
２着，etc.，種牡馬

セイハリ Sheikhali（08 牡 City Zip）PER９勝，P. Arrabal‐L
ジャパン Japan（12牡 Medaglia d'Oro）USA２勝，Easy Goer S‐L，ジム

ダンディＳ‐G2 ３着，種牡馬
メサフレスカMesa Fresca（07牝 Sky Mesa）USA１勝

ハーモナイズ Harmonize（13 牝 Scat Daddy）USA５勝，デルマーオークス
‐G1，グレンズフォールズＳ‐G3，ジェサミンＳ‐G3，etc.

４代母 シックシライン Chic Shirine（84 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，アシ
ュランドＳ‐G1，Hail Hilarious S‐L，マザーグースＳ‐G1 ３着，エイコーン
Ｓ‐G1 ４着，サンタイネスＳ‐G3 ２着，etc.
［孫］ ヴェラツァーノ Verrazano（10牡 More Than Ready）GB・USA６勝，

ウッドメモリアルＳ‐G1，ハスケル招待Ｓ‐G1，タンパベイダービ
ー‐G2，etc.，種牡馬

ソーマリレモネイド Somali Lemonade（09牝 Lemon Drop Kid）USA
６勝，ダイアナＳ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ドクタージェイムズペ
ニーメモリアルＨ‐G3，etc.

セラレイク Serra Lake（97牝 Seattle Slew）USA７勝，ゴーフォーワン
ドＨ‐G1，ピムリコディスタフＨ‐G3

販売申込者・所有者： �Ｊｕｎｎｙ＝滋賀県守山市 �090-5076-6539
生 産 牧 場： イワミ牧場
飼 養 者： イワミ牧場＝新冠町明和 �0146-49-5166

4 テメノス２０２１ 牡・栗 ３／１９

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
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�
� 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テメノス
＊ Tale of the Cat

��
��
�セレスティアルキャット栗 2016 Mayan Maiden

13d
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5×M5 Lyphard M4×M5
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アマルフィターナ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，豊橋特別（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
ガゼボ（15牡青 ダイワメジャー）�４勝，洛陽Ｓ‐L（芝 1600）２着，２０２０ファイナ

ルＳ（芝 1400），祇園特別（芝 1400），彦根Ｓ（芝 1400）２着，心斎橋Ｓ
（芝 1400）２着，猪名川特別（芝 1400）２着，道頓堀Ｓ（芝 1400）３着

ティレニア（16牝栗 ジャスタウェイ）入着４回，�１勝��
テンナイスポイント（18牝鹿 ジャスタウェイ）��入着
メージャーテソーロ（20牡青鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊ホワットケイティーディド（89 USA鹿 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P.
Tantieme‐L，P. von Koln‐L ２着，P. du Point du Jour‐L ３着，P. Lo
velace‐L ３着
アドマイヤライト（96牝 Kris S.）３勝

アドミラルシップ（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，若駒Ｓ‐LR ３着
ベルーガ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，ファンタジーＳ‐G3，信越Ｓ‐L ３着

ベビーグランド（97牝 ＊トニービン）３勝，矢作川特別，千倉特別３着
トゥルーライズ（98牡 ＊トニービン）４勝，青嵐賞，火打山特別，赤倉特別２着，立

冬特別２着，山中湖特別２着，etc.
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞‐G3，

北九州記念‐Jpn3，栗東Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ２着，etc.，優短距
リュシオル（06牝 ＊クロフネ）３勝，鎌ケ谷特別２着，皆生特別３着
スクワドロン（10牡 ＊クロフネ）２勝，�４勝���，黒潮スプリンターズＣ

３代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，オールカマー‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝

販売申込者・所有者： ㈲アクセス・ワン＝宮崎県宮崎市 �0146-28-7777
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

5 アマルフィターナ２０２１ 牡・鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト

�
�
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�
�
�
�
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�

＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayアマルフィターナ
＊ Nureyev

��
��
�ホワットケイティーディド黒鹿 2007 Katies

7f
Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドビアンカ（13芦 ＊ハードスパン）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ルビーチョコ（19牝栗 グランデッツァ）���入着�１勝
コパノモナルカ（20牝栗 コパノリッキー）��１勝

２代母 ＊マイジェン（07 USA芦 Fusaichi Pegasus）USA４勝，ギャラントブルーム
Ｈ‐G2，Letellier Memorial S，ヴィクトリーライドＳ‐G3 ２着
サーワシントン（14� ディープインパクト）�２勝�８勝
セルゲイ（15� ディープインパクト）���８勝
ネルソンタッチ（16牡 ディープインパクト）��未出走�２勝�３勝
サトノゴールド（17� ゴールドシップ）１勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，���出走
ライラテソーロ（18牡 ミッキーアイル）�出走，	２勝
プルパレイ（19牡 イスラボニータ）�３勝，ファルコンＳ‐G3，クロッカスＳ‐L ２

着，アスター賞

３代母 メッコホクテMekko Hokte（00 USA芦 Holy Bull）USA３勝，Delta Miss S
，Dixie Belle S３着，Instant Racing Breeders' Cup S３着
スージーズベイビー Susie's Baby（12牝 Giant's Causeway）USA１勝

ファミリーウェイ FamilyWay（17牝 Uncle Mo）�FR・USA・CAN５勝，
オーキッドＳ‐G3，Kentucky Downs Ladies Marathon S‐L，ビウィ
ッチＳ‐G3 ２着，etc.

カラヴァッジョ Caravaggio（14 牡 Scat Daddy）GB・FR・IRE７勝，フィーニク
スＳ‐G1，コモンウェルスＣ‐G1，フライイングファイヴＳ‐G2，コヴェント
リーＳ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 エアロシルヴァーAerosilver（92 USA芦 Relaunch）USA２勝

５代母 シルヴァーインフライト Silver in Flight（80 USA黒鹿 Silver Series）USA
５勝，Key Largo S，ブラックヘレンＨ‐G2 ２着，ラプレヴォワイヤントＨ
‐G3 ３着，スワニーリヴァーＨ‐G3 ３着，Columbiana H‐L ３着，etc.
［孫］ シャープパフォーマンス Sharp Performance（98牡 Kris S.）USA４勝，

ロレンスリアリゼイションＨ‐G3，ベルモントレキシントンＳ‐G3，
セクレタリアトＳ‐G1 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： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

6 レッドビアンカ２０２１ 牡・栗 ２／２５
＊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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystレッドビアンカ
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�マイジェン芦 2013 Mekko Hokte

9e
Danzig M3×M5 Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 バリアーモ（12黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ジョイフルダンサー（18牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 リビアーモ（05鹿 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，鷹巣
山特別，古町特別，etc.
ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
アレラーモ（14牡 ルーラーシップ）入着３回，�１勝��入着３回
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞鶴Ｓ，

��４勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，新潟牝

馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，弥彦特別，糸魚川特別，etc.
ヴォリアーモ（17牝 ルーラーシップ）�１勝，松浜特別２着，ゆりかもめ賞２着，

八甲田山特別３着

３代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
プリンセスカメリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，etc.，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，フェアリーＳ‐G3
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，

秋川特別，etc.

４代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ 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

［曾孫］ ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日
王冠‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955
生 産 牧 場： ㈲新冠橋本牧場
飼 養 者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955

7 バリアーモ２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayバリアーモ アドマイヤベガ

��
��
�リビアーモ黒鹿 2012 ラトラヴィアータ

＊クリアアンバー 4m
サンデーサイレンス S3×M4 サクラユタカオー S4×M4 サクラハゴロモS4×M4
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5
価格： 購買者：



母 ダイワドレッサー（13鹿 ネオユニヴァース）１勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２
着，フェアリーＳ‐G3 ２着，福島記念‐G3 ３着，木更津特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
シゲルオトコギ（20牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 リバティープリント（05青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，呉竹賞
テキスタイルアート（12� ＊ロージズインメイ）２勝，妙高特別３着，��３勝
ライゴッド（15牝 スマートファルコン）１勝，���６勝，しらさぎ賞３着

３代母 エアリバティー（94鹿 ＊トニービン）３勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，ファン
タジーＳ‐Jpn3 ３着，秋華賞‐Jpn1 ５着，西海賞，石打特別，etc.
マイネマリアンヌ（09牝 ダイワメジャー）出走

ボルドープラージュ（16牝 ＊アイルハヴアナザー）��５勝�１勝�４勝�	入
着５回，ラブミーチャン記念，加賀友禅賞２着，留守杯日高賞２着，etc.

スズカトップバゴ（18牡 ＊バゴ）�２勝，鞍ケ池特別３着
マイネリベルタス（11牝 ＊コンデュイット）２勝，君子蘭賞３着

４代母 ＊ジョイアスピルエット（83 USA鹿 Nureyev）IRE・USA１勝，Ballycorus
S‐L ３着
［子］ ワイルドリージョイアスWildly Joyous（91� Wild Again）USA７勝，

ベンアリＳ‐G3，Governor's H‐L，Thistledown B C H‐L，etc.
エアピース（97牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，呉竹賞，��入着，関
東オークス‐Jpn3 ２着

エアジラソーレ（98牡 ＊トニービン）３勝，陸奥湾特別，湯川特別，立川
特別２着，etc.

［孫］ サトノプライマシー（09� ネオユニヴァース）５勝，オアシスＳ‐L ２着，
薫風Ｓ，横手特別，etc.

ピースデザイン（02牡 ＊エリシオ）３勝，福島ＴＶＯＰ‐L ３着，漁火Ｓ２
着，甲南Ｓ３着，�１勝

リバティバランス（07牡 ネオユニヴァース）５勝，サンタクロースＳ，鋸
山特別，堺Ｓ２着，etc.，
８勝��

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

8 ダイワドレッサー２０２１ 牡・栗 ３／１７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスダイワドレッサー ＊スウェプトオーヴァーボード

��
��
�リバティープリント鹿 2013 エアリバティー

＊ジョイアスピルエット 9c
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 アリデッド（06鹿 ダンスインザダーク）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（27）〕
イイヴィ（11牝鹿 キングカメハメハ）�10 勝
ウェーブキング（12牡鹿 ＊クロフネ）２勝，�２勝�５勝
スターリースワン（13牝黒鹿 メイショウボーラー）�４勝�１勝�入着�
ビューティスパイン（15牡鹿 ＊エンパイアメーカー）��２勝��２勝
ヴァルナ（17	黒鹿 エピファネイア）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，��１勝��
オラヴェリタス（19牡黒鹿 ロードカナロア）�１勝

２代母 ＊スワンプリンセス（93 USA鹿 Nureyev）不出走
ダークスワン（99牡 ＊トニービン）２勝，矢作川特別２着，�１勝�１勝��１勝
アルビレオ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，岡部幸雄騎手引退記念‐L，中山記念

‐Jpn2 ３着，京都金杯‐Jpn3 ２着，小倉日経ＯＰ‐L ２着，ファイナルＳ‐L
２着，etc.

オデット（01牝 スペシャルウィーク）１勝，九重特別２着
プルーヴドメリト（03牡 ＊エンドスウィープ）１勝，�１勝�４勝
入着��
ヴァリアシオン（09牡 ハーツクライ）３勝，仁山特別，箕面特別，�入着２回，池

田湖賞３着

３代母 フェアリーフットステップス Fairy Footsteps（78 IRE 鹿 Mill Reef）GB３
勝，英１０００ギニー‐G1，ネルグウィンＳ‐G3，Candelabra S，ミュージドラ
Ｓ‐G3 ３着
フライイングフェアリー Flying Fairy（83 牝 Bustino）GB入着２回

デザートプリンスDesert Prince（95 牡 Green Desert）GB・FR・IRE・USA
５勝，愛２０００ギニー‐G1，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1，ムーランドロ
ンシャン賞‐G1，etc.，種牡馬

オンタリオOntario（00 牡 Storm Cat）GB・IRE・USA２勝，アングルシー
Ｓ‐G3，種牡馬

フリートフェアリー Fleet Fairy（87 牝 Teenoso）FR１勝，ペネロープ賞‐G3 ３着
ファビュラスフェアリー Fabulous Fairy（91 牝 Alydar）GB１勝

チャイニーズドラゴン Chinese Dragon（02牡 ＊ストラヴィンスキー）IRE・U
SA７勝，サンフランシスコマイルＳ‐G2，Alcatraz Breeders' Cup S
‐L，La Puente S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

9 アリデッド２０２１ 牡・鹿 ４／１１

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイアリデッド
＊ Nureyev

��
��
�スワンプリンセス鹿 2006 Fairy Footsteps

1s
Northern Dancer M4×S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 モンプティクール（03芦 ＊クロフネ）３勝，皆生特別（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－６（12）〕
マプティット（10牝鹿 ゼンノロブロイ）入着４回，�３勝�入着
ヴレクール（11牡栗 ゴールドアリュール）２勝
ラプティファデット（12牝栗 ＊スニッツェル）��１勝
ブランシェクール（13牝芦 ダイワメジャー）４勝，成田特別（Ｄ2400），��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

フェールデクール（14牡栗 ダノンシャンティ）���１勝
グランロジエ（15牝芦 キングヘイロー）�２勝
ノーヴァレンダ（16牡黒鹿 ダイワメジャー）２勝，もちの木賞（Ｄ1800），����

２勝・２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，白山大賞典‐Jpn3 ３着，報知オールスターＣ（Ｄ2100）

ローレルオルブラン（17牡芦 オルフェーヴル）�１勝��入着

２代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
＊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，ドルメーロ賞‐G3 ３着，P. Ama
ndine‐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
ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3

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

リュバンドール（94牝 ＊トニービン）２勝，二見ケ浦特別２着，渥美特別２着，美濃
特別２着，二見ケ浦特別３着

ディアマンブルー（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

３代母 ゲイアパレルGay Apparel（75 CAN黒鹿 Up Spirits）USA３勝，Hastin
gs Lassie S，Nandi S，Princess Elizabeth S‐R ２着，Jack Diamond
Futurity S‐LR ３着，Mazarine S‐R ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

10 モンプティクール２０２１ 牡・鹿 １／２６
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューモンプティクール
＊ Lomond

��
��
�ゲートドクール芦 2003 Gay Apparel

4r
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 キャルスカイ（16黒鹿 ダイワメジャー）入着
初仔

２代母 スマイルコンテスト（01鹿 サツカーボーイ）出走
スマイルプライズ（07牝 ＊ホワイトマズル）１勝

スマイルスター（16牝 ゼンノロブロイ）２勝，鳥栖特別，桑名特別３着
ダズリングスマイル（08牝 ＊ホワイトマズル）入着４回，�１勝�入着２回

ダズリングジュエル（15牝 ダノンシャンティ）�２勝�
クリールカイザー（09牡 キングヘイロー）６勝，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2

２着，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，オールカマー‐G2 ３着，メトロポリタンＳ
‐L ２着，etc.

リンネルクロス（14牝 キングヘイロー）入着，�２勝�６勝
ライトカラカゼ（15牡 キングヘイロー）１勝

３代母 コクトビューティー（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）４勝，南総特別，中津
川特別，立夏Ｓ２着，利根川特別２着
ストロングアーミー（95牡 ＊アーミジャー）１勝
スマイルトゥモロー（99牝 ＊ホワイトマズル）４勝，オークス‐Jpn1，フラワーＣ

‐Jpn3，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.
スマイルオンザラン（05牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
スマイルタイム（07牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，日豊特別２着
イクゼギンギラギン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）入着，奥尻特別３着，�２勝
サンキュースマイル（09牝 ＊ブライアンズタイム）出走
カフジブレイブ（14牡 マンハッタンカフェ）１勝
ヒシタイザン（17牡 トーセンホマレボシ）１勝，わらび賞２着，百日草特
別３着

ヒシカムイ（18牡 キズナ）２勝
レインボージャージ（14牡 ダイワメジャー）１勝

ロイヤルキャリー（02牝 ヤマニンゼファー）��入着
ハクユウカンベエ（11牡 ＊マイネルラヴ）１勝，��１勝�３勝�４勝

レオエンペラー（04牡 ジャングルポケット）５勝，銀蹄Ｓ，初日の出Ｓ，ｔｖｋ賞，etc.
モアスマイル（05牝 ＊ホワイトマズル）１勝

トップスティール（19牡 カレンブラックヒル）�１勝

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

11 キャルスカイ２０２１ 牡・栗 ３／１１

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケキャルスカイ サツカーボーイ

��
��
�スマイルコンテスト黒鹿 2016 コクトビューティー

＊ウエルシユテイツトビツト 4c
ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 マイルストーン（07栗 ＊タイキシャトル）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
エイミーフレイバー（13牝黒鹿 キングカメハメハ）��１勝
ドリームレイ（17牝栗 ＊カジノドライヴ）�２勝
ティーティーエイト（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝
ジュパンスアトワ（19牝鹿 アドマイヤムーン）�出走

２代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
タイムオヴトラブルTime of Trouble（92 牝 ＊ウォーニング）GB・FR・UAE３勝

マーアドゥールMa Adour（01 牡 In TheWings）FR・ITY２勝，P. Circo
Massimo‐L ３着

リザーブシート（95牝 ＊クリエイター）入着７回
ソリッドプラチナム（03牝 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，マー

メイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，白百合Ｓ‐OP ２着，オ
リオンＳ２着，etc.

シンコーユタカ（97牡 サクラユタカオー）１勝，種牡馬
ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，アーリン

トンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，阪急杯‐Jpn3 ３着，障害１勝，種牡馬
アレグリアス（02牝 ＊フォーティナイナー）１勝
タニノハイクレア（04牝 ＊クロフネ）４勝，トリトンＳ，周防灘特別，うずしおＳ３着

３代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル‐G1，

Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.
ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記

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

４代母 ハイクレア Highclere（71 GB鹿 Queen's Hussar）GB・FR３勝，仏オーク
ス‐G1，英１０００ギニー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，Prin
cess Margaret S２着

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

12 マイルストーン２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンマイルストーン
＊ Be My Guest

��
��
�インヴァイト栗 2007 Burghclere

2f
Burghclere M3×S4 Halo S4×M4 Northern Dancer M4×S5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 エポキシ（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（２）〕
レクセル（14牝黒鹿 ルーラーシップ）�１勝�入着７回
ハナソメイ（15牝黒鹿 ＊タートルボウル）１勝
プラネットエー（16牝芦 ＊ダンカーク）��１勝
シグネチャーセル（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
キャルレイ（19牡黒鹿 ＊ハービンジャー）�２勝，新緑賞（芝 2300）

２代母 ＊シーズアン（97 IRE 鹿 Zieten）GB・IRE２勝，チヴァリーパークＳ‐G1，ネ
ルグウィンＳ‐G3 ２着，Sirenia S‐L ２着
ビーオブザバン（03牡 ＊キングズベスト）４勝，美作特別，はなみずき賞，白鷺特別３着
シーズンズベスト（07牝 ゼンノロブロイ）３勝，海老ヶ瀬特別２着，織姫賞３着，

カーネーションＣ３着
シーズンズギフト（17牝 エピファネイア）�２勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，

紫苑Ｓ‐G3 ３着，フラワーＣ‐G3 ３着，若竹賞
テンペル（08牡 ディープインパクト）３勝，須磨特別，ＴＶ山梨杯２着，石打特別

２着，瓢湖特別３着
アドマイヤディープ（10牡 ディープインパクト）３勝，猪名川特別
グレンガイル（11牡 ゼンノロブロイ）２勝
レッドヴィラーゴ（12牝 ネオユニヴァース）出走

ベルレフォーン（19牡 ＊ヘニーヒューズ）��３勝�，菊水賞，園田ジュニアＣ３着

３代母 サンセットカフェ Sunset Cafe（90 IRE 鹿 Red Sunset）IRE１勝
マホガニーMahogany（01牡 Orpen）IRE・HKG１勝，Tyros S‐L ３着
ワインソングWinesong（02牝 Giant's Causeway）IRE・USA入着

ユニヴァーサルUniversal（09 牡 Dubawi）GB・UAE７勝，英ジョッキークラ
ブＳ‐G2，プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，etc.，
種牡馬

アルベルティネッリ Albertinelli（03� ＊デインヒル）IRE・AUS・HKG５勝，プレ
ミアズＣ‐G3 ２着，ATC Neville Sellwood S‐L ３着，Celebration S
‐L ３着

アルベールアインシュタイン Albert Einstein（04 牡 ＊デインヒル）IRE・SAF３勝，
キラヴランＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

13 エポキシ２０２１ 牡・青鹿 ３／ ３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアエポキシ
＊ Zieten

��
��
�シーズアン鹿 2009 Sunset Cafe

14b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マイティーボタン（04栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），海外－１（２），地方－３（12）〕
ブラックフライデーBlack Friday（10牡鹿 ブラックタイド）１勝，SIN２勝
ヘルヴェティア（11牝栗 ＊サウスヴィグラス）入着，��６勝
モンサンアルナイル（13�栗 ＊カジノドライヴ）２勝，三陸特別（Ｄ1700）３着，

��４勝
ドライブラン（17牝栗 ＊カジノドライヴ）入着２回，��２勝
フロリーヌ（19牝栗 コパノリッキー）��入着
ヨシノタルマエ（20牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 スルーザシーズン（96栗 ＊スキャン）３勝
トーホウグリーン（05牝 アグネスタキオン）２勝

チェンジイット（13牝 トーホウエンペラー）�３勝��，クイーンＣ２着，新
春ペガサスＣ３着

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
ナリタタイフーン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着
マジックベル（12牝 マンハッタンカフェ）	２勝�２勝�
タニセンビクトリー（13牡 ハーツクライ）１勝
アカツキジョー（15牡 ＊グラスワンダー）２勝，���出走

３代母 ビクトリーマッハ（89黒鹿 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着
ビーウインド（01牝 ＊スピニングワールド）入着２回

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.

スマートルビー（13牝 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別，テレ玉杯２着
ムーンライト（17牝 ハーツクライ）�２勝，豊橋特別２着，御宿特別３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.

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

14 マイティーボタン２０２１ �・鹿 ２／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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�
�
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�
�
�

＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンマイティーボタン ＊スキャン

��
��
�スルーザシーズン栗 2004 ビクトリーマッハ

＊ワンスウエド 4m
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Nijinsky S5×M5×M5
Foreseer M5×M5
価格： 購買者：



母 ヒロコファンタジー（07栗 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（６）〕
ラブセレナード（12牝鹿 ＊ファルブラヴ）�３勝
シゲルテングダイ（13牡栗 ＊プリサイスエンド）２勝
シゲルピューマ（14牡栗 ＊ロードアルティマ）��１勝�
ゴールドキー（15牡栗 ＊アルデバランⅡ）入着，�２勝
キヒンシツノオンナ（18牝青鹿 ラブリーデイ）��入着�
トモノファンタジー（19牝鹿 リオンディーズ）���入着

２代母 スケアヘッドライン（88栗 ＊パドスール）不出走
インターサクセス（96牡 ＊アフリート）５勝，福島３歳Ｓ‐OP ２着，八ケ岳特別，

カトレア賞，新潟日報賞２着，房総特別２着，etc.
スクエアアウェイ（98牝 フジキセキ）１勝，松浜特別３着

アリゼオ（07牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，毎日王冠‐G2，スプリングＳ‐G2，
ホープフルＳ‐L，共同通信杯‐G3 ３着，皐月賞‐G1 ５着

ワンモアチャッター（00牡 ＊ペンタイア）６勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，小倉記念‐Jpn3
２着，オパールＳ‐L ２着，福島記念‐Jpn3 ３着（２回），若草Ｓ‐OP ３着，etc.

スクリーマー（01牝 ＊エンドスウィープ）３勝
エクストラニュース（02牝 ＊エンドスウィープ）不出走

クラウンレガーロ（10牡 ＊グラスワンダー）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，
小倉２歳Ｓ‐G3 ２着，若葉Ｓ‐LR ２着，オーロＣ‐L ３着，五頭連峰
特別，etc.，種牡馬

スマートギア（05牡 マーベラスサンデー）５勝，中日新聞杯‐G3，京都大賞典‐G2 ２着，
金鯱賞‐G2 ３着，小倉大賞典‐G3 ２着，京都金杯‐G3 ２着，etc.，障害１勝

３代母 シヤダイチヤツター（80栗 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，北九
州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，小倉記念
‐Jpn3 ２着，etc.
チャッターボックス（87牝 ＊ターゴワイス）２勝，クレマチス賞，呉竹賞２着

プレミアムボックス（03牡 アドマイヤベガ）８勝，京阪杯‐G3，ＣＢＣ賞‐G3，
オーシャンＳ‐Jpn3，etc.

マルカミラー（97牡 ＊グルームダンサー）２勝，京都新聞杯‐Jpn3 ２着，ゆきつば
き賞，日南特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大林ファーム＝新冠町高江 �0146-47-2539
生 産 牧 場： ㈲大林ファーム
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

15 ヒロコファンタジー２０２１ 牡・鹿 ４／３０

＊

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

＊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ヒロコファンタジー ＊パドスール

��
��
�スケアヘッドライン栗 2007 シヤダイチヤツター

＊レデイチヤツター 19
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊プライマルスノー（12 USA鹿 Langfuhr）IRE 入着３回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－２（４）〕
ゴールドブロケイドGold Brocade（17 IRE 牝栗 Dragon Pulse）�GB・IRE１勝
スノーベリー Snow Berry（18 IRE 牝鹿 Dragon Pulse）�GB３勝
パルスオヴポピーPulse of Poppy（19 IRE 牝栗 Dragon Pulse）�GB・IRE入着

２代母 ロッタリズム Lotta Rhythm（99 USA鹿 ＊リズム）USA６勝，Pocahonta
s S‐L，ゴールデンロッドＳ‐G2 ３着，Audubon Oaks２着，Indian Sum
mer S‐L ３着
ハターシュ Hattaash（07� Strong Hope）USA14 勝，ワシントンパークＨ‐G3

２着，ワシントンパークＨ‐G3 ３着
スポーツレポーター Sports Reporter（14 牡 Harlan's Holiday）USA４勝
エナヤアルラブ Enaya Alrabb（16牝 Uncle Mo）USA１勝，スターレットＳ‐G1

２着，ラスヴィルヘネスＳ‐G2 ２着

３代母 キムズブルーズKim's Blues（93 USA鹿 Cure the Blues）USA４勝
ノーブルーズトゥデイNo Blues Today（00牝 Prospect Bay）不出走

ビッグブルーカブース Big Blue Caboose（08� Silver Train）USA・CAN
５勝，Assiniboia Gold Cup S，Manitoba Derby‐L ２着

ロッタキム Lotta Kim（01牝 Roar）USA２勝，Tiffany Lass S‐L，ゴールデン
ロッドＳ‐G2 ２着
レイチェルアレクサンドラ Rachel Alexandra（06牝 Medaglia d'Oro）USA

13 勝，プリークネスＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1，ケンタッキーオークス
‐G1，etc.，米年度代表馬
レイチェルズヴァレンティナ Rachel's Valentina（13牝 Bernardini）US
A２勝，スピナウェイＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1 ２着，ＢＣジュヴェ
ナイルフィリーズ‐G1 ２着

ドルファスDolphus（13 牡 Lookin At Lucky）USA４勝，ピムリコスペシャ
ルＨ‐G3 ２着

グラディス Gladys（18牝 Medaglia d'Oro）�USA２勝，ヒルズバラＳ‐G2 ３着
ハイブルーズ High Blues（03 牡 High Yield）USA６勝，Tejano Run S，Fo

rt Harrod S‐L ３着，Round Table S‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 青藍牧場＝登別市来馬町 �0143-85-5883
生 産 牧 場： 青藍牧場
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

16 プライマルスノー２０２１ 牡・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

＊

ラングフール Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Langfuhr Sweet Briar Tooプライマルスノー ロッタリズム ＊リズム

��
��
�Lotta Rhythm鹿USA 2012 Kim's Blues

1o
Danzig M3×S5 Northern Dancer M4×S5×M5 Mr. Prospector M4×S5
Nearctic M5×M5
価格： 購買者：



母 テイケイラピッド（12栗 ＊スニッツェル）１勝，中京２歳Ｓ‐OP（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
テイケイアンジェ（19牝鹿 サトノアラジン）�出走

２代母 ＊ラプーマ（97 USA鹿 Lord AtWar）USA５勝，Dowager S‐L，Twix
tslusive S，ビウィッチＳ‐G3 ２着，Pleasant Temper S２着
レイディラプーマ Lady Lapuma（04牝 Elusive Quality）USA入着３回

マケナMakena（12牝 Pioneerof the Nile）USA２勝，Tranquility Lake S
‐R ２着

ビオンドパンテーラ（06牝 Seeking the Gold）入着
アイムユアドリーム（11牝 フジキセキ）３勝，鶴ヶ城特別３着
レオパルディナ（12牝 ＊スニッツェル）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ２着，フェニッ

クス賞‐OP
レオパルドゥス（08牡 ハーツクライ）１勝，�２勝，かきつばた賞２着
テイケイレーヴ（13牝 ＊ワークフォース）２勝，三条特別，御室特別２着
ブラックバッジ（16牡 ブラックタイド）１勝，茶臼山高原特別３着

３代母 レイズアホーム Raise a Holme（77 USA黒鹿 Marshua's Dancer）USA７
勝，Countess Fager H，Pageant S，Saddlebrook S２着
ディピュティダンサーDeputy Dancer（85 牝 Deputy Minister）USA６勝，Prin

ceton H‐R，Princeton H‐R ２着，Glassboro H‐R ２着，etc.
ガーフィールドホームGarfield Holme（86牝 Deputy Minister）USA３勝

スピーディスペンダー Speedy Spender（93 牝 Spend a Buck）USA８勝，
Quick Reward S‐L ２着
ビッグシティスペンダー Big City Spender（01 牡 Carson City）USA３
勝，Regaey Island S‐L ２着

リアーナ Rihanna（06牝 Apprentice）USA・PER４勝，ポージャデポト
ランカス‐G1

オールドエモーションズOld Emotions（95 牝 Wild Again）USA３勝
ホワットエヴァーウィルビーウィルビーWhateverwillbwillb（03牝 Western Expression）
USA４勝，Irish Linnet S‐R ２着，Terreavigne S‐R ３着

トリッピトウズ Trippi Toes（04� Trippi）USA３勝，Evangeline Inaugur
al S３着

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

17 テイケイラピッド２０２１ 牡・鹿 ３／２１
＊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

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassテイケイラピッド
＊ Lord AtWar

��
��
�ラプーマ栗 2012 Raise a Holme

1n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊チューリップスガロア（13 USA栗 Giant's Causeway）USA出走
本馬の他に産駒あり

２代母 チューリップマニアTulipmania（05 USA鹿 ＊エンパイアメーカー）USA３勝
エスキーEsky（12牝 ＊エスケンデレヤ）USA３勝
チックンウィルバーChic NWilbur（15� ＊アニマルキングダム）�USA９勝
マーケットバブルMarket Bubble（16� Fed Biz）�USA２勝，Central Park S

３着

３代母 ＊エヴァンタイユ（97 USA鹿 Lear Fan）USA５勝，Mount Vernon H‐R，
New York Oaks‐R，ハニービーＨ‐G3 ２着，Ticonderoga H‐R ２着
ストレイトストーリー Straight Story（06 牡 Giant's Causeway）USA・CAN７

勝，オータムＳ‐G2，フォートマーシーＳ‐G3，West Point S‐R，etc.
モビール（08牡 ハーツクライ）３勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，皿倉山特別，但馬Ｓ

２着，etc.
ストロングサウザー（11牡 ハーツクライ）６勝，�１勝�２勝��入着２回��，

マーキュリーＣ‐Jpn3，佐賀記念‐Jpn3，佐賀記念‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 フェリチータ Felicita（94 USA芦 Rubiano）不出走
［子］ テイクチャージレイディ Take Charge Lady（99牝 ＊デヒア）USA11 勝，

スピンスターＳ‐G1（２回），アシュランドＳ‐G1，フェアグラウン
ズオークス‐G2，etc.

［孫］ ウィルテイクチャージWill Take Charge（10牡 Unbridled's Song）U
SA７勝，トラヴァーズＳ‐G1，クラークＨ‐G1，オークローンＨ
‐G2，etc.，種牡馬

アズタイムゴーズバイ As Time Goes By（17牝 American Pharoah）
�USA７勝，ビホールダーマイルＳ‐G1，サンタマリアＳ‐G2，サン
タマルガリータＳ‐G2，etc.

テイクチャージインディ Take Charge Indy（09牡 A.P. Indy）USA３
勝，フロリダダービー‐G1，アリシーバＳ‐G2，クラークＨ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

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： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

18 チューリップスガロア２０２１ 牡・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスヨシダ

Yoshida
＊ Canadian Frontier

��
��
�ヒルダズパッション鹿 2014 Executricker

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormチューリップスガロア チューリップマニア ＊エンパイアメーカー

��
��
�Tulipmania栗USA 2013 ＊エヴァンタイユ

22c
Roberto M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊リリウオカラニ（03 USA鹿 Grindstone）３勝，刈谷特別（芝 1200），豊橋特別
（芝 1200）３着，別府特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－６（19）〕
アロハエコモマイ（11牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�４勝
ケイティーシップ（12牡鹿 ディープスカイ）���１勝・２勝
カラクプア（13�黒鹿 キングカメハメハ）５勝，マリーンＳ‐OP（Ｄ1700）２着，

丹沢Ｓ（Ｄ2100），摩耶Ｓ（Ｄ1800），駒場特別（Ｄ1700）
ラニカイシチー（14牡鹿 ＊キングズベスト）��未出走��２勝���１勝	６勝

スパイラルチャージ（16牡青鹿 ＊ヨハネスブルグ）�１勝
リアルダイヤ（17牝黒鹿 リアルインパクト）入着，��１勝
エグゼクティブリリ（18牝鹿 ＊クリエイターⅡ）���１勝�

バクマツ（19牡芦 ＊クロフネ）�出走

２代母 トロピコシエロ Tropico Cielo（90 USA鹿 ＊セクレト）USA１勝，Mocca
sin S‐L ３着

＊エコルプレイス（00牡 Grindstone）４勝，欅Ｓ‐L，シリウスＳ‐Jpn3 ２着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，ギャラクシーＳ‐L ２着，etc.，�１勝��，グラン
シャリオＣ‐Jpn3

＊トロピカルライト（04牡 Mizzen Mast）３勝，欅Ｓ‐L ２着，北陸Ｓ‐L ３着，etc.，

１勝���入着２回，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1
２着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着

＊タカラストーン（05� Grindstone）２勝，プラタナス賞２着，��４勝
�入着２
回，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着

＊ツクバグローバル（07牡 ＊アルデバランⅡ）３勝，��１勝

３代母 ディスタントローズDistant Rose（76 USA黒鹿 Distant Day）USA10 勝，
Marica H，Miss Mommy H，Cinderella S３着
ディスタントリーダーDistant Leader（85 牝 Mr. Leader）USA入着

ヘレンブラウンHelen Brown（92牝 Taylor's Special）USA４勝
イクスプレシアーノ Expressiano（08� Sefapiano）USA４勝，A. L.（R
ed）Erwin S‐R ２着

ベンアリズルーラー Ben Ali's Rullah（89牡 Clever Trick）USA９勝，Second
Wind S‐R ２着

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

19 リリウオカラニ２０２１ �・黒鹿 １／２９
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

＊

グラインドストーン Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�Grindstone Buzz My Bellリリウオカラニ トロピコシエロ ＊セクレト

��
��
�Tropico Cielo鹿USA 2003 Distant Rose

1o
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 マンボビーン（08鹿 スズカマンボ）�10 勝�１勝��入着４回���，兵庫サマ
ークイーン賞（Ｄ1700），のじぎく賞（Ｄ1700），ル・プランタン賞（Ｄ1800），園
田クイーンセレクション（Ｄ1400），兵庫クイーンＣ（Ｄ1700）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ティートラップ（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝
ポアゾンルージュ（19牝鹿 ポアゾンブラック）��２勝

２代母 ラブミースルー（95鹿 ＊アジュディケーティング）４勝，初春賞，青梅特別２
着，長万部特別２着，道新スポーツ杯３着
ヤマカツティガー（04牡 マヤノトップガン）２勝，甲東特別２着，	２勝�入着２回
ヤマカツコジロウ（10牡 マヤノトップガン）	５勝�入着

３代母 ラブミィテンダー（85鹿 ＊ハードツービート）３勝，白梅賞２着，浜名湖特別３着
シュンエイゼネラル（97牡 ホリスキー）入着，�９勝
14 勝�入着�，播磨賞２着，

兵庫大賞典２着，六甲盃３着，etc.
エスプラナード（98牡 アスワン）入着，�３勝��
シナクタミ（00牝 ＊ブラッシングジョン）�３勝
ヤマカツピレネー（02牡 バブルガムフェロー）３勝，阿賀野川特別，春日山特別，

米沢特別２着，etc.
プリティヒビキ（03牝 ＊アサティス）	８勝

４代母 フラストメア（75鹿 アローエクスプレス）１勝，障害３勝，京都大障害
［子］ マーブルジエベル（82牡 ＊ソーブレスド）１勝，
６勝
［孫］ イズミサクセス（95牡 ＊スプラッシュオブカラー）４勝，オーシャンＳ，

藻岩山特別
ダイワスキャン（93牡 ＊スキャン）１勝
ツナミジョオー（89牝 サクラシンゲキ）１勝

５代母 カンコウクイン（64鹿 ＊テイエポロ）１勝
［孫］ ニシヤマショウ（85牝 サクラシンゲキ）５勝，北九州記念‐Jpn3，朝日Ｃ

ｈＣ‐Jpn3 ２着，小倉記念‐Jpn3 ２着，etc.
フラストリーズン（91牡 ＊トレボロ）�２勝�５勝�入着，佐賀菊花賞２
着，栄城賞３着

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

20 マンボビーン２０２１ 牡・鹿 ４／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボマンボビーン ＊アジュディケーティング

��
��
�ラブミースルー鹿 2008 ラブミィテンダー

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×S5×M5 Danzig M4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ウエストコースト（06鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－１（１）〕
フェイトカラー（11牝黒鹿 サクラバクシンオー）３勝
ミッキーポーチ（12牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝
スティーマーレーン（14牡鹿 ダノンシャンティ）１勝，早苗賞（芝 1800）３着
ダンシングシスター（15牝栗 ＊タートルボウル）�１勝�
ヤンチャヒメ（16牝鹿 ＊クロフネ）１勝
サニーバローズ（19牝栃栗 イスラボニータ）�入着

２代母 ビーポジティブ（99栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，��１勝�，クイーン賞
‐Jpn3，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着
シルバーフォックス（08牝 ＊クロフネ）１勝
トリップ（09牡 ＊クロフネ）４勝，京都２歳Ｓ‐LR，弥生賞‐G2 ２着，キャピタルＳ

‐L ２着，リゲルＳ‐OP，etc.，��入着�，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着
ラルプデュエズ（10牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，呼子特別，阿寒湖特別２着，奥の

細道特別３着，霊山特別３着，�３勝
シルバーポジー（13牝 ＊クロフネ）３勝，春待月賞２着
サクレエクスプレス（14牝 ＊クロフネ）２勝

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝
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
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
クリスタルウイング（05牡 アドマイヤベガ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，日高特別，

ＨＴＢ賞２着，障害１勝

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-8904-5630
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-8904-5630

21 ウエストコースト２０２１ �・鹿 １／２３

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayウエストコースト ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビーポジティブ鹿 2006 ＊フェアリードール

9f
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ライトフェアリー（12鹿 サムライハート）４勝，ＵＨＢ賞‐OP（芝 1200）２着，鞍
馬Ｓ‐OP（芝 1200）２着，船橋Ｓ（芝 1200），ＨＢＣ賞（芝 1200），合馬特別
（芝 1200），etc.，��２勝
初仔

２代母 フラワーフェアリー（07鹿 ＊アルカセット）�入着２回
フジノシバザクラ（11牝 ＊トワイニング）�１勝
コウセイオリーヴ（13牝 マーベラスサンデー）１勝

３代母 ＊フリーフォーギブン（99 USA鹿 Unbridled）USA入着２回
アブソリューション（04牝 ＊タイキシャトル）入着

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，etc.

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

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

スナークファルコン（02牡 ＊キンググローリアス）５勝，雅Ｓ，甲南Ｓ２着
ブラックゼット（07牡 マンハッタンカフェ）１勝，福寿草特別２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

ジャマイカンドン Jamaican Don（15� Freedom Child）�USA５勝，
MarylandMillion Nursery 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： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462

22 ライトフェアリー２０２１ �・鹿 １／ ６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴライトフェアリー ＊アルカセット

��
��
�フラワーフェアリー鹿 2012 ＊フリーフォーギブン

1s
Halo M4×S5 Fappiano S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 マリンブラスト（09黒鹿 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
マロンクリスタル（14牝栗 ＊タイキシャトル）�５勝
ミストラル（15牝黒鹿 キングヘイロー）�２勝��
イチライジン（17牡栗 キングヘイロー）��５勝�入着，兵庫ダービー（Ｄ1870）

３着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700），西日本ダービー（Ｄ1900）２着
マニフィックブリエ（19牝鹿 ストロングリターン）���１勝

２代母 マジックキス（92青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，サン
スポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，府中牝馬Ｓ
‐Jpn3 ２着，福島記念‐Jpn3 ３着，etc.
ウィンディマジック（99牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，背振山特別３着
フサイチギャロップ（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，�１勝��入着６回
マジックポー（03牡 ＊ブライアンズタイム）�22 勝�４勝��，尾張名古屋杯３着（２回）
ギブソンガール（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝

ホッコージョイフル（10牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�７勝��入着２回，サ
マーＣ２着

ヒラボクマジック（08牡 ＊アグネスデジタル）５勝，ポルックスＳ‐OP ３着，総武
Ｓ，初日の出賞，利根川特別，利根川特別２着，etc.

ダイワフォスター（10牡 ＊アグネスデジタル）２勝

３代母 コランデアガール（80栃栗 ＊ネヴアービート）不出走
オースミシャイン（90牝 シンボリルドルフ）３勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，スプリ

ンターズＳ‐Jpn1 ４着，フローラＳ‐OP，etc.
アズマサンダース（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，桜花

賞‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.
グリエルマ（15牝 ロードカナロア）１勝，紅梅Ｓ‐LR ３着

レモンキス（94牝 ＊ヘクタープロテクター）出走
リラコルレオーネ（04牝 アドマイヤベガ）１勝
シェルビー（09牡 サクラバクシンオー）６勝，キャピタルＳ‐L，朱雀Ｓ，
アプローズ賞，etc.

販売申込者・所有者： 松木 加代＝新冠町万世 �090-3117-2286
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

23 マリンブラスト２０２１ 牡・栗 ２／１４

＊

＊
＊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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawマリンブラスト ＊サンデーサイレンス

��
��
�マジックキス黒鹿 2009 コランデアガール

＊コランデイア 9e
Mr. Prospector M4×S5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ルヴァンクレール（05 IRE 栗 Danehill Dancer）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（９）〕
イーハトーボ（12牝栗 アドマイヤムーン）�１勝�３勝�３勝
モンブランテソーロ（16牡鹿 ダノンバラード）�４勝，五稜郭Ｓ（芝 1800），ｔｖｋ賞

（芝 1800），湘南Ｓ（芝 1600）２着，スピカＳ（芝 1800）２着，古作特別（芝 1600）２
着，むらさき賞（芝 1800）３着，茨城新聞杯（芝 1800）３着，出雲崎特別（芝 2000）３着

ベルウッドヤワラ（17牡栗 ＊キングズベスト）��２勝
キアヌマウナ（18牝鹿 ホッコータルマエ）�１勝

２代母 ロッホクラール Loch Clair（89 IRE 鹿 Lomond）GB出走
アゴニーアーントAgony Aunt（94 牝 Formidable）GB１勝

アゴニーアンドエクスタシー Agony And Ecstasy（07 牝 Captain Rio）GB
・FR・IRE４勝，Snowdrop Fillies S‐L，P. Ceres‐L ２着

メディシンジャックMedicine Jack（14� Equiano）�GB・IRE５勝，レイルウ
ェイＳ‐G2，Waterford Testimonial S‐L，フィーニクスＳ‐G1 ３着

マジックチャームMagic Charm（98牝 Magic Ring）GB３勝

３代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
＊インヴァイト（86牝 Be My Guest）GB２勝

ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ア
ーリントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル‐G1，
Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４
着，セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝�	１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記
念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

４代母 ハイクレア Highclere（71 GB鹿 Queen's Hussar）GB・FR３勝，仏オーク
ス‐G1，英１０００ギニー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，Prin
cess Margaret S２着

販売申込者・所有者： ㈲市川ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4283
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

24 ルヴァンクレール２０２１ 牡・鹿 ５／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
�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

＊

デインヒルダンサー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Danehill Dancer Mira Adondeルヴァンクレール ロッホクラール Lomond

��
��
�Loch Clair栗IRE 2005 Burghclere

2f
Burghclere M3×S4 Danzig S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5
Lyphard S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊ディアマンティナ（03 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－７（13），地方－２（５）〕
シゲルシュサ（08牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝
デオヴォレンテ（09牡鹿 アドマイヤムーン）３勝
コートリーラッシュ（11牝黒鹿 ディープスカイ）１勝
アンブリカル（12牝青鹿 マンハッタンカフェ）３勝，潮騒特別（芝 1200），ＨＴＢ

杯（芝 1200）２着，くるみ賞（芝 1400）２着
アーマンディ（13牝黒鹿 ダイワメジャー）入着，�３勝
フィネス（14牝黒鹿 ディープインパクト）１勝
カーボナード（15牡青鹿 ディープインパクト）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着
アーティフィス（18牝黒鹿 ハーツクライ）入着２回，���２勝
タカラマドンナ（19牝黒鹿 ハーツクライ）�１勝

２代母 ユーセフィア Yousefia（89 USA鹿 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady
M. H‐L，Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着

＊マチカネハツシマダ（95牝 Private Account）３勝，五泉特別，白河特別３着
ダークシャドウ（07牡 ダンスインザダーク）５勝，毎日王冠‐G2，エプソムＣ‐G3，

天皇賞（秋）‐G1 ２着，札幌記念‐G2 ２着，京都記念‐G2 ２着，etc.
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
ミスアヴァロンMiss Avalon（05牝 ＊ファンタスティックライト）FR・NZ出走
ヴェスパ Vespa（11牡 Elusive City）AUS・NZ７勝，エラズリーサイア
ーズプロデュースＳ‐G1，ウェリントンギニーズ‐G2，Manawatu Fl
ying H‐L，Northland Breeders' S‐L，Super Bonus Classique
‐L，etc.，種牡馬

トルークマクト Toruk Macto（09牡 Authorized）TUR６勝，Mehmet Akif
Ersoy S‐L，Mimar Sinan S‐L，Turkish Two Thousand Guineas
‐L ３着，種牡馬

クリムゾンチアーCrimson Cheer（09 牝 Van Nistelrooy）GB出走
ケフェウス Cepheus（17� Sea The Stars）�GB・FR・AUS３勝，P. Arc

angues‐L，ＡＴＣヒルＳ‐G2 ３着

３代母 フォーリンクーリア Foreign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走

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

25 ディアマンティナ２０２１ 牡・青鹿 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ブラックタイド
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＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameディアマンティナ ユーセフィア Danzig

��
��
�Yousefia黒鹿USA 2003 Foreign Courier

A4
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ラヴァーズロック（15栗 ＊ヘニーヒューズ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ワンサイドラヴ（19牝栗 アドマイヤムーン）�出走

２代母 ライラックラブ（05栃栗 アグネスタキオン）入着３回
リオヴェラ（11� ＊ファルブラヴ）入着，�３勝
アオイスター（17牝 ＊エスケンデレヤ）�１勝
ウインアミティエ（18牡 ミッキーアイル）��１勝

３代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，etc.

コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.，優古牝
アルティメイトラブ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝
ゴッドセレクション（18牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，伏竜Ｓ‐OP，etc.，�
��入着２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着

ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タン
ザナイトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，etc.

ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ
‐G3 ２着，マリーンＳ‐OP，etc.

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.

フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

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

販売申込者・所有者： ㈱チャンピオンズファーム＝日高町富川西 �01456-3-4001
生 産 牧 場： ㈱チャンピオンズファーム
飼 養 者： ㈱チャンピオンズファーム＝千歳市駒里 �0123-29-3900

26 ラヴァーズロック２０２１ �・栗 ２／２４

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerラヴァーズロック アグネスタキオン

��
��
�ライラックラブ栗 2015 ヴァイオレットラブ

＊ヴアインゴールド 4r
Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラビルキン（12 ARG鹿 Indygo Shiner）ARG10勝，ベネスエラ賞‐G2，オラバ
リア賞‐G3，ロテリアナシオナル賞‐G3，パナマ共和国賞‐G3，ブエノスアイレ
ス市大賞‐G1 ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：１〕
ユイロンクラウン（19牡鹿 ロードカナロア）出走，�地方未出走

２代母 ラマルゴ LaMargot（02 ARG黒鹿 ＊サザンヘイロー）ARG３勝
ラムジオ LaMuzio（07 牝 Indygo Shiner）ARG３勝
ミスターウェインMr.Wayne（08牡 Luhuk）ARG４勝
ラムゼッタ LaMusetta（11 牝 Luhuk）ARG３勝
ラクチノッタ La Cucinotta（13 牝 Grand Reward）ARG３勝
ラバルブラ La Barbra（16 牝 Grand Reward）�ARG３勝，アレナレス将軍賞

‐G3 ２着，P. General Alvear‐L ２着，パナマ共和国賞‐G3 ３着
ライボンヌ La Ivonne（17牝 Indy Point）�ARG１勝
ラムーア LaMoore（18牝 Asiatic Boy）�ARG２勝

３代母 ラローレン La Loren（95 ARG黒鹿 Rainbow Corner）ARG４勝，プロド
ゥクシオンナシオナル賞‐G3，パナマ共和国賞‐G3 ２着
ラモンロー La Monroe（03牝 ＊サザンヘイロー）ARG４勝，メヒコ賞‐G3 ３着，

P. Espana‐L ３着
ラガードナー La Gardner（06 牝 ＊サザンヘイロー）ARG入着

ジャックマン Jackman（14牡 Grand Reward）ARG３勝，P. Jockey Club d
e Azul‐L，ラプラタ市賞‐G2 ２着，ブエノスアイレス馬主協会賞‐G3
２着，etc.

４代母 ラボサン La Bozan（81 ARG鹿 Good Manners）ARG６勝，ビアモンテ将
軍賞‐G3，P. Etoile‐L，トマスリオン賞‐G2 ３着
［孫］ ビオンディ Biondi（06 牡 Luhuk）ARG10勝，P. Intendente Melchor P

osse‐L，P. Onesto Puente‐L，ラプラタ市賞‐G2 ３着，etc.，
種牡馬

ラガーランド La Garland（02牝 Mutakddim）ARG３勝，P. Republic
a de Chile‐L，P. Wilfredo Latham‐L ３着

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： ㈱ハクレイファーム
飼 養 者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051

27 ラビルキン２０２１ 牡・青鹿 １／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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＊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

＊

インディゴシャイナー A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Indygo Shiner Navarraラビルキン ラマルゴ ＊サザンヘイロー

��
��
�La Margot鹿ARG 2012 La Loren

3h
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ギブユースマイル（15黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
初仔

２代母 スマイルトゥモロー（99鹿 ＊ホワイトマズル）４勝，オークス‐Jpn1，フラワ
ーＣ‐Jpn3，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，黄梅賞
スマイルオンザラン（05牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
スマイルトゥゲザー（06牝 ＊ブライアンズタイム）入着

ダンストゥゲザー（11牝 ディープスカイ）�１勝�１勝
スマイルタイム（07牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，日豊特別２着
イクゼギンギラギン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）入着，奥尻特別３着，�２勝
サンキュースマイル（09牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ヤシマスマイル（13牝 ネオユニヴァース）�３勝
カフジブレイブ（14牡 マンハッタンカフェ）１勝
ヒシタイザン（17牡 トーセンホマレボシ）１勝，わらび賞２着，百日草特別３着
ヒシカムイ（18牡 キズナ）２勝

レインボージャージ（14牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 コクトビューティー（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）４勝，南総特別，中津
川特別，立夏Ｓ２着，利根川特別２着
ストロングアーミー（95牡 ＊アーミジャー）１勝
メイキングアロー（98牡 ＊フレイズ）��１勝
スマイルコンテスト（01牝 サツカーボーイ）出走

スマイルプライズ（07牝 ＊ホワイトマズル）１勝
スマイルスター（16牝 ゼンノロブロイ）２勝，鳥栖特別，桑名特別３着

クリールカイザー（09牡 キングヘイロー）６勝，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯
‐G2 ２着，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，etc.

ライトカラカゼ（15牡 キングヘイロー）１勝
ロイヤルキャリー（02牝 ヤマニンゼファー）��入着

ハクユウカンベエ（11牡 ＊マイネルラヴ）１勝，��１勝�３勝�４勝
レオエンペラー（04牡 ジャングルポケット）５勝，銀蹄Ｓ，初日の出Ｓ，ｔｖｋ賞，etc.
モアスマイル（05牝 ＊ホワイトマズル）１勝

トップスティール（19牡 カレンブラックヒル）�１勝
マイネルトゥモロー（08牡 ネオユニヴァース）入着３回，��２勝

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

28 ギブユースマイル２０２１ 牡・黒鹿 ２／１９

＊

＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudギブユースマイル ＊ホワイトマズル

��
��
�スマイルトゥモロー黒鹿 2015 コクトビューティー

＊ウエルシユテイツトビツト 4c
Le Fabuleux S4×M5 Lyphard S4×M5 In Reality S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ファッションストリート（13 USA黒鹿 ＊ストリートセンス）USA１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
エムナEmunah（18 USA牝鹿 Midshipman）�USA１勝
トリートストリートTreat Street（19 USA牝鹿 Candy Ride）�USA出走

２代母 クチュールキャットCouture Cat（07 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
リボンカッターRibbon Cutter（11 牝 Elusive Quality）USA１勝
ハイファッションディーヴァ High Fashion Diva（14牝 Girolamo）USA６勝，

La Senorita S‐L ３着

３代母 ランウェイモデル Runway Model（02 USA黒鹿 Petionville）USA４勝，アル
シバイアディズＳ‐G2，ゴールデンロッドＳ‐G2，アシュランドＳ‐G1 ２着，ＢＣ
ジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，フェアグラウンズオークス‐G2 ３着，etc.
ロンピンリード Rompin Reid（11 牡 Medaglia d'Oro）USA４勝，The Vid S

３着
マッキンジーMcKinzie（15 牡 ＊ストリートセンス）USA・SAU８勝，ホイットニー

Ｓ‐G1，マリブＳ‐G1，ペンシルヴァニアダービー‐G1，キャッシュコールフ
ュチュリティ‐G1，トリプルベンドＳ‐G2，アリシーバＳ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 ティケットトゥヒューストン Ticket to Houston（93 USA鹿 Houston）US
A４勝，BayMeadows Lassie S‐L，Gowell S‐L
［子］ マンボトレインMambo Train（01 牡 Kingmambo）USA２勝，Turf P

aradise Derby‐L，ワシントンパークＨ‐G2 ２着，プレーリーメド
ーズコーンハスカーＨ‐G2 ３着，種牡馬

［孫］ サハーム Saham（12牡 Lemon Drop Kid）USA３勝，ジェファーソン
Ｃ‐G3，Crowd Pleaser H‐R，コモンウェルスターフＳ‐G3 ２着，etc.

サザンハニー Southern Honey（11牝 Colonel John）USA３勝，ウィニ
ングカラーズＳ‐G3，サラブレッドクラブオヴアメリカＳ‐G2 ２着，
プライオレスＳ‐G2 ３着

ラッキープレイヤー Lucky Player（12� Lookin At Lucky）USA２勝，
イロクオイＳ‐G3，Prairie Meadows Juvenile Mile S２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

29 ファッションストリート２０２１ 牡・鹿 ４／１８

＊

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

＊

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleファッションストリート クチュールキャット Storm Cat

��
��
�Couture Cat黒鹿USA 2013 Runway Model

7f
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊パラフレーズ（06 GB鹿 Pivotal）FR１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－３（８）〕
ムーンチェイサー（12牡栗 アドマイヤムーン）�１勝�入着
ルネイション（13牝黒鹿 アドマイヤムーン）４勝，テレ玉杯（芝 2000），村上特別
（芝 1600），甲斐路Ｓ（芝 1800）３着，月岡温泉特別（芝 1800）３着

サーストンバッカ（14牡黒鹿 ＊ストリートセンス）�４勝
ソロフレーズ（15牡青鹿 ディープスカイ）４勝，日本海Ｓ（芝 2200），隅田川特別
（芝 1600），��入着

フレーズメーカー（18牡青鹿 ドゥラメンテ）�１勝，�３勝
オディロン（19牡鹿 キタサンブラック）�２勝

２代母 イピートミEpitome（99 IRE 鹿 Nashwan）GB入着２回
シノプシス Synopsis（04 牝 In TheWings）GB・FR２勝，ミネルヴ賞‐G3，フィ

ユドレール賞‐G3 ３着
エピックシミリー Epic Similie（05 牝 Lomitas）FR２勝，Derby de l'Ouest‐L

３着，P. Panacee‐L ３着
フィギャーオヴスピーチ Figure of Speech（11� Invincible Spirit）GB・FR

・UAE１勝，ジュライＳ‐G2 ２着，サイレニアＳ‐G3 ２着
モダンアイディアルズModern Ideals（10 牝 New Approach）FR出走

モダンニュースModern News（18� Shamardal）�GB・UAE６勝，Roy
al Windsor S‐L，Business Bay Challenge‐L ３着

モダンゲイムズModern Games（19牡 Dubawi）�GB・FR・USA５勝，仏２
０００ギニー‐G1，ＢＣジュヴェナイルターフ‐G1，サマーヴィルＳ‐G3

パネジリックPanegyric（11 牝 Monsun）FR出走
ラッキーン Lackeen（17� Shamardal）�FR・AUS３勝，P. Pelleas‐L

２着
ユルトラUltra（13 牡 Manduro）FR４勝，ジャンリュクラガルデール賞‐G1，P.

Jacques Laffitte‐L，ウジェーヌアダム－メゾンラフィット大賞‐G2 ２着，
種牡馬

３代母 プロスコナ Proskona（81 USA鹿 Mr. Prospector）FR・ITY５勝，ウンブ
リア賞‐G2，セーネオワーズ賞‐G3，P. de Boulogne‐L，プティクヴェール賞
‐G3 ２着，P. de Honfleur‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲笠松牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2402
生 産 牧 場： ㈲笠松牧場
飼 養 者： ㈲笠松牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2402

30 パラフレーズ２０２１ 牡・青鹿 ４／２２
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

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalパラフレーズ イピートミ Nashwan

��
��
�Epitome鹿GB 2006 Proskona

22b
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev M4×S5 Bustino M5×M5

価格： 購買者：



母 インプレッシヴ（08青鹿 オンファイア）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
ポッドルイージ（14牡黒鹿 キングヘイロー）��４勝
ハイロードシチー（16牡黒鹿 キングヘイロー）入着２回，��出走��１勝�１勝
フクダイトウリョウ（17牡黒鹿 キングヘイロー）��２勝�入着，東海ダービー
（Ｄ1900）３着，ゴールドウィング賞（Ｄ1600）３着

ギリニンジョウ（18牝黒鹿 キングヘイロー）��出走�３勝，ライデンリーダー記
念（Ｄ1400）３着

ウイングラドナス（19牡黒鹿 ドリームジャーニー）��入着
アシャカデュラン（20牡青鹿 ＊ベストウォーリア）�未出走

２代母 カムイイットー（86黒鹿 ＊ラツキーソブリン）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３
着，初雛賞
タケイチオージョ（92牝 ＊ミルジヨージ）３勝
ドリームクロス（94牝 ＊トニービン）出走

エイムアットビップ（05牝 ＊アグネスデジタル）２勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，りんどう賞

ゼンノユニコーン（98牡 ＊ティンバーカントリー）１勝，�２勝
テイエムイットー（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，ＵＨＢ賞，吉野ケ里特別，定

山渓特別，こけもも賞，道新スポーツ賞２着，etc.
ペルフェット（00牡 ＊エリシオ）５勝，春待月Ｓ‐OP ３着，成田特別，甲斐路特別，

沈丁花賞，上賀茂Ｓ３着，etc.，障害１勝
ステラアクトレス（01牝 ＊オペラハウス）	２勝

アイオライト（17牡 ローレルゲレイロ）�４勝，ベテルギウスＳ‐L，福島民友
Ｃ‐L ２着，遠江Ｓ，��入着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

ハッピーカオル（07牡 キングヘイロー）５勝，ブラッドストーンＳ

３代母 イツトー（71黒鹿 ＊ヴエンチア）７勝，高松宮杯，スワンＳ，阪神３歳Ｓ２着，
マイラーズＣ２着，朝日ＣｈＣ２着，etc.，優２牝，優古牝
ハギノトツプレデイ（77牝 ＊サンシー）７勝，桜花賞，エリザベス女王杯，高松宮杯，etc.，

優３牝
ハギノカムイオー（79牡 ＊テスコボーイ）８勝，宝塚記念，高松宮杯，スワンＳ，京

都新聞杯，スプリングＳ，etc.，種牡馬

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

31 インプレッシヴ２０２１ �・青鹿 ３／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オンファイア ＊ウインドインハーヘアインプレッシヴ ＊ラツキーソブリン

��
��
�カムイイットー青鹿 2008 イツトー

＊マイリー 7e
Highclere S4×M5 Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5 Busted S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドエレノア（14青鹿 ハーツクライ）２勝
初仔

２代母 ＊サビアーレ（00 USA鹿 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
トレグラツィエ（07牝 ＊シンボリクリスエス）��２勝
オークヒルパーク（08牝 アグネスタキオン）２勝
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞‐G2 ２着，

北野特別，新緑賞，玄海特別２着
アヴェントゥリーナ（12牝 ステイゴールド）�１勝�
スノークォーツ（18牝 ゴールドシップ）�１勝

３代母 サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 GB栗 Fabulous Dancer）FR入
着５回

＊カツラファビュラス（97牝 Tel Quel）１勝，九重特別３着
＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，etc.

ラターシュ（06牡 マーベラスサンデー）４勝，両津湾特別，鳥取特別，秋嶺Ｓ
３着，etc.

エクセルサス（07牡 スペシャルウィーク）３勝，若駒Ｓ‐OP ３着，皿倉山特別，
御堂筋Ｓ２着，etc.

エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２歳Ｓ
‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，etc.
シトラスノート（16牝 ロードカナロア）３勝，久多特別，雲雀Ｓ２着，朱
雀Ｓ３着，etc.

アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総Ｓ２
着，水無月Ｓ２着，etc.

４代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
［子］ サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞

（春）‐Jpn1，オールカマー‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬
［孫］ サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着

（２回），天保山Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵
庫ゴールドＴ‐Jpn3 ３着，etc.

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

32 レッドエレノア２０２１ 牡・青鹿 ３／２７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスレッドエレノア
＊ Capote

��
��
�サビアーレ青鹿 2014 Sakura Fabulous

14
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ラスエモーショネス（15 IRE 鹿 Fastnet Rock）１勝，きんもくせい特別
（芝 1800）２着
本馬の他に産駒あり

２代母 ダリアズクリシーDahlia's Krissy（96 USA黒鹿 Kris S.）USA５勝，Indi
an Maid S‐L ３着
ライトオヴパッセジ Rite of Passage（04� Giant's Causeway）GB・IRE４勝，

アスコットゴールドＣ‐G1，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G3，Saval Beg S
‐L ３着，GB・IRE障害４勝

バイブリーBibury（06 牝 Royal Applause）GB・IRE１勝
スティールオヴマドリード Steel of Madrid（13� Lope de Vega）GB・FR

・AUS・TUR３勝，アールオヴセフトンＳ‐G3，Fairway S‐L，ブリ
ガディアジェラルドＳ‐G3 ３着

ビッグネルソンBig Nelson（11� Mount Nelson）FR１勝
テトラドラクマTetradrachm（13� Holy Roman Emperor）GB２勝

３代母 ダリアズイメジDahlia's Image（85 USA鹿 Lyphard）FR・USA入着７回，
P. de Lieurey‐L ２着
ダリアズネイティヴDahlia's Native（91 牝 Mill Native）USA出走

ライドアクロスフォレヴァーRideacrossforever（97 牝 ＊サンダーガルチ）US
A・PER３勝
スーパーエンヴォイ Super Envoy（04� French Envoy）USA・PR７勝，
C. Bandit Bomber‐L ２着，C. del Fanatico Hipico‐L ２着，
C. Mister Frisky‐L ３着

リヴァーイメージ River Image（93牡 Irish River）USA６勝，Old Ironsides S
３着

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： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2238
生 産 牧 場： 坂本 智広
飼 養 者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2238

33 ラスエモーショネス２０２１ 牡・鹿 ３／ ７
＊ 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

＊

ファストネットロック ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Fastnet Rock Piccadilly Circusラスエモーショネス ダリアズクリシー Kris S.

��
��
�Dahlia's Krissy鹿IRE 2015 Dahlia's Image

13c
Hail to Reason S4×M5 Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ソルダテッサ（10鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（19）〕
パトロナ（15牡鹿 ＊タートルボウル）�５勝�４勝�入着２回�
ベルフォルテ（16牡鹿 ルーラーシップ）���１勝�２勝�６勝
ソリダリエタ（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝

２代母 アスペンリーフ（97鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
テイエムメガスター（02牡 サクラバクシンオー）１勝
アエローザ（03牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，鳴滝特別，山吹賞
レジネッタ（05牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，桜花賞‐Jpn1，福島牝馬Ｓ‐G3，オー

クス‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，フィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，etc.
アルトリウス（14	 キングカメハメハ）�３勝，千歳特別２着，障害１勝
レジーナドーロ（15牝 キングカメハメハ）３勝，ベストウィッシュＣ，湘南Ｓ

２着，村上特別３着
レアーレスパーダ（07	 ＊クロフネ）２勝，調布特別３着
リヴェレンテ（08牡 キングカメハメハ）５勝，新春Ｓ，洞爺湖特別，猪名川特別，

利尻特別，仲秋Ｓ２着，etc.
ビューティーリーフ（15牝 ＊ノヴェリスト）
１勝�

３代母 ＊マクダヴィア（92 USA栗 ＊ブラッシングジョン）不出走
ラシルフィード（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，祇園特別，メジロラモーヌメモ

リアル，高湯特別，etc.
アップドラフト（02	 ＊エルコンドルパサー）５勝，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，

ポートアイランドＳ‐L ２着，キャピタルＳ‐L ３着，etc.

４代母 ノ－ザンアスペンNorthern Aspen（82 USA鹿 Northern Dancer）GB・F
R・USA５勝，ゲイムリーＨ‐G1，アスタルテ賞‐G2，B. Thoughtful S‐R，
サンタバルバラＨ‐G1 ２着，サンタアナＨ‐G1 ２着，etc.
［子］ サイプリアタ Cypriata（01 牝 Seeking the Gold）USA・CAN２勝，

Penny Ridge S，Lilac H３着
［孫］ モアアスペンMore Aspen（11牝 More Than Ready）GB・UAE２勝，

Singspiel S‐L，ケイプヴァーディＳ‐G2 ３着，National Da
y Cup‐L 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： 追分ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

34 ソルダテッサ２０２１ �・鹿 ４／ ５
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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandソルダテッサ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アスペンリーフ鹿 2010 ＊マクダヴィア

4m
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤレッド（06栗 ＊ストラヴィンスキー）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（８）〕
ヴェスペルティリオ（12牡鹿 ネオユニヴァース）�１勝��２勝�１勝
ルーファス（14牡栗 ゴールドアリュール）��２勝
リフタスフェルト（16牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝
ダイユウローズ（17牝鹿 フェノーメノ）入着，���出走
トーセンアーバン（18牡栗 エイシンヒカリ）��出走��２勝
ピッチピチピーチ（19牝鹿 グランプリボス）��出走�出走

２代母 ＊プリンシピウム（95 USA栗 ＊ハンセル）不出走
＊コンゴウリキシオー（02牡 ＊ストラヴィンスキー）６勝，マイラーズＣ‐G2，金鯱賞

‐Jpn2，きさらぎ賞‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.，�１勝����，
かきつばた記念‐Jpn3，etc.

バロネスリヒター Baroness Richter（04 牝 Montjeu）GB・FR・USA２勝，P. C
aravelle‐L
ディアーラヴィニアDear Lavinia（09 牝 Grand Slam）FR・USA３勝，Gr

and Criterium de Bordeaux‐L，Criterium de l'Ouest‐L ２着，P.
Six Perfections‐L ３着
ダトDato（16牡 Mount Nelson）�FR・GER８勝，カールジャスパーズ
賞‐G2，Mannheim C‐L，G.P. de la Ville de Nantes‐L，Gros
ser Dresdner Herbstpreis‐L，バーデンヴュルテンベルクトロフィ
‐G3 ２着（２回），etc.

ドリームアホワイルDream Awhile（14 牝 War Front）FR・USA４勝，イー
トンタウンＳ‐G3，Tropical Park Oaks，チャーチルディスタフター
フマイルＳ‐G2 ３着，マッチメイカーＳ‐G3 ２着，スワニーリヴァーＳ
‐G3 ２着，etc.

３代母 ナズーNazoo（88 IRE 鹿 Nijinsky）GB・IRE４勝，Rochestown S‐L
ナディアNadia（98 牝 Nashwan）FR・USA２勝，サンタラリ賞‐G1，仏オークス

‐G1 ２着，ペネロープ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲藤沢牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2200
生 産 牧 場： ㈲藤沢牧場
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

35 アドマイヤレッド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サトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomアドマイヤレッド
＊

＊ハンセル

��
��
�プリンシピウム栗 2006 Nazoo

2d
Halo S4×S5 Northern Dancer M4×M5 Cosmah S5×M5
Mr. Prospector M5×M5
価格： 購買者：



母 カシマフラワー（02鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，
函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すずらん賞‐OP（芝 1200），飛騨Ｓ（芝 1200）３着，�
�１勝，エーデルワイス賞‐Jpn3
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１），地方－４（17）〕
カシマフェニックス（11�鹿 ゴールドアリュール）�６勝
ディープビヨンド（12牝黒鹿 ディープインパクト）�１勝
コトブキエース（13牡黒鹿 ヴァーミリアン）�６勝
アムネシア（14牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��１勝，ハヤテスプリント
（Ｄ1000）２着

アイアンフィスト Iron Fist（15�栗 ナカヤマフェスタ）�SIN１勝
アールランペイジ（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，立待岬特別（芝 1200）３着

２代母 フラワーブリーズ（92鹿 ＊フェアジャッジメント）��３勝�，関東オークス
２着，東京３歳優駿牝馬３着
ドリームナイト（00牝 ＊スキャン）�２勝�	入着２回
ラッキーシーズ（01牝 ＊カコイーシーズ）�３勝

ラッキーガーデン（07牝 シックスセンス）�６勝，コウノトリ賞２着
ポムショコラ（12牝 ヴァーミリアン）�５勝，兵庫若駒賞２着，園田クイーン

セレクション３着
ヒサクィーン（03牝 アグネスタキオン）１勝

アスターウィング（08牡 ＊クリストワイニング）１勝，ドラセナ賞２着
ベルモンタージュ（08牝 ＊アフリート）��１勝

ネクサスエッジ（17牝 メイショウボーラー）���１勝�１勝
２勝�１勝，
加賀友禅賞３着

エフティチャーミー（10牝 ブラックタイド）１勝，ダリア賞‐OP ２着
ソラニサクハナ（12牝 ＊ホワイトマズル）�１勝	１勝��入着３回
クナウ（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，ダリア賞‐OP ２着，サフラン賞２着
ツーエムブルーム（14牡 ＊ホワイトマズル）�２勝
４勝��入着

３代母 ノーザンフエロー（84鹿 ＊ノーザンアンサー）不出走
スノードラゴン（93牡 ＊スルーザドラゴン）�２勝，ヤングＣｈＣ３着

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

36 カシマフラワー２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaカシマフラワー ＊フェアジャッジメント

��
��
�フラワーブリーズ鹿 2002 ノーザンフエロー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 グーテデロワ（07黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（９）〕
スズカグラーテ（14牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）４勝，岩室温泉特別（Ｄ1200），舞

浜特別（Ｄ1200），シドニーＴ（Ｄ1200）２着，桑園特別（Ｄ1000）２着，鶴ヶ城
特別（Ｄ1150）２着（２回），箕面特別（Ｄ1200）２着，春風Ｓ（Ｄ1200）３着，鳴
海特別（Ｄ1200）３着，冬桜賞（Ｄ1200）３着

クグロフ（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，��６勝�入着
ルレーヴドゥリリ（17牝黒鹿 ルーラーシップ）�入着３回，�２勝
ミトノキサキ（19牝黒鹿 ルーラーシップ）���１勝

２代母 ＊シャーパリ（92 CHI 鹿 Winning）USA・CHI４勝，タンテオデポトランカス
‐G1，ホセＳバエサ賞‐G3

＊ウイニングタイム（98牡 Gilded Time）１勝，�２勝���
＊ロケットスタート（99牝 ＊スピニングワールド）１勝，�１勝��入着
＊マンボカーニバル（00牝 Kingmambo）１勝

スリーカーニバル（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，道新スポーツ杯，湯沢特
別，大日岳特別２着，医王寺特別２着，犬山特別２着

パスクア（03牡 ＊アサティス）１勝，��１勝
エアリーズ（04牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，障害１勝，�８勝
グランドメープル（05牝 スマートボーイ）１勝，�４勝

３代母 シャプール Shapur（84 CHI 鹿 Sharp‐Eyed Quillo）CHI３勝，ホセＳバエ
サ賞‐G3 ３着
シューマン Schuman（93牡 Winning）CHI12 勝，カルロスＢシルバ賞‐G3，コン

パラシオン賞‐G3，フェルナンドＭボルデウ賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬
シンプリー Simply（94 牝 Winning）CHI１勝

ラオーハセカ La Hoja Seca（08牝 Riyadian）PER１勝，アウグストＢレギア
大賞‐G1，オスカルＢパソス賞‐G2 ３着，ポスティン賞‐G2 ３着
グラシアディビーナGracia Divina（15牝 Street Hero）PER３勝，パン
プローナ賞‐G1，アルゼンチン共和国賞‐G3 ３着

ラインペニテンテ La Impenitente（04 牝 High Pitched）CHI８勝，P. Victor Ra
by‐L，ムニシパルデビーニャデルマル賞‐G2 ２着（２回），フランシスコバ
エサソトマヨル賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

37 グーテデロワ２０２１ 牡・黒鹿 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールグーテデロワ
＊ Winning

��
��
�シャーパリ黒鹿 2007 Shapur

3d
Nijinsky M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ラミアカーサ（12栗 ゴールドアリュール）３勝，�３勝�入着２回，兵庫クイー
ンＣ（Ｄ1700）２着，秋桜賞（Ｄ1400）３着
初仔

２代母 ＊ファミッリア（06 USA栗 Holy Bull）１勝，くすのき賞２着
コンパーニ（14牝 トランセンド）�３勝
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�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： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

38 ラミアカーサ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤラミアカーサ
＊ Holy Bull

��
��
�ファミッリア栗 2012 Knight Prospector

16e
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エテルナミノル（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）６勝，愛知杯‐G3，函館記念‐G3
３着，八坂Ｓ（芝 1800），ユートピアＳ（芝 1600），堀川特別（芝 1800），etc.
本馬の他に産駒あり

２代母 ダイワジェラート（04青鹿 フジキセキ）１勝
ダイワブレイディ（10� ＊チチカステナンゴ）２勝，飯盛山特別２着，隅田川特別３

着，ＴＶ山梨杯３着
ダイワソフィー（11牝 ＊チチカステナンゴ）１勝，郡山特別２着
カリーニョミノル（14牝 ＊クロフネ）３勝，初茜賞２着，響灘特別３着
ミアグア（15牝 ルーラーシップ）２勝，青島特別２着，小郡特別３着，若戸大橋特

別３着
ミツルグロウ（17牝 ＊ダンカーク）��４勝
オブリガーダミノル（18牝 ロードカナロア）��入着�１勝
エリザベスミノル（19牝 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 ビューティーメイク（89鹿 ＊リアルシヤダイ）７勝，新潟記念‐Jpn3 ３着，
ドンカスターＳ‐OP，桶狭間Ｓ，江坂特別，灘Ｓ２着，etc.
ビクトリーメイク（96牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，御陵特別２着，逢坂山特別３着
フェイムドグレイス（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，尖閣湾特別，初霜特別２着，

ミモザ賞２着，etc.
マルカバッケン（07牡 ＊クロフネ）７勝，栗東Ｓ‐L，千葉Ｓ‐OP，etc.，�入着

��，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着
モアグレイス（08牝 キングカメハメハ）２勝，紅梅Ｓ‐OP

ウルフコール（00牝 バブルガムフェロー）１勝
ギガキング（18牡 キングヘイロー）���４勝�１勝�２勝，報知ＧＰＣ，ダ

ービーＧＰ，東京湾Ｃ，etc.
フジヤマラムセス（05牡 ＊ファルブラヴ）３勝，奥の細道特別，横津岳特別，信夫山

特別３着
オメガフレグランス（07牝 ゴールドアリュール）３勝

オメガパフューム（15牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝，アンタレスＳ
‐G3，etc.，��５勝�入着，東京大賞典‐G1（４回），帝王賞‐Jpn1，etc.，
ＤＧ特別

ホウオウルーレット（19牡 ＊ロージズインメイ）�２勝，青竜Ｓ‐OP ２着，黒竹賞

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

39 エテルナミノル２０２１ 牡・鹿 ４／１１

＊

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエテルナミノル フジキセキ

��
��
�ダイワジェラート黒鹿 2013 ビューティーメイク

＊セイリングビユーテイ 14c
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5 Le Fabuleux M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊スティーミーウィンドウズ（15 USA栗 Giant's Causeway）USA１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
マイクロファイバーMicrofiber（20 USA牡鹿 Union Rags）�海外未出走

２代母 メリディアナMeridiana（00 GER栗 Lomitas）GER・ITY・USA７勝，伊オ
ークス‐G1，オーキッドＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，Fruhjahrs‐Stuten Preis
‐L，Kronimus Rennen‐L，etc.
センターディヴァイダー Center Divider（07 牡 Giant's Causeway）USA・CAN

４勝，マンノウォーＳ‐G1 ２着，ボーリンググリーンＨ‐G2 ２着，John's
Call S‐R ２着，シカモアＳ‐G3 ３着，種牡馬

シャモア Chamois（10 牡 Smart Strike）USA５勝，Duluth S，Stanton S，
ディクシーＳ‐G2 ３着，Danger's Hour S２着，ヒルプリンスＳ‐G3 ３着

インフィニトウィズダム InfiniteWisdom（11� Smart Strike）USA・CAN４勝，
John's Call S‐R，Laurel Turf C‐L ２着

パインニードルズ Pine Needles（12 牝 Giant's Causeway）USA２勝，Little Sil
ver S２着，Memories of Silver S２着，ボイリングスプリングズＳ‐G3
３着，Wonder Again S３着

ソルプレンダンテ Sorprendente（19 牡 Creative Cause）�PR１勝，C. Agustin
Mercado Reveron‐L

３代母 モンビジューMonbijou（93 GER栗 Dashing Blade）GER２勝，Dortmun
der Auktionsrennen‐L ３着，Munchener Auktionsrennen‐L ３着
マルガリータMargarita（06 牝 Lomitas）FR・GER２勝，Hanshin Cup‐L ３着

メンフィスMemphis（17 牝 Jukebox Jury）�FR・GER・ITY・POL３勝，
Hoppegartener Steher Preis‐L，伊オークス‐G2 ２着，オレアンダーレ
ネン‐G2 ２着，etc.

モナミMonami（09 牝 Sholokhov）GER・ITY３勝，ディアナトライアル‐G2，ヴ
ィンターケーニギン賞‐G3，ヴィットリオディカプア賞‐G1 ３着
ミスヨーダMiss Yoda（17牝 Sea The Stars）�GB・FR・GER４勝，独オー

クス‐G1，Lingfield Oaks Trial S‐L，ゼットランドＳ‐G3 ２着
モンクレールMonclaire（13 牝 Sholokhov）不出走

ギスアサブGis A Sub（19牡 Acclamation）�GB・FR１勝，ジムクラックＳ
‐G2 ２着

販売申込者・所有者： 森永 聡＝新冠町万世 �0146-49-5200
生 産 牧 場： 森永 聡
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

40 スティーミーウィンドウズ２０２１ �・鹿 ３／２３
カーリン Smart Strike

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Curlin

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sherriff's Deputyパレスマリス

Palace Malice
＊ Royal Anthem

��
��
�パレスルーマーUSA 鹿 2010 Whisperifyoudare

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormスティーミーウィンドウズ メリディアナ Lomitas

��
��
�Meridiana栗USA 2015 Monbijou

25
Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 ルフランエトワール（16鹿 オルフェーヴル）出走
初仔

２代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
プレザントブリーズ（06牝 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞２着

プラチナヴォイス（14牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ‐LR，スプリングＳ‐G2
３着，名古屋日刊スポーツ杯，ｔｖｋ賞２着，野分特別２着，�２勝�１勝�

ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，
黄菊賞

スターリーウインド（12牝 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別３着，鳥栖特別３着
スターズプレミア（17牡 ロードカナロア）�２勝，二本松特別

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊ヴェイルオブアヴァロン（97牝 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，ドラローズ
Ｈ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，etc.

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

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

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

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

ニュービギニング（04牡 アグネスタキオン）３勝，ホープフルＳ‐L，毎日杯‐Jpn3
３着，松籟Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

41 ルフランエトワール２０２１ 牡・黒鹿 ３／２８

＊

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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートルフランエトワール
＊ Woodman

��
��
�スターズインハーアイズ鹿 2016 ＊ウインドインハーヘア

2f
Mr. Prospector M4×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ベストティアラ（13青 マンハッタンカフェ）入着，�３勝�
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ベストブート（99 USA栗 Storm Boot）USA１勝
ギガンティア（04牝 Fusaichi Pegasus）��１勝

ラテンロック（11牡 ＊クロフネ）５勝，エニフＳ‐L ３着，アハルテケＳ‐OP ２着，
ポラリスＳ‐OP ３着，大和Ｓ‐OP ３着，ファイナルＳ‐OP ３着，etc.

オヒア（12牝 ブラックタイド）４勝，岡崎特別，戎橋特別，壬生特別３着，別
府特別３着，皆生特別３着

サイトディーラー（06牝 キングカメハメハ）不出走
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，秋華賞‐G1 ３着，エリザベス女王杯‐G1
３着，etc.

モズ（07牡 スペシャルウィーク）３勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，但馬Ｓ，ＳＴＶ杯，etc.，
�３勝�１勝�，かきつばた賞，北上川大賞典，etc.

クインズハリジャン（11牡 スペシャルウィーク）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着，�
２勝�６勝�１勝��

フォワードカフェ（12牡 マンハッタンカフェ）	３勝，館山特別，水仙賞，ＨＴＢ
賞２着，東雲賞２着，etc.，障害１勝，東京ジャンプＳ‐JG3 ２着

ベストティアーズ（14牝 ハーツクライ）２勝

３代母 ブライトティアラBright Tiara（89 USA栗 Chief's Crown）USA１勝
＊ゴールドティアラ（96牝 Seeking the Gold）７勝，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，�１

勝�１勝��入着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，かきつばた記念‐Jpn3，etc.
クイーンズパークQueen's Park（97 牝 Relaunch）USA４勝，Jack Hardy S

ジェムジックパークGemswick Park（06 牝 Speightstown）USA・CAN３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.

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

パトロネスPatroness（08 牝 Dubawi）FR入着
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

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

42 ベストティアラ２０２１ 牡・青鹿 ３／２１
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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジベストティアラ
＊ Storm Boot

��
��
�ベストブート青 2013 Bright Tiara

10a
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 メープル（15黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，北摂特別（芝 1200）３着
初仔

２代母 ＊エキゾチックエレガンス（01 USA鹿 Storm Cat）USA２勝
ブラックペンBlack Pen（07� Tiznow）USA６勝
グランプロフェタGran Profeta（09 牡 Unbridled's Song）PER19 勝，アメリカ賞

‐G2 ２着，ベロシダド賞‐G3 ２着，P. Greek Prince‐L ３着，P. Arrab
al‐L ３着，種牡馬

エルクイーン（10牝 Tiznow）�４勝��１勝
エキゾチックマター（11牡 アドマイヤムーン）入着２回，��２勝
ワンアフター（13� アドマイヤムーン）４勝，飛騨Ｓ，別府特別，アクアマリンＳ

２着，彦根Ｓ３着，船橋Ｓ３着

３代母 イグゾティックウッド ExoticWood（92 USA黒鹿 Rahy）USA11 勝，サン
タマリアＨ‐G1，サンタモニカＨ‐G1，ゴーフォーワンドＳ‐G1，ジェニュイン
リスクＨ‐G2，ラブレアＳ‐G2，etc.
イグゾティックファンタジーExotic Fantasy（03 牝 Storm Cat）不出走

ファンタジーロックス Fantasy Rocks（07 牝 Rock Hard Ten）不出走
ボールドファンタジー Bold Fantasy（11� Bertrando）USA７勝，Ha
rris Farms S‐R

ファンタジーオヴラック Fantasy of Luck（13牝 Lucky Pulpit）USA４
勝，Fleet Treat S‐R ３着

イグゾティックウィッシズExoticWishes（05 牝 A.P. Indy）不出走
イグゾティックスルー Exotic Slew（09� Bertrando）USA６勝，Californi

a Breeders' Champion S‐R ２着
アンダーウッドUnderwood（14� Old Fashioned）USA３勝，Zia Park G

overnor's Cup S，Riley Allison S３着
イグゾティックデザインExotic Design（06牝 A.P. Indy）USA出走

シークレットラヴ Secret Love（18牝 Not This Time）�USA４勝，Fran
klin Square S‐R，Bouwerie S‐R ２着

キートゥパワー Key to Power（09 牡 A.P. Indy）USA12 勝，Cliff Guilliams H，
種牡馬

販売申込者・所有者： 土田農場＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3410
生 産 牧 場： 土田農場
飼 養 者： 土田農場＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3410

43 メープル２０２１ 牡・鹿 ４／２６

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジメープル
＊ Storm Cat

��
��
�エキゾチックエレガンス黒鹿 2015 ExoticWood

A4
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ロックンハードプレイス（14 IRE 栗 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
マイトアンドマーシーMight And Mercy（19 GB牝栗 Pearl Secret）�IRE 入着２回

２代母 ギルデッドエッジGilded Edge（00 GB栗 Cadeaux Genereux）GB・FR・
IRE・USA１勝
アルプリンス Al Prince（08� Holy Roman Emperor）GB・IRE・HKG１勝，

Blenheim S‐L ３着
ピエールドールPierre d'Or（09� ＊ロックオブジブラルタル）IRE１勝
セマスールC'Est Ma Souer（10 牝 Oratorio）IRE２勝

３代母 パレスゲイトエピソード Palacegate Episode（90 IRE 鹿 Drumalis）GB・F
R・IRE・GER・ITY11 勝，オメノーニ賞‐G3，Iduna Nova Flieger Preis‐L
（３回），P. Bersaglio‐L，Dortmunder Flieger Preis‐L，St. Hugh's S
‐L，etc.
キングクアンタス King Quantas（98 牡 ＊デインヒル）GER・NOR・SWE・DEN

７勝，ポーラーＣ‐G3，Norsk Jockeyklubs Sprintlop‐L，Polar Sprint C
up‐L ２着

ハランドパークラスHalland Park Lass（99 牝 Spectrum）GB出走
ダッチアートDutch Art（04 牡 Medicean）GB・FR４勝，ミドルパークＳ

‐G1，モルニー賞‐G1，英ノーフォークＳ‐G2，etc.，種牡馬
アップUp（09牝 Galileo）GB・FR・IRE・USA３勝，ブランドフォードＳ

‐G2，ダンスディザインＳ‐G3，仏１０００ギニー‐G1 ２着，etc.
コングラチュレーション Congratulation（17牡 American Pharoah）GB
・IRE・HKG１勝，フィーニクスＳ‐G1 ２着，レイルウェイＳ‐G2 ２
着，ジャージーＳ‐G3 ２着

ロンギングトゥダンス Longing To Dance（05牝 Danehill Dancer）IRE 入着，
Flame of Tara S‐L ２着
ビーマイギャル Be My Gal（11 牝 Galileo）GB・FR２勝，プシュケ賞‐G3，

Conqueror S‐L，クロエ賞‐G3 ３着
ノヴェルウィニングNovel Winning（06牡 Kyllachy）IRE・HKG１勝，アングル

シーＳ‐G3 ３着

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： ㈲信岡牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

44 ロックンハードプレイス２０２１ 牡・鹿 ２／２８
インヴィンシブルスピリット Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Invincible Spirit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rafhaインヴィンシブルアーミー

Invincible Army ラジェーム ＊ディクタット

��
��
�RajeemIRE 鹿 2015 Magic Sister

＊

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomロックンハードプレイス ギルデッドエッジ Cadeaux Genereux

��
��
�Gilded Edge栗IRE 2014 Palacegate Episode

5h
Cadeaux Genereux M3×S4 Danzig S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5
Sharpen Up S5×M5
価格： 購買者：



母 チャームレディ（05鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
タマモエスカルゴ（11牝青鹿 ＊ケイムホーム）１勝
エーティーラッセン（14牡鹿 ＊サマーバード）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，明石特別
（芝 2000），オリオンＳ（芝 2400）２着，名古屋日刊スポーツ杯（芝 2000）２着，甲
武特別（芝 2400）２着，ゆきやなぎ賞（芝 2400）２着，アザレア賞（芝 2400）３着

２代母 ＊ダンシングゴッデス（85 USA鹿 Nijinsky）GB・IRE２勝，Pearl Sprint S‐L，
愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G2 ４着，デズモンドＳ‐G3 ３着
キサグラムKissagram（90牝 Alysheba）不出走

＊アラバンサ（93牡 El Gran Senor）９勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，札幌
記念‐Jpn2 ３着，函館記念‐Jpn3 ３着，六甲Ｓ‐OP，ハーベストＳ‐OP，etc.，
�８勝��

＊カラキーア（94牝 Sadler's Wells）GB・USA２勝，Virginia S‐L ２着
＊パラソニオ（97牡 Caerleon）２勝，積丹特別，横津岳特別３着
＊エアエミネム（98牡 ＊デインヒル）８勝，オールカマー‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，

札幌記念‐Jpn2，函館記念‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
＊ビッグギャンブル（92牡 Woodman）３勝，釧路特別，若鮎賞３着，障害４勝
タマモグッドマン（93牡 Woodman）１勝，障害１勝
アイアムクロス（94牝 タマモクロス）不出走

タマモガルチ（00牡 ＊サンダーガルチ）５勝，津軽海峡特別，噴火湾特別，清里
特別２着，伊勢特別３着，彦星賞３着

タマモアピール（97牡 ＊アフリート）５勝，シャングリラ賞，洞海湾Ｓ２着，韓国馬
事会杯３着，西湖特別３着，北斗賞３着，etc.

チャームダンス（03牝 ＊アフリート）４勝，両津湾特別
タマモアモーレ（15牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，昇竜Ｓ‐OP ２着

３代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）GB・FR・IRE・USA10 勝，
フォレ賞‐G1，オペラ賞‐G2，クロエ賞‐G3，ロワイヨモン賞‐G3，Susan's
Girl H，etc.
バッハ Bach（97牡 Caerleon）GB・FR・IRE・USA・HKG６勝，ロイヤルホイッ

プＳ‐G2，Amethyst S‐L，Celebration S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 前田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0846
生 産 牧 場： 前田牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

45 チャームレディ２０２１ 牡・栗 ３／２０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラチャームレディ
＊ Nijinsky

��
��
�ダンシングゴッデス鹿 2005 Producer

8i
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ダンツキャンサー（11黒鹿 アドマイヤジャパン）４勝，マーガレットＳ‐LR
（芝 1400），クイーンＳ‐G3 ３着，安土城Ｓ‐OP（芝 1400）２着，醍醐Ｓ（芝 1400），
ＳＴＶ賞（芝 1500），障害２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ダンツフロンテ（20牡黒鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 チョウカイクリス（03鹿 サクラバクシンオー）出走
エクセレントピーク（08牝 アドマイヤジャパン）２勝，飯豊特別３着，福島中央Ｔ

Ｖ杯３着
アイスブラッサム（12牝 マヤノトップガン）��１勝
ダンツゴウユウ（14牡 バンブーエール）７勝，大沼Ｓ‐L，吾妻小富士Ｓ‐OP，秋嶺

Ｓ，ＴＶＱ杯，伊良湖特別，etc.
レノカズマ（15牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝
テーオーアングル（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝

３代母 クリスタルトロフィ（90鹿 ＊クリスタルパレス）出走
ヒシバクシン（97� サクラバクシンオー）４勝，神奈川新聞杯，錦秋特別，山藤賞，etc.
トロピカルフラワー（98牝 サクラバクシンオー）１勝

レッドハイヒール（06牝 スペシャルウィーク）２勝，初風特別２着
マッシヴヒーロー（09牡 ゼンノロブロイ）２勝，浜名湖特別３着，�４勝�
ハナズリベンジ（11牝 ハーツクライ）３勝，津軽海峡特別２着，大倉山特別３着
ヒストリックノヴァ（19牝 ＊ドレフォン）１勝，���入着�入着�，エー
デルワイス賞‐Jpn3 ２着，東京２歳優駿牝馬２着

エアニックス（02牡 サクラバクシンオー）３勝，ＵＨＢ杯‐L ３着，立待岬特別，新
春Ｓ２着，etc.

４代母 スリードーター（82鹿 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ター
コイズＳ‐OP ２着，初富士賞，岩室特別，立冬特別２着，etc.
［子］ ミヤビペルセウス（00牡 バブルガムフェロー）４勝，相模特別，舞浜特別

２着，障害４勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，etc.
［曾孫］ ルルパンブルー（05牝 ジャングルポケット）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，

ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，カンナＳ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �090-3112-4906
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： 萬牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5676

46 ダンツキャンサー２０２１ 牡・鹿 ５／１０

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤジャパン ビワハイジダンツキャンサー サクラバクシンオー

��
��
�チョウカイクリス黒鹿 2011 クリスタルトロフィ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Caro S5×M5

価格： 購買者：



母 ダノングラシアス（12黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，
りんどう賞（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ダノンフェリペ（18牝青鹿 ダノンシャンティ）��出走

２代母 ＊サーキットレディ（04 USA鹿 Grand Slam）３勝，ＳＴＶ賞，美利河特別，
登別特別２着
サトノアビリティ（10牡 ダイワメジャー）３勝，こぶし賞３着，��３勝
サトノアイリ（13牝 ステイゴールド）１勝
キャリーCarrie（16 牝 マンハッタンカフェ）�AUS４勝
エムテイオー（17牡 ジャスタウェイ）入着，���１勝�２勝
ハングルース（18牝 オルフェーヴル）��出走�１勝

３代母 ＊ラグナセカ（92 USA鹿 Seattle Slew）USA３勝，Arbor Vitae S‐L，レ
イルバードＳ‐G2 ３着，C.E.R.F. S‐L ３着，Pasadena S‐L ３着
マカビーMacabe（98牡 GoneWest）USA２勝，Manila S‐R ２着，Relau

nch S‐R ２着，種牡馬
＊モアザンベスト（02牝 Giant's Causeway）４勝，札幌スポニチ賞，キーンランド

Ｃ，立待岬特別
デビュタント（12牝 ディープインパクト）１勝，蒲郡特別３着
ロングトレーン（18牝 トランセンド）２勝，マーガレットＳ‐L ２着

ジョフィーズラン Joffe's Run（05牝 Giant's Causeway）GB・USA４勝，Reg
al Gal S，Hollywood S３着

４代母 トピカウント Topicount（85 USA栗 Private Account）USA９勝，レアパ
フュームＳ‐G2，モンマスパークＢＣＨ‐G3，Herecomesthebride S‐L，R
umson Breeders' Cup H，Middlesex County S，etc.
［子］ ウィニングシーズンWinning Season（02牝 Lemon Drop Kid）USA

４勝，Raging Fever S‐R，デムワゼルＳ‐G2 ３着，Busher S
‐L ３着，etc.

［孫］ ロダイニ Rodaini（14� Exchange Rate）�GB・USA・UAE８勝，
Flying Scotsman S‐L，European Free H‐L ２着，Dubai Cre
ek Mile‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

47 ダノングラシアス２０２１ 牡・鹿 ２／２７

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジダノングラシアス
＊ Grand Slam

��
��
�サーキットレディ黒鹿 2012 ＊ラグナセカ

3o
Storm Bird S4×S4 Seattle SlewM4×S5

価格： 購買者：



母 エバーシャイニング（07黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－２（３）〕
ペイシャエヴァー（14牡鹿 ショウナンカンプ）４勝，高砂特別（Ｄ1200）３着，鈴

鹿特別（Ｄ1400）３着
プリマヴェージ（16牝黒鹿 ＊ワークフォース）��１勝�１勝
ネバーゴーンアウト（17�青鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝，白井特別（芝 1800）３着
フィールドモーリス（18牡鹿 モーリス）１勝，��１勝

２代母 ＊ルヴァーガール（00 GB鹿 Alzao）GB・USA３勝，ロックフェルＳ‐G2，
La Habra S‐L，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ２着，Henry Carnarvon S
‐L ２着
ネオザミスティック（08牝 ハーツクライ）２勝

クリスタロス（16牡 ＊タートルボウル）１勝
コスモシークレット（17牡 ＊タートルボウル）１勝，��１勝

サンライズマヌー（09牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
ガーリッシュハート（11牝 ハーツクライ）１勝
セトノビーナス（12牝 デュランダル）１勝
ステイキングダム（13牡 ステイゴールド）３勝，近江特別３着，奥尻特別３着
アルングリム（14牡 ネオユニヴァース）�１勝�１勝
スパークルガール（16牝 ハーツクライ）���入着９回�３勝
ヴィサルガ（17� ダノンシャンティ）入着，�１勝	入着

３代母 ガールオヴマイドリームズGirl of My Dreams（93 IRE 鹿 Marju）GB２勝

４代母 スタイリッシュガール Stylish Girl（86 USA鹿 Star de Naskra）不出走

５代母 カーナビーガールCarnaby Girl（68 USA栗 ToMarket）USA２勝
［子］ ストレインジウェイズ Strangeways（78 牝 Olympiad King）USA３勝，

Merry Madeleine S，レイルバードＳ‐G3 ２着，Bangles an
d Beads S２着

ハイスタイル High Style（80 牝 King Pellinore）IRE・USA４勝，Lo
di H，Marble Hill S２着

販売申込者・所有者： 中田 英樹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2751
生 産 牧 場： 中田 英樹
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

48 エバーシャイニング２０２１ �・黒鹿 ２／２８
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エバーシャイニング
＊ Alzao

��
��
�ルヴァーガール黒鹿 2007 Girl of My Dreams

14c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 ラストタイクーン S4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ブルーロータス（11鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：４〕
モンタナサファイア（19牝鹿 キングカメハメハ）�出走

２代母 ピンクカメオ（04鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，中
山牝馬Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，菜の花賞‐OP，マリーゴールド賞
‐OP ２着，etc.
フライングレディ（13牝 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別，十勝岳特別２着，

遊楽部特別２着，賢島特別３着，石打特別３着，etc.
ピノクル（16牡 キングカメハメハ）�２勝，宝満山特別３着

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
ミスティシルヴァーMisty Silver（92 牝 Slew o' Gold）不出走

＊マルターズホーク（97牡 ＊サザンヘイロー）６勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３
着，ＮＳＴＯＰ‐L ３着，駿風Ｓ‐L ３着（２回），etc.

＊シベリアンホーク（00牡 ＊スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ‐L，京成杯
オータムＨ‐Jpn3 ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，etc.，種牡馬

スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，クリテリヨ
ムドドゥーザン‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L
２着，etc.，種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，Platin
um S‐L

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーンＳ‐G3
３着，東京スマイルプレミアム
ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，etc.，U

AE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシーターフＨ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

49 ブルーロータス２０２１ 牡・栗 ４／ ３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアブルーロータス ＊フレンチデピュティ

��
��
�ピンクカメオ鹿 2011 ＊シルバーレーン

5g
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 アルスノヴァ（05鹿 ダンスインザダーク）２勝，エリカ賞（芝 2000）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（10）〕
ウォーヘッド（11牡黒鹿 ＊ウォーエンブレム）入着，�３勝�１勝�入着７回
レーヌドオリエント（12牝鹿 キングカメハメハ）１勝，�３勝��
アルスフェルト（13牝黒鹿 キングカメハメハ）２勝
リュミエールドール（14牝鹿 ルーラーシップ）２勝，わらび賞（Ｄ1800）２着
アイソリズム（18牝黒鹿 リオンディーズ）��３勝�入着
トーホウパラダイス（19牝栗 エピファネイア）�出走
テナシティー（20牝鹿 ロードカナロア）�未出走

２代母 オリエンタルアート（97栗 メジロマックイーン）３勝，タイランドＣ２着
ドリームジャーニー（04牡 ステイゴールド）９勝，有馬記念‐G1，宝塚記念‐G1，

朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，
優２牡，優古牡，種牡馬

グッドルッキング（06牝 ＊クロフネ）３勝，浅口特別，出石特別２着，紫川特別２着，
阪神ドリームプレミアム２着，八幡特別２着，etc.
グッドジュエリー（15牝 ハーツクライ）３勝，勝浦特別，医王寺特別，みちの

くＳ２着，豊橋特別２着，安達太良Ｓ３着
グッドマックス（17牝 ジャスタウェイ）�３勝，勝浦特別，長篠Ｓ３着

オルフェーヴル（08牡 ステイゴールド）10勝，日本ダービー‐G1，有馬記念‐G1
（２回），皐月賞‐G1，菊花賞‐G1，宝塚記念‐G1，産経大阪杯‐G2，神戸新聞
杯‐G2，スプリングＳ‐G2，etc.，FR２勝，フォワ賞‐G2（２回），etc.，年代
表，優３牡，優古牡（2回），種牡馬

リヤンドファミユ（10牡 ステイゴールド）４勝，若駒Ｓ‐OP，早春Ｓ，但馬Ｓ，比
叡Ｓ３着，種牡馬

アッシュゴールド（12	 ステイゴールド）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，きさ
らぎ賞‐G3 ３着

デルニエオール（15牝 ステイゴールド）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着

３代母 エレクトロアート（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，クロッカスＳ‐OP ３着，
道新スポーツ杯，下北半島特別，サフラン賞，Ｉｎｔ．ＪＳ（２）２着

販売申込者・所有者： 前川 勝春＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3832
生 産 牧 場： 前川 勝春
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

50 アルスノヴァ２０２１ �・鹿 ４／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイアルスノヴァ メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート鹿 2005 エレクトロアート

＊グランマステイーヴンス 8c
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ウインフロレゾン（09黒鹿 フジキセキ）２勝，大寒桜賞（芝 2200）２着，燕特別
（芝 2200）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
ベルフロレゾン（15牝栗 ＊クロフネ）１勝
スタッドリー（18牡鹿 ＊ハービンジャー）�３勝，若葉Ｓ‐L（芝 2000）３着，千里山

特別（芝 2200），明石特別（芝 2000）２着，天竜川特別（芝 2000）２着，黄菊賞
（芝 2000）３着

オリーヴベリー（19牡黒鹿 リオンディーズ）�入着

２代母 ブランシェリー（98鹿 ＊トニービン）２勝
ブライトウィーク（06牡 スペシャルウィーク）��２勝�入着２回
シャトーブランシュ（10牝 キングヘイロー）４勝，マーメイドＳ‐G3，ローズＳ

‐G2 ２着，夕月特別，鳥栖特別，西海賞２着，etc.
ミスビアンカ（17牝 ロードカナロア）�３勝
ヴァイスメテオール（18牡 キングカメハメハ）�４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3，メトロポリタンＳ‐L
イクイノックス（19牡 キタサンブラック）�２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2，日本

ダービー‐G1 ２着，皐月賞‐G1 ２着
リコーココヘッド（11牝 オンファイア）�２勝�１勝�１勝

３代母 メゾンブランシュ（89鹿 Alleged）５勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，浦安特別，
浦安特別２着
ブランディス（97� サクラバクシンオー）３勝，湯浜特別３着，障害６勝，中山グ

ランドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，優障害
オースミシュネル（99� ＊サンデーサイレンス）�13 勝，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2

３着，ステイヤーズＣ（２回），ステイヤーズＣ３着

４代母 ＊ブランシユレイン（82 FR芦 Nureyev）FR１勝
［子］ 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
エイシンビーナス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ４着，シクラメンＳ‐OP ３着，山陽特別，etc.

ビクトリアスバイオ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝，りんどう賞

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
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

51 ウインフロレゾン２０２１ �・鹿 ３／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーウインフロレゾン ＊トニービン

��
��
�ブランシェリー黒鹿 2009 メゾンブランシュ

＊ブランシユレイン 16b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 パールズシャイン（14鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
パールズウィッシュ（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）���入着４回

２代母 スペリオルパール（98鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
タガノボーディング（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，摂津特別，清滝特別３着，

ＨＢＣ賞３着，つばき賞３着
タガノサムアップ（07牝 フジキセキ）入着３回

タガノトリオンフ（12牝 ＊ワイルドラッシュ）入着４回，�13 勝�，兵庫クイー
ンＣ（２回），新春賞２着，摂津盃３着，兵庫サマークイーン賞３着

ラストインパクト（10牡 ディープインパクト）７勝，金鯱賞‐G2，京都大賞典‐G2，
小倉大賞典‐G3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.，UAE入着，ドバイシーマク
ラシック‐G1 ３着

タガノベルーガ（11牝 ネオユニヴァース）２勝，忘れな草賞‐OP ２着

３代母 ＊パシフィカス（81 USA鹿 Northern Dancer）GB２勝
ビワハヤヒデ（90牡 ＊シャルード）10勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，宝塚

記念‐Jpn1，京都記念‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，
年代表，優３牡，優古牡，種牡馬

ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，有馬記
念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，阪神大賞典
‐Jpn2（２回），スプリングＳ‐Jpn2，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬

ビワタケヒデ（95牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，小倉記念
‐Jpn3 ３着，若葉Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬

ビワパシフィカス（99牝 ＊ブライアンズタイム）出走
セイルラージ（07牡 アグネスタキオン）５勝，巴賞‐LR ２着，ニューイヤーＳ

‐L ２着，福島民報杯‐L ３着，etc.

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯

‐G2，京都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，優３牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

52 パールズシャイン２０２１ 牡・鹿 ５／ ４
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊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パールズシャイン ＊ティンバーカントリー

��
��
�スペリオルパール鹿 2014 ＊パシフィカス

13a
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M4×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーサンディー（14栗 ＊カジノドライヴ）�17 勝
初仔

２代母 ガンアンドローズ（98鹿 フジキセキ）５勝，月岡特別，栃尾特別，戎橋特別，
瀬戸内海特別２着，富嶽賞３着
アドマイヤシェルパ（06� ＊トワイニング）入着，��４勝
メイケイソフィア（07牝 キングカメハメハ）入着２回

メイケイダイハード（15牡 ＊ハードスパン）５勝，中京記念‐G3，ＪＲＡアニバ
ーサリーＳ，吾妻小富士賞，芦屋川特別３着，萌黄賞３着

イノセントムーン（08牝 タニノギムレット）�１勝

３代母 ＊ルフィーラ（92 USA鹿 Nureyev）不出走
ユウワンプラテクト（97牡 ＊トニービン）６勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，クリスマスキャロルＨ，etc.
スナップショット（00牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�１勝

ヤングマンパワー（12牡 ＊スニッツェル）５勝，富士Ｓ‐G3，関屋記念‐G3，ア
ーリントンＣ‐G3，etc.，種牡馬

４代母 リヴァーメモリーズ River Memories（84 USA鹿 Riverman）GB・FR・US
A６勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，フラワーボ－ルＨ‐G1，ポモーヌ賞
‐G2，モーリスドニュイユ賞‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，etc.
［子］ キャニオンクリーク Canyon Creek（93牡 Mr. Prospector）GB・FR２

勝，Doncaster Mile‐L，種牡馬
［孫］ ローマンドリーム Roman Dream（10牝 Holy Roman Emperor）ITY

４勝，Criterium Labronico‐L

５代母 ルヴァ－グアラ－ム Le Vague a l'Ame（78 USA鹿 Vaguely Noble）FR
入着３回
［子］ レイズアメモリー Raise a Memory（85牝 Raise a Native）FR３勝，

トーマスブライアン賞‐G3，ロンポワン賞‐G3 ３着，P. de Lianco
urt‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲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

53 ハッピーサンディー２０２１ 牡・黒鹿 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

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourハッピーサンディー フジキセキ

��
��
�ガンアンドローズ栗 2014 ＊ルフィーラ

21a
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×M4

価格： 購買者：



母 センターグランタス（04栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６），地方－３（９）〕
オレンジガーネット（12牝鹿 ＊ファルブラヴ）�４勝�
メイショウマッセル（14牝鹿 メイショウサムソン）�３勝�１勝�入着９回�
エイティーンガール（16牝青鹿 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，京阪杯‐G3，キーンラ

ンドＣ‐G3，キーンランドＣ‐G3 ２着，シルクロードＳ‐G3 ２着，鞍馬Ｓ
‐OP（芝 1200）３着，２０１９ファイナルＳ（芝 1200），若菜賞（芝 1200），桂川Ｓ
（芝 1200）２着，さざんか賞（芝 1200）２着

フェラリーチェコ（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）��入着２回��１勝
アイリスハート（19牝栗 ワールドエース）�出走

２代母 センターライジング（93栗 ＊ヘクタープロテクター）４勝，サンスポ４歳牝馬
特別‐Jpn2，中京３歳Ｓ‐OP，コスモス賞‐OP，富士Ｓ‐OP ３着
センターキュリオス（98牡 メジロライアン）１勝，野苺賞２着，ムーニーバレーレ

ーシングＣ賞２着
センターシャイネン（99牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
センターレイナ（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，�５勝

３代母 ダイナオレンジ（83栗 ＊ノーザンテースト）８勝，新潟記念‐Jpn3，吾妻小富
士賞‐OP，フリーウェイＳ，越後特別，赤倉特別２着，etc.
レディシュイエロー（90牝 ＊アレミロード）入着２回

アプリコットデュー（95牝 ＊ヘクタープロテクター）５勝，漁火Ｓ，米沢特別，
庄内川特別，etc.

スマイリングカット（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，松浜特別３着
オレンジジェラート（98牝 ＊トニービン）１勝，�３勝
ダイワリベラル（11牡 ダイワメジャー）６勝，ニューイヤーＳ‐L，東風Ｓ
‐L ２着，ニューイヤーＳ‐L ３着，etc.，�１勝���

ブラッドオレンジ（96牡 フジキセキ）４勝，シドニーＴ，小石原特別，知多特別３
着，etc.

４代母 ＊サワーオレンジ（73 USA黒鹿 Delta Judge）USA１勝
［子］ シヤダイアイバー（79牝 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネー

ションＣ

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： 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

54 センターグランタス２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊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ンターグランタス ＊ヘクタープロテクター

��
��
�センターライジング栗 2004 ダイナオレンジ

＊サワーオレンジ 8g
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ポエティックレガシー（16 IRE 鹿 Lope de Vega）GB１勝
初仔

２代母 コットンマウス Cottonmouth（04 IRE 鹿 Noverre）ITY12 勝，ヴェルジェー
ル賞‐G3，P. Paolo Mezzanotte‐L，P. Terme di Merano‐L，P. Andred
‐L，パオロメザノッテ賞‐G3 ２着，etc.
ディランマウスDylan Mouth（11牡 Dylan Thomas）GB・FR・GER・ITY・U

AE14 勝，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，ミラノ大賞‐G1，ローマ賞‐G1，伊
ダービー‐G2，ミラノ大賞‐G2，フェデリコテシオ賞‐G2（２回），etc.

プロミソリーノートPromissory Note（12 牝 ＊ロックオブジブラルタル）ITY１勝
ペルアンディキサー Per Un Dixir（13 牡 Holy Roman Emperor）FR・ITY３勝，

P. Signorino‐L
コットンインロウCotton In Law（14牝 Lawman）ITY１勝
ヘンリーマウス Henry Mouth（15牡 Henrythenavigator）ITY５勝，G.P. d'Itali

a‐L，P. Botticelli‐L，伊ダービー‐G2 ２着
ココマウスKocomouth（17牡 Kodiac）�ITY１勝

３代母 ナフジラNafzira（94 IRE 鹿 Darshaan）FR１勝

４代母 ナフザワNafzawa（87 USA栗 Green Dancer）GB２勝，Radley S‐L
３着

５代母 ナワジシュNawazish（78 IRE 栗 Run the Gantlet）FR４勝，P. Belle de
Nuit，P. La Camargo３着
［子］ ナンガラールNangarar（86 牡 Topsider）GB・NOR・SWE・DEN６勝，

S.F.K. Jubileumslopning‐L，Stockholms Stora Pris‐L，
Dansk Eclipse S‐L ３着

［孫］ サルートハー Salute Her（93 牝 ＊シアトルダンサーⅡ）IND６勝，Ban
galore St. Leger‐LR，Golconda St. Leger‐LR，Maharaja's C
up‐L ２着，etc.

スプレンディドプライド Splendid Pride（96 牡 Placerville）IND１勝，
Karnataka Cup‐L，Calcutta Derby‐LR ２着，Breeders' J
uvenile Colts' Championship‐LR ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲吉田ファーム＝浦河町姉茶 �0146-25-2964
生 産 牧 場： ㈲吉田ファーム
飼 養 者： ㈲吉田ファーム＝浦河町姉茶 �0146-25-2964

55 ポエティックレガシー２０２１ �・鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサクソンウォリアー

SaxonWarrior
＊ Galileo

��
��
�メイビー鹿 2015 Sumora

＊

ローペデベガ Shamardal

�
�
�
�
�

��
��

�Lope de Vega Lady Vettoriポエティックレガシー コットンマウス Noverre

��
��
�Cottonmouth鹿IRE 2016 Nafzira

9c
Northern Dancer S5×M5 Machiavellian M5×M5

価格： 購買者：



母 ダラニ（11栗 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
エスプリボー（19牝栗 コパノリッキー）���出走

２代母 パーフェクトブルー（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，知床特別，グリー
ンチャンネルＣ３着，�１勝�１勝
ベッロバンビーナ（08牝 キングカメハメハ）�１勝
ヤマノブルー（09牝 タニノギムレット）�４勝��入着
イルデパン（13牡 ＊ファルブラヴ）��２勝
ジャンティオム（14牡 ローエングリン）���６勝
アールウォーケン（16牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��２勝

３代母 ビューティークロス（91栗 タマモクロス）４勝，臥牛山特別，サルビア賞
ビューティグレース（97牝 サクラユタカオー）３勝，足立山特別，伊万里特別
ケリーズビューティ（01牝 ＊ブライアンズタイム）��４勝

インプレスウィナー（07牡 フサイチコンコルド）７勝，オーロＣ‐L，京王杯ス
プリングＣ‐G2 ３着，尾張Ｓ‐L ３着，etc.，�３勝���

ナランフレグ（16牡 ゴールドアリュール）�６勝，高松宮記念‐G1，オーシャ
ンＳ‐G3 ２着，オパールＳ‐L ２着，etc.

４代母 ミヤマビユーテイー（84栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ジョージビューティ（92牝 ＊ミルジヨージ）１勝，サンスポ４歳牝馬特別

‐Jpn2 ２着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，アネモネＳ‐OP ３着
ビューティテイスト（98牝 ダンスインザダーク）�２勝��，エーデルワ
イス賞‐Jpn3 ２着，栄冠賞３着

ダンツワンダー（00牡 バブルガムフェロー）２勝，アイビーＳ‐OP ２着
ミヤママーガレット（90牝 タマモクロス）４勝，伊良湖Ｓ，ゴールデンサ
ドルＴ，小樽特別，etc.，�１勝

ミヤマリリー（88牝 ＊アーテイアス）４勝，八雲特別（２回），漁火特別２
着，芝桜賞２着，etc.

［孫］ シャルマンレーヌ（04牝 ダンスインザダーク）２勝，フェニックス賞‐OP
２着，こでまり賞２着

販売申込者・所有者： ㈱チャンピオンズファーム＝日高町富川西 �01456-3-4001
生 産 牧 場： ㈱チャンピオンズファーム
飼 養 者： ㈱チャンピオンズファーム＝千歳市駒里 �0123-29-3900

56 ダラニ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモダラニ ＊サンデーサイレンス

��
��
�パーフェクトブルー栗 2011 ビューティークロス

＊フラストレート 1b
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ローズアダージョ（08鹿 ディープインパクト）�入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
ヒルド（16牝鹿 ロードカナロア）�２勝��２勝
ムジカ（17牝鹿 エピファネイア）�１勝，ローズＳ‐G2 ２着，新潟牝馬Ｓ‐OP
（芝 2200）３着，但馬Ｓ（芝 2000）２着，元町Ｓ（芝 2000）２着，難波Ｓ
（芝 1800）３着，関ケ原Ｓ（芝 2000）３着

グロー（19牡鹿 エピファネイア）�入着３回

２代母 ＊ファーストナイト（96 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・USA２勝，P. de l
a Calonne‐L ２着
アンクエンチャブルUnquenchable（03 牝 Kingmambo）GB出走

ハヴァナクーラー Havana Cooler（10� Hurricane Run）GB・AUS３勝，
ＡＴＣロイヤルパルマＳ‐G3，ＡＴＣメトロポリタンＨ‐G1 ３着，ＡＴ
ＣＪＲＡプレイト‐G3 ３着，ＶＲＣホザムＨ‐G3 ３着，ATC Lord Ma
yor's Cup‐L ３着，etc.

ドリームライナー（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，アルデバランＳ‐OP ３着，京都ク
ラウンプレミアム，御陵Ｓ，四国新聞杯，etc.，��入着，川崎マイラーズ３着

モーニングフェイス（07牝 スペシャルウィーク）３勝，忘れな草賞‐OP，調布特別，
江坂特別２着，ミモザ賞２着

ランウェイ（12牝 キングカメハメハ）３勝

３代母 モ－ニングディヴォ－ションMorning Devotion（82 USA栗 Affirmed）GB
・USA１勝，フィリーズマイル‐G3 ３着，ランカシャーオークス‐G3 ４着
レッドスリッパ－ズ Red Slippers（89 牝 Nureyev）GB・FR・USA３勝，サンチ

ャリオットＳ‐G2，Virginia S‐L
ウェストウィンドWestWind（04牝 Machiavellian）FR・IRE・UAE２勝，仏

オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G1 ３着
バランシーヌ Balanchine（91牝 Storm Bird）GB・FR・IRE４勝，愛ダービー

‐G1，英オークス‐G1，英１０００ギニー‐G1 ２着，etc.
サトルブリーズ Subtle Breeze（01牝 Storm Cat）GB・USA入着

トラストイナガスト Trust In A Gust（10 牡 Keep The Faith）AUS10 勝，Ｍ
ＲＣインヴィテイションＳ‐G1，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，MVRC Cha
ndler Macleod S‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099
生 産 牧 場： 上野 正恵
飼 養 者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099

57 ローズアダージョ２０２１ �・鹿 ５／ １

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアローズアダージョ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ファーストナイト鹿 2008 Morning Devotion

4k
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アースプレイ（11青鹿 ゼンノロブロイ）２勝，三面川特別（芝 1800）２着，ｔｖｋ
賞（芝 1800）３着，山中湖特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
ヨシノイースター（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�１勝
アスターディゴン（19牡青鹿 キズナ）�１勝，メルボルンＴ（芝 1200）３着

２代母 ミスイースター（98黒鹿 ＊ウォーニング）１勝
ダイメイザバリヤル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，白河特別，サンライズＳ２

着，五色沼特別２着，寺泊特別２着，知多特別３着，etc.
マルブツイースター（05牡 サクラバクシンオー）３勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，ファル

コンＳ‐Jpn3 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，クロッカスＳ‐OP
スターマーチ（07牝 フジキセキ）入着，�１勝
ダンツレガリア（12牡 ＊バゴ）２勝
エスタシオン（14� ネオユニヴァース）�12 勝�入着２回

３代母 ＊イングリッシュホーマー（85 USA鹿 Conquistador Cielo）不出走
ストーレンハート（92牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，三国特別２着，越路特別３着
ブリリアントバイオ（93牝 ＊トニービン）１勝

ケイパブルバイオ（01牝 ＊ジェリ）４勝，秋分特別，桜島特別２着，オーロラ特
別２着

ヨドノサフラン（94牝 ミスターシービー）１勝，もみじＳ‐OP ２着，３歳抽せん馬
特別２着
サフランディライト（08牡 ＊クロフネ）４勝，白川特別，稲村ヶ崎特別，松籟Ｓ

２着，etc.
トウカイパルサー（96牡 トウカイテイオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2

３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 フィドルスティクス Fiddlesticks（76 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ヴィヴァノ Vivano（89牝 IslandWhirl）USA10 勝，ハニービーＨ‐G3，

Gallant Bloom H‐L，フリゼットＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バーニングローマ Burning Roma（98牡 Rubiano）USA13 勝，米フュチュリ

ティＳ‐G1，メドーランズＣ‐G2，レッドバンクＨ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 �0146-28-1150
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

58 アースプレイ２０２１ �・黒鹿 ４／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルアースプレイ ＊ウォーニング

��
��
�ミスイースター青鹿 2011 ＊イングリッシュホーマー

8h
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マルモレイナ（14鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP（芝 1400）２着，
合馬特別（芝 1200），タイランドＣ（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
モズテキーラ（20牡黒鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 マルモセーラ（08黒鹿 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
マルモマリア（15牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝
マルモネオフォース（16牝 ＊ワークフォース）�２勝，北國新聞杯２着
マルモルーラー（18牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 マイクロス（00鹿 タマモクロス）不出走

４代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
［子］ プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急

杯‐G3，中日新聞杯‐Jpn3（２回），etc.，��５勝�����入着４回	
ジェイケイテイオー（98
 トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特
別，障害１勝

キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着
インフィニットエア（06
 ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，
�２勝

［孫］ カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）３勝，由比ヶ浜特別，二本松特
別２着，豊明Ｓ３着，etc.

［曾孫］ リトミカメンテ（16牝 オルフェーヴル）３勝，武田尾特別，桑折特別，清
滝特別２着，etc.

５代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
［子］ アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，

大雪Ｈ，えりも特別，etc.
［孫］ エースインザホール（07牡 スペシャルウィーク）３勝，もちの木賞３着
［曾孫］ サンタガール（15牝 ＊キンシャサノキセキ）入着，	１勝，ひまわり賞

販売申込者・所有者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569
生 産 牧 場： オカモトファーム
飼 養 者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569

59 マルモレイナ２０２１ �・鹿 ３／１９
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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudマルモレイナ ＊クロフネ

��
��
�マルモセーラ鹿 2014 マイクロス

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フェアリーダンス（09栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－３（３）〕
ヴィクトリーダンス（14牝鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
メバエ（15牝鹿 ＊ハービンジャー）入着２回，�１勝�
フェアリーポルカ（16牝鹿 ルーラーシップ）�４勝，福島牝馬Ｓ‐G3，中山牝馬Ｓ

‐G3，紫苑Ｓ‐G3 ２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイズＳ‐G3 ３着，若
駒Ｓ‐L（芝 2000）３着，君子蘭賞（芝 1800）

ココロノトウダイ（17牡鹿 エイシンフラッシュ）�４勝，中山金杯‐G3 ２着，フ
ルーツラインＣ（芝 2000），猪苗代特別（芝 2000），きんもくせい特別（芝 1800）

フミチャン（18牝芦 ＊クロフネ）�１勝
プレストバローズ（19牡栗 ＊ドレフォン）��１勝

２代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
UAE入着，ドバイワールドＣ‐G1 ２着，優古牝

ビーポジティブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，��１勝�，クイーン賞‐Jpn3，
エンプレス杯‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着

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，ブリリアントＳ‐L，オーストラリアＴ‐L，etc.，�１勝��入着�，
佐賀記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ギーニョ（03牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，十勝岳特別２着，グリーンチャンネル
Ｃ２着，安城特別３着

クリスタルウイング（05牡 アドマイヤベガ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，日高特別，
ＨＴＢ賞２着，障害１勝

３代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

４代母 ライクリーイクスチェインジ Likely Exchange（74 USA鹿 Terrible Tiger）
USA23 勝，デラウェアＨ‐G1，Fleur de Lis H（２回），Mint Julep H，La
tonia Championship H，Kentucky Cardinal H，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565
生 産 牧 場： ㈱レイクヴィラファーム
飼 養 者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565

60 フェアリーダンス２０２１ 牡・鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊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 アグネスフローラフェアリーダンス
＊ Nureyev

��
��
�フェアリードール栗 2009 Dream Deal

9f
Nureyev M3×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ギンザフェアレディ（11青鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
ヒルノコルドバ（15牡青 ＊キンシャサノキセキ）�９勝��２勝
コーラル（16牝青鹿 アドマイヤムーン）��２勝��１勝
ヴォイテク（17牡鹿 ＊ベーカバド）��２勝�入着
ベルピエース（18牡青鹿 リオンディーズ）入着２回，���出走

２代母 タイムフェアレディ（98黒鹿 メジロマックイーン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，
うぐいす賞，呉竹賞２着
プリティカポレイ（07牝 ＊クロフネ）３勝
ロックフェアレディ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）�３勝�１勝

レジェーロ（17牝 キズナ）�３勝，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，カーバンクルＳ‐OP，
タンザナイトＳ‐OP ２着，かささぎ賞，萌黄賞２着

ピグマリオン（09� ダイワメジャー）４勝，大雪Ｈ，初茜賞２着，長万部特別２着，
駒場特別３着，檜山特別３着

アドマイヤツヨシ（10牡 アドマイヤムーン）３勝，千里山特別，不知火特別２着，
木曽川特別２着，アルメリア賞３着，�１勝

ウインガナドル（14牡 ステイゴールド）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，関
越Ｓ‐OP ２着，むらさき賞，弥彦特別，夏木立賞，etc.

ヒルノダカール（16牡 ヴィクトワールピサ）�４勝，むらさき賞，難波Ｓ２着，明
石特別２着，春日特別２着，天竜川特別２着，etc.

３代母 トキファイター（86青鹿 カツラギエース）２勝，湯浜特別，須賀川特別２着，
土湯特別２着，鳳来寺山特別３着
タイムオブウイン（97牡 ＊スキーキャプテン）３勝，新津特別，香取特別２着，火打

山特別２着，�４勝	
１勝��
シンデレラソング（01牝 マヤノトップガン）３勝，芦屋川特別３着
シゲルキリガミネ（06牝 ＊グランデラ）２勝，矢車賞

４代母 ダンシングフアイタ（78黒鹿 ＊ダンシングキヤツプ）５勝，中山牝馬Ｓ，京王杯
オータムＨ２着，ニューイヤーＳ‐OP，福島民報杯‐OP，アクアマリンＳ，�９勝
［孫］ ゴーイングスズカ（93牡 ダイナガリバー）８勝，目黒記念‐Jpn2，福島記

念‐Jpn3，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 協銀興産㈱＝東京都渋谷区 �090-8747-2239
生 産 牧 場： ㈲ナカノファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

61 ギンザフェアレディ２０２１ 牡・青鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジギンザフェアレディ メジロマックイーン

��
��
�タイムフェアレディ青鹿 2011 トキファイター

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 エトワールステージ（03鹿 ＊デヒア）��11 勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－６（28）〕
テラザホット（12牝鹿 オンファイア）��７勝
テラザフィーリア（13牝鹿 サムライハート）��４勝
テラザトゥモロー（14牡鹿 トランセンド）��９勝
リコーワルサー（15牡黒鹿 ブラックタイド）���５勝�入着３回，鎌倉記念
（Ｄ1500），勝島王冠（Ｄ1800）２着，京成盃グランドマイラーズ（Ｄ1600）２着，羽
田盃（Ｄ1800）２着，勝島王冠（Ｄ1800）３着，瑞穂賞（Ｄ1800）２着，旭岳賞
（Ｄ2000）３着

フィシェ（18牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���１勝
オオエキントキ（19牡黒鹿 ブラックタイド）��２勝
リコールガー（20牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

２代母 ＊ベツェニーズスター（84 USA鹿 Fappiano）不出走
ライドウィズパンチョ RideWith Pancho（90� Pancho Villa）USA９勝，Jo

ckey Club Cup H‐L，International Turf Cup H‐L，Friar Rock S‐L
２着

マイネルポロネーズ（01牡 ダンスインザダーク）３勝，美浦特別，新緑賞，山吹賞３着

３代母 ハローオンザヒルHarrow On the Hill（67 USA栗 Thinking Cap）GB２勝
ムキーナMucchina（75牝 Limit to Reason）USA５勝，アシュランドＳ‐G3，モ

ンマスオークス‐G1 ２着，テストＳ‐G3 ２着，etc.
ハロウィング Harrowing（77牝 Terrible Tiger）USA７勝，Honorable Miss S

スケアタクティクス Scare Tactics（93 牝 Moscow Ballet）不出走
グリーンティームGreen Team（99� Huddle Up）USA10 勝，Califo
rnia Sprint Championship H‐R，Oakland H，California Cup S
print H‐R，etc.

スポットザディプロマト Spot the Diplomat（04� Worldly Manner）
USA７勝，Graduation S‐R，I'M Smokin' S‐R，ノーフォーク
ＢＣＳ‐G2 ３着

タクトフル Tactful（06� Bertrando）USA６勝，K.L.A.Q. H２着，
Bill Thomas Memorial S３着，Lea County Sprint S３着

販売申込者・所有者： レースホース牧場㈱＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3734
生 産 牧 場： レースホース牧場㈱
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

62 エトワールステージ２０２１ �・鹿 ４／３０
＊ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotエトワールステージ
＊ Fappiano

��
��
�ベツェニーズスター鹿 2003 Harrow On the Hill

1l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピュアアイズ（10鹿 ネオユニヴァース）２勝，�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（６）〕
パースペクティヴ（17牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）��６勝�
ピュアジャッジ（18�鹿 ホッコータルマエ）�２勝

２代母 ＊ミスワキジャパン（93 USA鹿 Phone Trick）３勝，下総特別
ヤマサカントリー（99牝 ＊ティンバーカントリー）��１勝�７勝

シンキングタイム（15牝 ヴァーミリアン）�	出走�１勝
�３勝�入着，園
田プリンセスＣ２着

マイネルイェーガー（00牡 マヤノトップガン）３勝，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，黄梅賞
キセキノメガミ（01牝 フジキセキ）入着２回，�１勝

コウユーココロザシ（12牝 ショウナンカンプ）１勝，飛竜特別２着，	１勝
シルクドラグーン（03牡 スペシャルウィーク）４勝，ラベンダー賞‐OP ２着，ゴー

ルデンサドルＴ，五色沼特別，まりも特別，新春Ｓ２着，etc.，�２勝�入着	
ミルクトーレル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，セレブレイション賞，播磨特別

２着，摂津特別２着，鷹巣山特別２着，初音Ｓ３着，etc.
ミルクデール（11牝 キングカメハメハ）不出走
ユナチャン（18牝 ＊マクフィ）��４勝，兵庫クイーンセレクション３着

ロイヤルダリア（06牡 スペシャルウィーク）２勝，奥の細道特別２着，呼子特別３
着，葉牡丹賞３着

ミヤトーレル（09牡 アグネスタキオン）�９勝
ラフメイカー（14牝 スズカマンボ）
�２勝

３代母 オフィスポリティクスOffice Politics（87 USA鹿 Secretariat）不出走
プレイリージャンクション Prairie Junction（94牡 Mt. Livermore）USA２勝，バ

シュフォードマナーＳ‐G3 ２着，Kentucky Breeders' Cup S‐L ２着

４代母 ティルイターニティTill Eternity（82 USA鹿 Nijinsky）不出走
［子］ フォートチャフィー Fort Chaffee（90 牡 Mr. Prospector）USA７勝，

Governor's H‐L，Marfa H‐L ２着，Bolsa Chica S‐R ２
着，etc.，種牡馬

［孫］ カスタムフレーミング Custom Framing（00� Souvenir Copy）USA
３勝，Fairplex Park Derby Trial S３着

販売申込者・所有者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147
生 産 牧 場： ㈲山際牧場
飼 養 者： ㈲山際牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2147

63 ピュアアイズ２０２１ 牡・鹿 ５／１０
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスピュアアイズ
＊ Phone Trick

��
��
�ミスワキジャパン鹿 2010 Office Politics

16g
サンデーサイレンス S3×M3 Secretariat M4×S5

価格： 購買者：



母 シルクヴィーナス（06青鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－３（５）〕
プレイアンドリアル（11牡鹿 デュランダル）１勝，京成杯‐G3，東スポ杯２歳Ｓ

‐G3 ２着，�１勝�１勝，ジュニアＧＰ（芝 1600），ＮＡＲ優ターフ（2回）
デイドリーム（12牝栗 アドマイヤムーン）１勝，稲光特別（芝 1000）２着
テンプルツリー（13牝黒鹿 ブラックタイド）１勝
ソフィスティケイト（17牝鹿 サイレントディール）��２勝
カイトゲニー（18牝黒鹿 カレンブラックヒル）�３勝，橘Ｓ‐L（芝 1400）３着，相

模湖特別（芝 1400），つわぶき賞（芝 1400），由比ヶ浜特別（芝 1400）２着
ゴールデンレアル（19牡栗 トゥザワールド）���１勝

２代母 ＊シルクフレアー（95 USA鹿 Danzig）不出走
シルクヴェルリッツ（02牡 アドマイヤベガ）４勝，飛騨Ｓ，大日岳特別，トリトン

Ｓ２着，新潟日報賞２着，納屋橋Ｓ３着，etc.
シルクヴァルキリー（03牝 マーベラスサンデー）２勝
シルクヴェルサイユ（08牝 スペシャルウィーク）不出走

ブルベアバブーン（14� ＊プリサイスエンド）２勝，端午Ｓ‐OP ２着，もちの木賞
ウインバーニング（13牡 ディープスカイ）入着２回，�５勝��入着�，不来方賞２着

３代母 ジェットルート Jet Route（88 USA鹿 Alydar）USA３勝，Queen BC S
‐L ２着，R& R Ranch H‐R ２着，June Darling H‐L ３着

＊クイックコマンド（03牝 Gold Legend）USA３勝
リーサルウェポン（11牝 ディープインパクト）４勝，愛知杯‐G3 ２着，浦佐特

別，舞子特別２着，etc.

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着
［子］ ＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３

歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝
［孫］ スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，Ｃ

ＢＣ賞‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �0146-47-2787

64 シルクヴィーナス２０２１ 牡・黒鹿 ４／１９

＊

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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenシルクヴィーナス
＊ Danzig

��
��
�シルクフレアー青鹿 2006 Jet Route

7f
Northern Dancer S4×M4 Mr. Prospector S4×M4 Raise a Native S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アリスマイン（09栗 タニノギムレット）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
クィーンアリス（14牝栗 ディープブリランテ）�２勝�１勝
ワイズワン（15牡鹿 キングカメハメハ）２勝
エスジーリカチャン（18牝黒鹿 ジャスタウェイ）���入着３回
ベアクッキー（19牝鹿 リオンディーズ）��入着

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

レースドール（04牝 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

販売申込者・所有者： 富沢萩沢俊雄牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2182
生 産 牧 場： 富沢萩沢俊雄牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

65 アリスマイン２０２１ 牡・鹿 ５／ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルアリスマイン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2009 ＊フェアリードール

9f
Nureyev M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ジーニマジック（10鹿 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR（芝 1600）２着，ク
イーンＣ‐G3 ３着，ツインターボＣ（芝 1200）２着，白河特別（芝 1200）３着，菜
の花賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
シゲルカチョウ（18牝鹿 ＊マクフィ）�１勝
シンマイコ（19牝栗 ＊ケープブランコ）��入着３回

２代母 ＊ベッラベリッシモ（97 IRE 鹿 Alzao）GB１勝
マヤノピナクル（13牡 ドリームジャーニー）１勝，種市特別２着，南相馬特別２着，

ノエル賞３着

３代母 ベッラヴィテッサBella Vitessa（92 IRE 鹿 Thatching）GB出走
ロスザボスRos The Boss（99 牝 ＊デインヒル）GB２勝

ケイトザグレイトKate The Great（06 牝 ＊ザール）GB１勝
イースタンインパクト Eastern Impact（11� Bahamian Bounty）GB・I
RE・UAE６勝，ベンゴーフＳ‐G3，Queensferry S‐L，ジュライＣ
‐G1 ３着，etc.

サマーガンド Summerghand（14� Lope de Vega）�GB・IRE・UAE1
3 勝，アバーナントＳ‐G3，Hopeful S‐L，Hopeful S‐L ２着，etc.

アルサルワAlsalwa（07牝 Nayef）IRE２勝
アナザータッチ Another Touch（13� Arcano）�GB・UAE８勝，Po
mfret S‐L，Doncaster Mile‐L ３着，Ganton S‐L ３着

リベレイティング Liberating（10 牝 Iffraaj）GB・FR・IRE１勝，Patton S
‐L ３着，Naas Juvenile Fillies Sprint‐L ３着

ボシーゲスト Bossy Guest（12� Medicean）GB・UAE・SAU３勝，Ripo
n Champion 2‐Y‐O Trophy‐L ２着，ジャージーＳ‐G3 ３着，Sir He
nry Cecil S‐L ３着

イエフディ Yehudi（02 牡 Sadler's Wells）FR・IRE２勝，Eyrefield S‐L，ク
リテリヨムドサンクルー‐G1 ２着，種牡馬

＊ベルエアメイダン（09牝 Shamardal）入着，�２勝��
スマートフルーレ（16牝 ゴールドアリュール）３勝，平城京Ｓ２着，柳都Ｓ２

着，etc.，��入着，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

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

66 ジーニマジック２０２１ 牡・栗 ４／ ９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケジーニマジック
＊ Alzao

��
��
�ベッラベリッシモ鹿 2010 Bella Vitessa

2f
Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 サウンドシップ（15黒鹿 ルーラーシップ）入着
初仔

２代母 シージョー（05青鹿 フジキセキ）不出走
ジーニアイ（11牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝，�３勝��入着�
サウンドドゥイット（12牡 ＊コンデュイット）２勝，稲光特別，伏拝特別２着，蒲郡

特別３着
モント（13牡 アドマイヤムーン）入着，�３勝�
シティレインボー（18牡 エピファネイア）�２勝，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，鳥栖

特別，玄海特別２着，恵山特別２着，こぶし賞２着，etc.

３代母 ＊ハイパスチャー（98 USA黒鹿 El Gran Senor）GB出走
ディープエアー（03牡 ＊タイキシャトル）２勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，札幌２歳Ｓ

‐Jpn3 ２着，コスモス賞‐OP，etc.
メイショウハイパス（04牝 ダンスインザダーク）出走

メイショウオセアン（11牡 ＊アグネスデジタル）５勝，貴船Ｓ，高瀬川Ｓ，etc.，
�２勝�，岩鷲賞，etc.

メイショウコウセイ（06牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，神奈川新聞杯２着

４代母 サマーリトリート Summer Retreat（92 USA鹿 GoneWest）GB・USA１勝

５代母 デヴォンディーヴァDevon Diva（82 USA栗 The Minstrel）GB・USA１勝
［子］ ティナーズウエイ TinnersWay（90牡 Secretariat）GB・FR・USA７

勝，カリフォルニアンＳ‐G1，パシフィッククラシック‐G1（２回），
Golden Gate Fields Breeders' Cup H‐L，etc.，種牡馬

ウェスタンアプローチWestern Approach（89牝 GoneWest）GB・U
SA６勝，Morvich H‐L，Hollywood Park Breeders'Cup H‐L
２着

デヴォンハイツDevon Heights（97 牝 Mt. Livermore）FR・USA２勝，
P. d'Angerville‐L，サンドリンガム賞‐G3 ３着

［孫］ ポルゼス Polzeath（03 牝 Singspiel）SAF７勝，East Coast H‐L，
Michael Roberts H‐L ３着

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

67 サウンドシップ２０２１ 牡・鹿 ２／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴサウンドシップ フジキセキ

��
��
�シージョー黒鹿 2015 ＊ハイパスチャー

1t
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 アップトゥユー（14鹿 ＊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（Ｄ1600），東京プリンセス賞（Ｄ1800）２着，ユングフ
ラウ賞（Ｄ1400）２着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，etc.
初仔

２代母 ファーストレディ（08鹿 スマートボーイ）出走
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，船橋記念３着，しらさぎ賞３着，etc.，
ＮＡＲ優２牝

マリーンワン（16牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝
ラインオブソウル（19牡 ＊シニスターミニスター）�１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
ダッシングハニー（02牝 ＊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Ｇ
Ｐ‐Jpn2，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優牝馬，ＮＡ
Ｒ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

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，etc.，�１勝	�，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

コパシーナ（17 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，寒椿賞，八海山Ｓ３着
ジョンコ（04牝 アグネスタキオン）１勝

トーセンリスト（16牝 ＊ノヴェリスト）�３勝，飛騨Ｓ２着，高尾特別２着，木
更津特別２着，etc.

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.

ベストヒット（10牝 ＊サウスヴィグラス）入着３回，�２勝
シゲルオトメザ（17牝 スズカコーズウェイ）３勝，大府特別２着

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

68 アップトゥユー２０２１ 牡・鹿 ２／１７

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターアップトゥユー スマートボーイ

��
��
�ファーストレディ鹿 2014 ラストヒット

＊パツシングクラウド 5g
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ナムラバイオレット（13栗 ＊チーフベアハート）２勝，�２勝，早池峰スーパース
プリント（Ｄ1000），岩鷲賞（Ｄ1200）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ナムラテンニョ（99鹿 ＊キンググローリアス）３勝
ナムラマンジロウ（10牡 ハーツクライ）１勝，�４勝�３勝�入着２回��
ナムラムート（14牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�４勝�，園田ＣｈＣ２着

３代母 ＊トネスボウス（92 USA鹿 Danzig）GB・USA１勝
テイエムポイント（01牡 ＊ウォーニング）４勝，みちのく特別２着，西日本スポーツ

杯２着，知多特別３着
ダイヤモンドパール（09牝 ＊クロフネ）�２勝�８勝��１勝�入着

タッカーシルバー（19牝 シルバーステート）	１勝，あざみ賞３着

４代母 ソーシースリープス So She Sleeps（82 USA鹿 Seattle Slew）USA７勝，
コロンビアナＨ‐G3，Dahlia H，River Downs S，Buckram Oak Farm
S２着
［曾孫］ ミスタージョーブレイカーMr. Jawbreaker（10
 Candy Ride）USA２

勝，Prairie Gold Juvenile S‐L

５代母 シャイドーン Shy Dawn（71 USA栗 Grey Dawn）USA19 勝，アフェクシ
ョニトリーＨ‐G3，コレクションＨ‐G3（２回），ヴェイグランシーＨ‐G3，ディ
スタフＨ‐G3，ベッドオーロージズＨ‐G3，etc.
［子］ オープニングヴァースOpening Verse（86 牡 The Minstrel）GB・USA

10勝，ＢＣマイル‐G1，オークローンＨ‐G1，レイザーバックＨ‐G2，etc.，
種牡馬

デインジャラスドーンDangerous Dawn（87牡 Cox's Ridge）USA９
勝，Vulcan S，Wadsworth Memorial H，ベストターンＳ
‐G3 ３着，etc.

［孫］ ディフィデントDiffident（92 牡 Nureyev）GB・FR・GER・UAE10 勝，
ダイアデムＳ‐G2，リゾランジ賞‐G3，European Free H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

69 ナムラバイオレット２０２１ 牡・鹿 ２／２６
＊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

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartナムラバイオレット ＊キンググローリアス

��
��
�ナムラテンニョ栗 2013 ＊トネスボウス

21a
Danzig M4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンキルデア（13 USA鹿 Kitten's Joy）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 バーラ Bala（99 CAN鹿 With Approval）USA３勝，Truly Bound H‐L
２着，ナタルマＳ‐G3 ３着
カーサピッポCasa Pippo（06牝 Deputy Commander）USA１勝

モントゥMontu（14牡 Dialed In）USA・CAN６勝，Rushaway S
＊ベイトゥベイ（07牝 Sligo Bay）USA・CAN４勝，加ナッソーＳ‐G2，ナタルマＳ

‐G3，American One Thousand Guineas S‐L，ジェニーワイリーＳ‐G1
２着，ダイアナＳ‐G1 ３着，etc.
スワーヴアラミス（15牡 ハーツクライ）�９勝，東海Ｓ‐G2，エルムＳ‐G3，

マーチＳ‐G3，大沼Ｓ‐L ２着，etc.，�入着，白山大賞典‐Jpn3 ３着
デッドアヘッド（16� ハーツクライ）�３勝，羊蹄山Ｓ３着
キッズアガチャー（17牡 ヴィクトワールピサ）３勝，菅名岳特別

ハワードジエイヴィエイターHoward the Aviator（09� ＊ヘニーヒューズ）USA６勝
ショーアトゥショーア Shore to Shore（12� Harlan's Holiday）USA・CAN４勝

３代母 マスコカドーンMuskoka Dawn（94 USA鹿 Miswaki）USA入着
ヘッドフォーホームHead for Home（00牝 WhiskeyWisdom）USA１勝

マイスパーキーMy Sparky（08牝 ＊デヒア）USA５勝
ロビンスパークルズ Robin Sparkles（17 牝 Elusive Quality）�USA７勝，
Mount Vernon S‐R，License Fee S‐L ２着，カレスＳ‐G3
３着，etc.

レイスホーム Race Home（17� Race Day）�USA６勝，Gottstein Futuri
ty

ムースオーショコラMousse Au Chocolat（05 牝 ＊ヘネシー）FR・USA３勝，
Criterium de Languedoc‐L，サンドリンガム賞‐G2 ２着，オマール賞‐G3
２着，etc.

ローナンズベイ Ronan's Bay（09牝 ＊ヨハネスブルグ）IRE１勝，Silken Glider S
‐L ３着
コンドル Condor（14� Fastnet Rock）AUS５勝，ＮＪＣニューカースルニ

ューマーケットＨ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �090-3115-0905

70 エイシンキルデア２０２１ 牡・青鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

キテンズジョイ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Kitten's Joy Kitten's Firstエイシンキルデア バーラ With Approval

��
��
�Bala鹿USA 2013 Muskoka Dawn

42
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ツクバエトワール（10鹿 ディープインパクト）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
トリプルベル（15牝栗 ＊ハービンジャー）�１勝�１勝��入着５回
フリュート（16牡芦 ＊クロフネ）���４勝
シュンミー Shunme（19牝黒鹿 イスラボニータ）�海外未出走

２代母 フロムアップランド（01鹿 ＊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
デラコリーナ（08牝 アグネスタキオン）１勝，菜の花賞３着
アクトフォー（09牡 フジキセキ）�２勝
エスペランデュー（12牝 ダイワメジャー）入着，�３勝����
ベルメーリャ（14牝 キングカメハメハ）入着２回，��３勝	
ツクバマリア（17牝 キズナ）���２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

＊タイトーク（94牝 ＊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）

USA・CAN12勝，ヴィジャルＳ‐G3，ヴィジャルＨ‐G3，マリーンＳ
‐G3，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，etc.

アルゴリズム（08
 アグネスタキオン）５勝，大和Ｓ‐OP ２着，etc.，��１
勝�，東京スプリント‐Jpn3 ３着，船橋記念２着，etc.

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
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

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： ㈲片山牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3333
生 産 牧 場： ㈲片山牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

71 ツクバエトワール２０２１ �・鹿 ５／ ４
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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアツクバエトワール ＊エリシオ

��
��
�フロムアップランド鹿 2010 ＊ハイランドトーク

4
サンデーサイレンスM3×S4 Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Fairy Bridge S5×M5
価格： 購買者：



母 ココロノアイ（12鹿 ステイゴールド）３勝，チューリップ賞‐G3，アルテミスＳ
‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，福島ＴＶＯＰ‐L（芝 1800）２着，
マーメイドＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ルージュアドラブル（18牝鹿 ロードカナロア）�１勝
コイニオチテ（19牡鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 ビューティソング（97鹿 ＊デインヒル）不出走
ストラディヴァリオ（03牡 ＊クロフネ）４勝，総武Ｓ２着，甲南Ｓ２着
ビューティアイ（05牝 アッミラーレ）入着

コスモエルデスト（11牝 ＊ブラックホーク）３勝，鎌ケ谷特別２着，くるみ賞２着
ツーエムアロンソ（16牡 メイショウサムソン）３勝，寿Ｓ，淡路特別，御堂筋

Ｓ２着，�２勝
ビアイ（17牝 メイショウボーラー）�３勝，芦屋川特別，朱雀Ｓ２着，稲妻Ｓ２着

ジュリエットソング（09牝 ディープインパクト）１勝
バルベーラ（14牝 ルーラーシップ）３勝，柏崎特別
シェーンリート（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��３勝，平和賞３着

コスモジュンレンカ（10牡 ＊アルカセット）�１勝
コウギョウマシェリ（13牝 ＊アサクサデンエン）１勝
テリオスマナ（18牝 エピファネイア）�１勝，栄特別２着，ひめさゆり賞３着

３代母 マックスジョリー（90鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，桜
花賞‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，サフラン賞

４代母 マツクスビユーテイ（84鹿 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，オークス‐Jpn1，
桜花賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，etc.，優３牝
［子］ チョウカイライジン（93牡 ＊ダンシングブレーヴ）８勝，オアシスＳ‐OP，

神無月Ｓ‐OP，ＴＵＦ杯，etc.，種牡馬
マックスウィンザー（92牡 ＊ノーザンテースト）５勝，関門橋Ｓ‐OP ３着，
嵐山Ｓ，サンタクロースＨ，etc.，種牡馬

＊アーサーズフェイム（95牡 Caerleon）５勝，初富士Ｓ，山中湖特別，犬
吠埼特別，etc.，種牡馬

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

72 ココロノアイ２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュココロノアイ ＊デインヒル

��
��
�ビューティソング鹿 2012 マックスジョリー

＊タイランツクヰーン 14f
Mr. Prospector S4×S5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 グレイスミノル（12青鹿 ＊バゴ）４勝，ドンカスターＣ（芝 1600），出石特別（芝 1400），
北國新聞杯（芝 1400）２着，石清水Ｓ（芝 1400）３着，山陽特別（芝 1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：１〕

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
タマノエスペランサ（10牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝

パトローナム（17牡 ワールドエース）��１勝�２勝��入着６回
キソノクィーン（18牝 ワールドエース）��２勝

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： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

73 グレイスミノル２０２１ 牡・黒鹿 ５／２２
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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxグレイスミノル ＊シャンハイ

��
��
�シャンハイレディ青鹿 2012 アンドレディー

＊モンソランジ 13d
Northern Dancer S5×M5 Mill Reef S5×M5 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アメイジングライト（15黒鹿 Teofilo）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アフェクショネット（09 GB鹿 Distorted Humor）GB・FR１勝
レシプロケイト（16牡 ダイワメジャー）�５勝，京葉Ｓ‐L，エニフＳ‐L ２着，りん

くうＳ‐OP ２着，大阪スポーツ杯‐OP ３着，安芸Ｓ，etc.
ラヴネヴァーエンズ（17牡 ヴィクトワールピサ）２勝，加古川Ｓ２着，�３勝
ファイアリーラヴ（18牝 ＊パイロ）��１勝

３代母 ラヴィングカインドネス Loving Kindness（00 USA黒鹿 Seattle Slew）FR
・USA・UAE２勝，カブール賞‐G3，モルニー賞‐G1 ３着
ピースキャンプ Peace Camp（06牝 Storm Cat）FR・GER３勝，P. de Bonnev

al‐L，P. du Cercle‐L ２着
クラウドブリッジ Cloudbridge（18牡 ＊ハードスパン）�GB・UAE１勝，サ

イレニアＳ‐G3 ２着

４代母 クードジェニー Coup de Genie（91 USA鹿 Mr. Prospector）GB・FR・U
SA４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，P. Imprude
nce‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着
［子］ ＊デネボラ（01牝 Storm Cat）FR・USA２勝，マルセルブサック賞‐G1，

カブール賞‐G3，フォレ賞‐G1 ２着，etc.
スネイクマウンテン Snake Mountain（98� A.P. Indy）IRE・USA11 勝，
アケダクトＨ‐G3，クイーンズカウンティＨ‐G3，スタイヴァサン
トＨ‐G3，etc.

グリアGlia（99 牝 A.P. Indy）FR・USA３勝，P. Imprudence‐L，
Pebbles H‐L，ミセズリヴィアＳ‐G2 ２着，etc.

［孫］ ＊バゴ（01牡 Nashwan）GB・FR・IRE・USA８勝，凱旋門賞‐G1，パリ
大賞‐G1，ガネー賞‐G1，etc.，種牡馬

マクシオスMaxios（08 牡 Monsun）GB・FR８勝，ムーランドロンシャ
ン賞‐G1，イスパーン賞‐G1，アルクール賞‐G2，etc.，種牡馬

ベータ Beta（04 牝 Selkirk）FR２勝，Criterium de Vitesse‐L，カブ
ール賞‐G3 ２着，アランベール賞‐G3 ３着

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

74 アメイジングライト２０２１ 牡・黒鹿 ２／２７
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

テオフィロ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Teofilo Speirbheanアメイジングライト
＊ Distorted Humor

��
��
�アフェクショネット黒鹿 2015 Loving Kindness

2d
Mr. Prospector S4×M5×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 アルマフローラ（08青 ハーツクライ）２勝，陣馬特別（芝 2400）２着，調布特別
（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
デルマゴシュナイト（17牡栗 ＊タートルボウル）��３勝
シャドウファックス（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
ナックフローラ（19牝鹿 モーリス）�入着
ナックアロマ（20牝青鹿 ロゴタイプ）�未出走

２代母 ＊セトフローリアンⅡ（90 AUS黒鹿 Bellotto）AUS５勝，ＡＴＣアドリアンノ
ックスＳ‐G3，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1 ２着，Bendigo JC Bendi
go Cup‐L ３着，GOSRC Belle of the Turf S‐L ３着
タイガーカフェ（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，エイプリルＳ‐L，皐月賞‐Jpn1

２着，弥生賞‐Jpn2 ３着，巴賞‐L ２着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬
フウレイカ（00牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，あずさ賞３着

ラッキーバニラ（07牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，日本海Ｓ，信夫山特別，萬
代橋特別２着，箱根特別３着，障害１勝

マルカフローリアン（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，矢車賞，鶴橋特別２着，玄
海特別３着，夕月特別３着，障害１勝

フサイチジャンク（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐Jpn1 ３
着，若駒Ｓ‐OP，福寿草特別，天の川Ｓ３着

フローリストライフ（07牝 ネオユニヴァース）１勝

３代母 イェーツィナYeatsina（84 AUS黒鹿 Yeats）AUS１勝
プレジナ Presina（92牝 Prego）AUS６勝，ATC P. J. Bell H‐L，BRCDoomb

en Slipper S‐L，BRC Sir Douglas Wadley H‐L，etc.
デジーナDesina（99牝 ＊デザートキング）AUS１勝
イーグルフォールズ Eagle Falls（05� Hussonet）AUS・UAE・SIN８勝，
ＭＲＣオークレイプレイト‐G1，ＶＲＣリンリスゴーＳ‐G2，ＭＲＣ
ルービトンＳ‐G3，etc.

ザゴールデンデイン The Golden Dane（96牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ATC D
arby Munro Quality S‐L，ATC Reginald Allen Quality H‐L，ＡＴＣフラ
イトＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
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

75 アルマフローラ２０２１ �・栗 ２／１３

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアルマフローラ
＊ Bellotto

��
��
�セトフローリアンⅡ青 2008 Yeatsina

4m
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ナンシーフロムナイロビ（11 GB鹿 Sixties Icon）GB・USA５勝，ロイヤルヒロ
インＳ‐G2，イエローリボンＨ‐G2 ３着，Pontefract Castle S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 マダムホイMadame Hoi（05 IRE 栗 HawkWing）GB１勝，Masaka S
‐L ３着
エアフォースエイミーAir Force Amy（16牝 Sixties Icon）�GB１勝
アドインフィニタム Ad Infinitum（18牝 Golden Horn）�GB１勝，Height of F

ashion S‐L

３代母 リンデスベリ Lindesberg（95 GB鹿 Doyoun）GB入着３回
＊スイートハビタット（00牝 Grand Lodge）２勝，塩屋埼特別３着，飛竜特別３着

スイートサルサ（10牝 デュランダル）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3，府中牝馬Ｓ‐G2
３着，クイーンＣ‐G3 ２着，etc.
シルキーヴォイス（18牡 キングカメハメハ）�２勝，稲佐山特別３着

サクセスハーモニー（17牝 ダイワメジャー）�２勝，飛翼特別２着，稲妻Ｓ３着
アマデウスモーツァルト Amadeus Mozart（03� Mozart）GB・IRE・SIN11 勝，

フィーニクスＳ‐G1 ２着

４代母 ビーディスクリートBe Discreet（81 IRE 鹿 ＊ジユニアス）FR５勝
［子］ ヨーテボリGothenberg（93 牡 ＊ポリッシュパトリオット）GB・FR・IRE

・GER・ITY・UAE７勝，ベルリンブランデンブルクトロフィ‐G2，エ
ミリオトゥラティ賞‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，etc.，種牡馬

オマハシティOmaha City（94� Night Shift）GB・GER９勝，モエエ
シャンドンレネン‐G2 ２着，Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy‐L
２着，Rose Bowl S‐L ２着，etc.

［孫］ オイロファルコン Euro Falcon（97� Polar Falcon）FR・GER・SVK1
1 勝，Neusser Sandbahn Grand Prix‐L

マングスタMangusta（95 牝 Shareef Dancer）FR・GER２勝，Nerei
de‐Rennen‐L ３着

［曾孫］ ファシネイティングロック Fascinating Rock（11牡 Fastnet Rock）GB
・IRE８勝，英チャンピオンＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，
キルターナンＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

76 ナンシーフロムナイロビ２０２１ �・栗 ４／１３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
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�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊

シクスティーズアイコン Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Sixties Icon Love Divineナンシーフロムナイロビ マダムホイ HawkWing

��
��
�Madame Hoi鹿GB 2011 Lindesberg

16a
Mr. Prospector S5×M5 Sharpen Up S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊シーサイドホーム（06 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－１（２）〕
ホーンティングスピリットHaunting Spirit（15 AUS�鹿 ＊スニッツェル）�AU

S１勝
レッドアヴニール（18牡鹿 ディープインパクト）�１勝�１勝

２代母 サンドダラー Sand Dollar（98 USA鹿 Grindstone）USA入着
オーシャンカレントOcean Current（03 牝 Storm Cat）USA４勝，Mademois

elle S２着
ライトニングストーム Lightning Storm（04牡 Storm Cat）USA３勝
ラシャングリーク Russian Greek（09牡 Giant's Causeway）USA12 勝，Californi

a Derby‐L，Gold Rush S‐L，Carl Hanford Memorial S３着

３代母 トレインロバリー Train Robbery（87 USA栗 Alydar）USA８勝，モンマス
パークＢＣＨ‐G3，ハニービーＳ‐G3，Remington Park Oaks‐L，Rolling
Meadows S，ジョンＡモリスＨ‐G1 ２着，etc.
キャッチャー Catcher（94 牝 Storm Cat）USA２勝，Bassinet S‐L ２着，C

incinnati Trophy S２着
コブルストーンロード Cobblestone Road（99牝 Grindstone）USA２勝，

Busher S‐L ３着
ライドミートゥザムーン Ridemetothemoon（07牝 Malibu Moon）USA
１勝，Landaluce S‐L ３着

キャットシーフ Cat Thief（96 牡 Storm Cat）USA４勝，ＢＣクラシック‐G1，ス
ワップスＳ‐G1，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 トラックロバリー Track Robbery（76 USA栗 No Robbery）USA22 勝，ア
ップルブラッサムＨ‐G1，スピンスターＳ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，サンタアナ
Ｈ‐G2，ビヴァリーヒルズＨ‐G3，etc.
［孫］ ポハーヴェ Pohave（98� Holy Bull）USA５勝，トリプルベンドＨ‐G1，

ロスアンジェルスタイムズＨ‐G3，エインシェントタイトルＨ‐G1
２着，etc.

［曾孫］ タピキャット Tapicat（10 牝 Tapit）USA４勝，フロリダオークス‐G3，
Voodoo Dancer S，ブエナヴィスタＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

77 シーサイドホーム２０２１ 牡・鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 ディープインパクト
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＊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

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat Terlinguaシーサイドホーム サンドダラー Grindstone

��
��
�Sand Dollar黒鹿USA 2006 Train Robbery

13b
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 レゼトワール（10鹿 ＊ファスリエフ）１勝，���２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ペルフォルマンテ（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）入着２回，���１勝
ステラフィオーレ（19牝黒鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 サンデーエイコーン（93鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，豊中特別，桃山特別３着
ワキノカイザー（00牡 マヤノトップガン）６勝，エニフＳ‐L ３着，ＢＳＮ賞‐OP，

高瀬川Ｓ，河原町特別，箕面特別，etc.，�１勝�13 勝
エイコーンリング（02牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

エイコーンパス（09牡 タイムパラドックス）４勝，是政特別２着，伊勢特別３
着，障害２勝，中山大障害‐JG1 ２着

ラドゥガ（10牝 サクラバクシンオー）１勝，郡山特別３着
ハンドレッドスコア（03牝 ＊ホワイトマズル）３勝，ムーンライトＨ２着，南港特別２着

マルクプレンヌ（11牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
スズカキンシャサ（18牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，陽春Ｓ３着

センチュリオン（12牡 キングカメハメハ）８勝，マーチＳ‐G3，オアシスＳ‐L
２着，総武Ｓ‐OP，etc.，���２勝��入着２回�，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

スズシルクロード（04牡 フサイチコンコルド）�１勝�入着��
ステルスソニック（05牡 タニノギムレット）１勝，	４勝

サンデーローズ（06牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ツヨイキモチ（07牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，洞爺湖特別２着
タイムズアロー（08牡 タイムパラドックス）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ２着，ＢＳＮ賞‐OP

２着，etc.，��３勝�入着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，埼玉新聞栄冠賞，
報知ＧＰＣ，etc.

アントニオピサ（09牡 タニノギムレット）４勝，下総Ｓ，etc.，��２勝�２勝�入
着２回�，一條記念みちのく大賞典２着，あすなろ賞２着，赤松杯２着，トウ
ケイニセイ記念２着，etc.

ハルク（13牡 ＊ベーカバド）１勝，巌流島特別，�２勝��４勝

３代母 エイコーンカップ（88栗 ＊ノーザンテースト）２勝，相川特別，アマリリス賞２着

４代母 ダイナエイコーン（83栗 ＊ロイヤルスキー）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955
生 産 牧 場： ㈲新冠橋本牧場
飼 養 者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955

78 レゼトワール２０２１ 牡・鹿 ４／２１
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲
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� シンボリクリスエス
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�
� 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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessレゼトワール ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーエイコーン鹿 2010 エイコーンカップ

＊セレタ 1b
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 コーディリア（09青 ＊シンボリクリスエス）３勝，古町特別（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ルーアリンド（16牝青鹿 ＊ノヴェリスト）��１勝��
リオレ（19牝鹿 モーリス）�出走
レガント（20牡青鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 コードネーム（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，伊万里特別，壬生特別２着
シナノネージュ（06牝 ＊フレンチデピュティ）出走

ブランネージュ（11牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，フローラＳ‐G2 ２着，秋
華賞‐G1 ４着，オークス‐G1 ５着，かもめ島特別，君子蘭賞

エアフュージョン（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
スムーズジャズ（14牡 ローエングリン）���１勝�４勝�14 勝，サマーＣ２

着，東海桜花賞２着，新春盃３着
エアギベオン（08� ＊シンボリクリスエス）１勝，�９勝�１勝�
サクセスコード（11牡 ＊ファスリエフ）入着，��８勝	11 勝
入着３回�，だるま

夕日賞２着
クレバーフォース（12� メイショウサムソン）�８勝��
マスターコード（14牡 ＊ハービンジャー）３勝，白川特別，駒ケ岳特別，古都Ｓ２着，

皿倉山特別２着，北海道１５０年記念２着，etc.，�１勝�１勝
エイリアス（17� ロードカナロア）１勝，さざんか賞３着，��３勝
ヴィジュネル（18牡 ＊マクフィ）�４勝，橘Ｓ‐L ２着，奥多摩Ｓ，豊栄特別，白梅

賞，白秋Ｓ２着

３代母 ＊トリッキーコード（91 USA青鹿 Lost Code）USA９勝，サンタイネスＳ
‐G2，Bara Lass S‐L，Miesque S‐L，オークリーフＳ‐G1 ３着，ミスア
メリカＨ‐G3 ２着，etc.
ハットトリック（01牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，マイルＣｈＳ‐G1，東京新聞杯

‐Jpn3，etc.，UAE・HKG１勝，香港マイル‐G1，優短距，種牡馬
イレクトロモーティヴ Electromotive（04 牡 ＊フレンチデピュティ）AUS７勝，

MRC Anniversary Vase‐L ３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

79 コーディリア２０２１ �・黒鹿 ３／ ２

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayコーディリア ＊サンデーサイレンス

��
��
�コードネーム青 2009 ＊トリッキーコード

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

価格： 購買者：



母 エーシンメンフィス（08鹿 Medaglia d'Oro）５勝，愛知杯‐G3，京都牝馬Ｓ
‐G3 ２着，衣笠特別（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（５）〕
マイネルミシシッピ（15牡鹿 オルフェーヴル）入着，��２勝
イルヴェントドーロ（16牝鹿 ディープインパクト）�２勝，中京日経賞（芝 1200）３着
メンフィス（17牝鹿 ジャスタウェイ）�出走，�３勝�入着
エイシントゥワイス（19牝鹿 キタサンブラック）�未出走
シルバーテーラー（20牝芦 エイシンヒカリ）�未出走

２代母 ＊テネシーガール（97 USA栗 Pine Bluff）４勝，セントウルＳ‐Jpn3，ファン
タジーＳ‐Jpn3，高松宮記念‐Jpn1 ３着，函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，阪神３歳牝
馬Ｓ‐Jpn1 ５着，etc.

＊エーシントゥルボー（04牝 Broad Brush）３勝，伊達特別，江戸川特別３着
＊エーシンアマテラス（07牝 Tale of the Cat）出走

エイシンレーザー（15牡 エイシンフラッシュ）２勝，��入着�２勝�１勝��，
利家盃２着，金沢スプリングＣ２着，北國王冠３着，せきれい賞３着

３代母 ジャワマジック Java Magic（90 USA鹿 Java Gold）USA１勝
＊エイシンコールマン（96牡 Eastern Echo）３勝，十和田湖特別，下北半島特別２着，

��１勝�

４代母 カースルロワイヤル Castle Royale（78 USA鹿 Slady Castle）USA７勝，
シープスヘッドベイＨ‐G2，Jockey Hollow H‐LR，New Jersey Breeders' S
‐R，ハイアリアターフＣ‐G1 ２着，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着（２回），etc.
［子］ ＊エイシンテネシー（89牝 Vice Regent）５勝，金杯‐Jpn3，京都記念

‐Jpn2 ２着，金杯‐Jpn3 ２着，etc.
パレスチル Palace Chill（87 牝 The Minstrel）USA６勝，Sixty Sails
H，Sunflower Farm H‐R，Bayou H‐L ２着，etc.

［孫］ キキズン Kikisun（94牡 Homme de Loi）FR３勝，Derby du Langue
doc‐L，P. Delahante‐L ２着

［曾孫］ カティマ Katima（96牝 Zeditave）AUS４勝，ＡＴＣシルヴァーシャド
ーＳ‐G2，ATC Keith Mackay H‐L，NSWCity Tatts Brian Cro
wley S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： ㈲高野牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

80 エーシンメンフィス２０２１ 牡・栗 ４／２４
＊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

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayエーシンメンフィス
＊ Pine Bluff

��
��
�テネシーガール鹿 2008 Java Magic

1n
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 シーイズチャンプ（14鹿 ダノンシャンティ）入着，��２勝
初仔

２代母 シーイズトウショウ（00鹿 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，
ＣＢＣ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，函館スプリントＳ‐Jpn3（２回），ＴＶ愛知
ＯＰ‐L，etc.
トウショウピスト（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，オーロＣ‐L，函館２歳Ｓ‐G3

３着，オパールＳ‐L ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，etc.
トウショウジャイロ（13� ダイワメジャー）２勝，医王寺特別２着
シーイズドーター（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�１勝
ブレイブメジャー（16牡 ダイワメジャー）�３勝，三鷹特別，ＴＶユー福島賞２着，

春興Ｓ３着
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，ブラジルＣ‐L ３着，春光Ｓ，etc.，

�２勝�１勝��入着２回，名古屋ＧＰ‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1 ３着，浦
和記念‐Jpn2 ３着

フリートオブフット（19牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

３代母 ジェーントウショウ（96鹿 トウショウフリート）出走
シータトウショウ（03牝 ジェニュイン）出走

トウショウプライド（10牡 ローエングリン）１勝，�14 勝�２勝�３勝�，百
万石賞，金沢スプリングＣ２着，百万石賞２着，etc.

トウショウクエスト（05牡 ＊コロナドズクエスト）４勝，陽春Ｓ２着，久留米特別２
着，etc.，�１勝�１勝，白銀争覇

４代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
［子］ シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オー

クス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝
トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，
福島民報杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

［孫］ スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ
ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.

トウショウカレッジ（02牡 ＊ラストタイクーン）８勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，
米子Ｓ‐L，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱チャンピオンズファーム＝日高町富川西 �01456-3-4001
生 産 牧 場： ㈱チャンピオンズファーム
飼 養 者： ㈱チャンピオンズファーム＝千歳市駒里 �0123-29-3900

81 シーイズチャンプ２０２１ 牡・鹿 ２／１０
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットシーイズチャンプ サクラバクシンオー

��
��
�シーイズトウショウ鹿 2014 ジェーントウショウ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S4×M4 Halo S5×M5×M5 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 トウシンハンター（12黒鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
トウシンモンブラン（18牝鹿 ルーラーシップ）�３勝，テレ玉杯（芝 1800），マカ

オＪＣＴ（芝 1800）２着
エバーグロー（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�入着

２代母 トレンドハンター（08青鹿 マンハッタンカフェ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花
賞‐G1 ３着
エンパイアブレイク（13牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
アイネバーフェイル（15牝 ＊ノヴェリスト）１勝
メイプルリズム（18牝 モーリス）�１勝

３代母 ロイヤルペルラ（00芦 ＊ブライアンズタイム）不出走
スティールパス（07牝 ネオユニヴァース）５勝，ポラリスＳ‐L ２着，etc.，��１

勝，スパーキングＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ３着
バイシュラバナ（17� キングカメハメハ）�４勝，金蹄Ｓ，伊勢佐木特別，ア

レキサンドライトＳ２着，etc.

４代母 ＊スターマイライフ（94 USA芦 Storm Cat）１勝
［孫］ ハーグリーブス（15牡 ＊エンパイアメーカー）４勝，すばるＳ‐L ３着，グ

リーンチャンネルＣ‐L ３着，麦秋Ｓ，etc.
シーブリーズライフ（10牝 アドマイヤジャパン）３勝，クロッカスＳ‐OP，
カンナＳ‐OP ２着，福島２歳Ｓ‐OP ３着，etc.

ジャスティンヴェル（19牡 ドゥラメンテ）�１勝，ききょうＳ‐OP ２着
ヴェローチェオロ（18牡 ゴールドシップ）�４勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，グ
レイトフルＳ，三田特別，etc.

ベルクリア（13牝 ヴァーミリアン）４勝，シドニーＴ２着，陽春Ｓ３着，
恵那特別３着

ランブリングローズ（07牝 ＊アグネスデジタル）３勝，八女特別３着，豊
前特別３着

ミトノゴールド（12牡 ＊アグネスデジタル）３勝，高砂特別３着，�１勝
［曾孫］ サークルオブライフ（19牝 エピファネイア）�３勝，阪神ジュベナイルフィリ

ーズ‐G1，アルテミスＳ‐G3，チューリップ賞‐G2 ３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

82 トウシンハンター２０２１ 牡・黒鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudトウシンハンター マンハッタンカフェ

��
��
�トレンドハンター黒鹿 2012 ロイヤルペルラ

＊スターマイライフ 22d
サンデーサイレンス S3×M4 Storm Cat S3×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スリーアロー（11黒鹿 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別（Ｄ1700），釧路湿原
特別（Ｄ1700）２着，ポプラ特別（Ｄ1700）２着，大倉山特別（Ｄ1700）２着，舞鶴
特別（Ｄ1800）２着，etc.，�３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ピサノベネチアン（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
ティンクルチャーミ（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特別，

筥崎特別，足立山特別，アメジストＳ２着，etc.
メイショウヤギュウ（09牡 ＊クロフネ）１勝
バロンミノル（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
サトノフラリッシュ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

ドゥオナー（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�１勝�入着
シゲルコング（14牡 ＊シニスターミニスター）２勝，オキザリス賞，初春Ｓ
２着，障害１勝，��入着��，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，etc.
バブルガムダンサー（17牝 ＊パイロ）��４勝��入着２回��，栄冠賞，
のじぎく賞３着，若草賞３着

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
バアゼルクローバー（99牝 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着

スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，
すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬

プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝
ディープルマン（08牡 ダンスインザダーク）２勝，赤穂特別３着，�１勝
バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
メイショウイマワカ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，メルボルンＴ２着

４代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

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

83 スリーアロー２０２１ 牡・青鹿 ４／ ６

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomスリーアロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノベネチアン黒鹿 2011 ＊ストームザミント

2s
Mr. Prospector M3×S5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 グッドスカイ（13鹿 ステイゴールド）障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3（3250），阪
神スプリングジャンプ‐JG2（3900）２着，東京ハイジャンプ‐JG2（3110）２着，東
京ジャンプＳ‐JG3（3110）２着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊プラチナチャリス（06 GB黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）出走
ロジチャリス（12牡 ダイワメジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，芙蓉Ｓ‐LR ２

着，東風Ｓ‐L ３着，メイＳ‐OP，アイビーＳ‐OP ３着，etc.
ドラゴンホマレ（14牝 トーセンホマレボシ）１勝
グレイル（15牡 ハーツクライ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，オール

カマー‐G2 ３着，セントライト記念‐G2 ３着

３代母 ＊シルバーチャリス（01 IRE 鹿 RainbowQuest）不出走
ゴールドチャリス（18牝 トゥザワールド）３勝，中京２歳Ｓ‐OP，カンナＳ‐OP ３

着，フェニックス賞‐OP ３着，etc.

４代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
［子］ ＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンター

ズＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬
ピンクカメオ（04牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，
中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイー
ンＳ‐G3 ３着，東京スマイルプレミアム

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，
Platinum S‐L

［孫］ ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，etc.，
UAE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシー
ターフＨ‐G3

＊シベリアンホーク（00牡 ＊スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ‐L，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲小泉牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2172
生 産 牧 場： ㈲小泉牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

84 グッドスカイ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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュグッドスカイ
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�プラチナチャリス鹿 2013 ＊シルバーチャリス

5g
サンデーサイレンス S3×M3 Silver Hawk S3×M5 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ドナパフューム（10 GB鹿 Bertolini）不出走
〔産駒馬名登録数：５〕
フーライラ（19牡栗 ドゥラメンテ）��入着

２代母 コールノーマズレイディCal Norma's Lady（88 IRE栗 ＊リフアーズスペシヤル）
GB３勝
マジカルMagical（95 牡 Magic Ring）GB・USA６勝，ウィルロジャーズＨ‐G3
ビジューダンBijou Dan（01� Bijou D'Inde）GB12 勝，GB障害２勝

＊ドナブリーニ（03牝 Bertolini）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，チェリーヒント
ンＳ‐G2，ヨークサマーＳ‐G3 ２着，Hilary Needler Trophy‐L ２着
ドナウブルー（08牝 ディープインパクト）５勝，関屋記念‐G3，京都牝馬Ｓ

‐G3，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，マイルＣｈＳ‐G1 ３着，府中牝馬
Ｓ‐G2 ２着，etc.
イシュトヴァーン（15牡 ルーラーシップ）４勝，コーラルＳ‐L ２着，羅生
門Ｓ，妙見山特別，西日本スポーツ杯２着

ドナウデルタ（16牝 ロードカナロア）６勝，信越Ｓ‐L，ポートアイランド
Ｓ‐L，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，石清水Ｓ，醍醐特別

ジェンティルドンナ（09牝 ディープインパクト）９勝，ジャパンＣ‐G1（２回），
有馬記念‐G1，オークス‐G1，桜花賞‐G1，秋華賞‐G1，ローズＳ‐G2，etc.，
UAE１勝，ドバイシーマクラシック‐G1，etc.，年代表（2回），
優３牝，優古牝（2回）

ドナアトラエンテ（16牝 ディープインパクト）４勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，初
富士Ｓ，調布特別，ユートピアＳ２着，レインボーＳ２着，etc.

スレイマン（18牡 キングカメハメハ）�４勝，三河Ｓ，天白川特別
＊リトルブック（08牝 Librettist）GB入着

ロジャーバローズ（16牡 ディープインパクト）３勝，日本ダービー‐G1，京都
新聞杯‐G2 ２着，福寿草特別，紫菊賞２着，種牡馬

３代母 ジューンダーリング June Darling（83 IRE 鹿 ＊ジユニアス）不出走

４代母 ボーダーリングBeau Darling（66 GB栗 Darling Boy）GB・USA１勝
［孫］ イクスプローディングワンダー ExplodingWonder（84牝 Francis Bacon）

AUS５勝，ＳＡＪＣブリーダーズＳ‐G2，SAJC Escort S‐L

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： 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

85 ドナパフューム２０２１ �・鹿 ２／ ２

＊

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

＊

ベルトリーニ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Bertolini Aquilegiaドナパフューム コールノーマズレイディ ＊リフアーズスペシヤル

��
��
�Cal Norma's Lady鹿GB 2010 June Darling

16f
Danzig M3×S5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ジェネロシティー（10鹿 フジキセキ）１勝，南港特別（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
シンシティ（17牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�４勝，韋駄天Ｓ‐OP（芝 1000）３着，

ながつきＳ‐OP（Ｄ1200）３着，釜山Ｓ（Ｄ1000），角田浜特別（Ｄ1200）
トムティット（18牝青鹿 ＊パイロ）��１勝
シティウォリアー（20牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 ＊バグワイザー（99 USA鹿 Kingmambo）USA１勝
タイセイプレゼンス（13牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝��入着３回
ロードワンダー（16� ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝�４勝�

３代母 リトルバーフライ Little Bar Fly（85 USA鹿 Raise a Man）USA３勝，
Vallejo S‐L
ベイビーバーフライ Baby Barfly（92 牝 Son of Briartic）USA２勝，YakimaMead

owsMercer Girl S，Mt. Rainier Sprint Championship S２着
セントヘレンズシャドー St. Helens Shadow（93牝 Septieme Ciel）USA１勝，

Kachina S‐R
オフィサーOfficer（99 牡 Bertrando）USA６勝，米シャンペインＳ‐G1，デ

ルマーフュチュリティ‐G2，ベストパルＳ‐G3，etc.，種牡馬
ジャストミーアンドマイシャドー Justmeandmyshadow（07牝 Tiznow）USA出走
カラミティケイト Calamity Kate（12 牝 Yes It's True）USA３勝，デラウェ
アオークス‐G3，コティリオンＳ‐G1 ２着，デムワゼルＳ‐G2 ２着，etc.

ヴァウチ Vouch（15� Yes It's True）�USA10 勝，レムゼンＳ‐G2 ３着
バーファイター Barfighter（95 牡 Wild Again）USA２勝，Barretts Juvenile S

‐R，種牡馬
ブリンクスベイブBlinx Babe（97牝 Wild Again）USA２勝

テイクミートゥユアリーダー Takemetoyourleader（06� Jump Start）USA
４勝，Golden Circle S３着

ホリデイベイブ Holiday Babe（11牝 Harlan's Holiday）CAN３勝，Princ
ess Margaret S，John Patrick H２着，Madamoiselle H２着，etc.
トップハットチャーマー Top Hat Charmer（17 牝 Algorithms）USA２
勝，Texas Thoroughbred Futurity‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

86 ジェネロシティー２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ６
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサージェネロシティー
＊ Kingmambo

��
��
�バグワイザー鹿 2010 Little Bar Fly

1s
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 ノーティスボード（14芦 ＊クロフネ）��１勝
初仔

２代母 サンクスノート（05鹿 サクラバクシンオー）６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，
醍醐Ｓ，さくらんぼ特別，フリーウェイＳ２着，潮騒特別２着，etc.
エディクト（13牡 キングカメハメハ）１勝，�２勝�入着５回��
メガリージョン（15牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊スリーソウツ（92 USA鹿 Halo）FR・USA１勝
マヤノオスカー（00牡 ＊アフリート）１勝，�７勝�２勝��，オータムＣ，北國王

冠，イヌワシ賞，etc.
ツルマルスリー（03牡 ＊アフリート）３勝，ゴールデンスパーＴ，甲斐路特別３着
ベストバリュー（04牝 ＊クロフネ）出走

プリンセスバリュー（10牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��11 勝�１勝�入着２回，
しらさぎ賞２着（２回），京成盃グランドマイラーズ２着，笠松ＧＰ３着，etc.

ツルマルハロー（06牝 ＊アグネスデジタル）２勝
チャオ（11� ＊クロフネ）３勝，	６勝，高知県知事賞２着（２回），黒潮マイル

ＣｈＳ２着，建依別賞２着，etc.
タイセイアニマート（12� ＊シンボリクリスエス）１勝，沈丁花賞３着
スワーヴノートン（14牡 ルーラーシップ）２勝，恵山特別，湯浜特別２着，西

郷特別３着，
	出走�１勝
プリヴェット（15牝 ルーラーシップ）１勝，相馬特別２着

カシュカシュ（09牝 ＊アフリート）５勝，平城京Ｓ

４代母 スリーシークレッツThree Secrets（87 USA鹿 Secretariat）USA出走

５代母 スリートロイカズ Three Troikas（76 FR鹿 Lyphard）FR・USA７勝，仏１０
００ギニー‐G1，凱旋門賞‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，サンタラリ賞‐G1，アルク
ール賞‐G2，etc.
［子］ スリーエインジェルズ Three Angels（91 牝 Halo）FR１勝，レゼルヴォ

ワール賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ２着，コンデ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲下河辺牧場＝日高町福満 �01456-2-5188
生 産 牧 場： ㈲下河辺牧場
飼 養 者： ㈲下河辺牧場＝日高町福満 �01456-2-5188

87 ノーティスボード２０２１ 牡・芦 １／３０
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューノーティスボード サクラバクシンオー

��
��
�サンクスノート芦 2014 ＊スリーソウツ

1k
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 エイブルインレース（06鹿 フジキセキ）入着２回，クイーンＣ‐G3 ３着，クローバ
ー賞‐L（芝 1500）３着，�１勝�２勝，オパールＣ（芝 1700），ジュニアＧＰ（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－６（25）〕
エックスファクター（11牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��８勝
エクストリングラン（12牡鹿 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��４勝�
イッツマイタイム（13牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�１勝�入着
イントゥゾーン（14牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝�
ビーエイブルトゥ（16牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝��１勝
チャームインレース（17牝鹿 ＊パイロ）入着３回，���出走�入着２回
レッツゴーアスク（18牝鹿 ロードカナロア）入着３回，りんどう賞（芝 1400）３着，

��入着４回
ソレイユスマイル（19牝青鹿 ＊パイロ）���２勝

２代母 ＊フサイチエイブル（96 USA栗 Deputy Minister）USA１勝
サイレントアスク（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ，府中Ｓ３

着，浅草特別３着
リメインサイレント（10牝 ＊ホワイトマズル）５勝，西宮Ｓ，大倉山特別，リボ

ン賞，八甲田山特別，ディープインパクトＣ２着，etc.
コマンダーシップ（03牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
エイブルブラッド（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大雪Ｈ３着，もちの木賞３着，

障害２勝

３代母 スタ－ダスク Stardusk（84 USA栗 Stage Door Johnny）USA５勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，クイーンシャーロットＨ‐G3 ４着
ワイエッタアープWyetta Earp（99牝 Silver Deputy）USA１勝

ゴールドヴェンデッタGold Vendetta（05� Gold Fever）USA６勝，Ne
w York Stallion Cab Calloway S‐R ２着

４代母 ダスクDusk（68 USA鹿 Olden Times）不出走
［子］ ジョニーディー Johnny D.（74 牡 Stage Door Johnny）USA７勝，ワシ

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

88 エイブルインレース２０２１ 牡・栗 ２／ ９

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーエイブルインレース
＊ Deputy Minister

��
��
�フサイチエイブル鹿 2006 Stardusk

9
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヤマノローラ（06黒鹿 スペシャルウィーク）２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（１）〕
ワールドレジェンド（12牡栗 キングカメハメハ）１勝，ニセコ特別（Ｄ1700）２着
シンクレスシップ（16牡芦 ＊クロフネ）��１勝�入着３回
ハクアイウィンザー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）２勝，���出走
ツッチーフェイス（19牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
トモジャミ（20牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ＊ボーイントンキャニオン（92 USA鹿 GoneWest）USA入着３回
エイティカラー（97牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
マッドパーティー（98牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
トキノナイスナイス（99牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，��３勝

オキナワレッド（10牝 ＊サウスヴィグラス）��５勝，優駿スプリント２着，ロ
ジータ記念３着

ライジングウェーブ（03牡 ＊メイショウドトウ）��12 勝�，大井記念，報知オール
スターＣ３着

フジベガ（05牡 アドマイヤベガ）１勝，��２勝
テンノサクラコ（13牝 カネヒキリ）２勝，両津湾特別３着

３代母 ホームタウンクイーン Hometown Queen（84 USA鹿 Pleasant Colony）
USA５勝，Magnolia S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，ヘムステッド
Ｈ‐G1 ２着，ファンタジーＳ‐G1 ３着，シュヴィーＨ‐G1 ４着
コリッジヒル College Hill（94 牡 Pine Bluff）USA４勝，William Henry Harris

on H‐R ２着
エタジュニEtats Unis（95 牝 Dixieland Band）不出走

ポラーズヴィジョン Pollard's Vision（01牡 Carson City）USA６勝，イリノ
イダービー‐G2，ナショナルＪＣＨ‐G3，レナードリチャーズＳ‐G3，etc.，
種牡馬

バウマンズバンド Bowman's Band（98牡 Dixieland Band）USA７勝，メドーラ
ンズＢＣＳ‐G2，Brandywine H‐L，R.R.M. Carpenter Jr. Memorial S
‐L，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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

89 ヤマノローラ２０２１ 牡・栗 ３／２７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールヤマノローラ
＊ GoneWest

��
��
�ボーイントンキャニオン黒鹿 2006 Hometown Queen

23b
Secretariat S5×M5 Raise a Native S5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊レックスレイノス（06 IRE 栃栗 Intikhab）GB・USA２勝，アメリカンオークス
‐G1 ３着，ハニムーンＨ‐G2 ３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
レッドファルダ（12牡栗 ゼンノロブロイ）１勝
ドゥラセア（13牝黒鹿 マンハッタンカフェ）��２勝
パースピレーション（17牡鹿 ハーツクライ）�７勝
シゲルカイチョウ（18牡栗 ハーツクライ）入着，�２勝
セバーンテソーロ（20牝栗 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ブレイジンググローリーBlazing Glory（89 IRE 鹿 ＊グロウ）IRE３勝
プリンスドームPrince Dome（94� Salt Dome）GB５勝
ラピアッツァ La Piazza（96牝 ＊ポリッシュパトリオット）GB３勝
ミスチャイルドリーMiss Childrey（01 牝 Dr Fong）GB・IRE２勝，Swordlesto

wn Stud Sprint S‐L，デリンズタウンスタッド１０００ギニーＴＲ‐G3 ３着
フォーシズオヴダークネス Forces of Darkness（09 牝 Lawman）FR・IRE・US

A４勝，ミネルヴ賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ３着，ヒルズバラＳ‐G3 ２着
ウォータルーブリッジWaterloo Bridge（13� Zoffany）GB・IRE・USA２

勝，英ノーフォークＳ‐G2
ヴァニラゴールド Vanilla Gold（16牝 No Nay Never）FR２勝，P. Monte

nica‐L ３着，P. des Sablonnets‐L ３着

３代母 サルヴェイショニスト Salvationist（77 GB鹿 Mill Reef）FR４勝
ノーザングローNorthern Glow（88牝 ＊グロウ）IRE・SAF５勝，Orby S‐L ３着

ウェスタングローWestern Glow（99牝 West Man）SAF１勝
マディガンMadigan（08� Joshua Dancer）ZIM11 勝，Ipi Tombe S
‐L，Bloodstock South Africa 2000‐L，Zimbabwe Derby‐L，etc.

ハキキ Hakiki（92� Ballad Rock）GB・FR・GER・NOR・SWE・DEN11勝，
Dortmunder Flieger Preis‐L，Jagersro Sprint‐L，テビーオープンスプ
リント選手権‐G3 ２着，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

90 レックスレイノス２０２１ �・鹿 ２／１４
＊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

＊

インティハブ Red Ransom

�
�
�
�
�

��
��

�Intikhab Crafty Exampleレックスレイノス ブレイジンググローリー ＊グロウ

��
��
�Blazing Glory栃栗IRE 2006 Salvationist

5h
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 スコアズビー（07黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）入着５回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
トゥルーハート（13�黒鹿 ハーツクライ）１勝，障害２勝
ショウナンアンビル（15�栗 ダイワメジャー）２勝
ズヴィズダー（16牝鹿 ジャスタウェイ）�１勝

２代母 ＊シルバーチャリス（01 IRE 鹿 RainbowQuest）不出走
＊プラチナチャリス（06牝 ＊ロックオブジブラルタル）出走

ロジチャリス（12牡 ダイワメジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，芙蓉Ｓ
‐LR ２着，東風Ｓ‐L ３着，メイＳ‐OP，アイビーＳ‐OP ３着，etc.

グッドスカイ（13牝 ステイゴールド）障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，阪神ス
プリングジャンプ‐JG2 ２着，東京ハイジャンプ‐JG2 ２着，東京ジャン
プＳ‐JG3 ２着

グレイル（15牡 ハーツクライ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，オ
ールカマー‐G2 ３着，セントライト記念‐G2 ３着

ゴールドチャリス（18牝 トゥザワールド）３勝，中京２歳Ｓ‐OP，カンナＳ‐OP ３
着，フェニックス賞‐OP ３着，函館道新スポーツ杯

ポーカー（19牡 リアルインパクト）�１勝

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，クリテリヨ

ムドドゥーザン‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L
２着，etc.，種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，Platin
um S‐L

ピンクカメオ（04牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，中山牝馬
Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーンＳ‐G3
３着，東京スマイルプレミアム

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

91 スコアズビー２０２１ �・黒鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomスコアズビー
＊ Rainbow Quest

��
��
�シルバーチャリス黒鹿 2007 ＊シルバーレーン

5g
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エアヴェイユ（15鹿 ＊ハードスパン）��入着２回
初仔

２代母 エアマグダラ（03栗 ＊サンデーサイレンス）４勝，かもめ島特別
エアアンセム（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，函館記念‐G3，ホープフルＳ‐LR，

都大路Ｓ‐L ２着，福島記念‐G3 ３着，スピカＳ，etc.
エアルーティーン（12牝 ＊ハービンジャー）１勝
エアエマイユ（13牝 ジャングルポケット）�２勝�入着４回�
カフェキング（17牡 キングカメハメハ）�２勝
サトノヘリオス（19牡 エピファネイア）�２勝，スプリングＳ‐G2 ３着，エリカ賞

３代母 エアデジャヴー（95鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，秋華賞‐Jpn1 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，etc.
エアシェイディ（01牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，キャピタルＳ

‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.，種牡馬
エアメサイア（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，秋華賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，

オークス‐Jpn1 ２着，etc.
エアワンピース（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）４勝，豊栄特別
エアロロノア（17牡 キングカメハメハ）�６勝，六甲Ｓ‐L，リゲルＳ‐L，
武庫川Ｓ，etc.

エアスピネル（13牡 キングカメハメハ）�４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，富士
Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.，��入着�

エアウィンザー（14� キングカメハメハ）７勝，チャレンジＣ‐G3，カシオペ
アＳ‐L，金鯱賞‐G2 ３着，etc.

エアルプロン（09牡 ディープインパクト）３勝，ｔｖｋ賞，燕特別，鹿野山特別３
着，etc.

ジルダ（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，エルフィンＳ‐OP ３着，知多特別

４代母 ＊アイドリームドアドリーム（87 USA鹿 Well Decorated）USA２勝
［子］ エアシャカール（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花

賞‐Jpn1，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬
［孫］ エアソミュール（09牡 ジャングルポケット）10勝，毎日王冠‐G2，鳴尾記

念‐G3，白富士Ｓ‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

92 エアヴェイユ２０２１ �・黒鹿 ５／ １
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystエアヴェイユ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エアマグダラ鹿 2015 エアデジャヴー

＊アイドリームドアドリーム 4r
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 レイロー（15鹿 オルフェーヴル）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
アモフリューゲル（20牝鹿 ファインニードル）�未出走

２代母 タイキクラリティ（03鹿 スペシャルウィーク）１勝，菜の花賞‐OP ３着
クラリティシチー（11牡 キングカメハメハ）３勝，東風Ｓ‐L，スプリングＳ‐G2 ３

着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，都大路Ｓ
‐L ２着，etc.

クラリティスカイ（12牡 ＊クロフネ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，いちょうＳ（重賞）
‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，中山金杯‐G3 ２着，小倉大賞典
‐G3 ３着，etc.

フィールドシャルム（13牡 アドマイヤムーン）１勝，奥尻特別，ホンコンＪＣＴ３
着，富良野特別３着，�２勝�５勝

エンドゲーム（14牡 ＊キングズベスト）１勝，�７勝��入着３回

３代母 ＊タイキダイヤ（96 USA鹿 ＊オジジアン）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，サンス
ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，シルクロードＳ‐Jpn3
３着，摩耶Ｓ‐OP，etc.
タイキブリリアント（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，箕面特別３着

４代母 ＊パテントリークリア（88 USA鹿 Miswaki）IRE・USA３勝
［子］ ＊タイキフォーチュン（93牡 ＊シアトルダンサーⅡ）４勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，毎日杯‐Jpn3，葉牡丹賞，種牡馬
＊タイキリオン（99牡 Wild Again）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，はなの

き賞，障害２勝，�３勝，トウケイニセイ記念２着，etc.
［孫］ セイウンコウセイ（13牡 アドマイヤムーン）７勝，高松宮記念‐G1，函館

スプリントＳ‐G3，淀短距離Ｓ‐L，etc.，種牡馬
タイセイファントム（08牡 ＊ファンタスティックライト）６勝，コーラルＳ
‐L ２着，エニフＳ‐L ２着，すばるＳ‐L ３着（２回），etc.，�５勝�

ストレンジクォーク（12牡 メイショウサムソン）５勝，中山金杯‐G3 ３
着，修学院Ｓ，富里特別，etc.

アップクォーク（13� ＊ベーカバド）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，ウェルカム
Ｓ，早苗賞，etc.，�１勝�

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

93 レイロー２０２１ 牡・鹿 １／ ７
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートレイロー スペシャルウィーク

��
��
�タイキクラリティ鹿 2015 ＊タイキダイヤ

2f
サンデーサイレンス S4×M4×M4

価格： 購買者：



母 ノイエクローネ（14鹿 ネオユニヴァース）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊オヴァンボクイーン（07 GER鹿 Kalatos）GER・ITY・DEN７勝，ハンザ賞
‐G2，スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3，ヴァルターＪヤコブス牝馬賞
‐G3，Krefelder Stutenpreis‐L，P. Giovanni Falck‐L，etc.
ウォルビスベイ（15牡 ディープインパクト）１勝，積丹特別３着
エフェクトオン（16牡 ディープインパクト）�４勝，大阪―ハンブルクＣ‐OP ３着，

阿武隈Ｓ，土湯温泉特別２着，信夫山特別２着，開成山特別２着，etc.
トラストバディ（17� ディープインパクト）���３勝
エリカヴァレリア（18牝 オルフェーヴル）�１勝，呼子特別３着

３代母 オクサラグナOxalaguna（97 GER黒鹿 Lagunas）GER２勝
オダヴァールOdawar（03 牡 Sendawar）ITY・AUT６勝
オッツィアOzzia（04 牝 Zinaad）FR・GER３勝，FR障害２勝
オミナOmina（06牝 Mutamam）GER・SWI３勝
オスクラベラOscura Bella（10 牝 Vatori）GER１勝
オヴァンボプリンセスOvambo Princess（14 牝 Kalatos）GER１勝

４代母 オクサリスOxalis（85 GER鹿 Ashmore）GER３勝
［子］ オクサラグOxalagu（92牡 Lagunas）FR・GER・ITY・HKG・AUT10

勝，バイエリシェスツフトレネン‐G1，フランクフルトトロフィ‐G2，
ヴィルトシャフト大賞‐G2，etc.，種牡馬

オクサラナOxalana（98牝 Lagunas）GER・CZE・SVK４勝
オクサリトOxalit（91 牡 Windwurf）GER４勝
オクサミルOxamille（94 牝 Mille Balles）GER３勝
オクソティカOxotica（95 牝 Subotica）GER１勝

［孫］ オスティナートOstinato（08 牡 RansomO'War）GER・ITY・UAE・S
VK・HUN・AUT９勝，ドイツ統一賞‐G3 ３着，Bavaria‐Preis
‐L ３着

販売申込者・所有者： 船越 伸也＝平取町荷菜 �090-1528-4809
生 産 牧 場： 船越 伸也
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

94 ノイエクローネ２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスノイエクローネ
＊ Kalatos

��
��
�オヴァンボクイーン鹿 2014 Oxalaguna

8a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ヴァルホーリング（02 GB栗 Halling）ITY３勝
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－９（43）〕
サルサデラルス（07牡鹿 Kingsalsa）�２勝�
ウインイマジン（08牡栗 ＊ファンタスティックライト）１勝，�１勝��
エメラルフジ（09牡黒鹿 フジキセキ）�１勝
ヒロノプリンス（10牡鹿 ＊ファンタスティックライト）３勝，富里特別（芝 1800），美

濃特別（芝 2000），北野特別（芝 2000）２着，境港特別（芝 2200）３着，恋路ケ浜
特別（芝 2000）３着，許波多特別（芝 2200）３着，猪名川特別（芝 1800）３着，シ
ンガポールＴＣ賞（芝 2000）３着，�２勝�１勝���，ＯＲＯＣ（芝 1700）３着

ユーセイイメルダー（11牝栗 フジキセキ）�６勝
コモンブレイク（12牡鹿 ＊ブレイクランアウト）�１勝�６勝�１勝��５勝
マキシマムブレイク（13牡栗 ＊ブレイクランアウト）�６勝��７勝
ジャッジオブナイツ（16牡青鹿 エイシンフラッシュ）�２勝�１勝
レベンディス（17	栗 エピファネイア）
１勝
シゲルソウサイ（18牡鹿 エピファネイア）
２勝
マウコノミタマ（19牡黒鹿 エイシンフラッシュ）
��１勝

２代母 ウォランティアプライドWarranty Applied（86 USA栗 Monteverdi）USA
６勝，Life's Magic S，Salem County S，Harbor Place S‐L ２着，ボ
イリングスプリングズＨ‐G3 ３着
アワゴールデンプロミスOur Golden Promise（93 牝 ＊アフリート）USA５勝，

Bangles and Beads S３着
＊ティルザリヴァーランズドライ（94牝 Irish River）USA１勝

テストザウォーターズ Test theWaters（99 牝 Chequer）USA４勝，Calif
ornia Cup Distance H‐R，Solana Beach H‐R ２着，Hermosa Be
ach H３着

＊エイシンプレストン（97牡 Green Dancer）７勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，毎日王冠
‐G2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，HKG３勝，香港Ｑエリザベス二世
Ｃ‐G1（２回），香港マイル‐G1，優２牡，種牡馬

３代母 インプライドウォランティ ImpliedWarranty（79 USA栗 Blood Royal）
不出走

販売申込者・所有者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616
生 産 牧 場： ㈱オリオンファーム
飼 養 者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616

95 ヴァルホーリング２０２１ 牡・栗 ３／２６
＊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

＊

ハリング Diesis

�
�
�
�
�

��
��

�Halling Dance Machineヴァルホーリング ウォランティアプライド Monteverdi

��
��
�Warranty Applied栗GB 2002 ImpliedWarranty

3
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スターリーウインド（12黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別（芝 1800）３着，鳥
栖特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ウインドヴァレー（19牝栗 スクリーンヒーロー）��出走�出走

２代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
プレザントブリーズ（06牝 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞２着

プラチナヴォイス（14牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ‐LR，スプリングＳ‐G2
３着，名古屋日刊スポーツ杯，ｔｖｋ賞２着，野分特別２着，�２勝�１勝�

ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，
黄菊賞

スターズプレミア（17牡 ロードカナロア）�２勝，二本松特別
ダークエクリプス（19牡 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊ヴェイルオブアヴァロン（97牝 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，ドラローズ
Ｈ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，etc.

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

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

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

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

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

96 スターリーウインド２０２１ 牡・栗 ２／２５

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスターリーウインド
＊ Woodman

��
��
�スターズインハーアイズ黒鹿 2012 ＊ウインドインハーヘア

2f
Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 リビングマイライフ（15鹿 ダイワメジャー）１勝
初仔

２代母 アルーリングライフ（07鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，紫川特別，秋吉台特
別，函館日刊スポーツ杯３着，周防灘特別３着
アルーリングデイズ（14� ゼンノロブロイ）入着２回，��２勝
シュルレアリスト（18牡 オルフェーヴル）�１勝
アルーリングウェイ（19牝 ジャスタウェイ）�２勝，エルフィンＳ‐L，万両賞２着

３代母 アルーリングアクト（97鹿 ＊エンドスウィープ）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3
アルーリングボイス（03牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，小

倉２歳Ｓ‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3 ２着，etc.
アーマークラッド（10� アグネスタキオン）３勝，雄国沼特別２着，つばき賞

３着，�３勝��
オールザゴー（14牡 ステイゴールド）４勝，マーガレットＳ‐LR，ＮＨＫマイ

ルＣ‐G1 ５着，白梅賞，etc.，��入着３回
アンヴァル（15牝 ロードカナロア）４勝，オパールＳ‐L，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，

淀短距離Ｓ‐L ２着，etc.
オースミマーシャル（05牡 ダンスインザダーク）２勝，野路菊Ｓ‐OP，中京２歳Ｓ

‐OP ３着
アルーリングムーン（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，鷹ケ峰特別２着，周防灘特別２

着，丹波特別２着，etc.
アルティシムス（08牡 ディープインパクト）４勝，宇治川特別，青島特別，こぶし

賞，etc.，障害１勝
アルーア（09牝 ディープインパクト）出走

タガノディアーナ（18牝 リオンディーズ）�３勝，五色沼特別，節分Ｓ２着，
糸魚川特別２着，etc.

アメージングタクト（10牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，陽春Ｓ，夙川特別，etc.，
��入着２回，サンタアニタＴ３着

４代母 ＊チャーミングファピアノ（86 USA鹿 Fappiano）USA２勝
［子］ カットザチャーム Cut The Charm（91牝 Cutlass）USA８勝，ダヴォナ

デイルＳ‐G3，Shocker T.H‐L，Azalea S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436
生 産 牧 場： ㈲野坂牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

97 リビングマイライフ２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケリビングマイライフ ＊フレンチデピュティ

��
��
�アルーリングライフ鹿 2015 アルーリングアクト

＊チャーミングファピアノ 9f
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 マリスレーン（14黒鹿 ＊ストリートセンス）���１勝・１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 プリムローズレーンPrimrose Lane（02鹿 ＊サンデーサイレンス）GB・AUS３勝
サンレーン（10牝 Oasis Dream）５勝，越後Ｓ，香嵐渓特別，大阪スポーツ杯２着，

リボン賞２着，小金井特別２着，etc.
アレット（11� ＊コマンズ）４勝，西部日刊スポーツ杯，八海山特別２着，先斗町特

別２着，ラジオ福島賞３着，尾頭橋特別３着
サマーセント（16牝 ＊ハービンジャー）４勝，マーメイドＳ‐G3，北大路特別，下鴨

Ｓ３着

３代母 ＊オエノセラ（90 IRE栗 Night Shift）FR・IRE・GER３勝，Robert Pferdmeng
es‐Rennen‐L，ノイス牝馬賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ３着
プリムローズイヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）入着，�１勝

フェータルローズ（09牝 タニノギムレット）３勝，太宰府特別，野分特別２着，
西海賞３着，etc.
テンハッピーローズ（18牝 エピファネイア）�４勝，アルテミスＳ‐G3 ３
着，フリーウェイＳ，新発田城特別，etc.

サンドロップ Sundrop（01牝 ＊サンデーサイレンス）GB・USA４勝，プリンセス
エリザベスＳ‐G3，カーディナルＨ‐G3，Severals S‐L，etc.
クエンチングQuenching（10牝 Street Cry）FR１勝
クワイエトタイムズQuiet Times（17 牝 Reliable Man）�FR・UAE２
勝，P. Montenica‐L，P. Miss Satamixa‐L ２着

ホイットマンWhitman（13� Poet's Voice）GB・UAE３勝，Ripon Cha
mpion 2‐Y‐O Trophy‐L

ネイチャ－ズカラーズNature's Colors（16 牡 Poet's Voice）�FR４勝，P.
Altipan‐L

ストームダメージ Storm Damage（18� Night of Thunder）�GB・UAE５
勝，Business Bay Challenge‐L，ゴドルフィンマイル‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ㈱川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735
生 産 牧 場： ㈱川越ファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

98 マリスレーン２０２１ 牡・鹿 ５／２２

＊

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

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleマリスレーン プリムローズレーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�Primrose Lane黒鹿 2014 ＊オエノセラ

2f
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ココナッツパルム（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－５（６），地方－３（５）〕
カレングランブルー（11牡栗 ハーツクライ）１勝，�２勝�
ナリノパシオン（12牡栗 ＊グラスワンダー）１勝
ダノンイーグル（14牡栗 ダイワメジャー）１勝，��入着３回�１勝��１勝�入

着３回
ブルーハワイアン（15牝栗 ハーツクライ）２勝，古作特別（芝 1200）３着
マコトジェムチュク（17牝黒鹿 ディープブリランテ）１勝
ドナレイラニ（18牝黒鹿 ラブリーデイ）��１勝
ココシルフィード（19牝栗 モーリス）�入着２回

２代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
パシオンノーブル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，柏崎特別，塩沢特別２着，鳥

海山特別２着，瀬波特別２着，伊勢佐木特別３着，etc.
セクシーココナッツ（01牝 ダンスインザダーク）１勝

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，
五色沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
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，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ３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，ノエル賞３着

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
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，阿武隈Ｓ２着
プレサンティール（05牝 アグネスタキオン）１勝
アッパーイースト（08牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
モンプティクール（03牝 ＊クロフネ）３勝，皆生特別３着

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： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

99 ココナッツパルム２０２１ �・鹿 ２／１１
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandココナッツパルム
＊

＊グルームダンサー

��
��
�ココパシオン栗 2006 ＊ゲートドクール

4r
Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ベアフットレディ（08 IRE 鹿 Footstepsinthesand）GB・FR・IRE・CAN５勝，
カナディアンＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，Lyric S‐L，コロネイションＳ
‐G1 ３着，ミュージドラＳ‐G3 ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（９）〕
アスタービーナス（15牝鹿 ディープインパクト）２勝，日田特別（芝 2000）３着
ミスジャスミン（16牝鹿 オルフェーヴル）��７勝
ムーンショット（17牡鹿 ディープインパクト）１勝，生田特別（芝 2000）３着
マテンロウアレス（18�鹿 ダイワメジャー）�入着 11回，�２勝

２代母 レイディアンガラド Lady Angharad（96 IRE 鹿 ＊テンビー）GB・USA５勝，
Woodcote S‐L，Estrapade H‐L ３着，Nicole S３着
グイリオンGwyllion（04牝 Red Ransom）GB出走

バハマズ Bahamas（14� Rip VanWinkle）�GB・ITY・HKG５勝，伊グ
ランクリテリウム‐G2 ２着

センテネローラCentenerola（05 牝 Century City）GB１勝
サムシングパーフェクト Something Perfect（06 牝 Perfect Soul）GB１勝
アナズアーチAnna's Arch（07� Arch）GB１勝，GB障害６勝
ラストチャンス Last Chance（11牡 Ace）IND１勝，Colts' Championship S

‐LR ２着，Breeders' Juvenile Colts' Championship‐LR ３着
デザートファイアDesert Fire（17� Arazan）�IND３勝，Gool S. Poonawalla

Million‐LR ３着

３代母 ラヴェッツォーラ Lavezzola（89 IRE 栗 ＊サーモンリープ）ITY３勝，P. B
uontalenta‐L ３着
レバディエ Le Badie（04 牝 Spectrum）ITY３勝，P. Duca d'Aosta‐L ２着

モンタリーMontaly（11� Yeats）GB・FR５勝，ロンズデイルＣ‐G2，Es
her S‐L ２着

４代母 ルヴィウルマン Luvi Ullmann（83 IRE 鹿 Thatching）ITY７勝
［子］ ローマンインプ Roman Imp（94� Imp Society）GB・HKG３勝，リッ

チモンドＳ‐G2 ３着，Sandown National S‐L ２着
ダンジノDanzino（95� Roi Danzig）GB５勝，Wulfrun S‐L ３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

100 ベアフットレディ２０２１ �・鹿 １／３０

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊

フットステップスインザサンド Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Footstepsinthesand Glatisantベアフットレディ レイディアンガラド ＊テンビー

��
��
�Lady Angharad鹿IRE 2008 Lavezzola

1m
Rahy S3×M5 Northern Dancer S4×M5 Blushing Groom S4×M5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 エピックマジック（13青鹿 テレグノシス）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
マジックランプ（18牝黒鹿 ＊アジアエクスプレス）��２勝
グラーツィア（19牝黒鹿 ホッコータルマエ）���入着�２勝�１勝�１勝�１勝，

留守杯日高賞（Ｄ1600），東海クイーンＣ（Ｄ1700），園田プリンセスＣ
（Ｄ1400），ラブミーチャン記念（Ｄ1600）２着

２代母 ＊マジックペイントブラッシュ（93 USA青鹿 Pirate's Bounty）USA１勝
マジックペイントMagic Paint（99 牝 Woodman）不出走

マジックマニーメグMagic Money Meg（04牝 Talk Is Money）USA６勝，
Martanza S‐R ３着

＊ラティーノヒート（01	 Benny the Dip）１勝
タイセイフレイヤ（05牝 Tale of the Cat）１勝，りんどう賞３着

タイセイサクセサー（17牡 タイセイレジェンド）�３勝��２勝�１勝，イノ
セントＣ３着

ファインビスティー（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
レイビスティー（07牝 キングカメハメハ）�９勝�１勝

カツゲキキトキト（13牡 スパイキュール）��28 勝�１勝���入着６回
，名古
屋ＧＰ‐Jpn2 ３着（２回），白山大賞典‐Jpn3 ２着，白山大賞典‐Jpn3 ３着，
名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，オグリキャップ記念（２回），etc.，ＮＡＲ優３牡

カツゲキマドンナ（14牝 カネヒキリ）�１勝�４勝�１勝�，園田クイーンセレク
ション，スプリングＣ２着，クイーンＣ３着，東海クイーンＣ３着，若草賞３着

シグナルストーン（08牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

３代母 ペイントブラシュ Paintbrush（77 USA黒鹿 Bold Hour）USA３勝，Rare
Perfume S３着
シーズアタレント She's a Talent（83 牝 Mr. Prospector）USA１勝

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.
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

アーリーコロニー Early Colony（94牡 Pleasant Colony）USA３勝，Relaun
ch H‐L，オークトリーダービー‐G2 ３着，In Excess S‐R ２着

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

101 エピックマジック２０２１ �・鹿 ２／ ６
＊ 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�テレグノシス メイクアウイッシュエピックマジック
＊ Pirate's Bounty

��
��
�マジックペイントブラッシュ青鹿 2013 Paintbrush

4m
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ポムフィリア（12鹿 ＊フォーティナイナーズサン）２勝，三浦特別（Ｄ1600）３着，
���入着２回，関東オークス‐Jpn2 ２着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着
〔産駒馬名登録数：１〕
サンゴ（19牡芦 ＊クロフネ）出走，�地方未出走

２代母 ナナヨーティアラ（02鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，千種川特別，六甲アイランド
Ｓ２着
メイショウライナー（10牡 キングヘイロー）５勝，鞍馬Ｓ‐OP ３着，北九州短距離

Ｓ，鷹ケ峰特別，合馬特別２着，障害２勝
プラチナティアラ（11牝 ＊プリサイスエンド）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着
シルヴィーボーテ（13牝 キングカメハメハ）入着３回，�２勝
イリスファルコン（14牝 ダイワメジャー）３勝，合馬特別，千歳特別３着
バイオスパーク（15牡 オルフェーヴル）�５勝，福島記念‐G3，都大路Ｓ‐L ２着，

函館記念‐G3 ３着（２回），飛鳥Ｓ，嵯峨野特別，etc.
ヘルムヴィーゲ（16牝 ジャスタウェイ）�２勝��入着２回
マイネルクロンヌ（17牡 オルフェーヴル）�３勝，五泉特別，宝満山特別３着

３代母 ナナヨーストーム（93鹿 ＊セレスティアルストーム）３勝，サンスポ４歳牝馬
特別‐Jpn2 ２着，忘れな草賞‐OP，あすなろ賞，白菊賞２着，黄菊賞３着

４代母 ナナヨーアトラス（86栗 バンブーアトラス）２勝，忘れな草賞‐OP ２着，端
午賞，初雛賞２着，こぶし賞２着，若菜賞３着，etc.
［子］ ナナヨーウイング（94牝 ＊セレスティアルストーム）２勝，オークス

‐Jpn1 ２着，忘れな草賞‐OP ３着
ナナヨーウォリアー（95牡 ＊グロウ）５勝，ブリリアントＳ‐OP，やまな
みＳ，etc.，��入着，スーパーダートダービー‐Jpn2 ２着

ナナヨーボーイ（91牡 サンシヤインボーイ）２勝，もみじＳ‐OP ２着，
ぶっぽうそう特別２着，わらび賞２着，etc.

カネショウアトラス（03牡 ＊デヒア）��５勝，埼玉栄冠賞２着，京浜盃３着
ナムラモンスター（00牡 ＊スキャン）５勝，雪割草特別，立夏Ｓ２着，多
摩川特別２着，etc.

［孫］ ナナヨーヒマワリ（01牡 エアジハード）６勝，マーチＳ‐G3，北山Ｓ，桃
山特別，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �090-8707-3187
生 産 牧 場： ㈲小島牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

102 ポムフィリア２０２１ 牡・栗 ２／２３
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

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoポムフィリア ＊マイネルラヴ

��
��
�ナナヨーティアラ鹿 2012 ナナヨーストーム

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5×M5 Seeking the Gold S4×M4 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンダーラ（12鹿 キングカメハメハ）入着２回，�２勝��
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンレア（20牝鹿 リアルスティール）�１勝

２代母 エイシンテンダー（02鹿 エイシンサンディ）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，
オークス‐Jpn1 ４着，菜の花賞‐OP
エイシンドルチェ（11牝 エイシンデピュティ）�２勝�９勝
エイシンクウカイ（14牡 ジャングルポケット）��出走�11 勝��
ミントグリーン（15牝 ＊エイシンアポロン）入着２回，�１勝
エイシンアーシラト（17牝 エピファネイア）�１勝
アーデントバローズ（18牡 ルーラーシップ）��４勝	１勝

３代母 ＊エイシンララミー（92 USA鹿 Time for a Change）不出走
エイシンアイノウタ（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，文知摺特別２着

エイシンラブソング（02牝 ＊エイシンワシントン）２勝，かささぎ賞２着
エイシンアモーレ（03牝 ＊エイシンワシントン）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2

３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，フェニックス賞‐OP，etc.
マイネルシーガル（04牡 ＊ゼンノエルシド）４勝，富士Ｓ‐G3，いちょうＳ‐L，

スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.
エーシンアガペー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝，
２勝�５勝�２勝�入着，

福山牝馬特別，マイル争覇，摂津盃，etc.
エイシンベリンダ（01牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

ウインオベロン（12牡 カネヒキリ）入着２回，�７勝
１勝，オータムＣ，名
港盃２着

４代母 ガンダークルードGander Crude（76 USA鹿 Quack）不出走
［子］ ライトクルード Light Crude（86牡 Fluorescent Light）USA４勝，D

on Leon S‐L，In Memoriam S‐L，Freshmen S

５代母 グレイオイルGrey Oil（59 USA芦 Oil Capitol）USA３勝
［子］ デルタオイルDelta Oil（69 牡 Delta Judge）USA13 勝，Phoenix H，

Patriots Day H，Preview S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 増本 良孝＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2156
生 産 牧 場： 増本 良孝
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

103 エイシンダーラ２０２１ 牡・鹿 ３／１０
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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエイシンダーラ エイシンサンディ

��
��
�エイシンテンダー鹿 2012 ＊エイシンララミー

2n
ラストタイクーン S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ソラコマチ（09鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－２（８）〕
レゴリス（16�黒鹿 ゴールドアリュール）�１勝，�３勝
ジェネティクス（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝，りんくうＳ‐OP（Ｄ1200），

天王山Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，藤森Ｓ（Ｄ1200）
ラッキーカイザー（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���４勝�１勝
リオンラファール（19牡鹿 リオンディーズ）�１勝
コマチザクラ（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ブイルージュ（99鹿 ＊ウォーニング）３勝，寒桜賞２着
ブイコナン（07牡 フサイチコンコルド）２勝
メデューサノヒトミ（11牝 ＊タイキシャトル）�２勝�入着２回
ノーブルカイザー（12牡 ＊アグネスデジタル）��１勝
サンスペンサー（13牝 デュランダル）�１勝�１勝	５勝
マラビージャ（15牡 ディープブリランテ）��３勝
キングリアリティー（17牡 リアルインパクト）��５勝�入着

３代母 ハツピーガーランド（84鹿 ＊フリートウイング）１勝
パローニアクレスト（94牝 ＊キンググローリアス）
13 勝

ダークマター（01牡 ダンスインザダーク）４勝，北斗賞，山吹賞２着，
３勝��
ユビキタス（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，欅Ｓ‐L ２

着，ペルセウスＳ‐L ２着，etc.
ラヴィール（01牝 ＊キンググローリアス）�２勝��２勝

グランドファシナ（11牝 ＊アグネスデジタル）�１勝�
入着３回�，園田プリ
ンセスＣ３着

スティールティアラ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��７勝��，サッポロクラシ
ックＣ２着，フローラルＣ２着

４代母 シングルワン（74栗 ＊ヴイエナ）６勝
［子］ ハツピープログレス（78牡 ＊フリートウイング）11勝，安田記念‐Jpn1，

京王杯スプリングＨ‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲村上牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2508
生 産 牧 場： ㈲村上牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

104 ソラコマチ２０２１ 牡・鹿 ２／２５
＊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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモソラコマチ ＊ウォーニング

��
��
�ブイルージュ鹿 2009 ハツピーガーランド

＊レスリーカーター 16g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レディハピネス（07鹿 Montjeu）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（４）〕
マテンロウハピネス（12牡鹿 ダイワメジャー）４勝，アーリントンＣ‐G3 ３着，

橘Ｓ‐OP（芝 1400），国立特別（芝 1400），フローラルウォーク賞（芝 1600），心
斎橋Ｓ（芝 1400）３着，障害２勝

ロードユリシス（17�鹿 ロードカナロア）���３勝
レジュールウール（18牝鹿 ロードカナロア）���入着５回�１勝
ロードエメラルド（19牡鹿 オルフェーヴル）�出走

２代母 レディパステル（98黒鹿 ＊トニービン）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，
中山牝馬Ｓ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

＊ロードバロック（05牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，河北新報杯，船橋Ｓ２着，
市川Ｓ３着，セプテンバーＳ３着，勝浦特別３着，etc.，�１勝���

＊ロードロックスター（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，
はなみずき賞，朱雀Ｓ２着，木津川特別２着，九州スポーツ杯２着，etc.

ロードアクレイム（09牡 ディープインパクト）２勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，夏木立賞
パルテノン（12牝 キングカメハメハ）入着，�１勝

マテンロウオリオン（19牡 ダイワメジャー）�２勝，シンザン記念‐G3，ＮＨ
ＫマイルＣ‐G1 ２着，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，万両賞

パステラリア（14牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊ピンクタートル（88 USA栗 Blushing Groom）FR・USA４勝，P. Madam
e Jean Couturie‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，プシュケ賞‐G3 ２着，P. de l
a Pepiniere‐L ２着，ノネット賞‐G3 ３着，etc.

＊ピノシェット（95牝 Storm Cat）GB・USA１勝
カフェピノコ（00牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
タマノブリュネット（12牝 ディープスカイ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，etc.，
��２勝，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

スピリタス（05� タニノギムレット）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，小倉日経
ＯＰ‐LR ２着，ＮＳＴ賞‐L ２着，etc.

ポップアイコン（09牝 ダイワメジャー）３勝，鳥取特別２着，ＴＶＱ杯２着
アルサトワ（17牡 ルーラーシップ）�５勝，大阪城Ｓ‐L，但馬Ｓ

販売申込者・所有者： 前川 勝春＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3832
生 産 牧 場： 前川 勝春
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

105 レディハピネス２０２１ �・鹿 ４／ ９

＊

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

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesレディハピネス ＊トニービン

��
��
�レディパステル鹿 2007 ＊ピンクタートル

1l
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M4×S5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 トレサンセール（14黒鹿 Rip VanWinkle）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
サザンナイツ（18�黒鹿 トーセンラー）�１勝
トレメルヴェーユ（19牝黒鹿 グランデッツァ）���入着２回
トレブランシュ（20牝鹿 オルフェーヴル）�未出走

２代母 ＊トレラピッド（05 IRE 鹿 Anabaa Blue）FR・GER２勝，バーディシェンウ
ンターネーメン大賞‐G2 ２着，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，ポモーヌ賞‐G2 ３
着，アレフランス賞‐G3 ２着，P. de Liancourt‐L ２着，etc.
ファストアンドプリティ Fast And Pretty（11 牝 Zamindar）FR１勝

プリティボーイ Pretty Boy（16� Siyouni）�FR・QAT２勝，トーマスブラ
イアン賞‐G3 ２着，P. Marchand d'Or‐L ３着

プリティタイガー Pretty Tiger（18 牡 Sea The Moon）�FR６勝，ウジェー
ヌアダム賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，G.P. de la Riviera Cote d'Azur
‐L，P. Francois Mathet‐L，ガネー賞‐G1 ２着，etc.

シーレーン（15牡 ハーツクライ）障害１勝，�１勝
ケヴィン（17� キズナ）２勝，若駒Ｓ‐L，福寿草特別３着
ハートオブアシティ（18牡 ハーツクライ）�２勝，尖閣湾特別

３代母 トレラヴィ Tres Ravi（97 GER黒鹿 Monsun）FR・GER１勝，ドイツヘロ
ルト賞‐G3 ２着，ノネット賞‐G3 ２着
トレロックダノン Tres Rock Danon（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）GB・FR・

GER・ITY９勝，オレアンダーレネン‐G3，ベティバークレイレネン‐G3，ラ
ンガーハンブルガー賞‐G3，etc.，種牡馬

トレブルー Tres Blue（10牡 Anabaa Blue）FR・GER・AUS４勝，ドーヴィル大
賞‐G2，リュー賞‐G3，Coupe des Trois Ans‐L，etc.

トレロックグローリー Tres Rock Glory（13 牝 Fastnet Rock）FR・GER２勝，
Coupe des Trois Ans‐L

ハミーム Hameem（15牝 Teofilo）GB４勝，River Eden Fillies' S‐L ２着，
Wild Flower S‐L ３着

トレヴァレンタイン Tres Valentine（17 牝 Fastnet Rock）�FR２勝，P. Luth Enc
hantee‐L ２着，P. Solitude‐L ２着，P. Urban Sea‐L ３着

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

106 トレサンセール２０２１ 牡・鹿 ３／２０
＊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

リップヴァンウィンクル Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Rip VanWinkle Looking Backトレサンセール
＊ Anabaa Blue

��
��
�トレラピッド黒鹿 2014 Tres Ravi

12b
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5 Allegretta M5×M5

価格： 購買者：



母 ホッコーユニバース（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－２（３），地方－２（18）〕
ハッピーハッピー（15牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�15 勝，佐賀ヴィーナスＣ
（Ｄ1400），吉野ヶ里記念（Ｄ1400）２着，佐賀王冠賞（Ｄ2000）２着，吉野ヶ里
記念（Ｄ1400）３着，中島記念（Ｄ1800）３着

ルンルンキャット（16牝黒鹿 キングヘイロー）１勝，障害１勝
シンゼンウイング（17�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，�３勝
メイショウヨシテル（18牡黒鹿 ＊パイロ）�２勝，是政特別（Ｄ2100）３着

２代母 ＊ウイングドキャット（00 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
メイショウシェイク（06牡 ＊タイキシャトル）２勝
タキオンコウショウ（07牝 アグネスタキオン）１勝
ウイングザムーン（09牝 アドマイヤムーン）６勝，オパールＳ‐LR ３着，安土城Ｓ

‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，石清水Ｓ，浜松Ｓ２着，etc.
ワンダープチュック（14牡 ハーツクライ）�５勝，福島ＴＶＯＰ‐OP ２着，長岡Ｓ，

錦Ｓ，六波羅特別，松浜特別，etc.

３代母 ウィングレットWinglet（88 USA鹿 Alydar）USA２勝，プリンセスＳ‐G2，
ラカニャーダＳ‐G2 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ３着
アジーナ Ajina（94牝 Strawberry Road）USA７勝，ＢＣディスタフ‐G1，マザー

グースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，デムワゼルＳ‐G2，etc.
マンチュリアンManchurian（00牡 Deputy Minister）USA３勝，Stymie H

コブラKobla（95 牝 Strawberry Road）USA出走
クオリティロードQuality Road（06牡 Elusive Quality）USA８勝，ドンＨ

‐G1，フロリダダービー‐G1，メトロポリタンＨ‐G1，etc.，種牡馬
ロブズスピリット Rob's Spirit（97 牡 Theatrical）USA４勝，ベルモントレキシン

トンＳ‐G3，サラナクＨ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，種牡馬
ゾーリZori（98 牝 A.P. Indy）USA入着

バンクジエイト Bank the Eight（07� Distorted Humor）USA８勝，Fed
erico Tesio S

ズールーアルファ Zulu Alpha（13� Street Cry）IRE・USA12 勝，ペガサス
ワールドＣターフ招待Ｓ‐G1，エルクホーンＳ‐G2，マックディアミダＳ
‐G2（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

107 ホッコーユニバース２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラホッコーユニバース
＊ Storm Cat

��
��
�ウイングドキャット鹿 2010 Winglet

13c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クイーンギムレット（09栗 タニノギムレット）入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
マグナムオプス（15�鹿 ロードカナロア）�４勝
クィーンズウェイ（16牝栗 ジャスタウェイ）入着３回，�１勝��入着
フカイ（18牡栗 ドゥラメンテ）��１勝�１勝��

２代母 レインボークイーン（93栗 ＊リンドシェーバー）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，秋
華賞‐Jpn1 ４着，津軽海峡特別２着，かもめ島特別２着，礼文特別２着
テイエムハナザカリ（00牝 ＊ピルサドスキー）３勝
イリゼ（01牝 ＊エンドスウィープ）１勝

ブライアンズオーラ（09牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，大島特別３着
セトモモチャン（02牝 ＊タバスコキャット）３勝
テイエムスナイパー（04牡 ＊ボストンハーバー）	４勝
イチオシニオシ（05� バブルガムフェロー）�２勝
ダイヤモンドムーン（07牝 マンハッタンカフェ）４勝，舞浜特別，オーロラ特別２

着，洲本特別３着
ガンケン（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，下越Ｓ，妙高特別，浦安特別２着，

鹿島特別２着，西郷特別２着，etc.
ナリタデリゲート（08牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
クレマチスクィーン（10牝 ダンスインザダーク）��１勝
ガンジー（11牡 ＊アグネスデジタル）４勝，アクアラインＳ２着，橿原Ｓ２着，円山

特別２着，花のみちＳ３着，河原町Ｓ３着，etc.
ウインオリファン（12牡 デュランダル）２勝，伊勢特別２着

３代母 レインボースキー（81鹿 ＊ロイヤルスキー）２勝，��８勝

４代母 シルバーアロー（70黒鹿 ＊テスコボーイ）１勝
［孫］ ラガーレグルス（97牡 サクラチトセオー）３勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，

デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

５代母 ヒサエ（54鹿 ＊プリメロ）８勝，函館特別，特ハン，短距離Ｈ，障害２勝
［子］ ネイチブランナー（63牡 ＊ヤサカ）８勝，京阪杯，福島記念，天皇賞（秋）

２着，etc.，障害４勝，
�４勝

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

108 クイーンギムレット２０２１ �・鹿 ３／１１
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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルクイーンギムレット ＊リンドシェーバー

��
��
�レインボークイーン栗 2009 レインボースキー

＊ソネラ 4r
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ミスエンピリカル（12黒鹿 ＊プリサイスエンド）�６勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ドリームメッセージ（17牡鹿 ルーラーシップ）入着６回，��入着�２勝
バレル（19牡青鹿 シルバーステート）�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

サウスエンピリカル（05牝 マンハッタンカフェ）１勝
リプレーザ（18牡 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
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
エンダレ（09牝 ゴールドアリュール）出走

ミトノリバー（14牝 ＊シニスターミニスター）�３勝��入着５回�，ゴールド
ウィング賞

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

109 ミスエンピリカル２０２１ 牡・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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyミスエンピリカル
＊ Miswaki

��
��
�エンピリカル黒鹿 2012 Louisville

1s
Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 アドマイヤエバート（08鹿 ディープインパクト）�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（19）〕
ロマングレース（14牝芦 ＊クロフネ）��13 勝
ヌーディーカラー（15牡鹿 ＊クロフネ）４勝，鳴門Ｓ（Ｄ1400），妙見山特別
（Ｄ1400）２着，���出走

ラインシャーロット（16牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�４勝��２勝
シゲルブリ（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 ＊ラスティックベル（90 USA鹿 Mr. Prospector）FR１勝
アネーロ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，琵琶湖特別２着
フサイチエアデール（96牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，

マーメイドＳ‐Jpn3，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，桜花
賞‐Jpn1 ２着，etc.
ライラプス（02牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，スイートピ

ーＳ‐L，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，福島牝馬
Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，��入着�

フサイチリシャール（03牡 ＊クロフネ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，
阪神Ｃ‐Jpn2，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，スワンＳ‐G2 ２着，スプリン
グＳ‐Jpn2 ２着，etc.，優２牡，種牡馬

インディスユニゾン（97牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
クロノロジスト（03牝 ＊クロフネ）１勝
クロノジェネシス（16牝 ＊バゴ）８勝，有馬記念‐G1，秋華賞‐G1，宝塚記念
‐G1（２回），京都記念‐G2，クイーンＣ‐G3，etc.，FR・UAE入着，特別賞

ベラージオ（99牡 メジロライアン）７勝，トパーズＳ‐L，マーチＳ‐Jpn3 ３着，
師走Ｓ‐OP ２着，丹沢Ｓ，etc.，�１勝��，東京大賞典‐Jpn1 ４着

マリアヴァレリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，西郷特別３着，	１勝
ペルヴィアンリリー（04牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

アドマイヤエイカン（13牡 ハーツクライ）４勝，札幌２歳Ｓ‐G3，ステイヤー
ズＳ‐G2 ２着，札幌日経ＯＰ‐L ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ
‐G3 ３着，古都Ｓ，etc.

３代母 ラグタイムガ－ル Ragtime Girl（73 USA栗 Francis S.）USA４勝，Car
mel H２着

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

110 アドマイヤエバート２０２１ �・黒鹿 ２／１２
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアアドマイヤエバート
＊ Mr. Prospector

��
��
�ラスティックベル鹿 2008 Ragtime Girl

20a
サンデーサイレンスM3×S4 Raise a Native M4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドチェイス（10栃栗 アドマイヤムーン）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－１（２）〕
スリーチェイサー（15牡鹿 ＊シニスターミニスター）１勝
レコードチェイサー（16牝栗 ディープブリランテ）２勝，ＨＴＢ杯（芝 1200），�

２勝，イノセントＣ（Ｄ1200）３着
サーストンカイドー（17牡栗 エピファネイア）１勝，山吹賞（芝 2200）３着
チェイスザドリーム（19牝鹿 ロードカナロア）�１勝

２代母 ＊セクレゴールド（98 USA栗 Seeking the Gold）不出走
トレジャーチェストTreasure Chest（03 牝 Lemon Drop Kid）USA１勝

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，Thor's Echo S‐R ３着

スズカセレナード（05牝 アグネスタキオン）�１勝
リボンスティック（12牝 ＊シニスターミニスター）��３勝�，ユングフラウ賞

２着，東京２歳優駿牝馬３着，ローレル賞３着
スズカフレーム（06牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，羊蹄山特別２着，渡島特別３着
スズカセクレターボ（08牡 アグネスタキオン）５勝，欅Ｓ‐L ３着，立夏Ｓ，瀬戸特

別，伊良湖特別３着，河口湖特別３着，etc.，�１勝
エリクサー（09牡 アドマイヤムーン）１勝，��１勝

３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
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
マルティエンジンMultiengine（88 牡 Tank's Prospect）USA３勝，ラザロＳバレ

ラＨ‐G3 ２着，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
＊サクラセクレテーム（93牝 Danzig）不出走

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

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

111 ゴールドチェイス２０２１ 牡・栗 ４／２９
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズゴールドチェイス
＊ Seeking the Gold

��
��
�セクレゴールド栃栗 2010 Secrettame

2f
サンデーサイレンス S4×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 パルティール（11栗 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
フレンドパル（18牝鹿 ロードカナロア）�１勝
スオウオオシマ（19牝青鹿 モーリス）�出走

２代母 ＊ピューリティー（03 GER栗 ＊パントレセレブル）GER・ITY１勝，P. Baggi
o‐L ２着
ピュアブリーゼ（08牝 Monsun）１勝，オークス‐G1 ２着，フローラＳ‐G2 ３着，

福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，アイルランドＴ‐L ３着
ルヴァン（17牡 ブラックタイド）�３勝，白井特別，波佐見特別，三春駒特別２着

プリュム（09牝 ダイワメジャー）３勝，矢作川特別３着
パルクフェルメ（13牡 ゼンノロブロイ）入着，�５勝�４勝
パルフェクォーツ（14牡 ダイワメジャー）入着８回，脊振山特別２着，筑後川特別

３着，�３勝
パシフィスタ（16� マンハッタンカフェ）１勝
ラインハイト（17牡 ハーツクライ）�３勝，芦ノ湖特別，刈谷特別３着

３代母 パリアナPariana（93 USA鹿 Bering）GER入着２回
パッパス Pappus（97� Acatenango）GB・FR・GER・ITY・SWE・SPA・AUT

８勝，Neusser Sandbahn Grand Prix‐L，G.P. de la Riviera Cote d'Azur
‐L，Baden Baden C‐L，etc.

パームリッジ Palmridge（00� Law Society）FR・GER１勝，ウニオンレネン
‐G2 ３着，GB・FR障害１勝

プルス Purus（02� Night Shift）GB・FR・GER６勝，Herzog von Ratibor‐Re
nnen‐L ３着

＊パダナ（07牝 Lando）FR・GER・ITY１勝，P. Coolmore‐L ２着，P. Albert
o Zanoletti di Rozzano‐L ３着

４代母 パージュブルー Page Bleue（87 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・USA１勝，
P. Amandine‐L ２着
［子］ ペイジズキング Page's King（95牡 Konigsstuhl）FR・GER５勝，デュ

ッセルドルフ大賞‐G3，ウニオンレネン‐G2 ２着，デュッセルドル
フ大賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

112 パルティール２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールパルティール
＊

＊パントレセレブル

��
��
�ピューリティー栗 2011 Pariana

4n
Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 アドマイヤラブ（11鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
スズカノアイル（19牡栗 ミッキーアイル）�出走

２代母 アドマイヤカンナ（03鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝，ゴールデンブーツＴ，
グリーンチャンネルＣ，壇之浦特別２着，利尻特別３着
アドマイヤスカイ（12牡 ディープインパクト）２勝，別府特別２着，��４勝
アドマイヤジョラス（14牡 ディープインパクト）４勝，宮崎特別，茶臼山高原特別

２着，明石特別３着，稲荷特別３着，江坂特別３着

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

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

113 アドマイヤラブ２０２１ �・鹿 ３／２８

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアドマイヤラブ ＊ブライアンズタイム

��
��
�アドマイヤカンナ鹿 2011 ＊アドマイヤラピス

1l
Northern Dancer S4×M5 Halo S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊インドリヤ（12 USA鹿 Stormy Atlantic）USA・BRZ３勝，インデペンデンシア
大賞‐G3，シダディジャルディンＡＢＣＰＣＣ大賞‐G1 ３着，P. Presidente C
arlos Paes de Barros‐L ２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
イグザルト（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�２勝
リバーラ（20牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 ソフィーズサラド Sophie's Salad（04 USA鹿 Rahy）USA２勝，Klassy B
riefcase S２着
ドンアントニオDon Antonio（10 牡 Mizzen Mast）PR１勝
カレーシ Khaleesi（13 牝 Kitten's Joy）USA・BRZ１勝，イメンシティ大賞‐G1

２着，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2 ３着
ロリータ Lollita（14牝 Setembro Chove）BRZ２勝，P. Presidente Luiz Alves de

Almeida‐L ３着
マーゲリーMargaery（15 牝 アグネスゴールド）BRZ２勝
ナタリーNataly（16 牝 Setembro Chove）�BRZ２勝
リアルディール Real Deal（19 牡 Tiger Heart）�BRZ１勝，P. Presidente Herc

ulano de Freitas‐L ３着

３代母 レイディタビサ Lady Tabitha（93 USA鹿 Lyphard）USA４勝，Holiday
Inaugural S‐L，Dahlia S２着，Weekend Delight S‐L ３着

４代母 アビジャン Abidjan（84 USA鹿 Sir Ivor）USA６勝，Delicada S，Bl
ush With Pride S‐L ３着，Castle Forbes S３着
［孫］ イグゾティックブルーム Exotic Bloom（04牝 Montbrook）USA・CAN

６勝，Windward S‐L，My Charmer S，シーウエイＳ‐G3
３着

シートゥビー See Tobe（07� Concerto）USA４勝，Japan Racing A
ssociation S‐L，ニッカボッカーＳ‐G3 ２着，East Hanover S
‐L ２着，etc.

［曾孫］ ストップチャージングマリア Stopchargingmaria（11 牝 Tale of the Cat）
USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，アラバマＳ
‐G1，etc.

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

114 インドリヤ２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊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

＊

ストーミーアトランティック Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Stormy Atlantic Hail Atlantisインドリヤ ソフィーズサラド Rahy

��
��
�Sophie's Salad鹿USA 2012 Lady Tabitha

11g
Halo S4×S5×M5 Blushing GroomM4×S5 Glorious SongM4×S5
Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊バロネスサッチャー（04 USA栗 ＊ヨハネスブルグ）USA３勝，サンタイサベルＳ
‐G3，ラスヴィルヘネスＳ‐G1 ２着，ヒューマナディスタフＳ‐G1 ２着，バレ
リーナＳ‐G1 ２着，テストＳ‐G1 ３着，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－２（８）〕
ナイトバロン（11牡鹿 Tiznow）�１勝��５勝，平和賞（Ｄ1600）
ヒルダ（13牝栗 ダイワメジャー）２勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，萌黄賞（芝 1200）２着
アドマイヤアルパマ（14牝鹿 ステイゴールド）１勝，ルスツ特別（芝 1800）２着
グランサム（15�栗 ハーツクライ）２勝，�２勝�入着
グランドデューク（17牡栗 ジャスタウェイ）１勝
シュホ（19牝栗 スクリーンヒーロー）�出走

２代母 ナトキータNatkeeta（93 USA栗 Gulch）USA３勝，Ada H３着
インターミナブルゴールド Interminable Gold（99牡 Gilded Time）USA２勝，

Riley Allison Futurity‐L
ディフェンスモーションDefense Motion（01牡 Tactical Cat）USA４勝
ニティグリティダートベアーNittygritydirtbear（03� Capote）USA５勝

３代母 オーケシスOrchesis（89 USA栗 In Reality）不出走
マジェスティックサンライトMajestic Sunlight（94 牝 Majestic Light）USA３勝，

ボイリングスプリングズＨ‐G3 ２着，Valley View S‐L ２着，ニジャナ
Ｓ‐G3 ３着

スウープシティ Swoop City（95 牝 Carson City）USA２勝，Bourbonette S
‐L ３着
リーシティ Lee City（07 牝 Leestown）USA４勝，Louisiana Showcase Dis

taff S‐R ３着
メドウサンライトMeadow Sunlight（96 牝 Meadowlake）USA出走

バウンドライト Bound Light（02� Boundary）ITY６勝，P. Rumon‐L
２着

ハリデイHarliday（05牝 Harlan's Holiday）USA出走
ホリデイマジック Holiday Magic（11 牝 Congrats）USA３勝，Sopho
more Fillies S‐R，Brave Raj S，Florida Stallion Desert Vixen S
‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

115 バロネスサッチャー２０２１ 牡・栗 ２／２６

＊

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

＊

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythバロネスサッチャー ナトキータ Gulch

��
��
�Natkeeta栗USA 2004 Orchesis

13c
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Narrate S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 スカイブルーダイヤ（15鹿 ロードカナロア）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
コロイモコロッケ（20牡鹿 ダイワメジャー）�未出走

２代母 テイラーバートン（07鹿 ジャングルポケット）３勝，クイーンＣ‐G3 ３着，
フェアリーＳ‐G3 ３着，萩Ｓ‐OP ２着，宝ケ池特別，かもめ島特別２着，etc.
ムーンオブバローダ（16牡 スクリーンヒーロー）�入着２回，�２勝
ジュノエスク（18牝 ジャスタウェイ）�１勝
メイケイバートン（19牡 ミッキーアイル）�１勝

３代母 ブリリアントカット（87鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，ラジオ福島賞，噴火湾
特別２着
ダイヤモンドジェム（96牝 ＊ドクターデヴィアス）１勝

ローズカットダイヤ（05牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，ＵＨＢ杯‐LR ２着，
札幌日刊スポーツ杯，伊吹山特別，etc.

ジェミードレス（97牝 ＊トニービン）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，エプソムＣ
‐Jpn3 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
コティリオン（08牡 ディープインパクト）１勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，毎

日杯‐G3 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.
デルマハゴロモ（09牝 フジキセキ）出走
ロードリベラル（14� ＊ブレイクランアウト）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3 ３着，きんもくせい特別，etc.，�入着４回�，佐賀オータムスプ
リント２着

スパーブジュエル（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，プリンシパルＳ‐OP ３着，
広瀬川特別２着，アマリリス賞２着，etc.

プリンセスカット（01牝 ＊トニービン）出走
ネオヴァンドーム（07牡 ネオユニヴァース）４勝，きさらぎ賞‐G3，都大路Ｓ

‐L（２回），東風Ｓ‐L ２着，種牡馬
キラリダイヤモンド（02牝 フジキセキ）３勝，紅葉特別２着，ＴＶ山梨杯３着，月

岡温泉特別３着，etc.
ステラディクオーレ（03牡 アドマイヤベガ）４勝，長岡特別
タスカータソルテ（04牡 ジャングルポケット）５勝，札幌記念‐Jpn2，京都新聞杯

‐Jpn2，中京記念‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

116 スカイブルーダイヤ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１６

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムスカイブルーダイヤ ジャングルポケット

��
��
�テイラーバートン鹿 2015 ブリリアントカット

＊ジエヌインダイアモンド 11
Storm Cat S3×M4 Storm Bird S4×S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ピュアゴシップ（09 USA栗 Pure Prize）USA２勝，ミスグリジョＳ‐G3
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
シゲルジャコウネコ（14牝黒鹿 ＊ハードスパン）�３勝
シゲルタケノコ（15�栗 オルフェーヴル）�２勝��入着
エリーキャナル（16牝栗 ＊ノヴェリスト）１勝，���１勝�
ジョルジュ（20牡鹿 ルーラーシップ）�地方未出走

２代母 ディクシーランドアチーヴァーDixieland Achiever（01 USA栗 Dixieland Band）
不出走
ディクシーローアDixielore（06� Western Expression）USA１勝
レイディヴァイ Lady Vi（08 牝 Tale of the Cat）USA３勝，Lady Fingers S‐R
ジルバブ Jillbab（15牡 Kappa）�SAU５勝
モズヒルMoz'hill（16 牡 Roaring Fever）�SAU３勝

３代母 サンダーアチーヴァー Thunder Achiever（93 USA栗 Thunder Puddles）
USA７勝，ファーストフライトＨ‐G2，East View S‐R，New York Stallion
Fifth Avenue S‐R，Iroquois H‐R ２着，New York Stallion Park Avenue S
‐R ２着
サンダラスリーThunderously（99 牝 Wild Again）USA出走

サンダーエスティメイト Thunderestimate（04� Western Expression）US
A４勝，New York Stallion Cab Calloway S‐R

サンダラスジェム Thunderous Gem（16牝 Gemologist）USA２勝，Arlin
gton‐Washington Lassie S‐L ２着，Animal Kingdom S２着，A
ustintown Filly Sprint S２着，etc.

ストリートゲイム Street Game（08牡 Street Cry）USA８勝，ヒルプリンスＳ
‐G3，Dave S，Ashley T. Cole S‐R ３着，etc.

４代母 アンセニアンガール Anthenian Girl（85 USA栗 Noble Nashua）USA３勝，
Niagara S‐R ２着，Bouwerie S‐LR ３着
［子］ アンセニアンサンダー Anthenian Thunder（96 牝 Cure the Blues）US

A３勝，Bouwerie S‐R，Park Avenue S‐R ３着

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

117 ピュアゴシップ２０２１ �・鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

ピュアプライズ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Pure Prize Heavenly Prizeピュアゴシップ ディクシーランドアチーヴァー Dixieland Band

��
��
�Dixieland Achiever栗USA 2009 Thunder Achiever

1l
Northern Dancer M4×M5 Hail to Reason S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アナザーワールド（13鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：３〕
モーゲン（19牡栗 モーリス）�入着
ミヤジシャルマン（20牡黒鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ロイヤルアタック（01栗 ＊ジェネラス）�４勝，北日本新聞杯，日本海ダービ
ー２着
ゴールデンアタック（08牡 スターリングローズ）２勝
カリスマアキラ（09牡 スターリングローズ）２勝，�３勝��
ブラックムーン（12牡 アドマイヤムーン）８勝，京都金杯‐G3，米子Ｓ‐L，キャピ

タルＳ‐L，中京記念‐G3 ３着，六甲Ｓ‐LR ３着，etc.，障害１勝，��１勝
プロブレム（15牝 カネヒキリ）�１勝��

３代母 ヌーベルマリエ（90栗 ＊リヴリア）不出走
イシノケーティング（99牡 ＊アジュディケーティング）��７勝

４代母 ＊プケコ（82 USA栗 Tom Rolfe）USA１勝
［子］ オルカインパルス（95牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，アネモネＳ‐OP ２

着，小倉日経ＯＰ‐OP ３着，京洛Ｓ，etc.
サドンデス（91牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，�１勝
ゼウス（88牡 Conquistador Cielo）入着，�６勝�３勝

［孫］ オラクルメサイア（04牡 ＊クロフネ）�２勝�14 勝，建依別賞３着
ピンウィール（09牝 キングカメハメハ）４勝
サクシード（07	 ＊タイキシャトル）入着，��５勝
インパット（13牝 ＊コンデュイット）�３勝

［曾孫］ マドルガーダ（17牝 ＊タートルボウル）２勝，天草特別２着

５代母 スワンプナース Swamp Nurse（72 USA栗 Dr. Fager）USA４勝
［子］ フェニー Fenny（79牝 Sir Gaylord）USA１勝
［孫］ フェードタッチ（90牡 ＊ワツスルタツチ）２勝，中京３歳Ｓ‐OP ３着，若竹賞

オブラディオブラダ（89牡 ＊ブレイヴエストローマン）
３勝�入着 10回

販売申込者・所有者： タバタファーム＝日高町美原 �0146-47-9707
生 産 牧 場： タバタファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

118 アナザーワールド２０２１ 牡・栗 ５／ 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

＊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アナザーワールド ＊ジェネラス

��
��
�ロイヤルアタック鹿 2013 ヌーベルマリエ

＊プケコ 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 リミックスアルバム（10黒鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（14）〕
ミサコ（15牝芦 ＊クロフネ）入着，�２勝
コスモリミックス（16牡青 ＊トビーズコーナー）入着２回，��11 勝��１勝
ニューフィー（18牝鹿 ＊マクフィ）入着２回，��出走
ニシノジャズ（19牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�入着

２代母 トゥハーモニー（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
スペシャルブレイド（05牡 サクラバクシンオー）２勝，さざんかＳ‐OP ３着，仁山

特別２着
レオウィザード（06牡 ＊タイキシャトル）２勝，ひめさゆり賞３着
レオプライム（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，心

斎橋Ｓ，中京スポーツ杯，なずな賞
フェニックスソード（08牡 ネヴァーフォゲット）１勝
ビジュアルサポート（09牝 ＊ストラヴィンスキー）�８勝
コンコード（12牡 ＊エンパイアメーカー）入着，障害３勝，�２勝
コイヲダキシメヨウ（14牝 ＊ワークフォース）１勝
ダイアトニック（15牡 ロードカナロア）�８勝，スワンＳ‐G2，阪急杯‐G3，函館

スプリントＳ‐G3，安土城Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ３着，etc.

３代母 エアレジェーロ（94鹿 ＊アレミロード）１勝
チュニジアンブルー（06牡 アッミラーレ）３勝，オーロラ特別，芍薬賞，�15 勝�

入着３回�	，福永洋一記念２着，etc.

４代母 ＊アルパインスウイフト（83 USA黒鹿 Storm Bird）IRE 出走
［子］ トウカイシャネル（93牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
［孫］ ローマンエンパイア（99牡 サクラローレル）４勝，京成杯‐Jpn3，大阪城

Ｓ‐L，弥生賞‐Jpn2 ２着，etc.，
１勝，種牡馬
［曾孫］ ヴォーグトルネード（09牡 ネオユニヴァース）６勝，ブリリアントＳ‐L，

ブラジルＣ‐LR ３着，ＢＳＮ賞‐L ３着，etc.
シラヤマヒメ（09牝 サクラローレル）�１勝�	１勝，関東オークス
‐Jpn2 ３着，戸塚記念２着

販売申込者・所有者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640
生 産 牧 場： 田中スタッド
飼 養 者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640

119 リミックスアルバム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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスリミックスアルバム ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥハーモニー黒鹿 2010 エアレジェーロ

＊アルパインスウイフト 2d
KingmamboM3×S4 Nureyev S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ホームタイム（08 GB栗 Dubai Destination）FR１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：海外－４（16）〕
シェアージオナー Share The Honour（13 GB�栗 Shamardal）IRE２勝，IRE

障害１勝
ホワットアウェルカムWhat AWelcome（14 GB�栗 Nathaniel）�GB・SAU

・BHR10 勝
スペースバンディット Space Bandit（15 GB�栗 Shamardal）�GB・UAE３勝
サンチャート Sunchart（17 GB�鹿 Teofilo）�GB・IRE１勝，Devoy S‐L

２着，Martin Molony S‐L ２着，Vinnie Roe S‐L ２着
ファイトユアコーナー Fight Your Corner（18 GB牡栗 Helmet）�海外未出走
サウンドエトワール（19牝栗 Nathaniel）�出走

２代母 レッドスリッパ－ズ Red Slippers（89 USA栗 Nureyev）GB・FR・USA３
勝，サンチャリオットＳ‐G2，Virginia S‐L
レッドブリッジ Redbridge（94牡 Alleged）GB・UAE３勝，Leicester Mercury

S‐L，Doonside C‐L ３着，Jebel Ali S‐L ３着，Sheikh Maktoum
Al Maktoum Challenge R3‐L ３着

リードネスRedones（96 牡 Seeking the Gold）GB・UAE・SAU４勝，種牡馬
ウェストウィンドWestWind（04牝 Machiavellian）FR・IRE・UAE２勝，仏オ

ークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G1 ３着
イースタンジョイEastern Joy（06牝 Dubai Destination）FR１勝

イフティマル Ihtimal（11 牝 Shamardal）GB・UAE４勝，メイヒルＳ‐G2，
ＵＡＥオークス‐G3，スイートソレラＳ‐G3，UAE One Thousand Gui
neas‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

＊サンダースノー（14牡 Helmet）GB・FR・IRE・USA・UAE８勝，ドバイワール
ドＣ‐G1（２回），ジャンプラ賞‐G1，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1，
アルマクトゥームチャレンジＲ２‐G2，ＵＡＥダービー‐G2，etc.，種牡馬

イースタンワールド EasternWorld（17� Dubawi）�GB・UAE３勝，マハ
ブアルシマール‐G3，Dubai Creek Mile‐L ２着

３代母 モ－ニングディヴォ－ションMorning Devotion（82 USA栗 Affirmed）GB
・USA１勝，フィリーズマイル‐G3 ３着，ランカシャーオークス‐G3 ４着

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

120 ホームタイム２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
＊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

＊

ドバイデスティネイション Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Dubai Destination Mysterialホームタイム レッドスリッパ－ズ Nureyev

��
��
�Red Slippers栗GB 2008 Morning Devotion

4k
Nureyev M3×S5×M5 Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4
Northern Dancer M4×S5
価格： 購買者：



母 オースミミズホ（10鹿 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別（芝 2200）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（５）〕
オースミヌーベル（16牡芦 ＊クロフネ）１勝，��１勝�
ニシノルーチェ（17牝鹿 ルーラーシップ）��２勝
ライジングサン（18牝鹿 ロードカナロア）��２勝�入着

２代母 オースミハルカ（00鹿 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
ナリタキングロード（08牡 ディープインパクト）１勝，�２勝�
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Ｇ
Ｐ‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

オースミフブキ（11牝 マンハッタンカフェ）入着２回，�２勝
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
オースミジョージ（15牡 ＊ノヴェリスト）�３勝�入着４回
オースミレーヴ（16牡 ＊ノヴェリスト）��８勝
ナリタサーガ（17� エピファネイア）��２勝
ナリタブルホーク（18牡 ロードカナロア）入着，��１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 �0146-27-4378
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

121 オースミミズホ２０２１ 牡・鹿 ５／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールオースミミズホ フサイチコンコルド

��
��
�オースミハルカ鹿 2010 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
Alydar S4×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 アンシェンヌヴィル（15鹿 ディープインパクト）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊レーヴドフィユ（05 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
レーヴアンシャンテReve Enchante（10 牝 Medaglia d'Oro）不出走

ドリームイットイズDream It Is（15 牝 Shackleford）USA・CAN３勝，スカ
イラヴィルＳ‐G3，MyDear S‐L，Star Shoot S‐L ３着

ロジストーム（13牡 Unbridled's Song）１勝，��４勝�７勝，絆Ｃ，シアンモア
記念，赤松杯，白嶺賞，青藍賞２着，etc.

デザートフロンティアDesert Frontier（14� ＊エンパイアメーカー）�USA１勝
パラダイスアレイ（18牡 ハーツクライ）��７勝

３代母 ボスラシャム Bosra Sham（93 USA栗 Woodman）GB７勝，英１０００ギニー
‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，フィリーズマイル‐G1，プリンスオヴウェイルズ
Ｓ‐G2，ブリガディアジェラルドＳ‐G3，etc.
ローズベルク Rosberg（01 牡 A.P. Indy）USA・CAN・UAE５勝，プレミアーズ

Ｓ‐G3，S. W. Randall Plate２着，種牡馬

４代母 コルヴェヤ Korveya（82 USA栗 Riverman）FR・ITY３勝，クロエ賞‐G3，
P. des Lilas‐L，バグッタ賞‐G3 ３着，セーネオワーズ賞‐G3 ４着
［子］ ＊ヘクタープロテクター（88牡 Woodman）GB・FR９勝，仏２０００ギニー‐G1，

ジャックルマロワ賞‐G1，仏グランクリテリヨム‐G1，etc.，種牡馬
＊シャンハイ（89牡 Procida）FR・ITY・USA３勝，仏２０００ギニー‐G1，

P. Montenica‐L，イスパーン賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬
［孫］ ＊シーロ（97牡 Woodman）FR・IRE・USA５勝，リュパン賞‐G1，セク

レタリアトＳ‐G1，仏グランクリテリヨム‐G1，etc.，種牡馬
インターナリーフローレス Internallyflawless（06 牝 Giant's Causeway）
USA・CAN２勝，デルマーオークス‐G1，ミエスクＳ‐G3 ２着

ユトレヒトUtrecht（04牝 ＊ロックオブジブラルタル）FR２勝，クロエ賞‐G3
バイオグラファー Biographer（09� Montjeu）GB・IRE３勝，Noel
Murless S‐L，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G2 ２着，Esher S
‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

122 アンシェンヌヴィル２０２１ 牡・鹿 ５／ ８

＊

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アンシェンヌヴィル
＊ Storm Cat

��
��
�レーヴドフィユ鹿 2015 Bosra Sham

22b
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 センセーション（11鹿 ゼンノロブロイ）３勝，仲春特別（芝 1400），マカオＪＣＴ
（芝 1200），御室特別（芝 2000）２着，猪名川特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：１〕

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

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

‐G3 ２着，あすなろ賞

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

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

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.
レイズアベール（14牝 ハーツクライ）４勝，蛍池特別，西尾特別，堀川特別２着，etc.

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

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

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

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

ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サン
ダウンマイル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，etc.，
種牡馬

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

123 センセーション２０２１ 牡・鹿 ３／２９

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルセンセーション
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2011 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
Storm Cat S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊トゥルヴァ（15 GB鹿 Frankel）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ハヤブサゲキレア（20牝鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 トロージャンクイーンTrojan Queen（06 USA鹿 ＊エンパイアメーカー）FR
１勝
エマージェント Emergent（13 牝 Oasis Dream）IRE１勝，デリンズタウンスタッ

ド１０００ギニーＴＲ‐G3 ３着，Salsabil S‐L ３着
サンガリウス Sangarius（16 牡 Kingman）�GB４勝，ハンプトンコートＳ‐G3，

Quebec S‐L，Flying Scotsman S‐L，ハクスリーＳ‐G2 ２着，ブリガ
ディアジェラルドＳ‐G3 ２着，etc.

イージーン Ezine（19牝 Showcasing）�IRE１勝

３代母 バンクスヒル Banks Hill（98 GB鹿 ＊デインヒル）GB・FR・USA５勝，ジ
ャックルマロワ賞‐G1，コロネイションＳ‐G1，ＢＣターフ牝馬‐G1，サンドリ
ンガム賞‐G2，仏１０００ギニー‐G1 ２着，etc.
アイディアルワールド Ideal World（05 牡 Kingmambo）FR４勝，P. de Reux

‐L，P. Pelleas‐L，ニエル賞‐G2 ２着，種牡馬
ロマンティカ Romantica（09 牝 Galileo）FR・USA４勝，ジャンロマネ賞‐G1，

ノネット賞‐G2，アレフランス賞‐G3，etc.
ブルンネラ Brunnera（18 牝 Dubawi）�GB２勝，Beckford S‐L ２着

４代母 ハシリ Hasili（91 IRE 鹿 Kahyasi）FR４勝，P. des Sablonnets‐L，P.
des Lilas‐L ２着，P. Imprudence‐L ２着
［子］ シャンゼリゼ Champs Elysees（03 牡 ＊デインヒル）FR・ITY・USA・C

AN６勝，ハリウッドターフカップ‐G1，カナディアンインターナシ
ョナルＳ‐G1，ノーザンダンサーターフＳ‐G1，etc.，種牡馬

インターコンティネンタル Intercontinental（00 牝 ＊デインヒル）GB・F
R・USA13 勝，メイトリアークＳ‐G1，ＢＣターフ牝馬‐G1，ギャラ
クシーＳ‐G2，etc.

カシーク Cacique（01牡 ＊デインヒル）GB・FR・USA７勝，マンノウォ
ーＳ‐G1，マンハッタンＨ‐G1，ダニエルヴィルデンシュタイン賞
‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： 富田ステーブル＝浦河町西舎 �090-9089-6771

124 トゥルヴァ２０２１ �・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キズナ
＊ Storm Cat

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

＊

フランケル Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Frankel Kindトゥルヴァ トロージャンクイーン ＊エンパイアメーカー

��
��
�Trojan Queen鹿GB 2015 Banks Hill

11
デインヒルM4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ディアレストトリックスキ（04 USA鹿 Proudest Romeo）USA11 勝，ラブレア
Ｓ‐G1，エイグリームＨ‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3，Sunshine Millions
Filly &Mare Sprint S‐R
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：海外－４（７），地方－２（４）〕
ザゲイトキーパーThe Gatekeeper（10 USA�鹿 Ghostzapper）USA３勝
ディアレストワンDearest One（11 USA牝鹿 Macho Uno）USA１勝

パウエル Powell（16� Munnings）�USA・CAN３勝，Ontario Jockey Cl
ub S，Woodstock S‐L ２着，Frontier Utilities Turf Sprint S３
着，Tom Ridge S３着

マイオーサムマムMy Awesome Mom（13 USA牝栗 Awesome Again）USA２勝
リツィーローズRitzy Rose（14 USA牝鹿 ハットトリック）USA・CAN１勝
コリンズクレスト（16牡栗 ヴィクトワールピサ）�２勝
マジック（18牡黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝
トウシンハナ（19牝栗 ジャスタウェイ）�出走

２代母 トリックスキ Trickski（98 USA鹿 Peteski）USA１勝，Dixie Miss S３着
ファスターザンフラッシュ Faster Than Flash（05� Proudest Romeo）USA・

CAN10勝
ロックスターステイタスRock Star Status（12 牡 Street Cry）USA７勝
グレイスカイGray Sky（13� Tapit）USA４勝，マットウインＳ‐G3 ２着

３代母 イクスプローシヴトリックExplosive Trick（89 USA鹿 Phone Trick）US
A３勝
トリッキーバンド Tricky Band（96牝 Dixie Brass）USA２勝，RainbowMiss S‐R
トリッキーストーム Tricky Storm（99� Summer of Storms）USA19 勝，Spor

t of Kings Futurity，Minstrel S，JohnMcSorley S３着
トリッキートルースTricky Truth（00 牝 Proudest Romeo）USA８勝

トラケラ Tra Kela（10 牝 Kela）USA５勝，Bob Bryant S‐R ３着
サテライトフォン Satellite Phone（05牝 Stark Ridge）USA１勝，Catcharisin

gstar S２着
ミスコンティMiss Conti（06 牝 Lightnin N Thunder）不出走

エアアソールト Air Assault（12� Air Commander）�USA11 勝，Tisho
mingo S‐R，Jim Thorpe S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �0146-42-1477
生 産 牧 場： ㈲服部牧場
飼 養 者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �090-8906-7169

125 ディアレストトリックスキ２０２１ 牡・鹿 ２／２０

＊

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

＊

プラウデストロミオ Proud Truth

�
�
�
�
�

��
��

�Proudest Romeo Dearest Induディアレストトリックスキ トリックスキ Peteski

��
��
�Trickski鹿USA 2004 Explosive Trick

26
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アイアムノココロ（07青鹿 フジキセキ）１勝，���１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－１（４）〕
レークサイド（16牡鹿 ルーラーシップ）�２勝�２勝
ダンツガゼール（17牝青鹿 ルーラーシップ）１勝
ヒロノクイーン（18牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
テーオースパロー（19牡黒鹿 ルーラーシップ）�１勝，もみじＳ‐OP（芝 1400）２

着，さざんか賞（芝 1200）２着

２代母 ＊コマーサント（00 FR鹿 Marchand de Sable）FR・USA４勝，ＥＰテイラ
ーＳ‐G1，プシュケ賞‐G3，フラワーボールＳ‐G1 ２着，フロール賞‐G3 ２着，
ペネロープ賞‐G3 ３着
ウィッシュ（08牝 ディープインパクト）入着４回

エンドーツダ（16牝 ＊タートルボウル）２勝
ベストディール（09牡 ディープインパクト）３勝，京成杯‐G3，百日草特別
オーダードリブン（13牡 ディープインパクト）１勝，鞍ケ池特別３着，糸魚川特別３着
ペルソナデザイン（16� ハーツクライ）２勝，国分寺特別２着，��１勝

３代母 デセプシヨンDeception（93 FR鹿 Tropular）FR入着３回
デフラシヨンDeflation（99� Marchand de Sable）FR４勝，G.P. Inter‐Regio

nal des 3ans‐L ２着，FR障害１勝

４代母 ブラッシングオークBlushing Oak（87 FR鹿 ＊クリスタルグリツターズ）FR
入着２回

５代母 オークワンドOakWand（69 USA黒鹿 Never Bend）USA３勝
［子］ ネヴァーサイNever Cye（80牡 Cyane）USA７勝，Chesapeake H，

General Charles B. Lyman H‐R ２着，Native Dancer H‐L
３着，etc.，種牡馬

［孫］ ハーバーマスター Harbour Master（95 牡 Bluebird）GB・FR・IRE・H
KG２勝，コヴェントリーＳ‐G3，フィーニクスＳ‐G1 ３着

カロライナブルーズ Carolina Blues（92� Mari's Book）USA10 勝，
Pennsylvania Futurity‐R，Fred Brodbeck Memorial S‐R ２着，
Horatius S２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

126 アイアムノココロ２０２１ �・鹿 ３／１５

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーアイアムノココロ
＊ Marchand de Sable

��
��
�コマーサント青鹿 2007 Deception

1c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オートロンシャン（11黒鹿 ＊クロフネ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
タッカーハート（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）��未出走��１勝
バイオエックス（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�出走

２代母 ティーアイディップ（02鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
コスモロビン（08牡 ゼンノロブロイ）５勝，目黒記念‐G2 ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，

緑風Ｓ，迎春Ｓ，グッドラックＨ，etc.
セレッソフロリード（10牝 サクラバクシンオー）入着，�１勝
ラペルトワ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，唐戸特別３着
メガミノキセキ（14牝 ゼンノロブロイ）��１勝
ドリームスピリット（15牡 ディープブリランテ）３勝，町田特別，青嵐賞２着，北

海Ｈ２着，開成山特別２着，陣馬特別３着

３代母 ＊シェーマ（95 USA栗 Silver Hawk）不出走
リンクシェーマ（00牝 ダンスインザダーク）１勝

マイネルアリオン（06牡 ＊アグネスデジタル）１勝，尖閣湾特別３着
ヴァカンス（11牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝，ローレル賞２着

４代母 カパズ Capades（86 USA栗 Overskate）USA11 勝，セリマＳ‐G1，マッチ
メイカーＳ‐G2，ニューヨークＨ‐G2，アシーニアＨ‐G3，カンタベリーオーク
ス‐G3，etc.
［子］ キャップベイノ Cap Beino（93牝 Lyphard）USA３勝，Lilac S，

Miss Indy Anna S
［孫］ メインイディションMain Edition（16牝 Zoffany）GB・IRE・GER６勝，

独１０００キニー‐G2，アルバニーＳ‐G3，スイートソレラＳ‐G3，etc.
メイジャーカドーMajor Cadeaux（04牡 Cadeaux Genereux）GB・F
R・IRE・HKG４勝，サンダウンマイル‐G2，ジョンオヴゴーントＳ
‐G3，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬

ビーチファイアー Beachfire（07� Indian Haven）GB５勝，Wolfert
on H‐L，GB障害１勝

グローリアスグレイGlorious Grey（07牡 Highest Honor）ITY３勝，
P. Roma Vecchia‐L ２着

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

127 オートロンシャン２０２１ �・黒鹿 ２／１８
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューオートロンシャン ＊ジェイドロバリー

��
��
�ティーアイディップ黒鹿 2011 ＊シェーマ

19
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊アトラクティヴレディ（12 GB栗 Teofilo）FR１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
マンドリーヌMandoline（18 IRE 牝鹿 Muhaarar）�FR出走
キャンドルスティックCandle Stick（19 FR牡栗 Lope de Vega）�FR出走

２代母 ルミエールルージュ Lumiere Rouge（99 FR栗 Indian Ridge）FR入着５回
ルミエールノワール Lumiere Noire（04 牝 Dashing Blade）FR・GER４勝，G.

P. der H.T.P.‐L，Europa‐Sprint‐L ２着
ウィチタWichita（17 牡 No Nay Never）GB・FR・IRE３勝，英パークＳ

‐G2，サマーヴィルタタソールＳ‐G3，英２０００ギニー‐G1 ２着，セント
ジェイムズパレスＳ‐G1 ３着，デューハーストＳ‐G1 ３着，etc.

ルミエールアストラーレ Lumiere Astrale（05 牝 Trempolino）FR１勝，P. de T
hiberville‐L ３着
テーマアストラル Theme Astral（11� Cape Cross）FR１勝，リュテース賞

‐G3 ３着
デザートブランDesert Blanc（08牡 Desert Style）FR・USA９勝，マンハッタン

Ｈ‐G1，パン賞‐G3，P. de Tourgeville‐L，フォートマーシーＳ‐G3 ２着，
プランスドランジュ賞‐G3 ３着，種牡馬

エルディアマンテEl Diamante（09 牝 Royal Applause）GB出走
アジンコート Agincourt（15 牝 ＊デクラレーションオブウォー）�GB４勝，

Rosemary S‐L，デュークオヴケンブリッジＳ‐G2 ２着，Conqueror
S‐L ２着，Pipalong S‐L ２着，Pipalong S‐L ３着

３代母 ルーメンデイ Lumen Dei（84 USA黒鹿 Raise a Native）FR入着３回，P
. de Lieurey‐L ３着
シニュディヴァン Signe Divin（91 牡 Bering）GB・FR・ITY・USA４勝，クリテ

リヨムドメゾンラフィット‐G2，ダフニス賞‐G3，P. du Haras de la Huderie
‐L，etc.，種牡馬

イゾラディエルバ Isola d'Elba（93牝 Diesis）FR２勝
カヒアソラ Kahyasola（04 牝 Kahyasi）FR１勝，Criterium de l'Ouest‐L

２着，レゼルヴォワール賞‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

128 アトラクティヴレディ２０２１ �・鹿 ３／２８
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

＊

テオフィロ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Teofilo Speirbheanアトラクティヴレディ ルミエールルージュ Indian Ridge

��
��
�Lumiere Rouge栗GB 2012 Lumen Dei

10
Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 ホーマンピクシー（07栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－１（４）〕
ネイビーブルー（13牡鹿 ネオユニヴァース）４勝，上総Ｓ（Ｄ1800）２着，エール

Ｓ（芝 2000）３着，��出走���出走
トモジャヴァリ（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
ビオレイメル（16牝栗 ＊ワイルドラッシュ）２勝
コパノリッチマン（17牡栃栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝，伊勢Ｓ（Ｄ1900）２着，矢

作川特別（Ｄ1800）２着，�４勝��入着�，黒潮盃（Ｄ1800）２着，北海優駿
（Ｄ2000）３着，王冠賞（Ｄ1800），旭岳賞（Ｄ2000）２着

サクラジェンヌ（19牝栗 ＊ドレフォン）�入着

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.

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
アキノクリンチ（11牝 ＊クロフネ）１勝，�１勝�入着
タイユール（12牡 ＊ワイルドラッシュ）３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

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： ㈱前谷牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-5983-9711
生 産 牧 場： 前谷 武志
飼 養 者： ㈱前谷牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-5983-9711

129 ホーマンピクシー２０２１ 牡・栗 ３／ ９

＊

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 ＊マンファスホーマンピクシー
＊

＊ブラックタイアフェアー

��
��
�タイトーク栗 2007 ＊ハイランドトーク

4
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5 Buckpasser S5×S5
Raise a Native S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アドマイヤマリリン（10栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ココクラッシュ（18牝鹿 モーリス）２勝
ブロンドケリー（19牡栗 エピファネイア）�１勝

２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
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，白富士Ｓ‐L ２着，新潟記念
‐G3 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，ディープインパクトＣ３着

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，甲東特別，福寿草特別２着，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，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.

アドマイヤロッキー（00� マヤノトップガン）３勝，タケシバオーメモリアル，ゆ
りかもめ賞，あすなろ賞２着，幕張特別３着

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，兵
庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着

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，京都記念‐G2 ２着，中山記念‐G2 ３着，etc.

アドマイヤカンナ（03牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ゴールデンブーツＴ，グリー
ンチャンネルＣ，壇之浦特別２着，利尻特別３着

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，赤倉特別，二王子特別，�２勝

３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

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

130 アドマイヤマリリン２０２１ 牡・栗 ４／１５

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアドマイヤマリリン
＊ Be My Guest

��
��
�アドマイヤラピス栗 2010 Elevate

1l
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ダイヤモンドギフト（08栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－５（15）〕
キザシ（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，��３勝��入着
ビークイック（13牡栗 ＊シニスターミニスター）３勝，��３勝
プレシャスクイン（14牝栗 ＊バトルプラン）入着，��４勝
ホリーセクション（15牝栗 ＊タートルボウル）�２勝�１勝�入着
フラッフィーベア（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）２勝
エドノフェリーチェ（17牝芦 ゴールドシップ）�３勝，信夫山特別（芝 2600），湾

岸Ｓ（芝 2200）２着，日本海Ｓ（芝 2200）２着，潮来特別（芝 2500）２着，早春Ｓ
（芝 2400）３着，迎春Ｓ（芝 2200）３着，オリオンＳ（芝 2200）３着，尼崎Ｓ
（芝 2400）３着，青嵐賞（芝 2400）３着

モンストルシチー（18牡黒鹿 フェノーメノ）�出走，�２勝

２代母 ダイヤモンドクイン（98鹿 ＊ラムタラ）��５勝
ブリリン（06牝 ＊タイキシャトル）��６勝

シャフトオブライト（15牡 ディープスカイ）�３勝，藻岩山特別，高山Ｓ２着，
タイランドＣ２着，寿Ｓ３着，ムーンライトＨ３着，etc.

ダークブレイズ（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝
アルテ（11� マツリダゴッホ）４勝，中京スポーツ杯，羊ヶ丘特別２着，フローラ

ルウォーク賞２着，石狩特別３着
サトノハーデス（12牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
フォーラウェイ（13牡 スズカマンボ）３勝，荒川峡特別，胎内川特別，札幌日刊ス

ポーツ杯２着，魚沼特別２着，鴨川特別２着，etc.

３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
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
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.
ウメノアスコット（89牝 ＊ラツキーソブリン）１勝

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，ＪＢＣ
スプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

131 ダイヤモンドギフト２０２１ 牡・芦 ３／ 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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayダイヤモンドギフト ＊ラムタラ

��
��
�ダイヤモンドクイン栗 2008 ハギノトツプレデイ

＊マイリー 7e
Hail to Reason M4×S5 Sanctus S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒラボクウィン（08栗 ＊ワイルドラッシュ）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－４（19）〕
スカイサーベル（14牡栗 ディープスカイ）��13 勝��２勝�，平和賞（Ｄ1600），

青藍賞（Ｄ1600）３着，トウケイニセイ記念（Ｄ1600）３着
ヒラボクラターシュ（15牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）４勝，福島民友Ｃ‐L（Ｄ1700），

レパードＳ‐G3 ２着，ラジオ日本賞‐OP（Ｄ1800），���出走��１勝�
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ２着

ベルフラカン（17	青鹿 フェノーメノ）��１勝��１勝�
リターンギフト（18牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）�１勝��

２代母 ＊エンキャンタドゥ（97 USA栗 Rahy）USA入着２回
ブラックジュニア（04牡 ＊クロフネ）１勝
ヒラボクキング（07牡 キングカメハメハ）６勝，平安Ｓ‐G3，平城京Ｓ，鳥取特別
ヒラボクレジェンド（11牡 ディープスカイ）４勝，大津特別３着
パワーウーマン（12牝 ＊ハービンジャー）３勝，小牧特別，熱田特別
ヒラボクミライ（13牡 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 フローラミラ Floramera（91 USA黒鹿 Seattle Slew）USA４勝，ヴァージ
ニアＨ‐G3 ３着，Dispute S‐R ３着
バウンドレスクエストBoundless Quest（99 牝 GoneWest）USA１勝

ボニーアンドクライド Bonny and Clyde（06牝 Auguri）CHI６勝，ミルギニー
ズ‐G1，サルバドルヘスリべロス大賞‐G2，カルロスＡナバロ賞‐G3，etc.

オーシャンクエストOcean Quest（07 牝 Ocean Terrace）CHI２勝，ミルギ
ニーズ‐G1

ファウナ Fauna（00牝 Woodman）USA出走
ファウナシルヴェストレ Fauna Silvestre（06 牝 Bernstein）ARG２勝
フォンドフィホ Fondo Fijo（12 牡 Zensational）ARG５勝，アイルラン
ド賞‐G3，フェリックスデアルサガウンスエ大賞‐G1 ３着，ビアモン
テ将軍賞‐G3 ３着

フォーエクアドル For Ecuador（16 牡 Orpen）ARG２勝，P. Criadores Ar
gentinos del Sangre Pura‐L，サンティアゴルーロ賞‐G2 ３着

フォンドトロピカル Fondo Tropical（17 牡 Zensational）�ARG４勝，
ブエノスアイレス市大賞‐G1，ＵＳＡ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

132 ヒラボクウィン２０２１ 牡・栗 ５／１５

＊

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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkヒラボクウィン
＊ Rahy

��
��
�エンキャンタドゥ栗 2008 Floramera

4r
Mr. Prospector S4×S5 Seattle SlewM4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 クィーンアマポーラ（13青鹿 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）〕
ピュアブラッド（18�鹿 オルフェーヴル）�１勝
ブレーヴジャーニー（19牡鹿 ドリームジャーニー）�出走
ゴレイジョウ（20牝鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 リトルアマポーラ（05黒鹿 アグネスタキオン）５勝，エリザベス女王杯‐G1，
愛知杯‐G3，クイーンＣ‐Jpn3，マーメイドＳ‐G3 ３着，エリザベス女王杯‐G1
４着，etc.，優３牝
エバーハーモニー（12牡 キングカメハメハ）入着３回，�２勝
エジステンツァ（14� キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ３着，是政特別３着，障害１勝
ラカージェ（15牡 ＊ノヴェリスト）１勝
スーザフォン（17牡 エピファネイア）�１勝
ルティレ（18牝 モーリス）��２勝��

３代母 リトルハーモニー（95鹿 ＊コマンダーインチーフ）３勝，甲武特別２着，大津
特別３着
サブリナシューズ（02牝 ＊エルコンドルパサー）不出走

ラブフール（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，野島崎特別，
日田特別，etc.
オールイズウェル（16牡 ルーラーシップ）�３勝，シンガポールＴＣ賞，
紅葉Ｓ２着，節分Ｓ２着，etc.

イネオレオ（06牡 ダンスインザダーク）２勝，白百合Ｓ‐OP ３着，ゆきやなぎ賞，
江坂特別３着

４代母 ルイジアナピット（85鹿 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，武庫川Ｓ，白藤賞，etc.，
優古牝
［子］ ショウナンラヴァー（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，開成山特別２着

コランディアクイン（92牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，かもめ島特別３着，
火の山特別３着

［孫］ サザンツイスター（00牡 ダンスインザダーク）６勝，烏丸Ｓ，兵庫特別，
三田特別，etc.

販売申込者・所有者： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

133 クィーンアマポーラ２０２１ 牡・鹿 ３／ ６
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスクィーンアマポーラ アグネスタキオン

��
��
�リトルアマポーラ青鹿 2013 リトルハーモニー

＊コランデイア 9e
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×M5 ミユキカマダS4×M5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 コイヲダキシメヨウ（14鹿 ＊ワークフォース）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
エリカエクラ（20牝青鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

２代母 トゥハーモニー（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
スペシャルブレイド（05牡 サクラバクシンオー）２勝，さざんかＳ‐OP ３着，仁山

特別２着
レオウィザード（06牡 ＊タイキシャトル）２勝，ひめさゆり賞３着
レオプライム（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，心

斎橋Ｓ，中京スポーツ杯，なずな賞
フェニックスソード（08牡 ネヴァーフォゲット）１勝
ビジュアルサポート（09牝 ＊ストラヴィンスキー）�８勝
コンコード（12牡 ＊エンパイアメーカー）入着，障害３勝，�２勝
ダイアトニック（15牡 ロードカナロア）�８勝，スワンＳ‐G2，阪急杯‐G3，函館

スプリントＳ‐G3，安土城Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ３着，etc.

３代母 エアレジェーロ（94鹿 ＊アレミロード）１勝
チュニジアンブルー（06牡 アッミラーレ）３勝，オーロラ特別，芍薬賞，�15 勝�

入着３回��，福永洋一記念２着，etc.

４代母 ＊アルパインスウイフト（83 USA黒鹿 Storm Bird）IRE 出走
［子］ トウカイシャネル（93牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着

メイショウデンセツ（96� ＊クリスタルグリツターズ）１勝，障害２勝，
東京オータムジャンプ‐JG3 ２着

［孫］ ローマンエンパイア（99牡 サクラローレル）４勝，京成杯‐Jpn3，大阪城
Ｓ‐L，弥生賞‐Jpn2 ２着，etc.，	１勝，種牡馬

［曾孫］ ヴォーグトルネード（09牡 ネオユニヴァース）６勝，ブリリアントＳ‐L，
ブラジルＣ‐LR ３着，ＢＳＮ賞‐L ３着，etc.

シラヤマヒメ（09牝 サクラローレル）�１勝��１勝，関東オークス
‐Jpn2 ３着，戸塚記念２着

カッパツハッチ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，アイビスサマーダッ
シュ‐G3 ２着，ルミエールオータムダッシュ‐L ２着，ＵＨＢ賞‐OP
２着，etc.

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
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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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonコイヲダキシメヨウ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥハーモニー鹿 2014 エアレジェーロ

＊アルパインスウイフト 2d
Halo M4×S5 Storm Bird S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒアーズトウショウ（11栗 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４）〕
ドンヒューズ（16牡栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝，���出走
アヴァニイ（17牝栗 トーセンジョーダン）�２勝
インダミタブル（19牡鹿 トーセンジョーダン）�１勝
モルチャン（20牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 シーイズトウショウ（00鹿 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，
ＣＢＣ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，函館スプリントＳ‐Jpn3（２回），ＴＶ愛知
ＯＰ‐L，etc.
トウショウピスト（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，オーロＣ‐L，函館２歳Ｓ‐G3

３着，オパールＳ‐L ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，etc.
トウショウジャイロ（13� ダイワメジャー）２勝，医王寺特別２着
シーイズチャンプ（14牝 ダノンシャンティ）入着，��２勝
シーイズドーター（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�１勝
ブレイブメジャー（16牡 ダイワメジャー）�３勝，三鷹特別，ＴＶユー福島賞２着，

春興Ｓ３着
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，ブラジルＣ‐L ３着，春光Ｓ，etc.，

�２勝�１勝��入着２回，名古屋ＧＰ‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1 ３着，浦
和記念‐Jpn2 ３着

フリートオブフット（19牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

３代母 ジェーントウショウ（96鹿 トウショウフリート）出走
トウショウクエスト（05牡 ＊コロナドズクエスト）４勝，陽春Ｓ２着，久留米特別２

着，etc.，�１勝�１勝，白銀争覇

４代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
［子］ シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オー

クス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝
トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，
福島民報杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

［孫］ スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ
ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲エクセルマネジメント＝えりも町歌別 �01466-2-2151
生 産 牧 場： ㈲エクセルマネジメント
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

135 ヒアーズトウショウ２０２１ �・黒鹿 １／ ８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーヒアーズトウショウ サクラバクシンオー

��
��
�シーイズトウショウ栗 2011 ジェーントウショウ

＊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 グレンダロッホ（13鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ケヴィンズクロス（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
サリーギャップ（19牝鹿 ＊ドレフォン）�入着

２代母 ＊ララア（06 USA芦 Tapit）USA・CAN４勝，ハリウッドスターレットＳ‐G1，
Edgewood S‐L，Jessamine S‐L，Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf
‐L ３着
グレンマクナス（14牡 ディープインパクト）２勝，ベストウィッシュＣ３着，是政

特別３着，二王子特別３着，��３勝��
サラス（15牝 オルフェーヴル）４勝，マーメイドＳ‐G3，城崎特別，京橋特別２着，

パールＳ３着，オリオンＳ３着
セラピア（16牝 オルフェーヴル）４勝，難波Ｓ，摂津特別
シャムロックヒル（17牝 キズナ）�４勝，マーメイドＳ‐G3
ラグナキリア（18牡 ロードカナロア）��１勝

３代母 ローズオヴサマーRose of Summer（01 USA芦 El Prado）不出走
モリーマローンMolly Malone（07牝 Strong Hope）USA入着

マクフィーリーMcFeely（15� Scat Daddy）�USA５勝，John Henry S
サマーフロント Summer Front（09 牡 War Front）USA８勝，フォートローダデ

イルＳ‐G2，クリフハンガーＳ‐G3，マイアミマイルＨ‐G3，etc.，種牡馬

４代母 チェロキークロッシング Cherokee Crossing（91 USA鹿 Cherokee Colony）
USA入着８回，Ellis Park Debutante S‐L ３着，Bassinet Prelude S３着
［子］ サイフォニック Siphonic（99 牡 Siphon）USA３勝，ハリウッドフュチュ

リティ‐G1，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，ＢＣジュヴェナイル
‐G1 ３着，etc.

マウンテンガールMountain Girl（97 牝 Mountain Cat）USA４勝，
Queen S‐L，My Juliet S３着

［孫］ ルネサンスアート Renaissance Art（11� More Than Ready）IRE・H
KG５勝，QueenMother Memorial Cup‐L ２着

トータルジョイント Total Joint（12� TizWonderful）USA５勝，L
ong Branch S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲梅田牧場＝浦河町荻伏町 �0146-25-2425
生 産 牧 場： ㈲梅田牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584
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＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアグレンダロッホ
＊ Tapit

��
��
�ララア鹿 2013 Rose of Summer

4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヒストリアドリーム（10鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラインプリンス（18牡鹿 リオンディーズ）入着５回，��１勝
ヴィクターアーク（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ＊シンコウノビー（95 USA栗 Nashwan）１勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，
フラワーＣ‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着，カーネーションＣ‐OP ２
着，忘れな草賞‐OP ３着，etc.
ノビーディード（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

ノーブルディード（08牡 サクラバクシンオー）４勝，朱雀Ｓ，六波羅特別，海
老ヶ瀬特別，清水Ｓ２着，手稲山特別２着

ウインレジェンド（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，葵Ｓ‐L，橘Ｓ‐OP ２着，種牡馬
サリエル（07牝 キングカメハメハ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，アクアラインＳ，

夙川特別２着，内房Ｓ３着
リメイク（19牡 ＊ラニ）�４勝，端午Ｓ‐OP，昇竜Ｓ‐OP

ブレイクマイハート（13牝 ディープインパクト）２勝，遊楽部特別

３代母 クリスタベルChristabelle（83 USA栗 Northern Dancer）IRE 入着
ナーアイムNa‐Ayim（90牝 Shirley Heights）GB１勝

ムブケラMubkera（99 牝 Nashwan）GB１勝，Virginia S‐L ２着，Oa
ks Trial S‐L ３着
グリーンデステニーGreen Destiny（07� Marju）GB・FR・GER・UAE
・CZE・RUS８勝，ニューベリーアークトライアル‐G3，ストレンソー
ルＳ‐G3

タムリーン Tamreen（01� Bahhare）GB・FR１勝，Coupe des Trois Ans
‐L ２着，GB障害１勝

アリシドラ Alisidora（92 牝 Nashwan）IRE１勝，Silver S‐L ３着
ジュエルインザクラウン Jewel in the Crown（96牝 Seeking the Gold）IRE１勝

オールドデューテロノミーOld Deuteronomy（01牡 Storm Cat）GB・FR・I
RE・USA３勝，フィーニクスＳ‐G1 ２着，リッチモンドＳ‐G2 ２着，
Sea O Erin Breeders' CupMile H‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

137 ヒストリアドリーム２０２１ 牡・栗 ４／１０

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズヒストリアドリーム
＊ Nashwan

��
��
�シンコウノビー鹿 2010 Christabelle

14f
Northern Dancer M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 シンコームーン（09栗 ＊フォーティナイナーズサン）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
コングールテソーロ（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
ベルベストエバー（18牡栗 リアルインパクト）��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： ㈲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

138 シンコームーン２０２１ 牡・鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoシンコームーン サクラローレル

��
��
�シンコールビー栗 2009 ＊ダズリンデセプション

23b
Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ミーシャレヴュー（09鹿 アグネスタキオン）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
モントブレッチア（19牝黒鹿 キズナ）�出走

２代母 ネームヴァリュー（98鹿 Honour and Glory）４勝，��６勝，帝王賞‐Jpn1，
ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，エンプレス杯‐Jpn2 ３
着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古馬
ピサノエミレーツ（05牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，フェアウェルＳ，丹沢Ｓ，箱

根特別，etc.，�１勝��入着，大井記念２着，せきれい賞
スマートヴァリュー（06牡 ＊ブライアンズタイム）��５勝
スマートアルティラ（07牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

スマートアルタイル（15牡 ＊ヘニーヒューズ）�５勝，天王山Ｓ‐OP，ブラッド
ストーンＳ，新涼特別２着，�入着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着

フォレノワール（10牝 アグネスタキオン）１勝
ハッピーヴァリュー（11牝 ゼンノロブロイ）出走

ヘルメット（16牝 ＊タイキシャトル）３勝，シンガポールＴＣ賞
ゲンパチマイティー（17牡 スマートファルコン）�２勝，大須特別３着

３代母 ＊マジソンカウンティ（91 USA鹿 Seattle Slew）USA入着

４代母 スティールアキス Steal a Kiss（83 USA鹿 Graustark）USA４勝，シープス
ヘッドベイＨ‐G2，ラフィアンＨ‐G1 ２着，デラウェアＨ‐G1 ２着，マスケッ
トＳ‐G1 ２着，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，etc.
［子］ ファイアークレスト Firecrest（98 牝 ＊サザンヘイロー）IND４勝，Gol

conda St. Leger‐LR ３着，Nizam's Gold Cup‐LR ３着
［孫］ ドゥーマDuma（10牝 Phoenix Tower）IND９勝，Sri Krishnaraja W

adiyar Memorial Trophy‐LR，New Year Cup‐L ２着，Mah
araja's Cup‐L ２着，etc.

ディクシーキスDixie Kiss（02 牝 Chimes Band）USA３勝，El Paso
Times H２着，La Fiesta H２着

［曾孫］ キスマイヘネシー Kiss My Hennessy（10� Roll Hennessy Roll）USA
11 勝，Copper Top Thoroughbred Futurity‐R，Rio Grande Sen
or Futurity‐R，Mt. Cristo Rey H‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

139 ミーシャレヴュー２０２１ �・鹿 ２／１０
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ーシャレヴュー Honour and Glory

��
��
�ネームヴァリュー鹿 2009 ＊マジソンカウンティ

19b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ポリネイター（07 IRE 栗 Motivator）GB２勝，メイヒルＳ‐G2，Newbury Filli
es' Trial S‐L ３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
ステラリア（18牝黒鹿 キズナ）�２勝，忘れな草賞‐L（芝 2000），エリザベス女王

杯‐G1 ２着，ベゴニア賞（芝 1600）２着
ヴィーガン（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��１勝

２代母 セアノサスCeanothus（94 IRE 栗 Bluebird）GB入着２回
プリンスヘクターPrince Hector（99� ＊ヘクタープロテクター）GB３勝
コンペティタ－Competitor（01� Danzero）GB８勝
ウェディングパーティWedding Party（02 牝 ＊グルームダンサー）GB２勝，Ra

dley S‐L ２着
パーティドクター Party Doctor（07� Dr Fong）GB・FR４勝，Winkfield

S‐L ２着，Midsummer S‐L ３着，Chesham S‐L ３着
ドリームウェディングDreamWedding（10牝 Medicean）FR・GER１勝，Ko

lner Zweijahrigen Trophy‐L ２着，Kronimus Rennen‐L ２着
ローズブライト Rosebride（14 牝 Mayson）GB２勝，ファースオヴクライドＳ

‐G3 ２着
シグニフィカントリー Significantly（18� Garswood）�GB・IRE３勝，
Dragon S‐L ２着

３代母 ゴールデンブルームGolden Bloom（85 IRE 栗 Main Reef）不出走
ゴールデンポンドGolden Pond（93牝 Don't Forget Me）GB・FR・USA７勝，

オーキッドＨ‐G2，スワニーリヴァーＨ‐G3，P. de la Cochere‐L
スウェインズゴールド Swain's Gold（01 牝 Swain）USA３勝
ジャックホブズ Jack Hobbs（12 牡 Halling）GB・IRE・UAE５勝，愛ダービ
ー‐G1，ドバイシーマクラシック‐G1，セプテンバーＳ‐G3，etc.，種牡馬

ブラジリアン Brazilian（02 牝 ＊ストラヴィンスキー）USA４勝，Lemhi Go S
ラマラゲーニャ La Malaguena（09牝 English Channel）USA８勝，F
irecracker S，Wintergreen S，Kentucky Downs Ladies Marat
hon S２着

ゴールデンウェルズGoldenWells（98� Sadler's Wells）GB・IRE３勝，チェス
ターヴァーズ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲谷口牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5463
生 産 牧 場： ㈲谷口牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

140 ポリネイター２０２１ 牡・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

モティヴェイター Montjeu

�
�
�
�
�

��
��

�Motivator OutWestポリネイター セアノサス Bluebird

��
��
�Ceanothus栗IRE 2007 Golden Bloom

4h
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アイランドクイーン（15鹿 ネオユニヴァース）入着
初仔

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

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

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

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

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

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

コルデトゥリーニ（16牝 ダイワメジャー）１勝，つわぶき賞３着
ミステリーウェイ（18� ジャスタウェイ）�１勝，タイランドＣ２着

ジプシーマイラブ（09牝 Manduro）１勝
ナリタピクシー（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，西海賞３着

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

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

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

ワイラWaila（10 牝 Notnowcato）GB２勝，Aphrodite S‐L，Pontefra
ct Castle S‐L ２着，Silver Cup‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

141 アイランドクイーン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスアイランドクイーン
＊ Green Desert

��
��
�ローズジプシー鹿 2015 Krisalya

7a
Danzig S3×M4 Kris M4×M4

価格： 購買者：



母 レジュールダムール（07鹿 Kingmambo）３勝，福島放送賞（Ｄ1700）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
レッドヴィクター（14�鹿 ディープインパクト）�２勝
レッドアウローラ（16牝鹿 ディープインパクト）２勝

２代母 ＊フェアリーバラード（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
＊グレイスフルソング（05牝 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，二王子特別，二本松特

別，飯盛山特別２着，御在所特別２着，道新スポーツ賞３着，etc.
＊ブレンダ（06牝 ＊ロックオブジブラルタル）入着

レッドアトゥ（14牝 ＊カジノドライヴ）５勝，東大路Ｓ，納屋橋Ｓ２着，和布刈
特別２着

グラッツィア（08牡 キングカメハメハ）６勝，ラジオ日本賞‐OP，ブラジルＣ‐OP
２着，etc.，障害１勝，���入着３回，川崎記念‐Jpn1 ３着，日本ＴＶ盃
‐Jpn2 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着

スーパームーン（09牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，ＡＲ共和
国杯‐G2 ３着，ディセンバーＳ‐L ２着，白富士Ｓ‐L ３着，アイルランドＴ
‐L ３着，etc.

３代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
＊レディバラード（97牝 Unbridled）５勝，��２勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，クイー

ン賞‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着
ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－ＮＩＫ

ＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬
スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，ハリウッド

ターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ウルフトーンWolfe Tone（01牡 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Paddy Powe

r S‐L，ムアズブリッジＳ‐G3 ３着，種牡馬
＊ミレニアムウイング（03牡 Sadler's Wells）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，青嵐賞，支

笏湖特別，etc.
イディリケYdillique（05牝 Sadler's Wells）FR入着４回

シーチェンジ Seachange（17牝 Siyouni）�FR４勝，コンセイユドパリ賞‐G2，
P. de la Pepiniere‐L，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： アシュビル㈱＝愛知県名古屋市 �03-3475-0707
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

142 レジュールダムール２０２１ 牡・鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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�
�

＊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

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueレジュールダムール
＊ Sadler's Wells

��
��
�フェアリーバラード鹿 2007 Angelic Song

12c
Halo S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 アンシェルブルー（07黒鹿 マンハッタンカフェ）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，セ
ントウルＳ‐G2 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，ターコイズＳ‐L（芝 1600）３
着，ヴィクトリアマイル‐G1 ５着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
シゲルチキュウ（17�栗 キングカメハメハ）�１勝
モズマンジロウ（18�鹿 モーリス）�１勝
アジュール（19牝黒鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 ＊バードキャット（89 USA栗 Storm Cat）不出走
ヒシバイタル（96牝 ＊トニービン）１勝，矢車賞２着

バイタルスタイル（07牝 スペシャルウィーク）４勝，鎌ケ谷特別，三春駒特別，
ひめさゆり賞

ソルレヴァンテ（09牡 キングカメハメハ）４勝，オリエンタル賞，南相馬特別，
日高特別２着，東雲賞２着

ヒシマリオン（99牝 バブルガムフェロー）１勝
ウインギガシャトル（05牡 ＊タイキシャトル）１勝

３代母 ウィールドWield（78 USA黒鹿 ＊ジヤツジヤー）不出走
＊ウェルデン（84牝 Danzig）不出走

アルサーリヤフAlsaariyah（88牝 Diesis）GB入着２回
ドラルネグロDolar Negro（96牡 Clackson）BRZ11 勝，P. Semana Int
ernacional‐L ２着，種牡馬

ブレスマイソウル（97牝 タマモクロス）出走
ケンブリッジレーザ（03牡 ＊タイキシャトル）４勝，小倉記念‐Jpn3 ３着，
淡路特別，背振山特別，etc.

バタインBattine（86 牝 Topsider）不出走
バトロワイヤルBatroyale（96 牝 Green Forest）不出走
マクシマイズMaximise（03� Inner City）IND８勝，Darley Arabian
S‐LR，Stayers' Cup‐L ２着，C. N. Wadia Gold Cup‐L ３着，etc.

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

143 アンシェルブルー２０２１ 牡・黒鹿 １／２７
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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアンシェルブルー
＊ Storm Cat

��
��
�バードキャット黒鹿 2007 Wield

5h
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 メジェルダ（13鹿 ディープインパクト）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，りんど
う賞（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
メディーヴァル（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�３勝，夙川特別（Ｄ1400）３着，

寒椿賞（Ｄ1400）３着

２代母 メリュジーヌ（06鹿 ＊フレンチデピュティ）３勝
メリオール（12牝 キングカメハメハ）�出走

メルテッドハニー（17牝 カレンブラックヒル）�１勝，マーガレットＳ‐L ２着
タイセイブリリオ（19牡 ディープブリランテ）�１勝，メルボルンＴ２着，万

両賞３着
ミントフレイバー（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��７勝
ストレルカ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝

３代母 メジェール（97鹿 ＊タバスコキャット）５勝，天王山特別，白鳥大橋特別，御
池特別，香春岳特別，安芸Ｓ２着，etc.
ハングインゼア（04牝 ＊タイキシャトル）１勝

キングワールド（17牡 トゥザワールド）��１勝�５勝�入着４回，北日本新
聞杯３着

クロワラモー（07牝 スペシャルウィーク）３勝，宇治川特別，奥只見特別，クリス
マスキャロル賞２着，etc.
オーパキャマラード（16牝 ＊ダンカーク）２勝，ＨＴＢ杯３着

４代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
［子］ マヤノセイリュウ（00牝 マヤノトップガン）１勝，御在所特別３着，松浜

特別３着
ゴールドロジャー（08牡 ＊タイキシャトル）３勝，くすのき賞３着

５代母 ＊ビベ（85 USA栗 Nureyev）GB・USA４勝，Santa Lucia H‐LR
［子］ ピ－トスキ Peteski（90 牡 Affirmed）USA７勝，モルソンイクスポート

ミリオン‐G2，Breeders' S‐R，Prince of Wales S‐R，etc.，
種牡馬

フミノウインダム（03牡 フジキセキ）２勝，犬山特別，飯盛山特別３着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �090-3115-0905

144 メジェルダ２０２１ �・鹿 ２／１８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
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�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアメジェルダ ＊フレンチデピュティ

��
��
�メリュジーヌ鹿 2013 メジェール

＊カスパースカイゴールド 20
Storm Cat S4×M5 Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊シェルシーカー（04 GB鹿 Machiavellian）FR出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（22）〕
ヘミングウェイ（10�黒鹿 ネオユニヴァース）２勝，シンザン記念‐G3 ２着，三

木特別（芝 1800），飛鳥Ｓ（芝 1800）３着，元町Ｓ（芝 1800）３着，�２勝��
ロザムンデ（12牝青鹿 ＊パイロ）�１勝�５勝
マイティ（13�栗 ディープスカイ）�９勝��１勝
アストロノーティカ（14牡鹿 ネオユニヴァース）３勝
オイスターシーカー（16牡青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�入着５回�
ジュエルシーカー（18牝黒鹿 ハーツクライ）�出走，�３勝

２代母 ウィライーフWilayif（88 USA鹿 Danzig）GB１勝
ワイラウォンダーWilawander（93 牡 Nashwan）GB１勝，サガロＳ‐G3 ２着
トワイライトセレネイドTwilight Serenade（94牝 RainbowQuest）不出走

ヤングナイト Young Knight（10� Al Samer）AUS２勝，WATC Raconte
ur S‐L ２着

モーニングプライドMorning Pride（97 牝 Machiavellian）FR３勝，ボワ賞‐G3
フラッシング Flashing（06牝 A.P. Indy）USA６勝，テストＳ‐G1，ガゼルＳ

‐G1，ナッソーカウンティＳ‐G3，マザーグースＳ‐G1 ３着，プレスク
アイルダウンズマスターズＳ‐G3 ３着
フラッドライト Floodlight（13 牡 Medaglia d'Oro）FR・AUS３勝，G
.P. du Lion d'Angers‐L，ギシュ賞‐G3 ２着，ラクープドメゾンラフィ
ット‐G3 ３着

ワリーフWhaleef（98� Darshaan）GB３勝，Churchill S‐L ３着，GB障害
５勝

ロッホカトリン Loch Katrine（02 牝 Selkirk）FR出走
シーロード Sea Lord（12牡 Admiralofthefleet）IND３勝，Golconda 2000 Gui

neas‐L ２着，Ramniwas Ramnarain Ruia Gold Cup‐L ３着

３代母 カマー Kamar（76 CAN鹿 Key to the Mint）USA７勝，Canadian Oak
s‐LR，Duchess S，Yearling Sales S‐R，Princess Elizabeth S‐LR
２着，Ontario Colleen H３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

145 シェルシーカー２０２１ 牡・黒鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

マキアヴェリアン Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Machiavellian Coup de Folieシェルシーカー ウィライーフ Danzig

��
��
�Wilayif鹿GB 2004 Kamar

14c
Halo S4×M4 Lyphard S5×S5 NatalmaM5×M5

価格： 購買者：



母 アスカクイン（11栗 スペシャルウィーク）３勝，木古内特別（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 グローバルソング（04栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
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
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，香取特別
アスカショウダイ（14牡 ＊コンデュイット）�２勝�
アスカリアン（15牝 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 グロリアスバラッド（98鹿 Kingmambo）入着
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
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

４代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝
［孫］ 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
［曾孫］ 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

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

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

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

スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，
ハリウッドターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

146 アスカクイン２０２１ 牡・栗 ３／２４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールアスカクイン ＊ブライアンズタイム

��
��
�グローバルソング栗 2011 グロリアスバラッド

＊マプティットジョリィ 12c
Deputy Minister S4×S5 Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×M5
Hail to Reason S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊フェアリーズ（11 AUS鹿 Medaglia d'Oro）AUS入着２回
〔産駒馬名登録数：３〕
ビッグマンアットナイトBig Man At Night（18 AUS牡鹿 Dissident）�海外未出走
アイオブジェクト Iobject（19 AUS�黒鹿 Dissident）�海外未出走

２代母 リンキーディンク Rinky Dink（00 AUS鹿 Distorted Humor）USA・AUS
６勝，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1，TTC Tasmanian Oaks‐L，
VRCOttawa S‐L，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3 ２着，
ＳＡＪＣナショナルＳ‐G3 ２着，etc.
ガラハGalah（08牡 Redoute's Choice）AUS５勝，ＢＲＣＱＴＣカップ‐G2，Ｖ

ＲＣカーバインクラブＳ‐G3，MRCGothic S‐L，ＭＲＣサンダウンギニー
ズ‐G2 ３着，ＶＲＣチャタムＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ミニアチャーMiniature（10 牝 Exceed And Excel）AUS４勝，BRC Juanmo S
‐L ２着，ＡＴＣＰＪベルＳ‐G3 ３着
ミクロMicro（18� Medaglia d'Oro）�AUS１勝，ＶＲＣサイアーズプロデ

ュースＳ‐G2 ３着
バンタムBantam（12� Exceed And Excel）AUS１勝
ピグミー Pygmy（13牝 New Approach）AUS３勝，ＢＲＣクイーンズランドオー

クス‐G1 ２着
タイニータジTiny Taj（14 牝 Sepoy）AUS３勝
アマチュリシュAmateurish（17 牝 Brazen Beau）AUS１勝

３代母 ピービンガプリンセス Peebinga Princess（91 AUS鹿 Southern Appeal）
AUS４勝，ＳＡＪＣスエッテナムスタッドＳ‐G3 ２着，MRC Laurent‐Perrier
S‐L ３着

４代母 ピービンガスター Peebinga Star（81 AUS黒鹿 Abdicating）AUS１勝，
SAJC Dequetteville S‐L ２着
［孫］ ディンクムスターDinkum Star（02 牝 Happy Giggle）AUS４勝，ＳＡ

ＪＣライトニングＳ‐G3 ２着，SAJC Dequetteville S‐L ３着
［曾孫］ ストライクム Strykum（12牝 Stryker）AUS２勝，SAJCQueen Adelai

de S‐L

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

147 フェアリーズ２０２１ �・栗 ２／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスネオリアリズム
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー栗 2011 What a Reality

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayフェアリーズ リンキーディンク Distorted Humor

��
��
�Rinky Dink鹿AUS 2011 Peebinga Princess

3e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊アップワードスパイラル（10 GB栗 Teofilo）GB・USA２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
スパイラルノヴァ（18牡黒鹿 キズナ）�３勝，アイビーＳ‐L（芝 1800）３着，東雲

賞（芝 1800），スピカＳ（芝 1800）２着，再度山特別（芝 1800）３着，エリカ賞
（芝 2000）３着

インアスピン（19牝栗 モーリス）�出走

２代母 ウェルシュケイクWelsh Cake（03 GB鹿 ＊ファンタスティックライト）GB１勝
アルゴムリーAl Gomry（12� Exceed And Excel）GB・FR・QAT７勝
チーカデラノーチェChica de La Noche（14牝 Teofilo）GB７勝
マーリンズベアードMerlin's Beard（18� Dark Angel）�GB４勝

３代母 フブザKhubza（90 GB鹿 Green Desert）GB１勝
トランスアイランド Trans Island（95牡 Selkirk）GB・FR・IRE・GER・ITY７勝，ロ

ンポワン賞‐G2，ダイオメドＳ‐G3，Dubai Duty Free C‐L，etc.，種牡馬
ウェルシュディーヴァWelsh Diva（99牝 Selkirk）GB・ITY３勝，セルジオクマ

ニ賞‐G3，Rosemary S‐L，Conqueror S‐L ２着
フィットヤーン Fityaan（08� Haafhd）GB・UAE５勝，メイダンスプリント

‐G3，Jebel Ali Sprint‐L ２着（２回）
デイムシャーリーDame Shirley（09 牝 Haafhd）GB出走
バロンサムディ Baron Samedi（17� HarbourWatch）�GB・FR・IR
E・USA・UAE・SAU７勝，ベルモントＧＣＳ‐G2，コンセイユドパリ
賞‐G2，ヴィンテジクロップＳ‐G3，etc.

カウンKawn（02牝 Cadeaux Genereux）GB出走
ジェイエムジャクソン Jm Jackson（17牝 No Nay Never）�GB入着４回，

Sandown National S‐L ２着
サインフォザモーメント Singforthemoment（19 牝 No Nay Never）�FR１

勝，Grand Criterium de Bordeaux‐L
ウェルシュアンセムWelsh Anthem（06牝 Singspiel）GB１勝

ドリームデュバイDream Dubai（13� Kyllachy）GB・UAE・CHA１勝，パ
ヴィリオンＳ‐G3 ２着

クリークサイド Creekside（08� Dubai Destination）IRE２勝，メルドＳ‐G3 ３
着，GB障害２勝

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

148 アップワードスパイラル２０２１ 牡・鹿 ３／１３
＊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

＊

テオフィロ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Teofilo Speirbheanアップワードスパイラル ウェルシュケイク ＊ファンタスティックライト

��
��
�Welsh Cake栗GB 2010 Khubza

1l
Halo S4×S5 Danzig S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ムツミマーベラス（07黒鹿 マーベラスサンデー）�16 勝，福山３歳牝馬特別（Ｄ1600），
福山ＣｈＳ（Ｄ1800），福山２歳優駿（Ｄ1250），福山ダービー（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（４）〕
ムツミサムソン（12牝青鹿 メイショウサムソン）�３勝
ゼッコーチョー（13牡黒鹿 メイショウサムソン）�１勝
ウルトラマリン（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）�５勝，大阪スポーツ杯‐OP
（Ｄ1200），ＮＳＴ賞‐OP（Ｄ1200）２着，千葉Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，上越Ｓ
（Ｄ1200），洲本特別（Ｄ1400）

ウィンターアゲイン（19牡芦 ＊クリエイターⅡ）入着，���出走

２代母 キャサリンクリスタ（00青鹿 ＊クリスタルグリツターズ）��１勝
ムツミイングランド（06牡 ニューイングランド）�６勝��，キングＣ２着，若駒

賞２着，福山ダービー３着
アポロジェニー（08牝 アドマイヤジャパン）１勝
トミケンスプリング（09牝 スズカマンボ）２勝
パルパルムツミ（12牝 ハーツクライ）�３勝

３代母 マチカネカルメン（89鹿 ＊スリルシヨー）１勝
メルシーエイタイム（02牡 ＊チーフベアハート）１勝，障害５勝，中山大障害‐JG1，

東京ハイジャンプ‐JG2，中山グランドジャンプ‐JG1 ２着（２回），etc.，優障害

４代母 マチカネアスカ（82鹿 ＊パーソロン）３勝，八瀬特別
［子］ マチカネヒオドシ（88牡 ＊モガミ）４勝，すばるＳ‐OP ３着，松前特別，

みなみ北海道Ｓ，etc.
マチカネモユル（87牝 ＊ノーザンテースト）２勝，アザレア賞

［孫］ マチカネハテンコウ（94牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，鹿島特別，安房特別
２着，安達太良Ｓ３着，etc.，	１勝

マチカネウソブキ（00牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，鎌ケ谷特別，初日
の出賞２着，津軽海峡特別３着，etc.，障害１勝

マチカネラッパ（96牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，舞浜特別，舞浜特別
２着，陣馬特別３着，障害１勝

［曾孫］ カツヨトワイニング（06牝 ＊トワイニング）２勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，
サフラン賞，
８勝�入着７回�������，サマーＣ３着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
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

149 ムツミマーベラス２０２１ 牡・栗 ３／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサームツミマーベラス ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�キャサリンクリスタ黒鹿 2007 マチカネカルメン

＊ダンスタイム 11c
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 イチリュウ（10鹿 キングヘイロー）��３勝，桜花賞（Ｄ1600），東京プリンセス
賞（Ｄ1800）２着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
アイタイ（16牡栗 ヴィクトワールピサ）�２勝
トップブランド（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）入着４回，�１勝

２代母 キハク（93鹿 ＊アサティス）３勝，麒麟山特別
ハネダレンジャー（99牡 フジキセキ）３勝，韓国馬事会杯２着，猪苗代特別３着
レーザーズエッジ（02牡 ＊グラスワンダー）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ３着，阿

寒湖特別２着，稲村ヶ崎特別２着
プリモタイム（04牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝

ディーズプリモ（13牝 ＊シニスターミニスター）��５勝，東京湾Ｃ，クラウン
Ｃ３着

ヒガシウィルウィン（14牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�４勝��５勝，ジャ
パンＤダービー‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2 ２着，北海道２歳優駿‐Jpn3
２着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ５着，etc.，ＮＡＲ年
代表，ＮＡＲ優３牡

スリーグランド（17牡 ＊シニスターミニスター）�４勝，グリーンチャンネルＣ
‐L ２着，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ‐L ３着，バレンタインＳ‐OP，etc.，
��１勝�入着，黒船賞‐Jpn3 ２着

ホウザン（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，�１勝�入着
��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着

ブンブイチドウ（07牡 ＊アフリート）�２勝��入着９回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２
着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，東京湾Ｃ２着，平和賞２着，羽田盃３着，etc.

スーパーノヴァ（12牡 ＊サウスヴィグラス）入着３回，��入着９回��２勝�３勝
	３勝�入着
，九州大賞典，はがくれ大賞典２着，佐賀王冠賞３着，佐賀ス
プリングＣ３着

タイニーダンサー（13牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝�，関東オークス
‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，クイーン賞
‐Jpn3 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優２牝

３代母 ウイニングベット（85鹿 アローエクスプレス）２勝

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

150 イチリュウ２０２１ 牡・鹿 ３／ ３

＊

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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローイチリュウ ＊アサティス

��
��
�キハク鹿 2010 ウイニングベット

＊プロポンチス 4d
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5×M5 Sir Ivor S5×M5
価格： 購買者：



母 クイーンズシアター（11鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
クイーンオブロード（19牝鹿 ロードカナロア）出走，�地方未出走
フェスティヴビップ（20牡鹿 ロードカナロア）�未出走

２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，ベゴニア賞，シドニーＴ３着

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

ダイワブレード（02� ＊サンデーサイレンス）入着４回，�２勝
ダイワパンテーラ（03牡 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�２勝�５勝
クィーンスプマンテ（04牝 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.
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��
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
クサナギノツルギ（07牝 デュランダル）入着，�２勝
デンカノホウトウ（10牡 デュランダル）�10 勝
ロージーチークス（12牝 デュランダル）	１勝

３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
フリースピリツト（86牝 ＊リアルシヤダイ）出走

エリットビーナス（96牝 ＊ジェイドロバリー）入着３回
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

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.

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
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

151 クイーンズシアター２０２１ �・栗 ３／２６
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クイーンズシアター サクラユタカオー

��
��
�センボンザクラ鹿 2011 ダイナフランダース

＊レデイフランダーズ 4r
ウインドインハーヘアM3×S4 Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 メリートーン（13鹿 ＊クロフネ）４勝，河口湖特別（Ｄ1400），銀嶺Ｓ（Ｄ1400）２
着，銀蹄Ｓ（Ｄ1400）３着，三河Ｓ（Ｄ1400）３着
初仔

２代母 モンクール（09鹿 ディープインパクト）出走
ロフティフレーズ（15牝 ロードカナロア）４勝，市川Ｓ，ノエル賞，ｔｖｋ賞２着，

白井特別２着，秋風Ｓ３着，etc.
メロウヴォイス（19牝 ロードカナロア）�１勝

３代母 プレシャスキール（95栗 ＊ノーザンテースト）１勝
プレシャスフラワー（01牝 ＊サンデーサイレンス）出走

プレシャスエルフ（06牝 ＊コロナドズクエスト）不出走
キアロスクーロ（13� ＊スタチューオブリバティ）４勝，マーガレットＳ
‐LR ２着，橘Ｓ‐OP ２着，宇治川特別，etc.

メイショウカズサ（17牡 ＊カジノドライヴ）�５勝，プロキオンＳ‐G3，etc.，
�１勝��１勝�入着�，浦和記念‐Jpn2，白山大賞典‐Jpn3，etc.

ナスケンウインド（02牡 フジキセキ）２勝，釧路湿原特別２着
サンライズレクサス（03牡 ＊フォーティナイナー）５勝，宮崎競馬１００年記念，天草

特別，ドンカスターＣ，etc.
ヒカリシャトル（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，スピ

カＳ，名鉄杯，etc.
サンライズクォリア（07牡 キングカメハメハ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，etc.，

�入着��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着
サンライズワールド（10� サンライズペガサス）３勝，早鞆特別２着，津軽海峡特

別３着，吹田特別３着

４代母 マルゼンキール（81栗 ＊ボールドラツド）１勝
［孫］ 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
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

販売申込者・所有者： ㈲笠松牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2402
生 産 牧 場： ㈲笠松牧場
飼 養 者： ㈲笠松牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2402

152 メリートーン２０２１ 牡・鹿 ４／ ９
＊ 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メリートーン ディープインパクト

��
��
�モンクール鹿 2013 プレシャスキール

＊シル 5g
サンデーサイレンス S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プレシャスメイト（12鹿 ステイゴールド）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
プレシャスソウル（19牡鹿 エピファネイア）�入着

２代母 トウカイパートナー（98鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
ドライマンハッタン（04牡 マンハッタンカフェ）��２勝
パートナーシップ（06牝 ＊タイキシャトル）１勝，��２勝
ウォーターサウンド（07牡 ＊タイキシャトル）１勝
ラプターフィリー（09牝 ＊タイキシャトル）入着３回，�４勝
ストゥーディアス（10牝 ＊プリサイスエンド）１勝
グローバルチェンジ（11牝 アドマイヤジャパン）�４勝

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
キャトルセゾン（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

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，etc.

ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，etc.，�８勝
��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着

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，etc.
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ドリームセーリング（07牡 ＊クロフネ）５勝，美浦Ｓ，松前特別，etc.，障害２
勝，京都ジャンプＳ‐JG3，etc.

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： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

153 プレシャスメイト２０２１ �・青鹿 ４／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュプレシャスメイト ＊ブライアンズタイム

��
��
�トウカイパートナー鹿 2012 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 カヒリ（09鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
マヒオレ（18牡栗 エピファネイア）�２勝
プリマヴィータ（19牝栗 ＊ハービンジャー）�入着
ポリゴンウェイヴ（20牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝

２代母 エイグレット（00栗 ＊サンデーサイレンス）３勝
ミトラ（08� ＊シンボリクリスエス）９勝，金鯱賞‐G2，福島記念‐G3，ニューイヤ

ーＳ‐L，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，オールカマー‐G2 ３着，etc.
ネオヴァロン（11牡 ジャングルポケット）１勝
モンドアルジェンテ（12牡 ＊クロフネ）５勝，赤富士Ｓ，是政特別，��１勝，スパ

ーキングサマーＣ２着
フィビュラ（13牝 ＊クロフネ）２勝，月岡温泉特別２着
ダークプリンセス（14牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
グレンガリー（15� ＊ハービンジャー）�４勝，日本海Ｓ，ホンコンＪＣＴ，甲斐路

Ｓ３着
バスクベレー（16� ロードカナロア）２勝
ホウオウサミット（18牡 ロードカナロア）�２勝，恵山特別
バーリンギャップ（19牝 ＊クロフネ）�１勝

３代母 ノーザンプリンセス（91栗 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，
キャピタルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，奥多摩Ｓ２着，ひいらぎ賞２着
グリーンセイヴァー（97牡 サクラユタカオー）２勝，古町特別２着
トーセンビーイング（98牡 ＊トニービン）３勝，富里特別，奥尻特別２着，湯浜特別

２着，etc.
トーセンテンショウ（99牡 ＊トニービン）５勝，秋川特別，ハクチカラメモリアル，

バレンタインＳ２着，etc.，種牡馬

４代母 ウイルプリンセス（83鹿 ＊サンプリンス）１勝，相馬特別３着
［孫］ メイショウサムソン（03牡 ＊オペラハウス）９勝，天皇賞（秋）‐G1，天皇

賞（春）‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，優３牡，特別賞，種牡馬
［曾孫］ アスコットシチー（09牡 ＊ケイムホーム）４勝，ＮＳＴ賞‐L ２着，桶狭間

Ｓ，清里特別，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

154 カヒリ２０２１ 牡・栗 ４／ ９

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスカヒリ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイグレット鹿 2009 ノーザンプリンセス

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 シータトウショウ（03鹿 ジェニュイン）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－４（30）〕
トウショウノーヴァ（08牡鹿 サクラバクシンオー）２勝
マリントウショウ（09牝青鹿 ＊キャプテンスティーヴ）２勝
トウショウプライド（10牡栗 ローエングリン）１勝，�14 勝�２勝�３勝�，百万

石賞（Ｄ2100），金沢スプリングＣ（Ｄ1900）２着，百万石賞（Ｄ2100）２着，オ
ータムＣ（Ｄ1900）２着，中日杯（Ｄ2000）３着，サマーＣ（Ｄ1400）３着

トウショウブランド（11牡青鹿 ＊スタチューオブリバティ）入着，��７勝�１勝
トニーシャルマン（13牝鹿 ＊ファルブラヴ）��１勝
スナイプトウショウ（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）�２勝
ミュークレグルス（18牡鹿 トーセンジョーダン）���入着４回
エコロドラゴン（19牡鹿 ラブリーデイ）�１勝
テイエムリオンディ（20牡鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ジェーントウショウ（96鹿 トウショウフリート）出走
シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，ＣＢＣ賞

‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，函館スプリントＳ‐Jpn3（２回），ＴＶ愛知ＯＰ‐L，etc.
トウショウピスト（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，オーロＣ‐L，函館２歳Ｓ

‐G3 ３着，オパールＳ‐L ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，etc.
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，ブラジルＣ‐L ３着，春光Ｓ，etc.，

�２勝�１勝��入着２回，名古屋ＧＰ‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1
３着，浦和記念‐Jpn2 ３着

トウショウクエスト（05牡 ＊コロナドズクエスト）４勝，陽春Ｓ２着，久留米特別２
着，渡月橋Ｓ３着，�１勝�１勝，白銀争覇

３代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 坂本 春雄＝新ひだか町静内西川 �090-7653-0059
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

155 シータトウショウ２０２１ 牡・鹿 ３／２４
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ジェニュイン ＊クルーピアレディーシータトウショウ トウショウフリート

��
��
�ジェーントウショウ鹿 2003 コーニストウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
ダンデイルートM4×M5

価格： 購買者：



母 エレンボーゲン（16鹿 ブラックタイド）入着
初仔

２代母 ＊ショアー（99 GER黒鹿 Acatenango）GER２勝
シャイニンググローリー Shining Glory（07 牝 Konigstiger）FR・GER４勝，G.

P. der Eilert‐Bauunternehmung‐L
ショウナンバーズ（08牡 Tiger Hill）３勝，姫川特別，新緑賞，佐渡特別２着，定山

渓特別２着，箱根特別３着，etc.，障害１勝
エックスマーク（09牡 ディープインパクト）５勝，白富士Ｓ‐L ２着，アイルランド

Ｔ‐L ２着，アンドロメダＳ‐L ３着，レインボーＳ，阿賀野川特別，etc.
アドマイヤシーマ（11牝 ディープインパクト）３勝，糺の森特別，矢車賞
イモータル（13� マンハッタンカフェ）１勝，共同通信杯‐G3 ２着，サウジアラビ

アＲＣ（重賞）‐L ２着，西部スポニチ賞２着
シュバルツボンバー（15� ディープブリランテ）�２勝，甲東特別２着

３代母 ソーセジュラス So Sedulous（91 USA鹿 The Minstrel）GB・FR・GER２勝
サッチモ Satchmo（96� Surumu）GER４勝，Ittlingen‐Pokal‐L，FR・GER

障害３勝
スビアーコ Subiaco（97牡 Monsun）GB・GER６勝，ゲルリンク賞‐G2，ベティ

バークレイレネン‐G3，ブレーメン経済大賞‐G3，etc.
ストームトルーパー Storm Trooper（00 牡 Monsun）GB・FR・GER・USA・NO

R・SWE・DEN３勝，G.P. der Stadtsparkasse Dortmund‐L，ドイツ賞
‐G1 ２着，独ダービー‐G1 ３着，etc.

シロッコ Shirocco（01牡 Monsun）GB・FR・GER・ITY・USA７勝，ＢＣターフ
‐G1，コロネイションＣ‐G1，独ダービー‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，
英ジョッキークラブＳ‐G2，フォワ賞‐G2，etc.，種牡馬

セプテンバーストーム September Storm（02牡 Monsun）GER３勝，Bremen D
erby‐Trail‐L，種牡馬

スウィッシュ Swish（05牝 Monsun）不出走
ローマンターボ Roman Turbo（17� Holy Roman Emperor）�IRE・HKG

３勝，アングルシーＳ‐G3

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

156 エレンボーゲン２０２１ 牡・鹿 ３／ ９

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアエレンボーゲン
＊ Acatenango

��
��
�ショアー鹿 2016 So Sedulous

2e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラフェクレール（07栗 スペシャルウィーク）入着４回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－１（１）〕
サクレディーヴァ（13牝芦 ＊クロフネ）３勝，デイジー賞（芝 1800）３着
エピックアン（15牡芦 ＊クロフネ）�３勝，清里特別（Ｄ1400）２着，大倉山特別
（Ｄ1700）２着，鎌倉Ｓ（Ｄ1400）３着，中京スポーツ杯（Ｄ1400）３着

エイカイキャロル（16牝鹿 ロードカナロア）１勝，医王寺特別（芝 1200）２着，�
�１勝

アウゲンブリック（19牡黒鹿 ロードカナロア）�入着

２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，東京新聞杯‐Jpn3，東スポ杯３歳Ｓ‐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
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
タイキデスティニー（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝
マカロンドナンシー（06牝 ダンスインザダーク）１勝

メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�３勝，山陽特別

３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
キャビネットレヴェルCabinet Level（81 牝 General Assembly）GB１勝

クル－ンカラ Clooncara（87 牝 King of Clubs）ITY５勝，Criterium Nazion
ale‐LR，P. Vittorio Crespi‐L，キウスーラ賞‐G3 ３着，etc.

ライジングスピリッツRising Spirits（85 牝 Cure the Blues）IRE・USA２勝
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.
ヒタノエルナンドGitano Hernando（06牡 Hernando）GB・IRE・USA
・UAE・HKG・SIN７勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，米グッドウッド
Ｓ‐G1，愛ダイアモンドＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・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

157 ラフェクレール２０２１ 牡・栗 ３／２１

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊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フェクレール ＊ノーザンテースト

��
��
�アドマイヤマカディ栗 2007 ＊ミセスマカディー

14b
Halo M4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ヘイローフジ（03栗 キングヘイロー）６勝，京阪杯‐G3 ３着，尾張Ｓ‐OP（芝 1200），
長岡京Ｓ（芝 1400），朱雀Ｓ（芝 1600）３着，トリトンＳ（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（９），地方－２（11）〕
ローレルベローチェ（11牡栗 サクラバクシンオー）６勝，淀短距離Ｓ‐L（芝 1200），

シルクロードＳ‐G3 ２着，浜松Ｓ（芝 1200），壬生特別（芝 1200）
スーサンヘイロー（12牝鹿 アドマイヤムーン）入着，�６勝
キョウワビースト（17牡栗 オルフェーヴル）�４勝��１勝
シャイニングフジ（18牝鹿 ドゥラメンテ）�３勝，丹波特別（芝 1600），太宰府特

別（芝 1800）２着，志摩Ｓ（芝 1600）３着，都井岬特別（芝 2000）３着
ベジェサ（19牝鹿 イスラボニータ）�出走

２代母 ＊アサカフジ（95 USA鹿 Seeking the Gold）２勝，中之島特別，壬生特別２
着，胡蝶蘭賞２着，鞍馬特別３着
キョウワロアリング（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，中京日

経賞，芦屋川特別，有田特別，賢島特別２着，etc.
キョウワジャンヌ（08牝 ハーツクライ）３勝，秋華賞‐G1 ２着，ローズＳ‐G2 ３

着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，エクセル浜松開設記念，鹿ケ谷特別
ローレルレジェンド（09牡 ディープインパクト）２勝
ファインスカイ（10牝 アグネスタキオン）３勝，八海山特別３着
キョウワゼノビア（13牝 ハーツクライ）５勝，パラダイスＳ‐L ３着，谷川岳Ｓ‐L

３着，長岡Ｓ，福島中央ＴＶ杯

３代母 コニーズギフト Connie's Gift（86 USA鹿 Nijinsky）GB・USA５勝，ルイ
ヴィルＢＣＨ‐G2
ゴールドトークンGold Token（93牡 Mr. Prospector）USA７勝，Polynesian

S‐L，Isi Newborn Memorial H，サルヴェイターマイル‐G3 ３着，etc.，
種牡馬

レモンドロップギフト Lemon Drop Gift（04 牝 Lemon Drop Kid）不出走
ノンストップユーNonstopyou（12牝 Cima de Triomphe）ARG５勝，ディ

エゴホワイト賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884
生 産 牧 場： 協和牧場
飼 養 者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884

158 ヘイローフジ２０２１ 牡・栗 ３／１７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローヘイローフジ
＊ Seeking the Gold

��
��
�アサカフジ栗 2003 Connie's Gift

17b
Northern Dancer S5×M5×M5 Raise a Native S5×M5 Buckpasser M5×M5

価格： 購買者：



母 ヒシラガーディア（09黒鹿 マンハッタンカフェ）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
ペイシャディア（15牝黒鹿 エイシンフラッシュ）１勝
スマイルエルフ（17牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�３勝���
ティーグランパ（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝�入着�

２代母 ＊デック（97 USA鹿 Go for Gin）不出走
マンハッタンスカイ（04牡 マンハッタンカフェ）７勝，福島記念‐Jpn3，巴賞‐L，

金鯱賞‐G2 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，福島民報杯‐L ２着，etc.，種牡馬
ウインスカイハイ（06牡 マンハッタンカフェ）２勝
スカイプラネット（08牝 ネオユニヴァース）入着

マナホクレレ（17牡 スターリングローズ）��６勝����入着５回，ハヤテ
スプリント３着

マナホク（19牡 トゥザワールド）��４勝，北斗盃３着
ヒルノデイバロー（11牡 マンハッタンカフェ）４勝，スワンＳ‐G2 ２着，函館スプ

リントＳ‐G3 ２着，阪急杯‐G3 ２着，オパールＳ‐LR ２着，ＵＨＢ賞‐OP
２着，etc.，�２勝�

３代母 ロケイト Locate（91 USA鹿 Cox's Ridge）USA３勝
スカート Skirt（99 牝 Boundary）USA１勝

ユーアージアンサー You Are the Answer（04 牝 Horse Chestnut）USA２
勝，Manhattan Beach S‐L ２着，Playa del Rey S‐L ２着，Mel
air S‐R ３着
ホワッツザクエスチョンWhatsthequestion（10	 Ministers Wild Cat）
USA18 勝，Valley Forge S‐L ２着

スカートアンドアタイ Skirt and a Tie（07 牝 Old Topper）USA１勝，Go
lden Gate Debutante S３着

４代母 ファインド Find（82 USA栗 Mr. Prospector）USA３勝，Colleen S３着
［孫］ ハイリッジロード High Ridge Road（12牝 Quality Road）USA５勝，

バーバラフリッチーＳ‐G2，Thirty Eight Go Go S，ラフィアンＳ
‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
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

159 ヒシラガーディア２０２１ 牡・青鹿 ３／１８

＊

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 ＊サトルチェンジヒシラガーディア
＊ Go for Gin

��
��
�デック黒鹿 2009 Locate

3e
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 スカイトラベラー（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
タイセイアンシェル（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）入着，����２勝
ミスメイジョウ（19牝鹿 ＊バトルプラン）��１勝

２代母 ＊スカイアライアンス（98 CAN鹿 Sky Classic）USA２勝，ナタルマＳ‐G3，
Cup and Saucer S‐R
アフィリエイト（06牡 GoneWest）３勝，刈谷特別
グァンタナメラ（07牝 フジキセキ）３勝

ハバナウインド（16牡 ＊ハービンジャー）２勝，あすなろ賞
エパティック（08牝 ディープインパクト）３勝，三面川特別３着，八ヶ岳特別３着
クライベイビー（14牝 ハーツクライ）１勝，�９勝
オーデットエール（15� ハーツクライ）１勝，萩Ｓ‐LR ２着

３代母 スイフトアライアンス Swift Alliance（90 CAN鹿 ＊アフリート）USA４勝，
Belle Isle S，Star Shoot S‐L ２着
クラシックアライアンス Classic Alliance（95牡 Sky Classic）USA７勝，Sport

City H‐L，Cup and Saucer S‐R ３着，種牡馬
スイフトリークラシック Swiftly Classic（97 牝 Sky Classic）USA１勝

スカイマム Sky Mom（05牝 Maria's Mon）USA・CAN６勝，アーリントン
オークス‐G3，Sunland Park Oaks‐L，Kentucky C Juvenile Fillies S
‐L，etc.

ファミリーファースト Family First（01 牝 Belong to Me）不出走
イクステンデドファミリー Extended Family（08� Stephen Got Even）US

A２勝，OBS Championship S C&G‐R ２着
プライムルーラー Prime Ruler（04� Orientate）USA６勝，Foothill S，Su

nny Slope S３着
モディフィケイションModification（05牝 Vindication）USA３勝，ヒューマナデ

ィスタフＳ‐G1 ３着
ソーヤーズヒル Sawyer's Hill（11 牡 Spring At Last）USA６勝，デルマーダ

ービー‐G2 ２着，トワイライトダービー‐G2 ２着
ヤウポン Yaupon（17牡 Uncle Mo）USA・UAE６勝，フォアゴーＳ‐G1，

アムステルダムＳ‐G2，チックラングＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596

160 スカイトラベラー２０２１ 牡・鹿 ４／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスカイトラベラー
＊ Sky Classic

��
��
�スカイアライアンス鹿 2009 Swift Alliance

5i
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 マルヨパトリオット（08栗 ＊アルカセット）��１勝・３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（２）〕
ミスズフリオーソ（15牡栗 フリオーソ）３勝，吹田特別（Ｄ1800）２着
リングアップ（17牝栗 スマートファルコン）���１勝�１勝
ヤマタケアオイバラ（20牡鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 アフレタータ（00栗 ＊タイキシャトル）４勝，かささぎ賞，邁進特別３着
ファインチョイス（09牝 アドマイヤムーン）４勝，函館２歳Ｓ‐G3，ファンタジー

Ｓ‐G3 ３着，ＵＨＢ賞‐OP ２着，ＴＶｈ杯，ＨＴＢ杯
アットウィル（10牡 アドマイヤムーン）４勝，クローバー賞‐LR，マーガレットＳ

‐LR ３着，タンザナイトＳ‐OP ３着，彦根Ｓ，壬生特別，etc.
ブライトボイス（12牡 スペシャルウィーク）２勝，二王子特別，二本松特別２着，

�１勝
キャンディバローズ（13牝 ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ‐G3，フィ

リーズレビュー‐G2 ３着，ＨＴＢ杯３着

３代母 ＊チャイナブリーズ（91 USA鹿 Capote）USA出走
ロングターゲット（99牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，白川郷Ｓ，伊勢特別２着，

上賀茂Ｓ３着（２回），etc.
チャイナバロック（01牝 タマモクロス）２勝，若菜賞，りんどう賞３着
シーソング（04牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，����入着 10回，ノースクイー

ンＣ２着
オフクヒメ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，フェニックス賞‐OP ２着，タ

イランドＣ，ＨＴＢ杯２着，etc.

４代母 ノワーナNowanna（74 USA黒鹿 Envoy）USA出走
［子］ ナウリスンNow Listen（87牡 Miswaki）GB・USA９勝，トリプルベン

ドＨ‐G3，ダリルズジョイＳ‐G3，Louisiana Downs Breeders' Cu
p S‐L（２回），etc.，種牡馬

チックオアトゥー Chick Or Two（83牝 Topsider）USA６勝，Charl
es H. Russell H‐L，Las Cienegas H‐L ２着，Orinda H２着，etc.

［孫］ タイムリーリザーヴ Timely Reserve（84 牝 Nureyev）FR・USA２勝，
Vallejo S‐L，La Habra S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

161 マルヨパトリオット２０２１ 牡・黒鹿 ２／ ８

＊

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナマルヨパトリオット ＊タイキシャトル

��
��
�アフレタータ栗 2008 ＊チャイナブリーズ

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

価格： 購買者：



母 ＊シティウェルズ（12 CAN鹿 City Zip）CAN２勝，オンタリオコリーンＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
グラッツィエディオ（17牝栗 Tonalist）�１勝�１勝
リッケンバッカー（18牡鹿 ロードカナロア）�１勝，アーリントンＣ‐G3 ２着，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着，秋色Ｓ（芝 1600）２着
ドゥライトアルディ（19牝鹿 ＊ドレフォン）�入着

２代母 ミーティアウェルズMeteorWells（02 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
メルトシティMelt City（09 牡 Proud Citizen）RUS４勝
マイスムーズトーカーMy Smooth Talker（11� Yes It's True）USA４勝
スマッシュアンドダッシュ Smash and Dash（14� ＊ハードスパン）USA２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
フルステイジ Full Stage（86牡 Full Partner）USA・PR８勝，C. Jorge Washin

gton‐L，種牡馬
ステイジコロニー Stage Colony（87牡 Pleasant Colony）USA10 勝，フォートマ

ーシーＨ‐G3，ラトガーズＨ‐G3，Royal Palm H‐L，etc.，種牡馬
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

コロニアルプレイ Colonial Play（94 牝 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，etc.，種牡馬

ソーラーコロニー Solar Colony（95牝 Pleasant Colony）USA２勝
アセンディングエインジェルAscending Angel（11 牝 Pulpit）USA入着５回

＊ナダル（17牡 Blame）USA４勝，アーカンソーダービー‐G1，レベルＳ
‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

162 シティウェルズ２０２１ 牡・鹿 ２／１６

＊

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

＊

シティジップ Carson City

�
�
�
�
�

��
��

�City Zip Baby Zipシティウェルズ ミーティアウェルズ Sadler's Wells

��
��
�MeteorWells鹿CAN 2012 Meteor Stage

23b
Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 スワンレーク（16鹿 ロードカナロア）出走
初仔

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.
クラシックチュチュ（06牝 キングカメハメハ）出走

サンライズサーカス（13牡 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別３着，
��出走�２勝�３勝��

ノーブルシルエット（18牝 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦佐特別，上総Ｓ
２着，市川Ｓ２着，内房Ｓ２着，伊勢Ｓ３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.
スパルタクス（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，周防灘特別，都井岬特

別，etc.
アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ

‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
パドカトル（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，門司特別，対馬特別２着，南港特別３着
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

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［孫］ アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，

阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643

163 スワンレーク２０２１ �・黒鹿 ４／１４
＊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 レディブラッサムスワンレーク フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2016 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ジュエルインザサン（16鹿 ルーラーシップ）入着
初仔

２代母 ＊ジュエルオブザナイト（02 USA栗 Giant's Causeway）USA出走
＊イブニングジュエル（07牝 Northern Afleet）USA７勝，アシュランドＳ‐G1，デ

ルマーオークス‐G1，ハニムーンＨ‐G2，サンクレメンテＨ‐G2，Sunshin
e Millions Distaff S‐R，etc.
ベルナディーヴァ Bernadiva（14牝 Bernardini）USA２勝，Riskaverse S

‐R ３着
マギーマクゴーワンMaggie McGowan（08牝 Salt Lake）USA１勝

デンマンズコールDenman's Call（13� Northern Afleet）USA５勝，トリプ
ルベンドＳ‐G1，サンヴィセンテＳ‐G2 ３着，San Pedro S‐L ２着

トロセイ Torosay（16� Goldencents）�USA・UAE２勝，グリーンフラッ
シュＨ‐G3 ３着，Siren Lure S３着

ブラックヴァレンタインBlack Valentine（09 牝 Cindago）不出走
ルーズヴァレンタイン Roo's Valentine（13 牝 Vronsky）USA４勝，Soviet

Problem S‐R，Dream of Summer S‐R ２着，Fran's Valentine S
‐R ２着，Evening Jewel S‐R ３着

ドクタートラウトマンDr. Troutman（14� Vronsky）�USA５勝，Snow
Chief S‐R ３着

スイーテストエインジェル Sweetest Angel（18 牝 Candy Ride）�USA２勝，
セニョリータＳ‐G3 ３着，Pike Place Dancer S３着

マジェスティックジュエルMajestic Jewel（10 牝 Cindago）USA２勝
コンセプト Concept（19 牡 Gun Runner）�USA１勝，Kip Deville S，

Remington Springboard Mile S‐L ３着
ディープジュエリー（12牝 ディープインパクト）４勝，スイートピーＳ‐LR，デイ

ジー賞，うずしおＳ２着，ユートピアＳ３着，紅葉Ｓ３着

３代母 ジュエルドレイディ Jeweled Lady（97 USA鹿 General Meeting）不出走
ソーシーイヴニング Saucey Evening（06牝 More Than Ready）USA・CAN４

勝，Starine S‐R，California Breeders' Champion S‐R，California
Cup Juvenile Fillies S‐R，etc.

販売申込者・所有者： アシュビル㈱＝愛知県名古屋市 �03-3475-0707
生 産 牧 場： 社台牧場�
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

164 ジュエルインザサン２０２１ �・鹿 ４／１４
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴジュエルインザサン
＊ Giant's Causeway

��
��
�ジュエルオブザナイト鹿 2016 Jeweled Lady

16g
Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Miesque S4×M5

価格： 購買者：



母 ローザミスティカ（07栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（５）〕
アトラスパワー（12牡鹿 メイショウサムソン）�３勝
ローズウィスパー（13牝鹿 ＊ワークフォース）３勝，四国新聞杯（芝 2000），日田特

別（芝 2000），土湯温泉特別（芝 1800）２着
ジャックローズ（15牡鹿 ＊ハービンジャー）２勝，鳥栖特別（芝 2000）
ローブドゥネージュ（16牝栗 ＊クロフネ）�２勝
スピーニディローザ（17牝栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝
イズジョーアーサー（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�入着

２代母 ロゼカラー（93鹿 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋華賞
‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬
Ｓ‐Jpn1 ５着
ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，マーメ

イドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ２着，エリザベス女王
杯‐Jpn1 ２着，etc.
ローザブランカ（05牝 ＊クロフネ）３勝，都井岬特別
スタニングローズ（19牝 キングカメハメハ）�３勝，フラワーＣ‐G3，オ
ークス‐G1 ２着，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着，こぶし賞

ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日杯フ
ューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，神戸新聞杯‐G2，東スポ杯２
歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牡，種牡馬

ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京記念‐G3，
毎日杯‐Jpn3，京都２歳Ｓ‐L，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.

テューダーローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，皿倉山特別，背振山特別，は
なみずき賞２着

ローズプレステージ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，京
都２歳Ｓ‐L ２着，清滝特別３着

ヴィンテージローズ（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，城崎特別３着，鶴橋特別３着

３代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）FR１勝
ロサード（96牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー‐Jpn2，小倉記念

‐Jpn3（２回），京阪杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

165 ローザミスティカ２０２１ 牡・栗 ２／２４

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラローザミスティカ Shirley Heights

��
��
�ロゼカラー栗 2007 ＊ローザネイ

1w
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊モクレン（11 IRE 鹿 Galileo）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
エイカイボルト（16牡鹿 ディープインパクト）�１勝�入着４回��
アメトリン（17牝栗 オルフェーヴル）��１勝�２勝
ラヴオブネイチャー（18牡黒鹿 オルフェーヴル）��入着４回�
ピペル（20牝黒鹿 フェノーメノ）�未出走

２代母 モーララカナMauralakana（03 FR鹿 Muhtathir）FR・USA11 勝，ビヴァリ
ーディＳ‐G1，ニューヨークＳ‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2，ガルフストリ
ームザヴェリワンＨ‐G3，ローカストグローヴＨ‐G3，etc.
カリッサCalissa（10 牝 Danehill Dancer）IRE１勝
ヘイルザヒーローHail The Hero（12� Galileo）GB・IRE・HKG３勝
デュモートDuMoto（13牡 Galileo）GB２勝
カモラ Camorra（17� Zoffany）�IRE３勝，キルターナンＳ‐G3

３代母 ジムカーナ Jimkana（92 FR鹿 Double Bed）FR１勝
プティカルヴァ Petit Calva（01牝 ＊デザートキング）GB・FR・UAE３勝，P. de la

Calonne‐L，Criterium du Bequet‐L，グロット賞‐G3 ２着，etc.
テオフィロカルヴァ Teofilo Calva（10� Teofilo）HKG４勝，Bauhinia Sp

rint Trophy‐L ２着
ロゼー Rosay（13牝 Raven's Pass）FR２勝，Criterium de Languedoc‐L，

P. Aymeri de Mauleon‐L ２着，アンプリュダンス賞‐G3 ３着

４代母 ジムカ Jimka（78 FR鹿 ＊ジムフレンチ）FR７勝，P. de la Table‐L ３着
［子］ ジムアンドトニック Jim and Tonic（94� Double Bed）GB・FR・US

A・UAE・HKG・SIN13 勝，香港カップ‐G1，ドバイデューティフリ
ー‐G2，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G2，etc.

ドゥーブルトニックDouble Tonic（99� Double Bed）FR３勝，P. L
a Moskowa‐L ３着

［孫］ アナバーリパーブリク Anabaa Republic（01 牝 Anabaa）FR１勝，P.
Frederic de Lagrange‐L ２着，ミネルヴ賞‐G3 ３着，オマール賞
‐G3 ３着，etc.

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： 追分ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

166 モクレン２０２１ �・栗 ２／ ２
＊ 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

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaモクレン モーララカナ Muhtathir

��
��
�Mauralakana鹿IRE 2011 Jimkana

1l
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ダリナー（15 IRE 鹿 Shamardal）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ヴァルキュリアンValkyrian（20 IRE 牝鹿 Kodiac）�海外未出走

２代母 ダールフォナーDarrfonah（04 IRE 鹿 Singspiel）GB・FR・IRE・UAE２勝，
Lord Weinstock Memorial S‐L，マルセルブサック賞‐G1 ２着，ローザー
Ｓ‐G2 ３着
サーチャーリークンツ Sir Charlie Kunz（11牡 Dalakhani）GB・BHR２勝

３代母 アヴィラAvila（89 GB鹿 Ajdal）GB入着
ディルシャーンDilshaan（98牡 Darshaan）GB２勝，レイシングポストトロフィ

‐G1，ダンテＳ‐G2，種牡馬
アダージャAdaja（00 牝 Cadeaux Genereux）不出走

スワーリング Swirling（05 牝 Galileo）不出走
ベルティノロ Bertinoro（11牡 Aussie Rules）ITY６勝，G.P. d'Italia
‐L，P. Circo Massimo‐L，フェデリコテシオ賞‐G2 ２着，etc.

アルジョサAl Joza（07牝 Dubawi）GB１勝
フェスティヴフェア Festive Fare（12� Teofilo）GB３勝，Winter Derby T

rial S‐L ２着

４代母 スイートハビット Sweet Habit（76 IRE 鹿 Habitat）不出走
［子］ ノムルードNomrood（83牡 Alleged）GB・FR２勝，チェスターヴァーズ

‐G3，英フュチュリティＳ‐G1 ２着，ダンテＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
アレッジング Alleging（81牡 Alleged）GB・FR・ITY・USA７勝，P.
du Point du Jour‐L，P. Ridgway‐L，アンドレバボワン賞‐G3
２着，etc.，種牡馬

モナスタリーMonastery（86 牡 General Assembly）GB５勝，Found
ation S‐L

［孫］ オクタンOktan（92牡 ＊ダンスオブライフ）GB・GER・NOR・SWE・
DEN11勝，GoldenMile‐L（３回），Polar Mile Cup‐L，Pol
ar Mile Cup‐L ２着，etc.，種牡馬

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： ㈲信岡牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

167 ダリナー２０２１ 牡・鹿 ５／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 ディープインパクト
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＊ウインドインハーヘアサクソンウォリアー

SaxonWarrior
＊ Galileo

��
��
�メイビー鹿 2015 Sumora

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiダリナー ダールフォナー Singspiel

��
��
�Darrfonah鹿IRE 2015 Avila

1k
Halo S4×M5 Sadler's Wells S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アグネスダリム（09栗 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
メイショウオオルリ（19牝鹿 ＊ハービンジャー）�出走
サラマックイーン（20牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 アグネスパサー（01鹿 ＊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，アプローズ賞２着，衣笠特別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，ホー
プフルＳ‐G1 ５着

アグネスピンキー（08牝 タニノギムレット）１勝，�５勝
ボルンカズマ（16牡 ジャスタウェイ）１勝，���４勝
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

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.
アグネスラック（03牝 ＊クロフネ）３勝，豊明特別

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： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： 富田ステーブル＝浦河町西舎 �090-9089-6771

168 アグネスダリム２０２１ �・栗 ２／１５

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤアグネスダリム ＊エルコンドルパサー

��
��
�アグネスパサー栗 2009 アグネスセレーネー

＊ヘザーランズ 1l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スマッシュハート（11栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８）〕
ストロングライン（16牡芦 ＊ダンカーク）�３勝，香嵐渓特別（Ｄ1900）２着，金蹄

Ｓ（Ｄ2100）３着，浦佐特別（Ｄ1800）３着
タイセイシリウス（17牡鹿 エピファネイア）�３勝，一宮特別（芝 2200），磐梯山

特別（芝 2600）
エスコバル（18�鹿 モーリス）�１勝
マテンロウボンド（19牡鹿 キズナ）�１勝

２代母 ビーナスライン（01栗 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.
アストライオス（09牡 サクラバクシンオー）�６勝�２勝�入着３回��
ビーナスジュエリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）�５勝
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
キングオブヘヴン（15� キングカメハメハ）��出走�１勝��５勝
ユキゲシズク（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）�	１勝��１勝

３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，etc.

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，etc.
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，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，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，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

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

169 スマッシュハート２０２１ 牡・鹿 ５／２１

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススマッシュハート フジキセキ

��
��
�ビーナスライン栗 2011 ホクトペンダント

＊ギヤラントグロウ 4r
Storm Bird S4×S4

価格： 購買者：



母 ＊ルージュクール（08 AUS青鹿 Redoute's Choice）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（12）〕
ノーザンエンブレム（13牝黒鹿 メイショウサムソン）�７勝
ザッツクール（14牡黒鹿 ダイワメジャー）入着，�３勝�
スターフィールド（15�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，芙蓉Ｓ‐LR（芝 2000）３着
ロークアルルージュ（16牡芦 ＊クロフネ）２勝
ベイサイドブルー（17牡鹿 ロードカナロア）２勝，もちの木賞（Ｄ1800）３着
シゲルデカスロン（18牝青鹿 リオンディーズ）��２勝
オタルエバー（19牡黒鹿 リオンディーズ）�２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，新潟

２歳Ｓ‐G3 ３着，秋明菊賞（芝 1400）
アマソナ（20牝鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 サンデイヴァレンタイン Sunday Valentine（00 AUS青鹿 ＊サンデーサイレンス）
不出走
エルダーナ El Daana（04牝 Redoute's Choice）AUS２勝，エドワードマニフォルド

Ｓ‐G2，SAJCQueen Adelaide S‐L，ＭＲＣアンガスアルマナスコＳ‐G2 ３
着，ＶＲＣメイトリアークＳ‐G2 ３着，SAJC Centaurea S‐L ２着
ワワイルWawail（11 牝 Lonhro）AUS６勝，ＶＲＣＡＶキウニーＳ‐G2，Ｖ

ＲＣフランシストレサデイＳ‐G3，City of Greater Dandenong S‐L，
ＭＲＣノースウッドプルームＳ‐G3 ２着，ＶＲＣメイビーマハルＳ‐G3
２着，etc.

アルムサナ Al Muthana（17� Deep Field）�SAF６勝，ハワイＳ‐G2，
Wolf Power 1600 H‐L

フースデルリーフテン Hus Der Lieften（06� Hussonet）AUS・HKG７勝，La
dies' Purse‐L ２着，ATC Eskimo Prince S‐L ３着

グランドドーターGrand Daughter（09 牝 Redoute's Choice）AUS２勝，ＳＡＪ
Ｃオーストラレシアンオークス‐G1 ２着

３代母 ＊ローレルアベニュー（95 USA鹿 Avenue of Flags）USA３勝，Washingt
on T.B.A. Lassie S，Federal Way H３着，Mona Lisa S３着，Pierce C
ounty S‐R ３着
ミュジニーMusigny（06牝 Reset）AUS１勝，MVRC St. Albans S‐L ２着

販売申込者・所有者： 富沢萩沢俊雄牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2182
生 産 牧 場： 富沢萩沢俊雄牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

170 ルージュクール２０２１ 牡・青鹿 ２／１４
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

＊

ルドゥーテズチョイス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Redoute's Choice Shantha's Choiceルージュクール サンデイヴァレンタイン ＊サンデーサイレンス

��
��
�Sunday Valentine青鹿AUS 2008 ＊ローレルアベニュー

2d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊インザスポットライト（14 IRE 鹿 Exceed And Excel）GB３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
インザオベーション（19牝黒鹿 ハーツクライ）�１勝
エイトスターズ（20牝黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ナルコNaruko（09 USA鹿 Street Cry）FR１勝

３代母 レイクトーヤ Lake Toya（02 USA鹿 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S
‐L，P. Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，P. Joubert‐L ２着，フロー
ル賞‐G3 ３着，etc.
ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノネット賞

‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着

４代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
［子］ シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MA

C２勝，Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S
‐L ３着

エルノヴァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
３着，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，オールカマー‐Jpn2 ３着，etc.

グレンイネスGlen Innes（01 牝 Selkirk）GB・FR１勝，ミュージドラＳ
‐G3 ２着，Swinley S‐L ２着

［孫］ タワーオブロンドン（15牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ‐G1，
セントウルＳ‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，種牡馬

ディーマジェスティ（13牡 ディープインパクト）４勝，皐月賞‐G1，セン
トライト記念‐G2，共同通信杯‐G3，etc.，種牡馬

オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダ
イヤモンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.

アウェイヒーゴーズ Away He Goes（16� Farhh）�GB・FR・UAE３
勝，グッドウッドＣ‐G1 ２着，ドバイゴールドＣ‐G2 ３着，Dub
ai Racing Club Classic‐L ３着

セイクレットレーヴ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，ＮＺトロフィー‐G2
２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，�４勝

販売申込者・所有者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565
生 産 牧 場： ㈱レイクヴィラファーム
飼 養 者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565

171 インザスポットライト２０２１ �・黒鹿 １／１４
＊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キズナ
＊ Storm Cat

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

＊

イクシードアンドイクセル ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Exceed And Excel Patronaインザスポットライト ナルコ Street Cry

��
��
�Naruko鹿IRE 2014 Lake Toya

4n
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 サトノラミア（09栗 ＊ブライアンズタイム）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－３（７）〕
ピッパ（15牝栗 ハーツクライ）１勝
ミアフィリア（16牝栗 ゴールドアリュール）�１勝
サトノバシリス（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）�１勝�３勝
レオパルドミノル（18牡青鹿 エピファネイア）�１勝，�２勝
タシット（19牡鹿 ブラックタイド）�１勝

２代母 ＊ホームスイートホーム（99 USA鹿 Seeking the Gold）USA出走
マイスイートホーム（06牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
バーディバーディ（07牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ユニコーンＳ‐G3，フェブラ

リーＳ‐G1 ３着，etc.，�１勝��入着２回�，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，東京大賞
典‐Jpn1 ３着，帝王賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

バーディーイーグル（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，むらさき賞，浜松特別，府
中Ｓ３着，大島特別３着

サトノアルバトロス（11牡 ＊ブライアンズタイム）３勝
サトノレガリア（17牡 ＊エスケンデレヤ）１勝，���入着５回

３代母 アワカントリープレイスOur Country Place（92 USA黒鹿 Pleasant Colony）
不出走
マトラチャパスMatlacha Pass（97 牝 Seeking the Gold）USA２勝

パインアイランド Pine Island（03牝 Arch）USA４勝，アラバマＳ‐G1，ガゼ
ルＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1 ２着，etc.

ポイントオヴエントリー Point of Entry（08 牡 Dynaformer）USA９勝，マン
ノウォーＳ‐G1，マンハッタンＨ‐G1，ガルフストリームパークターフＨ
‐G1，etc.，種牡馬

プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ
ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

４代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

172 サトノラミア２０２１ �・鹿 ４／ ６
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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayサトノラミア
＊ Seeking the Gold

��
��
�ホームスイートホーム栗 2009 Our Country Place

1g
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 スーパーマダム（10鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（４）〕
アリアナティー（16牝黒鹿 ローエングリン）�３勝��，園田クイーンセレクショ

ン（Ｄ1400）
ララクリスティーヌ（18牝青鹿 ミッキーアイル）�４勝，紅梅Ｓ‐L（芝 1400）２着，

雲雀Ｓ（芝 1400），寺泊特別（芝 1600）
フィールドドリーム（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝

２代母 オメガフォーチュン（97黒鹿 フジキセキ）出走
オメガエクスプレス（04牡 サクラバクシンオー）３勝，橘Ｓ‐OP，かささぎ賞，尾

瀬特別２着，さくらんぼ特別３着
オメガファルコン（05� サクラバクシンオー）５勝，招福Ｓ，松戸特別，両国特別，

北総Ｓ２着，赤富士Ｓ２着，etc.
オメガクリスマス（07牝 ＊クロフネ）２勝

アキバ（19牝 ミッキーアイル）�１勝，りんどう賞３着
オメガスパーキング（09牡 キングカメハメハ）３勝，大島特別２着，�２勝，あす

なろ賞２着
オメガタックスマン（12牡 ショウナンカンプ）２勝，久多特別２着，知多特別２着，

秋明菊賞２着

３代母 ＊エリンバード（91 FR鹿 Bluebird）GB・FR・ITY・USA４勝，伊１０００ギニー
‐G2，P. Seregno‐L，英ナッソーＳ‐G2 ３着，P. Tantieme‐L ２着，フ
ェデリコテシオ賞‐G3 ３着
オメガグレイス（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，若鮎賞，ＴＶｈ賞２着，道新ス

ポーツ杯２着，etc.
エールスタンス（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，飯盛山特別，小名浜特別２着，

��１勝
ミュゼエイリアン（12� スクリーンヒーロー）３勝，毎日杯‐G3，東風Ｓ‐L，

セントライト記念‐G2 ２着，etc.
エリンコート（08牝 デュランダル）４勝，オークス‐G1，忘れな草賞‐OP

販売申込者・所有者： 土井牧場＝新冠町新和 �0146-47-5261
生 産 牧 場： 土井牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

173 スーパーマダム２０２１ 牡・鹿 ３／１６

＊

＊
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルスーパーマダム フジキセキ

��
��
�オメガフォーチュン鹿 2010 ＊エリンバード

1l
Storm Bird S5×M5 Caro S5×M5

価格： 購買者：



母 カウニスクッカ（11鹿 マンハッタンカフェ）４勝，松島特別（芝 2000），知床特別
（芝 2000），菜の花賞（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：２〕
ビートルジュース（19牝青 モーリス）�出走

２代母 ＊マネーペニー（03 USA栗 Monarchos）USA４勝
ダイトウキョウ（12牡 マンハッタンカフェ）４勝，さくらんぼ特別，黄梅賞，サン

ライズＳ２着，トリトンＳ２着，驀進特別２着，etc.
ダイトカイ（13牝 マンハッタンカフェ）�１勝
ラッシュハート（14牝 ディープインパクト）１勝
ダノンアポロン（15牡 ディープインパクト）１勝，燧ヶ岳特別２着，呼子特別３着
モズオリンピック（18牝 ドゥラメンテ）�２勝

３代母 マイホワイトコーヴェットMyWhite Corvette（98 USA芦 Tarr Road）US
A３勝，Cimarron S，ゴールデンロッドＳ‐G2 ３着，ハニービーＳ‐G3 ２着

＊スターダムバウンド（06牝 Tapit）USA５勝，サンタアニタオークス‐G1，ＢＣジ
ュヴェナイルフィリーズ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，デルマーデビュタン
トＳ‐G1，オークリーフＳ‐G1，etc.
キングカヌヌ（12牡 キングカメハメハ）２勝，浜名湖特別２着，インディアＴ３着
エイプリルミスト（14牝 ディープインパクト）３勝，開成山特別３着

マイリトルデュースクーペMylittledeucecoupe（08牝 Lion Heart）USA入着３回
マイホットロッドリンカーンMyhotrodlincoln（16� Verrazano）�USA５

勝，Duke City Sprint S２着，Kentucky Juvenile S２着，Zia Par
k Juvenile S２着

スキャンダラスソング Scandalous Song（10牝 Unbridled's Song）不出走
ゼインズヴィル Zanesville（15� Tiznow）�USA13 勝，Prairie Mile S３

着，Super Derby Prelude S３着

４代母 ウィンドチャイムWind Chime（92 USA栗 Marfa）不出走
［曾孫］ コンサートツアー Concert Tour（18 牡 ＊ストリートセンス）�USA３勝，

レベルＳ‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，アーカンソーダービー‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616
生 産 牧 場： ㈱オリオンファーム
飼 養 者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616

174 カウニスクッカ２０２１ 牡・栗 ３／ ６

＊

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 ＊サトルチェンジカウニスクッカ
＊ Monarchos

��
��
�マネーペニー鹿 2011 MyWhite Corvette

3c
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊エヴィータアルゼンティーナ（06 USA栗 Candy Ride）USA６勝，ラブレアＳ
‐G1，エイグリームＨ‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，ソレントＳ‐G3，Mocca
sin S‐L，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－１（１）〕
サンタエヴィータ（11牝栗 Smart Strike）３勝，伊丹Ｓ（Ｄ1800）２着，響灘特別
（Ｄ1700）２着，ＴＶＱ杯（Ｄ1700）３着
サンタグラシア（18牝 オルフェーヴル）�３勝，房総特別

ラレータ（14�栗 ダイワメジャー）３勝，大島特別（Ｄ1400）２着，���入着２回
アルタグラシア（17牝鹿 ジャスタウェイ）１勝，��１勝
レコレータ（18牝栗 ハーツクライ）�１勝
バンフィエルド（19牡栗 オルフェーヴル）�出走

２代母 ジェラスワイルドキャット JealousWildcat（98 USA鹿 Forest Wildcat）
USA３勝
ジェラスリー Jealously（04� Marquetry）USA２勝
ワイルドアンドレディWild and Ready（05� More Than Ready）USA３勝
エヴィータズシスターEvita's Sister（08 牝 Candy Ride）USA２勝

シスターネイション Sister Nation（14牝 Into Mischief）USA・CAN３勝，R
uling Angel S，ベサラビアンＳ‐G2 ３着，Star Shoot S‐L ２着，Gl
orious Song S‐L ２着，Cincinnati Trophy S２着，etc.

３代母 ジェラススウォード Jealous Sword（94 USA鹿 Crusader Sword）不出走
チャーリーズスウォードCharlie's Sword（04牝 Indian Charlie）USA４勝

ケイトリン Caitlin（13 牝 Pure Prize）ARG２勝，ヒルベルトレレナ大賞‐G1
３着，パセアナ賞‐G2 ２着，フランシスコＪベアスレイ賞‐G2 ２着

４代母 ジェラスアピール Jealous Appeal（83 USA黒鹿 Valid Appeal）USA４勝
［子］ トリッピ Trippi（97 牡 ＊エンドスウィープ）USA７勝，ヴォスバーグＳ

‐G1，リヴァリッジＳ‐G2，トムフールＨ‐G2，etc.，種牡馬
アピーリングスキーアー Appealing Skier（93 牡 Baldski）USA８勝，ハ
ッチソンＳ‐G2，ケンタッキーＣスプリントＳ‐G2，ウィザーズ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： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

175 エヴィータアルゼンティーナ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
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

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlエヴィータアルゼンティーナ ジェラスワイルドキャット Forest Wildcat

��
��
�JealousWildcat栗USA 2006 Jealous Sword

9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レインボーラヴラヴ（11青鹿 ＊マイネルラヴ）２勝，村上特別（芝 1600），相模湖特
別（芝 1400）２着，鷹巣山特別（芝 1400）３着，石打特別（芝 1800）３着，��２勝
初仔

２代母 レインボーマグナム（05黒鹿 マンハッタンカフェ）入着
ゴーゴーマグナム（12牡 ＊ケイムホーム）��１勝
アミーラ（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着�
マグナムパワー（15牝 エイシンフラッシュ）���２勝
ジーガーワールド（16牡 ＊シンボリクリスエス）���１勝

３代母 レインボーアルファ（94栗 ＊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	

４代母 レインボーブルー（88栃栗 ＊ノーリユート）１勝
［子］ 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

５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
タイアップレディ（98牝 ベストタイアップ）�３勝�，金の鞍賞３着

［曾孫］ シュイベモア（98牡 ミホノブルボン）��８勝�２勝，報知オールスター
Ｃ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

176 レインボーラヴラヴ２０２１ 牡・鹿 ３／２６
＊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

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyレインボーラヴラヴ マンハッタンカフェ

��
��
�レインボーマグナム青鹿 2011 レインボーアルファ

＊プロポンチス 4d
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊チャチャタイム（13 USA鹿 Gio Ponti）USA入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
リルビットギャングスタ Lil Bit Gangsta（18 USA�鹿 Reload）�CAN入着２回
マーティーズディレンマMaarty's Dilemma（19 USA牝鹿 Jimmy Creed）�US

A１勝

２代母 リデューストセンテンスReduced Sentence（00 USA黒鹿 Broad Brush）
USA出走
パードンマイスルーPardon My Slew（04牝 Slew City Slew）USA１勝
＊ホットチャチャ（06牝 Cactus Ridge）USA６勝，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ

‐G1，ミントジュレップＨ‐G3，パカラップＳ‐G3，ブルボネットオークス
‐G3，ビヴァリーディＳ‐G1 ２着，etc.
エタリオウ（15牡 ステイゴールド）１勝，菊花賞‐G1 ２着，日経賞‐G2 ２着，神

戸新聞杯‐G2 ２着，青葉賞‐G2 ２着，日本ダービー‐G1 ４着，etc.，種牡馬
ペレ（16牝 ハーツクライ）２勝，町田特別２着，グッドラックＨ３着
サンデージャック（18牡 ダイワメジャー）�２勝，荒川峡特別

パロールド Paroled（09� Flatter）USA６勝，マーヴィンＨムニスメモリアルＨ
‐G2 ３着

チャチャマジックCha Cha Magic（14 牝 Mizzen Mast）USA１勝

３代母 ロングターム Long Term（88 USA鹿 Private Account）USA２勝

４代母 インフィニット Infinite（80 USA鹿 Majestic Light）USA４勝，Garden
City S，イエローリボン招待Ｓ‐G1 ３着，ダイアナＨ‐G2 ３着，アシーニアＨ
‐G3 ３着
［子］ ポリッシュトリーティ Polish Treaty（91 牝 Danzig）USA６勝，Whit

e Swan S
［孫］ シェイクザダイス Shake the Dice（98� Boundary）USA19 勝，Hoo

ver S，Mr. Nickerson H３着
［曾孫］ ベッラソフィア Bella Sofia（18 牝 Awesome Patriot）�USA５勝，テス

トＳ‐G1，ギャラントブルームＨ‐G2，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.
ヤンキーセヴン Yankee Seven（16� Yankee Gentleman）�USA７勝，
Costa Rising S‐R，Costa Rising S‐R ３着

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

177 チャチャタイム２０２１ 牡・栗 ５／ ９
アンクルモー Indian Charlie

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Uncle Mo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Playa Mayaナイクイスト

Nyquist シーキングガブリエル Forestry

��
��
�Seeking GabrielleUSA 鹿 2013 Seeking Regina

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Gio Ponti Chipeta Springsチャチャタイム リデューストセンテンス Broad Brush

��
��
�Reduced Sentence鹿USA 2013 Long Term

5f
Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノコハク（09栗 ゴールドアリュール）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
イクノチャン（14牝栗 トランセンド）��１勝，ローレル賞（Ｄ1600）２着
ランランコハク（16牝青鹿 ＊ケイムホーム）��２勝��２勝
ウンエンリヒカイ（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�出走，�３勝��１勝���
ポメラート（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝
ソイヤソイヤソイヤ（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 ニシノフジムスメ（03鹿 キングヘイロー）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，オ
ークス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP
ニシノカンザシ（11牝 タニノギムレット）１勝
ニシノハナムスメ（13牝 ディープインパクト）１勝
ニシノオマージュ（14牝 ＊ストリートセンス）�１勝
カルトレガーメ（17牝 キズナ）入着，��１勝
ネオトリニティー（18牝 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��入着

３代母 ブランドアート（89鹿 ＊ビシヨツプボブ）２勝，フラワーＣ‐Jpn3，ユートピ
アＳ３着
ニシノコマンド（98牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，ジュニアＣ‐OP，	５勝��

入着２回
ニシノナイフ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）��７勝��
ニシノアーティスト（00牝 ＊エリシオ）
�１勝	７勝��入着
ニシノピクチャー（01牝 ＊タイキシャトル）１勝

グローリア（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�３勝
ニシノイエロー（02牝 ＊デヒア）１勝
ニシノプライド（04牡 セイウンスカイ）４勝，船橋Ｓ，帆柱山特別，山城Ｓ３着
ニシノバスター（07牡 ＊カリズマティック）入着，��１勝�３勝�入着
ニシノテンコウ（08牡 ＊ブライアンズタイム）�２勝�４勝

４代母 ニシノアート（84芦 ＊ネヴアーダンス）入着２回

５代母 ＊ムサシネイテイブ（76 USA鹿 Raise a Native）２勝
［子］ キンザンアンバー（91牡 アンバーシヤダイ）13 勝，迎春賞２着

販売申込者・所有者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

178 ニシノコハク２０２１ 牡・栗 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤニシノコハク キングヘイロー

��
��
�ニシノフジムスメ栗 2009 ブランドアート

＊ムサシネイテイブ A1
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 サファーガ（09栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
サンエイヴィーナス（15牝鹿 エイシンフラッシュ）�３勝��
タンレイ（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，八代特別（芝 1200）２着，

���入着２回
タイセイトリオンフ（20牡栗 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２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，東京新聞杯‐Jpn3，東スポ杯３歳Ｓ‐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
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
タイキデスティニー（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝
マカロンドナンシー（06牝 ダンスインザダーク）１勝

メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�３勝，山陽特別

３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
キャビネットレヴェルCabinet Level（81 牝 General Assembly）GB１勝

クル－ンカラ Clooncara（87 牝 King of Clubs）ITY５勝，Criterium Nazion
ale‐LR，P. Vittorio Crespi‐L，キウスーラ賞‐G3 ３着，etc.

ライジングスピリッツRising Spirits（85 牝 Cure the Blues）IRE・USA２勝
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.
ヒタノエルナンドGitano Hernando（06牡 Hernando）GB・IRE・USA
・UAE・HKG・SIN７勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，米グッドウッド
Ｓ‐G1，愛ダイアモンドＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈲藤沢牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2200
生 産 牧 場： ㈲藤沢牧場
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

179 サファーガ２０２１ 牡・栗 ３／ ５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラサファーガ ＊ノーザンテースト

��
��
�アドマイヤマカディ栗 2009 ＊ミセスマカディー

14b
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 チェルビム（01栗 ＊サンデーサイレンス）GB１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（９）〕
ウィロー（09牡黒鹿 アドマイヤムーン）�４勝�入着３回
オリバーバローズ（10牡黒鹿 ＊ファンタスティックライト）１勝
バーンアウル（11牝鹿 ＊コマンズ）１勝
デュナミス（14牝黒鹿 ＊ストリートセンス）１勝
チェルビックヒム（17牝鹿 ロードカナロア）��５勝

２代母 カーリーエンジェル（90栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）入着２回，松浜特別３着
エガオヲミセテ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マイラーズＣ‐Jpn2，サンスポ

阪神牝馬特別‐Jpn2，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２
着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着（２回），etc.

アドマイヤハッピー（98牝 ＊トニービン）４勝，紫苑Ｓ‐OP ３着，摺上特別，二本
松特別２着，対馬特別２着
ウォータクティクス（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，アンタレスＳ‐G3，アル

デバランＳ‐OP，フェアウェルＳ
キタサンアミーゴ（06牡 フジキセキ）５勝，小倉記念‐G3 ２着，ダイヤモンド

Ｓ‐G3 ３着，松籟Ｓ，境港特別，睦月賞，etc.
ハッピーモーメント Happy Moment（10 牡 ディープインパクト）５勝，目黒

記念‐G2 ３着，早春Ｓ，稲荷特別，オクトーバーＳ２着，日本海Ｓ２着，etc.，
�AUS出走

オレハマッテルゼ（00牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，高松宮記念‐Jpn1，京王杯ス
プリングＣ‐G2，キャピタルＳ‐L，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，京王杯ス
プリングＣ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

エノク（04牡 ＊クロフネ）７勝，カペラＳ‐G3 ３着，ペルセウスＳ‐L ３着，太秦Ｓ
‐OP（２回），室町Ｓ‐OP ２着，太秦Ｓ‐OP ３着，etc.

トゥリオンファーレ（06牡 スペシャルウィーク）４勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，鴨川特別，新潟日報賞２着，石和特別２着，湘南Ｓ３着

フラアンジェリコ（08牡 ネオユニヴァース）６勝，京成杯オータムＨ‐G3，福島記
念‐G3 ２着，五稜郭Ｓ，南総Ｓ２着，秋風Ｓ２着，etc.

３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： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 奥山牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

180 チェルビム２０２１ 牡・鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellチェルビム ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�カーリーエンジェル栗 2001 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
ダイナカールS3×M3

価格： 購買者：



母 ハーモニックソウル（12鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
リュンヌドネージュ（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�出走

２代母 コイウタ（03栃栗 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーン
Ｃ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ
‐G3 ２着，etc.，優古牝
アルティメイトラブ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝

フィロロッソ（17牡 ＊ハービンジャー）�３勝，川西特別，黒竹賞３着
ゴッドセレクション（18牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，伏竜Ｓ‐OP，もちの木賞３着，

���入着２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着
クルトメッシュ（10牡 ＊ホワイトマズル）入着，�３勝�３勝
ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タンザナ

イトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP ２着，etc.
ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ‐G3

２着，マリーンＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP ２着，麦秋Ｓ，etc.
シーシャンティ（15牡 ロードカナロア）�３勝
レリジールダモーレ（19牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，etc.

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.

フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

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

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

181 ハーモニックソウル２０２１ �・鹿 ４／２４

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlハーモニックソウル フジキセキ

��
��
�コイウタ鹿 2012 ヴァイオレットラブ

＊ヴアインゴールド 4r
Storm Bird S4×S4

価格： 購買者：



母 エリモエクレール（08栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（８）〕
メジャービッグバン（12牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝��１勝
メジャーヘンリー（13牡栗 ＊タイキシャトル）�４勝��入着３回��，新緑賞
（Ｄ1600）３着

タイセイスマッシュ（14牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ゴーレンマッハ（15牡栗 エスポワールシチー）��１勝
ムーンビッグレディ（20牝栗 ＊マクフィ）��１勝

２代母 エリモジェニー（97栗 ＊オジジアン）出走
ホットチョッパー（04牡 ＊タバスコキャット）１勝
エリモヴィクトリー（07牝 サクラバクシンオー）�１勝
クレバーウイナー（09牡 アグネスタキオン）	５勝
２勝
タピエス（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，障害１勝
ヨウチエンコース（13牡 ＊ノボジャック）１勝，�３勝

３代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
エリモパッション（92牝 マルゼンスキー）出走

エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，
菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.

エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

エリモエクセル（95牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ
‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，etc.
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

アールデコ（01牝 ＊タイキシャトル）出走
フラットライナーズ（12牡 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念，習志

野きらっとスプリント，京浜盃２着，種牡馬

４代母 シェアザファンタジー Share the Fantasy（80 USA栗 Exclusive Native）US
A３勝，スピナウェイＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，スカイラヴィルＳ‐G3 ２着
［孫］ リズモアナイト Lismore Knight（00� Woodman）USA４勝，アーリン

トンクラシック‐G2，サマーＳ‐G2，セクレタリアトＳ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

182 エリモエクレール２０２１ 牡・青 ３／１０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラエリモエクレール ＊オジジアン

��
��
�エリモジェニー栗 2008 ＊エリモファンタジー

1k
Halo M4×S5 Exclusive Native S5×M5

価格： 購買者：



母 フォーシーム（13栗 ダイワメジャー）�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リジン（19牡黒鹿 ストロングリターン）�未出走

２代母 マイヴィヴィアン（97鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着２回
メイショウサムソン（03牡 ＊オペラハウス）９勝，天皇賞（秋）‐G1，天皇賞（春）‐G1，

日本ダービー‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，スプリングＳ
‐Jpn2，etc.，優３牡，特別賞，種牡馬

ベルタリド（04牡 ＊クロコルージュ）１勝，柳川特別２着，春日山特別２着，米沢特
別２着，千葉日報杯３着，高湯温泉特別３着，��１勝

メイショウタクミ（06牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝，�２勝
メイショウミハタ（11牡 マンハッタンカフェ）�１勝
メイショウスターク（12牡 ハーツクライ）入着，�４勝��
メイショウヴンダー（17牡 ＊キンシャサノキセキ）��２勝

３代母 ウイルプリンセス（83鹿 ＊サンプリンス）１勝，相馬特別３着
ノーザンプリンセス（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，キャピ

タルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，etc.
トーセンテンショウ（99牡 ＊トニービン）５勝，秋川特別，ハクチカラメモリア

ル，バレンタインＳ２着，etc.，種牡馬
エイグレット（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ミトラ（08� ＊シンボリクリスエス）９勝，金鯱賞‐G2，福島記念‐G3，ニ
ューイヤーＳ‐L，etc.

プリンセスプレーン（93牝 ＊プリンスオブバーズ）不出走
メイショウダイチ（99牡 ＊トニービン）２勝，荒川峡特別，恋路ケ浜特別２着

リボーンガーネット（96牝 マルゼンスキー）出走
リボンシチー（01牝 ＊サンデーサイレンス）出走
アスコットシチー（09牡 ＊ケイムホーム）４勝，ＮＳＴ賞‐L ２着，桶狭間
Ｓ，清里特別，�１勝

４代母 エール（72芦 ＊フオルテイノ）１勝
［子］ アサクサスケール（82牝 ＊パーソロン）５勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザ

ベス女王杯‐Jpn1 ２着，ターコイズＳ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

183 フォーシーム２０２１ 牡・黒鹿 ５／１５
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケフォーシーム ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン栗 2013 ウイルプリンセス

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 プレシャスジェムズ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）５勝，ながつきＳ（Ｄ1800），
渡島特別（Ｄ1700），etc.，��入着３回�，クイーン賞‐Jpn3 ２着，マリーン
Ｃ‐Jpn3 ３着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（７）〕
ジェミーウェイ（16牝栗 ジャスタウェイ）�２勝�５勝
スマートパルフェ（18牝黒鹿 ルーラーシップ）２勝
アレグロヴィーヴォ（19�青鹿 ドゥラメンテ）�出走
ダンツターセル（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 ＊プレシャスキャット（96 USA栗 Storm Cat）USA３勝，Sam Houston Dis
taff H‐L ３着
パンプアップ（04牡 Point Given）４勝
コヅル（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ダンツクイック（06牡 ＊スキャターザゴールド）�９勝��入着 11回
スリープレシャス（08牡 スズカマンボ）１勝，��１勝
ハヤブサソング（09牝 スズカマンボ）１勝
プレシャスデイズ（10牝 スズカフェニックス）��１勝	
プレシャスヴィガー（11牝 ＊サウスヴィグラス）入着，��３勝	入着
スリープレッピー（13� ヴィクトワールピサ）入着２回，
３勝
タイニーマイス（15牝 スズカマンボ）�
４勝�３勝�１勝

３代母 ナースルールーNurse Lulu（81 USA鹿 Jacinto）不出走
ドクターキャリントンDr. Carrington（85� Mari's Book）USA13 勝，Whirla

way S‐L，カーターＨ‐G1 ３着，トルーノースＨ‐G2 ２着，etc.

４代母 ヘンメディックHenmedic（77 USA栗 Dr. Fager）USA出走

５代母 ディマシュクDimashq（71 USA栗 Damascus）USA２勝
［子］ オネストグロー Honest Glow（80牝 Honest Pleasure）USA３勝，S

atin and Lace S，Big Sandy S３着
［孫］ ドツェロDotsero（87 牡 Conquistador Cielo）USA５勝，イリノイダービ

ー‐G2，Count Fleet S‐L，Southwest S‐L ２着，種牡馬

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

184 プレシャスジェムズ２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayプレシャスジェムズ
＊ Storm Cat

��
��
�プレシャスキャット黒鹿 2007 Nurse Lulu

9e
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊コーテサン（11 USA鹿 ＊ストリートセンス）USA３勝，Keertana S，Juve
nile Filly Turf S‐R，Ladies Marathon S‐L ２着，ビウィッチＳ‐G3 ３着，
ジェサミンＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１）〕
ガンマンGunman（17 USA�鹿 War Front）�USA１勝
サクセスローレル（19牡鹿 Mastery）�１勝

２代母 レディディスクリート Lady Discreet（99 USA鹿 Boundary）USA入着５回
チャリー Chary（06牝 Montbrook）USA３勝，Calder Oaks‐L

ウォーカーストーカーWalker Stalker（16� Stroll）USA３勝，Duke City Sprin
t S，Zia Park Derby‐L ３着，Mine That Bird Derby３着

チャリーライド Chary Ride（17牝 Excessive Passion）�USA１勝，New
Mexico Classic Lassie Championship S‐R ３着

レディカルロッタ Lady Carlotta（07 牝 Montbrook）USA１勝
アイスティー Ice Tea（14� Adios Charlie）�USA11 勝，Benny the Bull S

‐R ３着
ブロードウェイラン Broadway Run（15牝 Prospective）USA２勝，Sarat

oga Coronation Cup S‐L，License Fee S‐L ２着，Christiecat S
２着，City of Ocala Florida Sire S‐R ２着，Caress S‐L ３着，etc.

シークレットリターン Secret Return（10 牝 Put It Back）USA３勝
ホスウェイHosway（14� Adios Charlie）USA５勝

３代母 プリティディスクリート Pretty Discreet（92 USA鹿 Private Account）US
A３勝，アラバマＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，フリゼットＳ‐G1 ３着，T
urnback the Alarm H‐L ３着
ディスクリートリーオーサムDiscreetly Awesome（02牝 Awesome Again）不出走

オーサムマリア Awesome Maria（07 牝 Maria's Mon）USA９勝，オグデン
フィップスＨ‐G1，メイトロンＳ‐G2，シュヴィーＨ‐G2，etc.

＊ディスクリートキャット（03牡 Forestry）USA・UAE６勝，シガーマイル‐G1，ジ
ェロームＢＣＨ‐G2，ＵＡＥダービー‐G2，etc.，種牡馬

ディスクリートリーマインDiscreetly Mine（07牡 Mineshaft）USA５勝，キングズ
ビショップＳ‐G1，アムステルダムＳ‐G2，リズンスターＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2416
生 産 牧 場： ㈲大島牧場
飼 養 者： ヒダカシーサイドファーム＝浦河町東栄 �090-8707-3187

185 コーテサン２０２１ 牡・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleコーテサン レディディスクリート Boundary

��
��
�Lady Discreet鹿USA 2011 Pretty Discreet

2n
Damascus S4×M5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ウェントワース（14鹿 ＊ストリートセンス）入着
初仔

２代母 ＊カトゥーンバ（04 GB鹿 Forest Wildcat）FR２勝，P. Miss Satamixa‐L
３着
タマラマ（09� Red Ransom）４勝，朱雀Ｓ３着，野分特別３着，西部スポニチ賞３着
ワールンガ（10牡 アドマイヤムーン）４勝，中京スポニチ賞，戎橋特別，千種川特

別２着，岡崎特別２着，皆生特別３着，etc.，��15 勝�
カンバラ（17牝 オルフェーヴル）２勝，開成山特別３着

３代母 エリザベスベイ Elizabeth Bay（90 USA鹿 Mr. Prospector）GB・FR・US
A７勝，エクリプス賞‐G3，Just A Game S‐L，コロネイションＳ‐G1 ２着，
アスタルテ賞‐G2 ３着，オペラ賞‐G2 ３着，etc.
ダンズリヴァーDunnes River（98 牝 Danzig）GB１勝

クレスティド Crested（03� ＊ファンタスティックライト）GB・USA９勝，
Cotton Fitzsimmons Mile H‐L，ダラスターフＣ‐G3 ２着，ロバートＦ
ケアリーメモリアルＨ‐G3 ２着，etc.

ボスコベル Boscobel（04 牡 Halling）GB・IRE・UAE５勝，キングエドワー
ド七世Ｓ‐G2，Glasgow S‐L

カットラスベイ Cutlass Bay（06牡 Halling）GB・FR・IRE・GER・TUR５
勝，ガネー賞‐G1，アルクール賞‐G2，グレフュール賞‐G2，etc.

クラウンウォーク CrownWalk（15 牝 Dubawi）GB・FR・USA３勝，クロ
エ賞‐G3，ロートシルト賞‐G1 ２着，サンドリンガム賞‐G2 ２着

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

コロニアル Colonial（07 牡 Cape Cross）GB・FR・UAE５勝，P. de Pontarme‐L，
P. du Point du Jour‐L，P. Roland de Chambure‐L，etc.

４代母 ライフアトザトップ Life At the Top（83 USA鹿 Seattle Slew）USA９勝，
マザーグースＳ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ロングルックＨ‐G2，ラスヴィル
ヘネスＳ‐G3，ランパートＨ‐G3，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： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

186 ウェントワース２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleウェントワース
＊ Forest Wildcat

��
��
�カトゥーンバ鹿 2014 Elizabeth Bay

9f
Machiavellian M4×S5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハタノボニート（10 USA鹿 Bernardini）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（５）〕
スペリオルシチー（14牡鹿 ルーラーシップ）４勝，濃尾特別（Ｄ1800），伊勢特別
（Ｄ1900），両津湾特別（Ｄ1800），駒場特別（Ｄ1700）２着，鋸山特別
（Ｄ1800）３着，���入着

パークス（16牝青鹿 ベルシャザール）�１勝�４勝����
マーブルシャイナー（20牝栗 ハタノヴァンクール）�未出走

２代母 シャインアゲイン Shine Again（97 USA黒鹿 Wild Again）USA14 勝，バ
レリーナＨ‐G1（２回），ジェニュインリスクＨ‐G2，ファーストフライトＨ‐G2
（２回），Chip S‐R，Geisha H‐R，etc.
ポンティアナPontiana（05牝 Deputy Minister）USA入着４回

アディベルライトニング Addibel Lightning（13牝 Colonel John）USA５勝，
Nellie Morse S２着，Plum Pretty S‐R ２着

ショットガンシティ Shotgun City（09� Mr. Greeley）USA５勝
マイサンシャインMy Sunshine（17� Giant's Causeway）�USA６勝

３代母 シャイナー Shiner（90 USA芦 Two Punch）USA３勝
シャイニーバンド Shiny Band（98牝 Dixieland Band）USA６勝，シュヴィーＨ

‐G2，フローラルパークＨ‐G3 ３着，ベッドオーロージズＨ‐G3 ３着，etc.
スパークオヴマジック Spark of Magic（06 牝 Belong to Me）USA出走
フスティシエロ Justiciero（14 牡 Point Determined）�USA・MEX９勝，
Caribbean Cup Speed S‐R ３着

ソングアンダシャイニーバンド Songandashinyband（07牝 Songandaprayer）
不出走
ボンズ Bones（14 牝 Kantharos）USA３勝，Nicole's Dream S３着

ワイルドシャインWild Shine（99牝 Wild Again）不出走
コロニークラブ Colony Club（06牝 Lion Hearted）USA６勝，Klassy Brief

case S，Fort Monmouth S，Jameela S‐R ２着，etc.

４代母 マリーハーMari Her（70 USA黒鹿 Maribeau）USA２勝
［子］ ホエアーズボブWhere's Bob（83� Akureyri）USA４勝，Maryland

Turf S‐LR ３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： ㈲グッドラック・ファーム
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

187 ハタノボニート２０２１ �・鹿 ３／２３
＊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

＊

ベルナルディーニ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Bernardini Cara Rafaelaハタノボニート シャインアゲイン Wild Again

��
��
�Shine Again鹿USA 2010 Shiner

8g
A.P. Indy M3×S5

価格： 購買者：



母 キープオンゴーイン（16鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ＊レディジョアン（04 USA鹿 Orientate）USA６勝，アラバマＳ‐G1，ゴール
デンロッドＳ‐G2，ドグウッドＳ‐G3，Banshee Breeze S‐R，マザーグース
Ｓ‐G1 ２着，etc.
アバブヘヴンAbove Heaven（09牝 Mr. Greeley）不出走

＊アヴァンセ（16� Uncle Mo）３勝，伊勢特別，東大路Ｓ２着，��３勝
ダノンオブザイヤー（14牡 ディープインパクト）１勝

３代母 オートシーOatsee（97 USA栗 Unbridled）USA２勝，Supertrack Racin
g Series S‐R ３着
グランドポルテジェGrand Portege（02牝 Grand Slam）USA３勝

フロリダワン FloridaWon（11� Birdstone）�USA・CAN10勝，シーグラ
ムＣ‐G3，オンタリオダービー‐G3，Presque Isle Mile S‐L，etc.

グランドジャーニーGrand Journey（15� Giant's Causeway）�USA６勝，
Mr. Steele S２着

バグダリア Baghdaria（03 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA６勝，インディアナオ
ークス‐G3，アイオワオークス‐G3，シルヴァーブレットデイＳ‐G3，etc.
バグオヴジュエルズBagh of Jewelz（09 牝 A.P. Indy）不出走
モースMohs（18牡 ＊ハードスパン）�USA３勝，Hawthorne Derby

ダンシングブレイヴベアDancing Brave Bear（15 牝 Street Cry）GB・FR２
勝，ミュージドラＳ‐G3 ２着

ヘイシーHaysee（05牝 Orientate）不出走
アンクルリーノUncle Lino（13牡 Uncle Mo）USA２勝，California Chro

me S，サンタアニタダービー‐G1 ３着，ロバートＢルイスＳ‐G3 ２着，
種牡馬

アフリーティングレイディ Afleeting Lady（07牝 Afleet Alex）USA７勝，フォール
ズシティＨ‐G2，ターンバックジアラームＨ‐G3，Lady's Secret S‐L，etc.

シャックルフォード Shackleford（08 牡 Forestry）USA６勝，プリークネスＳ‐G1，メ
トロポリタンＨ‐G1，クラークＨ‐G1，チャーチルダウンズＳ‐G2，etc.，種牡馬

ステファノートシー Stephanoatsee（09牡 A.P. Indy）USA３勝，Delaware Barbar
o S‐L，ストラブＳ‐G2 ２着，Count Fleet S‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

188 キープオンゴーイン２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアキープオンゴーイン
＊ Orientate

��
��
�レディジョアン鹿 2016 Oatsee

2f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピエノフィオレ（12黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
テンダーメモリー（19牝芦 ＊ダンカーク）��入着２回

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

２着，吾妻小富士賞２着
シニスタークイーン（09牝 ＊シニスターミニスター）３勝

メイショウフンジン（18牡 ホッコータルマエ）�３勝，丹沢Ｓ２着，灘Ｓ２着，
横浜Ｓ３着

シャインエタニティ（10牝 ＊グラスワンダー）入着，��１勝
グロリオーソ（18牝 フリオーソ）���２勝�１勝�入着�，桜花賞２着，ユ

ングフラウ賞３着，留守杯日高賞３着
シャルマンウーマン（11牝 サクラバクシンオー）１勝
ラブロイ（13	 ＊シンボリクリスエス）��４勝

３代母 ＊フォーリア（89 GB鹿 Sadler's Wells）GB３勝

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

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

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

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

ラックマニー Luck Money（05牡 Indian Ridge）GB・IRE・USA３勝，
Majestic Light S‐R，コヴェントリーＳ‐G2 ３着，種牡馬

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

189 ピエノフィオレ２０２１ �・黒鹿 ３／ ９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスピエノフィオレ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フォーリアクイーン黒鹿 2012 ＊フォーリア

9e
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 イントゥザストーム（09鹿 ディープインパクト）３勝，伊万里特別（芝 1200），志
摩特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：３〕
タックスフェイス（18牝栗 モーリス）��出走�出走
メリヴェイユ（19牝鹿 モーリス）�出走
ジオストーム（20牝鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ＊バイユーストーム（98 USA栗 Storm Cat）USA出走
バイユーブリーズ Bayou Breeze（02牝 A.P. Indy）USA３勝，Revidere S

リブランディド Rebranded（11� Tiznow）USA８勝，Curribot H，Ri
ley Allison Futurity，Mine That Bird Derby２着

サンダーバイユーThunder Bayou（03牝 ＊サンダーガルチ）USA入着２回
ムシャウィシュMshawish（10牡 Medaglia d'Oro）GB・FR・USA・UAE・HK

G８勝，ドンＨ‐G1，ガルフストリームパークターフＨ‐G1，フォートロー
ダデイルＳ‐G2，ザビールマイル‐G2，ハルズホープＳ‐G3，etc.，種牡馬

メテオロロジスト（07牡 Golden Missile）５勝，ブラジルＣ‐LR ２着，仁川Ｓ‐L ２
着，ペルセウスＳ‐L ３着，アルデバランＳ‐OP，etc.，�１勝，佐賀記念‐Jpn3

ブラスロック（13牡 ブラックタイド）１勝
バリンジャー（14� ステイゴールド）１勝，喜多方特別３着，燕特別３着

３代母 アトザハーフ At the Half（91 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA５勝，ゴ
ールデンロッドＳ‐G3，Bassinet S‐L，Colleen S‐L，Pocahontas S
‐L，ソロリティＳ‐G3 ３着
ルラーヴィ Lu Ravi（95 牝 A.P. Indy）USA11 勝，モリーピッチャーＨ‐G2，コテ

ィリオンＨ‐G2，デラウェアＨ‐G3，etc.
ラヴィーズソング Ravi's Song（06牝 Unbridled's Song）USA６勝，New

Orleans Ladies S‐L，Shelby County Arts H‐L，Pelleteri S，etc.
ハーフクイーンHalf Queen（96牝 Deputy Minister）USA１勝

ハーフブライドルド Halfbridled（01牝 Unbridled）USA４勝，ＢＣジュヴェナイ
ルフィリーズ‐G1，デルマーデビュタントＳ‐G1，オークリーフＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

190 イントゥザストーム２０２１ 牡・鹿 ３／１６
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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアイントゥザストーム
＊ Storm Cat

��
��
�バイユーストーム鹿 2009 At the Half

8h
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハービンマオ（15栗 ＊ハービンジャー）１勝，���１勝�，関東オークス‐Jpn2
初仔

２代母 ダンシングマオ（07鹿 ゴールドアリュール）４勝，茂原特別，銀嶺Ｓ２着，立
夏Ｓ２着，ブラッドストーンＳ３着，春望Ｓ３着，etc.

３代母 ＊エスカビオーサ（92 ARG鹿 Payant）USA・ARG５勝，亜１０００ギニー‐G1，
フランシスコＪベアスレイ賞‐G2，ラウルアリステギ賞‐G2，ベネスエラ共和国
賞‐G3，P. Amilcar A. Mercader‐L，etc.

＊ムチャスグラシアス（99牝 Gulch）�２勝
ミラキュラス（02牝 フジキセキ）１勝

レッドキュラス（10牝 ＊クロフネ）入着，��２勝
マイネルパナケーア（11牡 カンパニー）��２勝�入着
オープンマーケット（12牡 ＊ファルブラヴ）�２勝
スダチチャン（14牝 ヴァーミリアン）�３勝��１勝�入着	，梅桜賞３着
ラブミーサガ（15牝 ＊サウスヴィグラス）	１勝
コパノサンデー（16
 ヴァーミリアン）�２勝
ネヘレニア（17牝 ジャングルポケット）�１勝��

４代母 エレヒアElegia（81 ARG鹿 Utopico）ARG１勝
［子］ エクスプロフェソEx Profeso（88牡 Lefty）ARG４勝

エスカビユーズEscabieuse（95 牝 Payant）ARG１勝
エスチステEs Chiste（87 牡 Lefty）ARG１勝

［孫］ シルヴァードリンク Silver Drink（03 牡 Silver Planet）ARG３勝，ブエ
ノスアイレス大賞‐G1，クラウスラ賞‐G2 ２着，ブエノスアイレス
州ＪＣ賞‐G2 ２着，種牡馬

エミトEmito（14 牡 Roman Ruler）ARG３勝
ロマーノエスカビアドRomano Escabiado（12牡 Roman Ruler）ARG３勝
カジュアルボーイCasual Boy（06牡 Casual Meeting）URU３勝

５代母 エミサリアEmisaria（72 ARG鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［子］ エスプリン Esplin（84 牡 Pretencioso）CHI４勝，トムソンマシューズ賞

‐G3，イサベル二世杯‐G2 ３着，フアンＳジャクソン賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
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

191 ハービンマオ２０２１ �・栗 ２／ ７

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlハービンマオ ゴールドアリュール

��
��
�ダンシングマオ栗 2015 ＊エスカビオーサ

19c
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 フロリアード（12芦 ＊クロフネ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
メタスペクター（18牡芦 ＊ダンカーク）�２勝
ゴールドスノー（19牝芦 ＊ザファクター）��２勝，中京ペガスターＣ（Ｄ1600）３着

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

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

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

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

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

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

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

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

‐Jpn2，ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 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

192 フロリアード２０２１ 牡・芦 ２／１６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフロリアード スペシャルウィーク

��
��
�キャスケードブーケ芦 2012 スカーレットブーケ

＊スカーレツトインク 4d
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヤマノラヴ（08鹿 ＊アグネスデジタル）１勝，ラベンダー賞‐OP（芝 1200）３着，
菜の花賞（芝 1600），�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
ドゥマン（15牡鹿 ハーツクライ）入着，�２勝
ラブミーファイン（16牝鹿 ジャスタウェイ）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着
エルモアットーレ（17牡栗 スクリーンヒーロー）�２勝�

２代母 ヤマノバイオレット（96黒鹿 フジキセキ）３勝
ヤマノクリスタル（09牝 ＊マイネルラヴ）�１勝�２勝
ノーノーイエース（13牝 アジュディミツオー）�１勝��２勝�入着５回，ハヤテ

スプリント２着

３代母 ヤマノタンポポ（86鹿 トウシヨウボーイ）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3
ヤマノシラユキ（94牝 ＊スリルシヨー）１勝，�１勝
ゴールデンロドリゴ（97牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，

ＣＢＣ賞‐Jpn2 ３着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，etc.
タケノタンポポ（00牝 フサイチコンコルド）不出走

シンゼンシンノスケ（05牡 ＊サウスヴィグラス）１勝
ヤマノベガ（04牡 アドマイヤベガ）１勝，�５勝
ヤマノグラス（08牝 バブルガムフェロー）１勝，白鳥大橋特別２着，�２勝��２勝

４代母 パーソロツク（70鹿 ＊パーソロン）１勝
［孫］ マーブルシーク（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，京都４歳特別

‐Jpn3 ３着，高砂特別，沈丁花賞，etc.，�４勝�１勝
マーブルゼファー（95牡 ＊スキャン）４勝，サロマ湖特別，おおぞらＳ２
着，蒲郡特別２着，etc.

ツキノキャメル（92牡 ミホシンザン）３勝，牧園特別２着，稲荷特別３着，
浜名湖特別３着，�11 勝

サンキョウアトラス（90牡 バンブーアトラス）３勝，八甲田山特別３着，
��３勝

５代母 シーアイローズ（64鹿 ＊チヤイナロツク）１勝
［子］ ハバナ（71牝 ＊パーソロン）３勝，白河特別

販売申込者・所有者： ㈱チャンピオンズファーム＝日高町富川西 �01456-3-4001
生 産 牧 場： ㈱チャンピオンズファーム
飼 養 者： ㈱チャンピオンズファーム＝千歳市駒里 �0123-29-3900

193 ヤマノラヴ２０２１ �・黒鹿 ２／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawヤマノラヴ フジキセキ

��
��
�ヤマノバイオレット鹿 2008 ヤマノタンポポ

＊トルースピアー C6
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 フィールフリーリー（10栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
フィールオーケー（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）２勝，����１勝・１勝
イタズラウナギ（17牡栗 ローエングリン）��入着６回
ジューンフラワー（19牝鹿 ＊ノヴェリスト）�出走

２代母 ＊ミスベルベール（95 FR栃栗 Bering）FR４勝，アスタルテ賞‐G2，P. Rond
e de Nuit‐L，アスタルテ賞‐G2 ２着，オペラ賞‐G2 ２着，グロット賞‐G3 ２
着，etc.
アイーンベル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ベルフォーラヴ（10牝 ＊バトルライン）�１勝��３勝，栄冠賞３着
ハウエバー（14牡 ローエングリン）３勝，日高特別，ＨＴＢ賞３着（２回），洞

爺湖特別３着，荒川峡特別３着，三春駒特別３着
ヴィーダ（15� ＊ヨハネスブルグ）�３勝，招福Ｓ，竜飛崎特別，北総Ｓ２着，

渡島特別２着，檜山特別２着，etc.，�３勝��１勝
ベルジュール（03� アグネスタキオン）３勝，夕月特別，浅草特別２着，堀川特別３着
プリティダンス（04牝 ダンスインザダーク）２勝，岡崎特別，浦佐特別３着，糸魚

川特別３着
ダノンベルベール（06牝 アグネスタキオン）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ２着，クイーンＣ‐G3 ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，赤松賞
ダノンシュナップス（07牡 デュランダル）２勝，ひいらぎ賞３着
サトノアポロ（08� ＊シンボリクリスエス）５勝，中日新聞杯‐G3，クリスマスＣ，

習志野特別，糸魚川特別，いわき特別２着，etc.
フォルミダーブル（15� オルフェーヴル）�	７勝

３代母 ミスアフリックMiss Afrique（87 FR鹿 African Song）FR５勝，P. Casi
mir‐Delamarre‐L，P. de la Calonne‐L，P. Edellic‐L，P. La Camarg
o‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，etc.
ミスエベーヌMiss Ebene（93牝 Lead on Time）FR・USA１勝，P. Zeddaan

‐L ２着

４代母 ディクチュミサスDictumisas（76 FR鹿 ＊デイクタス）FR１勝，P. Joubert
２着，FR障害３勝

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

194 フィールフリーリー２０２１ �・黒鹿 ２／２０

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラフィールフリーリー
＊ Bering

��
��
�ミスベルベール栗 2010 Miss Afrique

3n
Storm Bird S4×S4

価格： 購買者：



母 プロミネント（04鹿 ＊タイキシャトル）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－１（４）〕
アドマイヤディーバ（13牝黒鹿 ステイゴールド）�４勝��入着
モアナ（14牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）５勝，秋風Ｓ（芝 1600），東雲賞
（芝 1600），新潟日報賞（芝 1400）２着，鷹巣山特別（芝 1600）２着，錦Ｓ
（芝 1600）３着，仲春特別（芝 1400）３着，国立特別（芝 1400）３着，三鷹特別
（芝 1400）３着，由比ヶ浜特別（芝 1400）３着

プロスペリティ（16牝黒鹿 ブラックタイド）１勝，喜多方特別（芝 1200）３着，�
��出走

カフェカエサル（18牡青鹿 ラブリーデイ）�１勝

２代母 プロモーション（94鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，ク
イーンＣ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，
ＢＳＮオープン‐OP，etc.
トップセラー（02牝 スペシャルウィーク）３勝，スイートピーＳ‐L ３着，本栖湖特

別，信濃川特別３着，津田沼特別３着，カーネーションＣ３着
レジェンドセラー（14� ルーラーシップ）４勝，芙蓉Ｓ‐LR ２着，オリオンＳ，

横津岳特別，メルボルンＴ２着，ゆりかもめ賞３着，etc.，�１勝
テンバガー（18牡 モーリス）�２勝，京成杯‐G3 ３着，隅田川特別３着，中京

日経賞３着，五頭連峰特別３着，山吹賞３着
アドマイヤメイン（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯‐Jpn3，

日本ダービー‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，黄菊賞２着，etc.，種牡馬
トップモーション（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着

レッドヴェロシティ（18牡 ワールドエース）�３勝，青葉賞‐G2 ３着，陣馬特
別，水仙賞，箱根特別２着，グッドラックＨ２着，etc.

アドマイヤプリンス（07牡 アグネスタキオン）３勝，三木特別，白藤賞
アドマイヤバラード（09牡 ハーツクライ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，箱根特

別，駒ケ岳特別，御堂筋Ｓ３着，雨飾山特別３着，etc.
ミトノマルーン（16牡 ロードカナロア）�３勝，美浦Ｓ２着，両国特別２着，賢島

特別２着，元町Ｓ３着，赤倉特別３着

３代母 ＊アサーション（87 GB鹿 Assert）IRE１勝，愛オークス‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �0146-42-1477
生 産 牧 場： ㈲服部牧場
飼 養 者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �090-8906-7169

195 プロミネント２０２１ �・鹿 ３／１６
＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンプロミネント ＊ヘクタープロテクター

��
��
�プロモーション鹿 2004 ＊アサーション

13a
Halo S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイフィーバー（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 トウカイポプリ（05青鹿 ＊タイキシャトル）２勝
エオロ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）��３勝�２勝
トウカイパシオン（15牝 ＊ヨハネスブルグ）３勝，浦安特別３着
トウカイマナ（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）�６勝�
トウカイキュニスカ（18牝 ＊ダンカーク）��５勝
トウカイファクター（19牡 ＊ザファクター）�１勝

３代母 トウカイティアラ（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ‐OP
２着，忘れな草賞‐OP ２着，飛鳥Ｓ，初夢賞，クリスマスキャロルＨ２着，etc.
トウカイフラッグ（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，九十九島特別２着
トウカイアワード（04牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，国東特別，夕月特別３着
トウカイセレブ（06牝 キングカメハメハ）２勝

トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着
トウカイベルタ（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

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

４代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
［子］ 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，etc.，年代表，優３牡，優父内，
特別賞，種牡馬

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

トウカイスバル（87� ニホンピロウイナー）５勝，帆柱山特別，ジュライ
Ｓ２着，etc.，�５勝�入着�，中津桜花賞

［曾孫］ 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

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
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

196 トウカイフィーバー２０２１ �・鹿 ３／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudトウカイフィーバー ＊タイキシャトル

��
��
�トウカイポプリ黒鹿 2013 トウカイティアラ

＊星友 19b
Northern Dancer S4×M5 Fappiano M4×S5 Halo S5×M5×M5
Ballade S5×M5 Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 スイートサルサ（10栗 デュランダル）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3，府中牝馬Ｓ‐G2 ３
着，クイーンＣ‐G3 ２着，愛知杯‐G3 ３着，ユートピアＳ（芝 1600），etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
シルキーヴォイス（18牡栗 キングカメハメハ）�２勝，稲佐山特別（芝 2600）３着

２代母 ＊スイートハビタット（00 IRE 栗 Grand Lodge）２勝，塩屋埼特別３着，飛竜
特別３着
スイートジョリ（08牝 スペシャルウィーク）�８勝
ファシネイト（09牝 キングカメハメハ）��７勝
シックザール（16牡 ジャスタウェイ）入着２回，���５勝
サクセスハーモニー（17牝 ダイワメジャー）�２勝，飛翼特別２着，稲妻Ｓ３着

３代母 リンデスベリ Lindesberg（95 GB鹿 Doyoun）GB入着３回
アマデウスモーツァルト Amadeus Mozart（03� Mozart）GB・IRE・SIN11 勝，

フィーニクスＳ‐G1 ２着
マダムホイMadame Hoi（05 牝 HawkWing）GB１勝，Masaka S‐L ３着

＊ナンシーフロムナイロビ（11牝 Sixties Icon）GB・USA５勝，ロイヤルヒロイン
Ｓ‐G2，イエローリボンＨ‐G2 ３着，Pontefract Castle S‐L ２着

アドインフィニタム Ad Infinitum（18牝 Golden Horn）�GB１勝，Heigh
t of Fashion S‐L

４代母 ビーディスクリートBe Discreet（81 IRE 鹿 ＊ジユニアス）FR５勝
［子］ ヨーテボリGothenberg（93 牡 ＊ポリッシュパトリオット）GB・FR・IRE

・GER・ITY・UAE７勝，ベルリンブランデンブルクトロフィ‐G2，エ
ミリオトゥラティ賞‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，etc.，種牡馬

オマハシティOmaha City（94� Night Shift）GB・GER９勝，モエエ
シャンドンレネン‐G2 ２着，Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy‐L
２着，Rose Bowl S‐L ２着，etc.

［孫］ オイロファルコン Euro Falcon（97� Polar Falcon）FR・GER・SVK1
1 勝，Neusser Sandbahn Grand Prix‐L

［曾孫］ ファシネイティングロック Fascinating Rock（11牡 Fastnet Rock）GB
・IRE８勝，英チャンピオンＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，
キルターナンＳ‐G3，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

197 スイートサルサ２０２１ �・黒鹿 ２／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセススイートサルサ
＊ Grand Lodge

��
��
�スイートハビタット栗 2010 Lindesberg

16a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハートフル（13 IRE 黒鹿 Shamardal）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
キタサンユーダイ（19牡鹿 キタサンブラック）�出走

２代母 マッドアバウトユーMad About You（05 IRE 鹿 Indian Ridge）FR・IRE
・USA３勝，グラッドネスＳ‐G3，Garnet S‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛
プリティポリーＳ‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1 ３着，etc.
マリンカMalinka（12牝 Pivotal）IRE２勝
ソウルシーカー Soul Seeker（17� Oasis Dream）�GB・IRE４勝
アマシェール AMa Chere（18 牝 Kodiac）�IRE１勝，シルヴァーフラッシュＳ

‐G3 ３着
＊マッドクール（19牡 Dark Angel）�１勝

３代母 イリジスティブルジュエル Irresistible Jewel（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・FR
・IRE３勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G3，オペラ賞‐G1 ２着
ロイヤルダイアモンド Royal Diamond（06� ＊キングズベスト）GB・IRE・AUS

・UAE９勝，愛セントレジャー‐G1，バリーカレンＳ‐G3，英ＢＣロングディ
スタンスＣ‐G3，etc.

プリンセスハイウェイ Princess Highway（09牝 Street Cry）GB・FR・IRE・CAN３
勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，愛オークス‐G1 ３着，etc.

ミッドナイトソーツMidnight Thoughts（10 牝 Henrythenavigator）不出走
トモローズドリーム Tomorrow's Dream（17牝 Oasis Dream）�GB・FR３

勝，Rosemary S‐L ３着

４代母 インアンティシペイション In Anticipation（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE２勝
［子］ ダイアモンドトリムDiamond Trim（98牝 Highest Honor）IRE・ITY

５勝，Finale S‐L
［孫］ プロファウンドビューティ Profound Beauty（04 牝 ＊デインヒル）IRE・

AUS９勝，バリーローンＳ‐G3（２回），カラＣ‐G3，Challenge S
‐L（３回），etc.

メイキングライトMaking Light（14 牝 Tamayuz）IRE５勝，パークイク
スプレスＳ‐G3，キラヴランＳ‐G3，Platinum S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750
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デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiハートフル マッドアバウトユー Indian Ridge

��
��
�Mad About You黒鹿IRE 2013 Irresistible Jewel

1l
Danzig S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ボナマティーナ（15鹿 ＊キングズベスト）�入着３回
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊モーニングタイド（94 USA鹿 Seeking the Gold）USA１勝
マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３
着，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.

シンメイレグルス（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，関越Ｓ‐L ２着，昇竜Ｓ‐OP，
樟葉特別，黒竹賞，��２勝��，スパーキングサマーＣ２着

モーニングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別２着
テイエムジョウネツ（12牝 ステイゴールド）３勝，北國新聞杯，甲南Ｓ３着，大倉

山特別３着
ケルベロス（13牡 ディープインパクト）１勝，下北半島特別，相馬特別２着

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着

＊ドーンズヘイロー（86牝 Halo）USA出走
ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリング

Ｓ‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，Monr

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
＊ドーンランサム（96牝 Red Ransom）FR入着

＊ブラッドバローズ（01牡 Singspiel）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3 ３着，遠州
灘特別，九州スポーツ杯２着，etc.

キングストリート（06� キングカメハメハ）６勝，東京新聞杯‐G3 ２着，ファ
イナルＳ‐L ３着，小倉日経ＯＰ‐L ３着，etc.，�１勝

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

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

199 ボナマティーナ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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaボナマティーナ
＊ Seeking the Gold

��
��
�モーニングタイド鹿 2015 Eastern Dawn

5g
Damascus S4×M4 Mr. Prospector M4×M4

価格： 購買者：



母 ジャジャマーチャン（08鹿 アドマイヤコジーン）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－２（７）〕
アレジャポン（14牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着，��４勝
トゥラヴェスーラ（15牡鹿 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L（芝 1200），

京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，阪急杯‐G3 ２着，葵Ｓ（重賞）（芝1200）‐L
２着，高松宮記念‐G1 ４着（２回），福島ＴＶＯＰ‐OP（芝 1200），鞍馬Ｓ‐OP
（芝 1200）２着，萌黄賞（芝 1200）２着

トオヤリトセイト（16牡青鹿 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3
３着，斑鳩Ｓ（芝 1400）２着，御池特別（芝 1400）２着，六波羅特別（芝 1600）２
着，瀬戸内海特別（芝 1400）２着，若潮Ｓ（芝 1600）３着，クリスマスキャロル
賞（芝 1600）３着

ジャジャジャーン（18牡鹿 モーリス）��３勝

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

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

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

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

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

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉

Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.
シープシャンクス（10牝 ディープインパクト）出走

ネオストーリー（17牡 ＊ハービンジャー）�２勝，稲城特別，春日山特別３着

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.

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： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324
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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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディジャジャマーチャン
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス鹿 2008 ＊フィールディ

2n
Cozzene M3×S4 Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊オールアイキャンセイイズワウ（05 USA鹿 Street Cry）IRE・USA３勝，デルマ
ーマイルＨ‐G2 ２着，ミレイディＨ‐G2 ３着，Salsabil S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），海外－１（３），地方－２（３）〕
キネオダンサー（11牝鹿 ディープインパクト）３勝，桑折特別（芝 2000），遠刈田

特別（芝 1800）２着，西郷特別（芝 1800）３着
ディープエクシード（13牡鹿 ディープインパクト）２勝，種牡馬
プレミアイヴェントPremier Event（15�鹿 ＊エンパイアメーカー）USA３勝
シェノン（17牡鹿 キズナ）入着２回，��１勝�１勝�入着�
ミギーフェイス（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�入着３回，��	１勝

２代母 クラウンオヴジュエルズCrown of Jewels（95 USA栗 Half a Year）USA１勝
コミッククイーン Comic Queen（03牝 Comic Strip）USA３勝，San Ramon S

３着
アローンインザストリートAloneinthestreet（08 牡 Street Cry）GB・SAU４勝
ストリートチーフ Street Chief（11� ＊ストリートセンス）USA６勝

３代母 フィッテドクラウン Fitted Crown（90 USA栗 Chief's Crown）USA出走
クラウニングミーティング Crowning Meeting（94� General Meeting）USA14 勝，

Forty‐Niner H‐L，Fox Sports Network H，Seattle H，etc.
エクセレントミーティング Excellent Meeting（96 牝 General Meeting）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，ラスヴィル
ヘネスＳ‐G1，オークリーフＳ‐G1，ファンタジーＳ‐G2，プリンセスＳ‐G2，
デルマーデビュタントＳ‐G2，etc.
クーガーキャット Cougar Cat（02 牡 Storm Cat）GB・FR・IRE・USA４勝，

アリスタイディズＳ‐G3 ２着，アングルシーＳ‐G3 ２着，Iowa Spri
nt H‐L ２着，etc.，種牡馬

クラウンオヴクリムゾン Crown of Crimson（97牝 Seattle Slew）USA３勝，P
ocahontas S‐L

スイーピングヴューズ Sweeping Views（01牝 General Meeting）USA出走
アサシン Assassin（11 牡 Noble Causeway）PR・VEN・PAN10勝，P. Ra

ul Espinosa‐LR（２回），P. Augusto Samuel Boyd Paredes‐LR，P
. Carlos y Fernando Eleta Almaran‐LR ２着，etc.

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

201 オールアイキャンセイイズワウ２０２１ 牡・鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

ストリートクライ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Street Cry Helen Streetオールアイキャンセイイズワウ クラウンオヴジュエルズ Half a Year

��
��
�Crown of Jewels鹿USA 2005 Fitted Crown

A29
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Riverman M4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 パーティブロッサム（09黒鹿 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（３）〕
カズアティシャ（18牡鹿 ホッコータルマエ）���入着�３勝�
リュウノウィー（19牝栗 コパノリッキー）���出走

２代母 ジェミーブロッサム（00青鹿 Wild Again）１勝
アドニスラモーサ（06牝 アグネスタキオン）��２勝
テンゲントッパ（08牡 キングヘイロー）２勝，三国特別２着，三条特別２着
パフュームボム（11牝 ＊プリサイスエンド）３勝，障害１勝
シンコーマーチャン（14牡 キングヘイロー）３勝，��７勝�入着３回
ナナカマドカ（16牝 カネヒキリ）��８勝

３代母 ＊パレイシャルアフェア（95 USA鹿 Kingmambo）FR・USA３勝，P. Caravelle
‐L ２着，P. La Sorellina‐L ３着，Criterium de Languedoc‐L ３着
ゲットマイウェイ（02牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，高湯温泉特別，赤倉特別２着，

奥の細道特別２着，etc.

４代母 パーティサイテド Party Cited（89 USA鹿 Alleged）GB・USA５勝，イエ
ルバブエナＨ‐G3，Del Mar Bayakoa H‐L，サンタアナＨ‐G1 ２着，フィリ
ーズマイル‐G1 ３着，ビヴァリーヒルズＨ‐G1 ３着，etc.
［子］ コンポージャー Composure（00 牝 Touch Gold）USA４勝，サンタアニ

タオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，オークリーフＳ‐G2，etc.
レディセット Ready Set（05� Touch Gold）USA７勝，ウェストヴァ
ージニアダービー‐G3，Cliff Guilliams H，Eight Thirty S，etc.

［孫］ ペンウィズ Penwith（11 牝 Bernardini）USA５勝，ロイヤルデルタＳ
‐G2，ベルダムＳ‐G1 ３着，デラウェアＨ‐G1 ３着，etc.

サドンブレイキングニューズ Suddenbreakingnews（13� Mineshaft）
USA３勝，サウスウェストＳ‐G3，Clever Trevor S‐L，アーカン
ソーダービー‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ シェアードセンス Shared Sense（17牡 ＊ストリートセンス）�USA６勝，
オクラホマダービー‐G3，インディアナダービー‐G3，ルーカスク
ラシックＳ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

202 パーティブロッサム２０２１ 牡・鹿 ３／２９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローパーティブロッサム Wild Again

��
��
�ジェミーブロッサム黒鹿 2009 ＊パレイシャルアフェア

9b
Kingmambo S3×M4

価格： 購買者：



母 レッドアンコール（11栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ククシカ（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）��３勝
ヨハネスボーイ（17牡栗 ＊ヨハネスブルグ）入着，クローバー賞‐OP（芝 1500）２着，

��３勝�２勝，ブリーダーズゴールドジュニアＣ（Ｄ1700），サンライズＣ
（Ｄ1800）３着

ユーティリティ（18牝栗 ＊ケープブランコ）�３勝��入着
アファン（19牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
サワヤカローズ（20牝栗 ＊ヘニーヒューズ）��出走

２代母 サイキョウザクラ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，葵Ｓ‐OP ３着，鷹取特
別２着，伊万里特別２着，鹿屋特別３着，筑紫特別３着，etc.
サイキョウワールド（02牡 ＊パントレセレブル）５勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，サンタ

クロースＳ，ラジオ福島賞，庄内川特別，醍醐特別２着，etc.
サイキョウキロク（03牝 マヤノトップガン）�10 勝

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
リフレシングムード（93牡 ＊キャロルハウス）４勝，讃岐特別，伊丹特別，フィリピ

ンＴ２着，etc.，�３勝�１勝	
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.
マルカサワヤカ（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，小倉日経ＯＰ‐L ３着，北九州

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

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

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

トーセンイマジゲン（04牡 アグネスタキオン）５勝，新春Ｓ，浅口特別，舞子特別，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 森永 聡＝新冠町万世 �0146-49-5200
生 産 牧 場： 森永 聡
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

203 レッドアンコール２０２１ 牡・栗 ３／１４

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスレッドアンコール ＊サンデーサイレンス

��
��
�サイキョウザクラ栗 2011 サワヤカプリンセス

＊スコツチプリンセス 11f
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 レーヌミノル（14栗 ダイワメジャー）３勝，桜花賞‐G1，小倉２歳Ｓ‐G3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐G2 ２着，etc.
本馬の他に産駒あり

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

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

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

崎特別３着
サトノマイヒメ（13牝 ダイワメジャー）１勝
サトノプライド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，樅の木賞３着

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

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

特別３着，唐津特別３着

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

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

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

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

204 レーヌミノル２０２１ 牡・黒鹿 ２／２７

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケレーヌミノル ＊タイキシャトル

��
��
�ダイワエンジェル栗 2014 プリンセススキー

＊プリンセスリタ 2c
Storm Bird S4×S4 Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊プレザントケイプ（06 GB鹿 Cape Cross）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（10）〕
ペイシャフェリス（11牝鹿 スペシャルウィーク）４勝，朱鷺Ｓ‐L（芝 1400），アネ

モネＳ‐LR（芝 1600），六甲Ｓ‐LR（芝 1600）２着，ニューイヤーＳ‐L（芝 1600）
２着，市川Ｓ（芝 1600），市川Ｓ（芝 1600）２着，みちのくＳ（芝 1200）３着，菜
の花賞（芝 1600）３着

ペイシャフェリシタ（13牝黒鹿 ハーツクライ）６勝，春雷Ｓ‐L（芝 1200），キーン
ランドＣ‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP（芝 1200）２着（２回），浜松Ｓ
（芝 1200），神奈川新聞杯（芝 1400），勝浦特別（芝 1200），なずな賞（芝 1400），
ＨＢＣ賞（芝 1200）２着，札幌スポニチ賞（芝 1200）２着

２代母 フェリシティ Felicity（00 IRE 鹿 Selkirk）GB・FR・IRE２勝，ゴールデンダ
ッフォディルＳ‐G3，ブルーウインドＳ‐G3 ３着，ノネット賞‐G3 ３着，Gill
ies Fillies' S‐L ３着，Newbury Fillies' Trial S‐L ３着
ゲイトウッドGatewood（08牡 Galileo）GB・FR・AUS８勝，リュー賞‐G3，Ｇ

ＲＣジャロングＣ‐G3，Buckhounds S‐L，Tapster S‐L，Wolferto
n H‐L，etc.

エンチュフラEnchufla（09 牝 Danehill Dancer）FR１勝

３代母 ラスフローレス Las Flores（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・ITY１勝，伊
オークス‐G1 ３着，Lingfield Oaks Trial S‐L ２着
ラパス La Paz（99牝 Nashwan）GB・FR２勝，P. Belle de Nuit‐L
スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・FR・USA

６勝，英チャレンジＳ‐G2，ハンガーフォードＳ‐G3，Dubai Duty Free C
‐L，etc.，種牡馬

ナショナリズムNationalism（07� Pivotal）GB・UAE３勝，Midsummer S‐L
エイケン Aiken（08牡 Selkirk）GB・FR・IRE６勝，シャンティー大賞‐G2，Bu

ckhounds S‐L，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G3 ２着，種牡馬

４代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）GB・FR・IRE・USA10 勝，
フォレ賞‐G1，オペラ賞‐G2，クロエ賞‐G3，ロワイヨモン賞‐G3，Susan's
Girl H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲友田牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2206
生 産 牧 場： ㈲友田牧場
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

205 プレザントケイプ２０２１ 牡・鹿 ２／２４
＊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

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealプレザントケイプ フェリシティ Selkirk

��
��
�Felicity鹿GB 2006 Las Flores

8i
Danzig S4×M4 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 フィナリザール（15栃栗 Congrats）入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
マニータ（20牝鹿 ディープブリランテ）�未出走

２代母 ＊セットプレイ（05 USA栗 Van Nistelrooy）USA２勝，デルマーデビュタント
Ｓ‐G1，ソレントＳ‐G3 ２着，ミエスクＳ‐G3 ３着，Landaluce S‐L ３着
レッドソリッドパーフェクトRed Solid Perfect（11 牡 Street Cry）USA１勝
ダンシングリンゼイDancing Lindsay（13牝 Street Cry）USA４勝
ステラータ（17牝 ハーツクライ）�２勝，鹿島特別，�３勝�入着
コールドショット（18牡 ドゥラメンテ）�３勝

３代母 ボールディーズリフレクションBoldy's Reflection（96 CAN鹿 Bold Ruckus）
USA入着

４代母 ゴーヴァンGovan（91 USA栗 GoneWest）不出走

５代母 クラッシートウィスト Classy Twist（76 USA栗 Twist the Axe）USA３勝，
Plankton H３着
［子］ ウィズアトウィストWith a Twist（83 牝 Fappiano）USA５勝，レアト

リートＨ‐G3，アフェクショネトリーＨ‐G3 ２着，ネクストムーヴ
Ｈ‐G3 ２着，etc.

［孫］ クルーン Cloon（01牝 Lure）FR・USA２勝，P. de la Seine‐L，P.
de Boulogne‐L ２着，P. Melisande‐L ２着，etc.

ケルティックスカイ Celtic Sky（98牡 Sky Classic）USA６勝，West Poi
nt H‐R，Kingston H‐R，West Point H‐R ２着，etc.

ポリシーマター Policy Matter（90 牡 Topsider）FR・SPA４勝，P. An
tonio Blasco‐L，G.P. de Velocidad‐L，P. Trujillos‐L ２
着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ハローリバティ Hello Liberty（03 牝 Forest Camp）USA４勝，ナッソ
ーカウンティＢＣＳ‐G2，Peach Blossom S‐L，エイコーンＳ
‐G1 ２着，etc.

パイアスアシュリー Pious Ashley（05 牝 Include）USA４勝，Valid E
xpectations S‐L，エンダインＳ‐G3 ２着

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

206 フィナリザール２０２１ 牡・黒鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

コングラッツ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Congrats Praiseフィナリザール
＊ Van Nistelrooy

��
��
�セットプレイ栃栗 2015 Boldy's Reflection

4d
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ピエールドリュヌ（11黒鹿 キングカメハメハ）２勝，鶴橋特別（芝 1600），有松特
別（芝 1600）２着，若戸大橋特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：３〕
ショウナンパラボラ（19牡黒鹿 オルフェーヴル）�入着２回
シルバーティムール（20牡鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ムーンザドリーム（02黒鹿 ダンスインザダーク）出走
ショウリュウムーン（07牝 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，京都牝馬Ｓ

‐G3，チューリップ賞‐G3，ポートアイランドＳ‐L，中京記念‐G3 ２着，etc.
ショウリュウイクゾ（16牡 オルフェーヴル）４勝，日経新春杯‐G2，すみれＳ

‐L ３着，許波多特別，ムーンライトＨ２着，烏丸Ｓ２着，etc.
ショウリュウハル（17牝 ジャスタウェイ）３勝，北國新聞杯，白菊賞，立雲峡

Ｓ３着
ショウリュウレーヴ（18牡 ミッキーアイル）�３勝，新春Ｓ２着
ダノンソフィア（19牝 キタサンブラック）�１勝

チーフザムーン（09牝 ＊チーフベアハート）�１勝�入着８回
ノブベック（16牡 トゥザグローリー）１勝

ステイウェル（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，仲春特別２着，祇園特別２着
エミーズレシピ（13牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，遊楽部特別３着

ビーストアタック（19牝 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ロフティードリーム（14牝 ＊キングズベスト）�３勝
クリスタルアイ（17牝 ルーラーシップ）�１勝�

３代母 ミヨシチェリー（89芦 ＊メンデス）１勝
マッキーグローリ（97牡 ＊キンググローリアス）３勝，北斗賞２着

４代母 ミズノコマチ（71鹿 ＊フイダルゴ）３勝
［子］ ジャックボーイ（84牡 トウシヨウボーイ）５勝，朱鷺Ｓ‐OP，織姫賞，大

沼Ｓ，etc.

５代母 ラインランド（57鹿 ＊ライジングフレーム）３勝
［孫］ タケホープ（70牡 ＊インデイアナ）７勝，日本ダービー，菊花賞，天皇賞

（春），etc.，年代表，優３牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0683
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

207 ピエールドリュヌ２０２１ 牡・鹿 ５／ ２
＊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 ＊マンファスピエールドリュヌ ダンスインザダーク

��
��
�ムーンザドリーム黒鹿 2011 ミヨシチェリー

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4

価格： 購買者：



母 ブレイクダンサー（12鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
セレブリス（16牝黒鹿 トゥザグローリー）�２勝
ベラジオクイーン（17牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）��５勝
アンドレア（19牝青鹿 レッドスパーダ）��入着２回

２代母 プリティダンス（04栗 ダンスインザダーク）２勝，岡崎特別，浦佐特別３着，
糸魚川特別３着
ダンツワイズ（13� ＊ロージズインメイ）�１勝
ジャガーゲイム（14� ジャングルポケット）入着，�３勝
ラズベリル（15牝 ＊タートルボウル）�２勝��	入着５回
プリティア（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝
��

３代母 ＊ミスベルベール（95 FR栃栗 Bering）FR４勝，アスタルテ賞‐G2，P. Rond
e de Nuit‐L，アスタルテ賞‐G2 ２着，オペラ賞‐G2 ２着，グロット賞‐G3 ２
着，etc.
アイーンベル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ベルフォーラヴ（10牝 ＊バトルライン）
１勝��３勝，栄冠賞３着
ハウエバー（14牡 ローエングリン）３勝，日高特別，ＨＴＢ賞３着（２回），洞

爺湖特別３着，etc.
ヴィーダ（15� ＊ヨハネスブルグ）�３勝，招福Ｓ，竜飛崎特別，北総Ｓ２着，etc.，

�３勝��１勝
ベルジュール（03� アグネスタキオン）３勝，夕月特別，浅草特別２着，堀川特別３着
ダノンベルベール（06牝 アグネスタキオン）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ２着，クイーンＣ‐G3 ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，etc.
ダノンシュナップス（07牡 デュランダル）２勝，ひいらぎ賞３着
サトノアポロ（08� ＊シンボリクリスエス）５勝，中日新聞杯‐G3，クリスマスＣ，

習志野特別，etc.

４代母 ミスアフリックMiss Afrique（87 FR鹿 African Song）FR５勝，P. Casi
mir‐Delamarre‐L，P. de la Calonne‐L，P. Edellic‐L，P. La Camarg
o‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 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

208 ブレイクダンサー２０２１ 牡・鹿 ２／ ３
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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightブレイクダンサー ダンスインザダーク

��
��
�プリティダンス鹿 2012 ＊ミスベルベール

3n
Northern Dancer M4×S5×S5 Fairy BridgeM4×S5

価格： 購買者：



母 タムロブライト（06芦 ＊シルバーチャーム）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－１（４）〕
ミライヘノツバサ（13牡芦 ドリームジャーニー）５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，日経

賞‐G2 ２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，福島ＴＶＯＰ‐OP（芝 1800）３着，迎春Ｓ
（芝 2200），習志野特別（芝 2000），山吹賞（芝 2200）

ミライヘノノゾミ（17牝芦 ジャスタウェイ）�４勝

２代母 タムロチェリー（99栗 ＊セクレト）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1，
小倉２歳Ｓ‐Jpn3，優２牝
タムロチェスト（05牡 ＊フォーティナイナー）２勝
タムロスカイ（07牡 フジキセキ）６勝，小倉日経ＯＰ‐LR ２着，大阪城Ｓ‐L ３着，

メイＳ‐OP，常総Ｓ，逢坂山特別，etc.

３代母 ミスグローリー（90栃栗 サクラユタカオー）�２勝
ローランバルゴ（98牝 ＊アジュディケーティング）１勝

ホーザンアテナ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着
タリホー（14牡 ＊キャプテンスティーヴ）入着，�入着２回，夏至賞３着

タムロマンサーナ（01牝 ＊ジェネラス）１勝，二王子特別３着
スターカットジェム（06牝 ＊フォーティナイナー）出走

シャドウブリランテ（14牡 ディープブリランテ）２勝，渥美特別２着，岩船特
別３着

ポベーダテソーロ（16牡 ブラックタイド）入着５回，駒ケ岳特別３着
ムーンダスト（07牝 デュランダル）入着２回

グランデ（19牡 ＊ディスクリートキャット）�１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着

４代母 ＊グラツドタイデイングス（79 FR黒鹿 Pharly）GB２勝
［子］ ストッププレス Stop Press（88 牝 Sharpen Up）GB・FR５勝，G.P. d

e Rouen‐L
［孫］ ストリートポーカー Street Poker（98 牡 ＊デインヒル）FR・GER・DEN

４勝，ヘッセンポカール‐G3，ヴァルターＪヤコブスレネン‐G3，オ
イローパシャンピオナート‐G2 ２着，etc.，種牡馬

サマーファインデイ（05牝 ＊アグネスデジタル）１勝，若菜賞３着，�２勝��

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： ㈲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

209 タムロブライト２０２１ 牡・鹿 ３／２８
＊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

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerタムロブライト ＊セクレト

��
��
�タムロチェリー芦 2006 ミスグローリー

＊グラツドタイデイングス 11
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ダウンタウンブギ（13栗 アサクサキングス）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ピクシーズパラソル（18牝鹿 ラブリーデイ）���入着４回
クラウンスウィング（19牡栗 ストロングリターン）�未出走

２代母 ＊スマラ（93 FR栗 Antheus）FR１勝
＊チチカステナンゴ（98牡 Smadoun）FR４勝，パリ大賞‐G1，リュパン賞‐G1，トーマ

スブライアン賞‐G3，仏ダービー‐G1 ２着，ニエル賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
フェマラ Faimara（99牡 Homme de Loi）FR３勝
スマラティカ Smala Tica（00牝 Loup Solitaire）FR４勝，G.P. de Lyon‐L，

P. Urban Sea‐L
チーカドリーム Chika Dream（10� Danehill Dancer）�FR12 勝，P. du P

oint du Jour‐L，G.P. Anjou Bretagne‐L ２着
ランペイア（04牝 アグネスタキオン）４勝，西海賞，北大路特別，カーネーション

Ｃ３着
マサハヤドリーム（12� メイショウサムソン）�６勝，米子Ｓ‐L ３着，福島Ｔ

ＶＯＰ‐OP，博多Ｓ，三年坂特別，玄海特別，etc.，障害３勝
ミッキーミラクル（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，マレーシアＣ，陣馬特別，安

房特別３着，館山特別３着，箱根特別３着，�１勝
スマッシュスマイル（08� ゼンノロブロイ）１勝，熱田特別２着，横津岳特別２着，

燧ヶ岳特別２着，渥美特別２着，香住特別３着
デルマゴクウ（11牡 フジキセキ）�２勝�

３代母 スモールパルティ Small Partie（88 FR栗 Fabulous Dancer）不出走
シヴィルコーツ Civil Courts（98� Kaldoun）FR７勝，Le Vase d'Argent‐L

２着
ベルアリシアBelle Alicia（04 牝 Smadoun）FR１勝

ホーリーダズル Holy Dazzle（10 牝 サンデーブレイク）FR２勝，アンプリュダ
ンス賞‐G3 ２着，ミエスク賞‐G3 ３着，P. des Lilas‐L ３着，etc.
ローマンキャンドル Roman Candle（16 牡 Le Havre）FR２勝，グレフ
ュール賞‐G2，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ２着，ラフォルス賞‐G3 ３
着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �01456-7-2277
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �01456-7-2277

210 ダウンタウンブギ２０２１ 牡・栗 ２／１９

＊

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

＊ホワイトマズル

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサキングス クルーピアスターダウンタウンブギ
＊ Antheus

��
��
�スマラ栗 2013 Small Partie

2s
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 プレザントブリーズ（06黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（７）〕
プラチナヴォイス（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ‐LR（芝 1800），スプ

リングＳ‐G2 ３着，名古屋日刊スポーツ杯（芝 2000），ｔｖｋ賞（芝 1800）２着，
野分特別（芝 1800）２着，�２勝�１勝�

ヒノモト（15牡鹿 キングカメハメハ）�４勝
ライデンシャフト（16牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）１勝
サトノジーク（19牡黒鹿 ロードカナロア）�入着
ベッピンサン（20牝鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

黄菊賞
スターリーウインド（12牝 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別３着，鳥栖特別３着
スターズプレミア（17牡 ロードカナロア）�２勝，二本松特別
ダークエクリプス（19牡 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

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

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

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

211 プレザントブリーズ２０２１ 牡・栗 ３／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジプレザントブリーズ
＊ Woodman

��
��
�スターズインハーアイズ黒鹿 2006 ＊ウインドインハーヘア

2f
ウインドインハーヘアM3×S4 Mr. Prospector S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 チャオプラヤ（11鹿 ネオユニヴァース）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
インターロード（16牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）入着２回，��入着�２勝
ヒルノエドワード（17牡黒鹿 ルーラーシップ）�１勝
ゴールドバーレン（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）��入着
イワクニ（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�入着３回

２代母 ＊ジョイオブフライト（96 USA鹿 Silver Hawk）不出走
グローリーバニヤン（02牝 ＊アジュディケーティング）��１勝
ホブノブ（03牡 ＊フォーティナイナー）入着３回，�２勝
テイエムキングダム（07牡 キングヘイロー）１勝，�１勝
ストークアンドレイ（10牝 ＊クロフネ）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，ＳＴＶ杯２着
シャインスバル（12牡 キングヘイロー）��１勝
ハクユウフライヤー（16牡 ＊クロフネ）１勝，��入着�１勝��入着３回

３代母 スキルフルジョイ Skillful Joy（79 USA栗 Nodouble）USA８勝，デルマー
デビュタントＳ‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Hollywood Starlet S，Senor
ita S，ファンタジーＳ‐G1 ２着，etc.

＊ダンスチャーマー（90牝 Nureyev）不出走
カサノバダンディ（97牡 ＊トニービン）２勝，べにばな賞，ロベリア賞２着，本

栖湖特別３着
ジャングルポケット（98牡 ＊トニービン）５勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，共同通信杯‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
＊ダンジグジョイ（92牝 Danzig）不出走

ホシノピアス（01牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着
＊リベラノ（99牝 Rubiano）USA２勝

ミコノス（05牝 With Approval）３勝，ＴＶＱ杯３着
コウエイテンプウ（06牝 ＊デヒア）２勝
バイラ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP ３着，
ポラリスＳ‐OP ３着，etc.，��２勝��

タガノジョーカー（07牝 ＊バゴ）３勝，中京スポーツ杯
アルムダプタ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，�１勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �0146-47-2787

212 チャオプラヤ２０２１ 牡・鹿 ３／ １
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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスチャオプラヤ
＊ Silver Hawk

��
��
�ジョイオブフライト鹿 2011 Skillful Joy

11g
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ランスタン（13鹿 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ショウナンアメリア（19牝黒鹿 ロードカナロア）�１勝

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

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

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

２着，猪名川特別３着

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

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

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.

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

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

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

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

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

213 ランスタン２０２１ �・鹿 １／２１

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケランスタン
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2013 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
Storm Cat S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤヒナタ（13鹿 キングカメハメハ）�１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ジオパークマグマ（18牡鹿 トーセンジョーダン）入着，���入着７回
スリーミスラピス（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ロイヤルカード（99栗 ＊サンデーサイレンス）出走
アドマイヤダンク（04牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，桶狭間Ｓ，大津特別，�３勝，

吉野ヶ里記念
アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走

ファイナルブロー（11牡 カンパニー）１勝，湯沢特別２着
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，道新スポーツ杯２着
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，白富士Ｓ‐L ２着，新潟記念‐G3 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，ディープインパクトＣ３着
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，甲東特別，福寿草特別２着，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，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.
アドマイヤアロー（14牝 ＊ワークフォース）２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.
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

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

214 アドマイヤヒナタ２０２１ 牡・栗 ５／１３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアドマイヤヒナタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロイヤルカード鹿 2013 ＊アドマイヤラピス

1l
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊オモテナシⅡ（12 USA鹿 Henrythenavigator）GB出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
レオ（16牡芦 Mastercraftsman）１勝，���出走
ジランドール（18�鹿 ＊ヘニーヒューズ）�出走，�２勝
メイプルリーフ（19牝鹿 オルフェーヴル）��入着２回

２代母 ミリオンギフト（98鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
＊ミリオンキング（04牡 Grand Slam）入着，��１勝
＊ミリオンセラーⅡ（06牝 A.P. Indy）USA４勝，Rosenna S
サンデイアフェアー Sunday Affair（07 牝 A.P. Indy）不出走

ニピゴンNipigon（12� Niigon）USA・CAN７勝，Bunty Lawless S‐R ２着，
Coronation Futurity‐R ２着，Steady Growth S‐R ３着

ヨークトン Yorkton（14牡 Speightstown）USA・CAN７勝，ボールドヴェン
チャーＳ‐G3（２回），Charlie Barley S，King Corrie S，Queen
ston S‐R，ニアークティックＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ウェイバーンWeyburn（18牡 Pioneerof the Nile）�USA３勝，ゴーサムＳ
‐G3，Sir Shackleton S，Pegasus S‐L ２着

インディズミリオン Indy's Million（11牝 A.P. Indy）USA１勝
バルサバス Barsabas（19� Tale of the Cat）�USA２勝，セシルＢデミル

Ｓ‐G3 ２着
＊ジョルジオ（13� Street Cry）入着２回，��１勝
＊グラスコックピット（17牡 Congrats）��７勝�６勝

３代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着
スカイビューティ Sky Beauty（90 牝 Blushing Groom）USA15 勝，エイコーンＳ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，アラバ
マＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，ゴー
フォーワンドＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，etc.

サイレンスビューティ Silence Beauty（97 牝 ＊サンデーサイレンス）IRE入着
テイルオヴエカティ Tale of Ekati（05 牡 Tale of the Cat）USA５勝，ウッド

メモリアルＳ‐G1，シガーマイル‐G1，ジェロームＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱チャンピオンズファーム＝日高町富川西 �01456-3-4001
生 産 牧 場： ㈱チャンピオンズファーム
飼 養 者： ㈱チャンピオンズファーム＝千歳市駒里 �0123-29-3900

215 オモテナシⅡ２０２１ �・黒鹿 ５／ ９
＊ 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

＊

ヘンリーザナヴィゲイター Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Henrythenavigator SequoyahオモテナシⅡ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミリオンギフト鹿USA 2012 ＊メイプルジンスキー

1g
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector M4×M5
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ドリームピーチ（07鹿 ＊タップダンスシチー）３勝，サロマ湖特別（芝 1200），仁
山特別（芝 1200）２着，合馬特別（芝 1200）２着，ジューンＳ（芝 1600）３着，春興
Ｓ（芝 1600）３着，etc.，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（６）〕
ブルベアクレーマ（16牡栗 スペシャルウィーク）�１勝
コスモタイシ（17牡栗 ゼンノロブロイ）入着４回，��３勝��
リキサントライ（18牡栗 ネオユニヴァース）�３勝，早鞆特別（Ｄ1700），由布院

特別（Ｄ1700）３着
タカノドリーム（19牡栗 アドマイヤムーン）��２勝
イッピン（20牡鹿 ビッグアーサー）�地方未出走

２代母 ミレニアムクイーン（97黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
アタゴキャロット（03� アドマイヤベガ）	７勝�
エプソムフルーツ（05牝 マーベラスサンデー）�３勝
ノトノメガミ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
キリシマトリオ（09牡 ウインラディウス）２勝，フローラルウォーク賞２着
ディアラブクイーン（10牝 ウインラディウス）入着，
１勝

３代母 ミヤマバイオレット（88鹿 ＊ロイヤルスキー）１勝
フローレンスユメコ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝

ダイワレキシントン（01牡 フジキセキ）１勝，黄梅賞２着
ドリームパンドラ（06牝 ネオユニヴァース）入着，�４勝，福山王冠２着

ローレルピュアー（99牝 ＊トニービン）入着３回
エイコウピュアー（05牡 ＊トワイニング）�４勝�４勝入着３回�，門松賞３着

バイオレットクイル（00牝 ダンスインザダーク）�入着
パープルタイヨー（06牡 ＊スターオブコジーン）３勝，外房特別，外房特別２着，

豊栄特別３着，etc.

４代母 クイルメーカー（80青鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）１勝
［孫］ サンデージョウ（07牝 ＊グラスワンダー）２勝，ダリア賞‐OP ３着，八代

特別，別府特別２着，etc.
［曾孫］ ヒヅルジョウ（19牝 ＊ハービンジャー）�１勝，矢車賞３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： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

216 ドリームピーチ２０２１ 牡・黒鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceドリームピーチ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ミレニアムクイーン鹿 2007 ミヤマバイオレット

＊シル 5g
Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 キンショーユキヒメ（13芦 メイショウサムソン）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ムーン
ライトＨ（芝 2000），シンガポールＴＣ賞（芝 2000），小牧特別（芝 2000），デイジ
ー賞（芝 1800），etc.
本馬の他に産駒あり

２代母 アップルティー（02芦 ＊サンデーサイレンス）入着５回
プリティーピュティ（07牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝�入着４回
オメガオンリーワン（08牡 ＊クロフネ）１勝
プラネットマジック（11牡 サクラバクシンオー）�９勝
ランリーナ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，デイジー賞３着
ストームウォリアー（16� メイショウボーラー）�４勝�２勝
フィエールボス（17� ＊プリサイスエンド）���１勝�３勝

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

野島崎特別，etc.
マドモアゼルドパリ（01牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，飛鳥Ｓ，外房特別，早春賞，etc.

マキシマムドパリ（12牝 キングカメハメハ）６勝，マーメイドＳ‐G3，愛知杯
‐G3，秋華賞‐G1 ３着，etc.

ハイエストホワイト（05牝 アグネスタキオン）１勝
アオイクレアトール（17牡 キングカメハメハ）�４勝，キャピタルＳ‐L ３着，

紅葉Ｓ，セントポーリア賞２着，etc.
ハシッテホシーノ（06牝 アグネスタキオン）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，三面川

特別，信夫山特別２着
キャプテンドレイク（17牡 ロードカナロア）�３勝，淀屋橋Ｓ，周防灘特別，

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

特別２着，ＴＶ山梨杯３着，etc.

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

販売申込者・所有者： ㈲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

217 キンショーユキヒメ２０２１ 牡・青鹿 １／１７
＊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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンキンショーユキヒメ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アップルティー芦 2013 ＊アドマイス

5e
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マルニ（16青鹿 スクリーンヒーロー）入着
初仔

２代母 メジロフランシス（01鹿 ＊カーネギー）出走
メジロポッター（06牡 メジロベイリー）１勝
フジノトルネイド（07牡 サクラバクシンオー）�２勝
シゲルアンズ（09牡 ＊アルカセット）入着３回，��２勝�入着
モーリス（11牡 スクリーンヒーロー）８勝，安田記念‐G1，天皇賞（秋）‐G1，マイ

ルＣｈＳ‐G1，etc.，HKG３勝，香港カップ‐G1，チャンピオンズマイル‐G1，
香港マイル‐G1，年代表，優短距，特別賞，種牡馬

リャクダツアイ（12牝 ＊チチカステナンゴ）出走
オトナノジジョウ（16牝 スクリーンヒーロー）２勝

ピッツバーグ（13� ダノンシャンティ）２勝，箱根特別２着，障害１勝，�１勝�１勝
ルーカス（15牡 スクリーンヒーロー）�１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，フリーウ

ェイＳ２着，節分Ｓ２着，立志Ｓ２着，常総Ｓ３着

３代母 メジロモントレー（86黒鹿 ＊モガミ）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ＡＲ共和国杯
‐Jpn2，金杯‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3 ３着，etc.
メジロアトラス（95� メジロマックイーン）６勝，金蹄Ｓ，丹沢Ｓ，etc.，障害１勝，

��入着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着
メジロマルチネス（97牝 ＊フォーティナイナー）１勝

メジログラーヴェ（03牝 メジロライアン）１勝，こでまり賞３着
メジロアースラ（05牝 ＊ブラックホーク）１勝，下北半島特別２着

４代母 メジロクインシー（81鹿 ＊フイデイオン）不出走
［子］ メジロライリー（90牝 ＊モガミ）３勝，カーネーションＣ‐OP ２着，房総

特別，新緑賞，etc.
メジロフェンディー（88牝 ホクトボーイ）４勝，五色沼特別
メジロスクエア（93牝 ＊モガミ）２勝，安房特別３着

［孫］ マイティシルバー（02牡 ＊フォーティナイナー）３勝，鶴ヶ城特別２着，
フルーツラインＣ３着

［曾孫］ トーセンカナロア（12牡 ブラックタイド）１勝，北辰特別２着，ひめさゆ
り賞２着，南相馬特別３着

販売申込者・所有者： 戸川牧場＝日高町豊田 �01456-5-2724
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

218 マルニ２０２１ 牡・黒鹿 １／３１
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

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインマルニ ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス青鹿 2016 メジロモントレー

＊デヴオーニア 10d
サンデーサイレンス S4×M4 Sadler's Wells S4×M4

価格： 購買者：



母 コウエイラブリー（12鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ゴールドランタン（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��入着��１勝
ゴールドレーベン（19牡黒鹿 ＊マクフィ）���１勝
ラブリージュビリー（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ダイワサンルージュ（06鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
グランプリブレイド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ローザルージュ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，�１勝���入着３回
クールマドカ（14牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�入着５回�
クールキッズ（15牝 ゴールドアリュール）�２勝

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
ダイワパッション（03牝 ＊フォーティナイナー）４勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

フェアリーＳ‐Jpn3，黒松賞
エポカドーロ（15牡 オルフェーヴル）３勝，皐月賞‐G1，日本ダービー‐G1 ２

着，スプリングＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
キングストンボーイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，青葉賞‐G2 ２着，ベゴニア賞

マイネルヴルメリオ（04牡 バブルガムフェロー）１勝，和田岬特別３着，�２勝

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

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： 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

219 コウエイラブリー２０２１ 牡・鹿 ３／１２
＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudコウエイラブリー ＊コロナドズクエスト

��
��
�ダイワサンルージュ鹿 2012 サンルージュ

＊チカノヴァ 1l
Unbridled M3×S4 Mr. Prospector M5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エポカブラヴァ（04 USA青 Point Given）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（10），地方－４（29）〕
エアカリナン（09牝鹿 ディープインパクト）１勝
スワーヴカイザー（11�青 ネオユニヴァース）３勝，鳥取特別（Ｄ2000）２着，吹

田特別（Ｄ1800）３着
エアヴーヴレ（12牝青鹿 ジャングルポケット）�４勝
レッドゲルニカ（13�鹿 ＊カジノドライヴ）６勝，欅Ｓ‐L（Ｄ1400）３着，バレンタ

インＳ‐OP（Ｄ1400），銀嶺Ｓ（Ｄ1400），フェアウェルＳ（Ｄ1200），夏至Ｓ
（Ｄ1600）２着，�入着��，くろゆり賞（Ｄ1600）３着

ラヴィ（14牝鹿 ダノンシャンティ）�１勝�７勝
レッドスプリンガー（16�黒鹿 ディープブリランテ）��５勝
サザンジンジャー（18牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）��12 勝
ネクストリーダー（19牝鹿 ＊ザファクター）�出走

２代母 アウチッラ Aucilla（91 USA鹿 Relaunch）USA９勝，ギャロレットＨ‐G3，
Drumtop S‐L，ボーゲイＨ‐G3 ３着，Suffolk H‐L ３着
パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）USA６勝，パーソナルエンサ

インＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ‐G1 ３着，オグデン
フィップスＨ‐G1 ３着，シュヴィーＨ‐G2 ２着，etc.
ゲイムフェアーGame Fair（09 牝 Quiet American）USA３勝，ドクタージ

ェイムズペニーメモリアルＨ‐G3 ２着
ゲイムボックスGame Box（00� A.P. Indy）USA１勝
ジムソンザフェイマス Jimson the Famous（12牡 Yes It's True）HKG２勝

３代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
＊スプリンターキャット（92牝 Storm Cat）GB１勝

テンザンデザート（98牝 Green Desert）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ３
着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，菜の花賞‐OP，etc.

メジャーアスリート（09牡 ダイワメジャー）３勝，橘Ｓ‐OP ２着，斑鳩Ｓ，
��	入着９回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

ダイアモンズスパークルDiamonds Sparkle（01 牝 Skip Away）不出走
ヘンリーズポッセ Henry's Posse（07 牝 Posse）USA・CAN１勝，Cincinn

ati Trophy S２着，Gowell S２着

販売申込者・所有者： ㈱ティーズファーム＝神奈川県横浜市 �045-341-4698
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

220 エポカブラヴァ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊

ポイントギヴン ＊サンダーガルチ

�
�
�
�
�

��
��

�Point Given Turko's Turnエポカブラヴァ アウチッラ Relaunch

��
��
�Aucilla青USA 2004 My Cherie Amour

16a
Relaunch M3×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 キトゥンブルー（08青鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－１（４）〕
カフジブルー（15�鹿 ロードカナロア）��入着�４勝
ハーフバック（16牝黒鹿 ジャスタウェイ）５勝，オーロＣ‐L（芝 1400），晩春Ｓ
（芝 1400），豊栄特別（芝 1400），十日町特別（芝 1400）

シャトン（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）入着３回，���出走
ウィニスクテソーロ（19牝青鹿 エピファネイア）�入着
コロンビアテソーロ（20牝黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ＊キトゥントリックス（93 USA鹿 Storm Cat）不出走
ハウズトリックス（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，丹波特別，遠賀川特別，熱田

特別，北野特別３着，寒狭川特別３着
ジェリクル（00牝 メジロライアン）３勝，鈴鹿特別３着

ウェーブゴールド（11牡 ステイゴールド）２勝，香住特別
フェイトトリックス（01牡 ダンスインザダーク）６勝，米子Ｓ‐L ３着，冬至Ｓ，山

陽特別，遠州灘特別，尾張特別，etc.
ツルマルストーム（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
ミストフェリーズ（10牡 ダンスインザダーク）１勝

３代母 トリッキーゲイムTricky Game（88 USA黒鹿 Majestic Light）USA出走
コモディティズCommodities（95 牝 Private Account）USA２勝

レイドゥカフェ Rey de Cafe（02 牡 Kingmambo）USA４勝，アメリカンター
フＳ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3，Bourbon County S‐L，etc.，種牡馬

トリッキーコーズウェイ Tricky Causeway（03� Giant's Causeway）USA
11 勝，Awad S‐L，Edward J. Debartolo Sr. Memorial H‐L ２着，
Unbridled H‐L ２着，etc.

エルクレスポ El Crespo（06牡 A.P. Indy）USA２勝，パームビーチＳ‐G3，
ジェファーソンＣ‐G2 ２着，サラナクＳ‐G3 ２着，etc.

ウェスタンイクスプレションWestern Expression（96牡 GoneWest）USA３勝，
カーターＨ‐G1 ２着，種牡馬

キングクガート King Cugat（97 牡 Kingmambo）USA７勝，ボーリンググリーン
Ｈ‐G2，アーリントンクラシック‐G2，ジャマイカＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲本間牧場＝日高町幾千世 �090-5223-7272
生 産 牧 場： ㈲本間牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

221 キトゥンブルー２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイキトゥンブルー
＊ Storm Cat

��
��
�キトゥントリックス青鹿 2008 Tricky Game

5c
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 カインドオブブルー（06黒鹿 ＊クロフネ）入着，�４勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ミザントロープ（13牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝
ウルトラセーラ（14牡黒鹿 タニノギムレット）�１勝�

２代母 ジュピターズジャズ（99鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
スズジュピター（05牡 タニノギムレット）４勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，谷川

岳Ｓ‐L ２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP，早春Ｓ，etc.，
�１勝�

ダノンハラショー（07牡 タニノギムレット）４勝，駒場特別，�３勝�入着，カン
ナ賞２着，久住山賞３着

アドマイヤジャズ（12牡 タニノギムレット）１勝，桑名特別３着
ユノディエール（14牡 ＊ハービンジャー）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，土湯温泉特別

３着，��１勝	入着��
ラプラス（16牡 ＊カジノドライヴ）���３勝，ハイセイコー記念
ジャズブルース（19牡 オウケンブルースリ）�１勝，ききょうＳ‐OP ３着

３代母 ビーバップ（87栗 アンバーシヤダイ）５勝，関屋記念‐Jpn3 ２着（２回），ク
イーンＳ‐Jpn3 ２着，パラダイスＳ‐OP，ニューイヤーＳ‐OP ２着，谷川岳Ｓ
‐OP ３着，etc.
バプティスタ（95牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，

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

Ｓ‐Jpn2 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，etc.
デウスウルト（08
 キングカメハメハ）４勝，中日新聞杯‐G3 ２着，チャレン

ジＣ‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ３着，etc.
バティスティーニ（13牡 キングカメハメハ）�７勝，ホープフルＳ‐G2 ３着，

コーラルＳ‐L ２着，コーラルＳ‐L ３着，etc.
ジャズアップ（00牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，浦安特別，ジャニュアリーＳ２着，etc.，

�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ２着
アドマイヤスワット（05牡 ＊クロフネ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，ブラジルＣ‐OP

３着，上賀茂Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �090-6871-4540
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
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

222 カインドオブブルー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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューカインドオブブルー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ジュピターズジャズ黒鹿 2006 ビーバップ

＊ネヴアーキヤツチ 4c
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 エメライン（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：中央－１（１）〕
イルザ（19牝栗 ビッグアーサー）�１勝

２代母 ＊オークションルーム（03 USA鹿 Chester House）GB１勝
クライイングライトニング Crying Lightening（08牝 Holy Roman Emperor）GB

・FR・USA・UAE３勝，October S‐L，スイートソレラＳ‐G3 ２着，
Star S‐L ３着

ラッキーブライドル Lucky Bridle（09� Dylan Thomas）GB・FR・IRE・TUR
３勝，P. de Saint Patrick‐L ２着，P. de Tourgeville‐L ３着，GB・IR
E障害２勝

カズノムーン（12牡 アドマイヤムーン）��６勝
ビッグウォルター（15� マンハッタンカフェ）��１勝

３代母 ディディーナDidina（92 GB栗 Nashwan）GB・USA５勝，ダリアＨ‐G2，
City of York S‐L，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，ウィルシャーＨ‐G2 ２着，S
ceptre S‐L ３着
トレッキング Trekking（99牝 GoneWest）GB・USA２勝，サンタバルバラＨ

‐G2 ２着
タンティーナ Tantina（00牝 Distant View）GB４勝，Oak Tree S‐L，Scep

tre S‐L，シュプリームＳ‐G3 ３着
スカッフル Scuffle（05 牝 Daylami）GB３勝，Snowdrop Fillies S‐L ３着
ロージシャン Logician（16牡 Frankel）GB６勝，英セントレジャー‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Fred Archer S‐L ２着，etc.，
種牡馬

シティスケイプ Cityscape（06牡 Selkirk）GB・FR・IRE・ITY・CAN・UAE
・HKG６勝，ドバイデューティフリー‐G1，パース賞‐G3，ソロナウェ
イＳ‐G3，etc.，種牡馬

ベイテドブレス Bated Breath（07 牡 Dansili）GB・CAN・HKG６勝，テンプ
ルＳ‐G2，Leisure S‐L，ジュライＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロニアリズム Colonialism（07牡 ＊エンパイアメーカー）USA・CHI９勝，P. Il
ustre Municipalidad de Santiago‐L，種牡馬

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

223 エメライン２０２１ 牡・鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジエメライン
＊ Chester House

��
��
�オークションルーム黒鹿 2014 Didina

8f
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 サイレントソニック（08黒鹿 ディープインパクト）５勝，オパールＳ‐OP
（芝 1200）２着，ダリア賞‐OP（芝 1400）２着，北九州短距離Ｓ（芝 1200），房総特
別（芝 1200），火打山特別（芝 1400）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（４）〕
サラドリーム（15牝黒鹿 ロードカナロア）３勝，驀進特別（芝 1000），邁進特別
（芝 1000）２着，稲妻Ｓ（芝 1000）３着

キラステラ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
ダッシュウイング（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝�２勝
ソニックムーヴ（18牡黒鹿 モーリス）入着３回，���入着４回

２代母 ＊ムーンライトガーデンズ（99 USA鹿 Unbridled's Song）USA４勝
ビタースウィート（07牝 Afleet Alex）３勝，マカオＪＣＴ，大津特別３着，��３

勝，東京シンデレラマイル
サトノフォース（16� ディープインパクト）�２勝，天神橋特別２着，葉山特

別３着，秩父特別３着
ビターエンダー（17牡 オルフェーヴル）�２勝，プリンシパルＳ‐L，共同通信

杯‐G3 ２着
キングビート（09牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ハッピーチャート（10牝 ＊クロフネ）１勝，�２勝��
ケンタッキーミント（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
コスモフットライト（12牝 ネオユニヴァース）��11 勝
カグヤリベルテ（14牝 マンハッタンカフェ）�５勝�１勝�入着２回	
ムーンリバー（18牝 ディープブリランテ）�
４勝

３代母 ビーマイヴィジョン Bee My Vision（91 USA黒鹿 Silver Ghost）USA４勝，
TaWee S
ブレイムイトオンルビー Blame It on Ruby（98牡 Sky Classic）USA７勝，Th

istledowns Juvenile S‐R，アーリントンＷフュチュリティ‐G2 ３着，Cal
der Criterium S‐L ２着，etc.

アウトオヴヴューOut of View（03� Montbrook）USA４勝，Howard B. Noo
nan S‐R ３着

ロックヤード Rock Yard（07牡 Tapit）USA３勝，Donald Levine Memorial H
‐L ２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

224 サイレントソニック２０２１ �・鹿 ２／ ７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアサイレントソニック
＊ Unbridled's Song

��
��
�ムーンライトガーデンズ黒鹿 2008 Bee My Vision

1g
Lucky Spell S4×M5 Mr. Prospector S4×S5×M5 Caro S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊バージニアキャット（08 USA栗 Bluegrass Cat）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（４）〕
アパラチアン（14牝栗 ヴィクトワールピサ）�１勝
バージニアビーチ（15牡青 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
トキノカナエル（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）���２勝
アールバロン（18牡鹿 モーリス）�３勝，調布特別（芝 1800），賢島特別（芝 1400）

３着，水仙賞（芝 2200）３着
キッスオブファイア（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ウッドオヴビンWood of Binn（91 USA鹿 Woodman）FR・USA１勝，
エクリプス賞‐G3，Songstress Breeders' Cup S‐L ２着
スリーワンダーズ ThreeWonders（97 牡 Storm Cat）USA４勝，ケントＢＣＳ

‐G3，Mardi Gras H‐L ３着，種牡馬
ディスティルドDistilled（98 牡 ＊ヘネシー）USA３勝，イリノイダービー‐G2，種牡馬
デピュティオヴウッドDeputy ofWood（02牝 Deputy Minister）GB・USA出走

クレアズミージー Claresmiezie（09 牝 Forestry）USA・CAN７勝，Assini
boia Oaks，Chariot Chaser H，Hastings Lassie S，Princess
Margaret S，R. K.（Red）Smith H２着，etc.

フォーティスリーフィラ Forty Three Phila（04� Awesome Again）USA４勝
ザスThus（09牝 Tiznow）USA３勝
コズミックハーモニーCosmic Harmony（12牝 Majesticperfection）USA３勝
シュダビンディスクリート Shda Binn Discreet（13� Discreetly Mine）USA５勝

３代母 ザウェイイツビン TheWay It's Binn（86 USA鹿 Peterhof）USA４勝，
Goldfinch S，Spirea S‐R，プライオレスＳ‐G2 ３着，Paper White S
‐R ２着，Monmouth County S３着，etc.

４代母 ラストチャンストゥダンス Last Chanz to Danz（78 USA鹿 Dynastic）不出走
［子］ ホンキートンクダンサー Honky Tonk Dancer（84 牡 Tonkaton）USA

３勝，Debonair S‐L ３着
［孫］ ロイヤルロック Royal Rock（04� Sakhee）GB・FR・IRE10 勝，ベンゴー

フＳ‐G3（２回），City Plate S‐L ２着，Hopeful S‐L ３着

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

225 バージニアキャット２０２１ 牡・鹿 ４／１９
＊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

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerバージニアキャット ウッドオヴビン Woodman

��
��
�Wood of Binn栗USA 2008 TheWay It's Binn

A4
Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ハロウィンデイズ（15鹿 ディープインパクト）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 レジュールダムール（07鹿 Kingmambo）３勝，福島放送賞
レッドヴィクター（14� ディープインパクト）�２勝
レッドアウローラ（16牝 ディープインパクト）２勝

３代母 ＊フェアリーバラード（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
＊グレイスフルソング（05牝 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，二王子特別，二本松特

別，飯盛山特別２着，etc.
グラッツィア（08牡 キングカメハメハ）６勝，障害１勝，���入着３回，川崎記

念‐Jpn1 ３着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着
スーパームーン（09牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，ＡＲ共和

国杯‐G2 ３着，ディセンバーＳ‐L ２着，etc.
アッカレッツァーレ（17牡 スピルバーグ）入着，�入着２回，北斗盃２着

４代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
［子］ スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，

ハリウッドターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

＊レディバラード（97牝 Unbridled）５勝，��２勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，
クイーン賞‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

ウルフトーンWolfe Tone（01牡 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Pa
ddy Power S‐L，ムアズブリッジＳ‐G3 ３着，種牡馬

＊ミレニアムウイング（03牡 Sadler's Wells）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，青
嵐賞，支笏湖特別，etc.

［孫］ ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－Ｎ
ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

シーチェンジ Seachange（17牝 Siyouni）�FR４勝，コンセイユドパリ
賞‐G2，P. de la Pepiniere‐L，ラクープドメゾンラフィット‐G3
２着，etc.

フサイチセブン（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アン
タレスＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝，ダイオライト記念‐Jpn2，種牡馬

販売申込者・所有者： 前川 勝春＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3832
生 産 牧 場： 前川 勝春
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

226 ハロウィンデイズ２０２１ �・鹿 ４／１９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアハロウィンデイズ Kingmambo

��
��
�レジュールダムール鹿 2015 ＊フェアリーバラード

12c
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 Halo M4×S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊レガリニ（14 USA鹿 ＊ハードスパン）USA１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レガリーラッキー Legally Lucky（19 USA牝鹿 Lookin At Lucky）�USA出走

２代母 ＊ダストアンドダイヤモンズ（08 USA鹿 Vindication）USA６勝，ギャラント
ブルームＨ‐G2，シュガースワールＳ‐G3，Dashing Beauty S，ＢＣフィリ
ー＆メアスプリント‐G1 ２着，Presque Isle Debutante S‐L ３着
アマダラファエラAmada Rafaela（15 牝 Distorted Humor）USA１勝
マッチベターMuch Better（16� Pioneerof the Nile）�USA４勝，ベイショア

Ｓ‐G3 ２着，Zuma Beach S‐L ２着，シャムＳ‐G3 ３着
フラーレン（17牝 Pioneerof the Nile）�３勝，矢作川特別，濃尾特別２着，中京

スポニチ賞２着，瀬波温泉特別２着，おけさ特別３着
ロンズデーライト（18牡 ディープインパクト）�１勝
ドウデュース（19牡 ハーツクライ）�４勝，日本ダービー‐G1，朝日杯フューチュ

リティＳ‐G1，アイビーＳ‐L，皐月賞‐G1 ３着，弥生賞ディープインパクト
記念‐G2 ２着，優２牡

３代母 マジェスティカリーMajestically（02 USA黒鹿 GoneWest）USA２勝
パーソナルインタレスト Personal Interest（09 牡 Vindication）USA入着７回，

Foolish Pleasure S２着，種牡馬
サンドラ Sandra（12牝 Bluegrass Cat）USA１勝，Key Cents S２着

ウォーターズエッジWater's Edge（18牡 Candy Ride）�USA４勝，Hay
nesfield S‐R

４代母 ダーリングデイムDarling Dame（89 USA鹿 Lyphard）USA５勝，James W
iggins BC H，Fair Director's H，Santa Clara H‐R，Mayme Dotson Bree
ders' Cup H２着，Running Luck Ranch H２着，etc.
［子］ マジェスティックヴィンテージMajestic Vintage（07� Cuvee）USA８勝，

T.T.A. Sales Futurity‐R，ClemMcSpaddenMemorial Route 66 S
２着，Manor Downs Thoroughbred Futurity３着

ミュージカルチェアズMusical Chairs（98 牡 Woodman）USA６勝，Ca
mino Real Mile S２着，Albuquerque Express H３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

227 レガリニ２０２１ 牡・鹿 ２／２３

＊

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

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystレガリニ
＊ Vindication

��
��
�ダストアンドダイヤモンズ鹿USA 2014 Majestically

3d
Alydar S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ショウサンミーベル（11鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６）〕
スピリットワンベル（15牡鹿 ロードカナロア）�４勝，春風Ｓ（Ｄ1200），箕面特

別（Ｄ1200），初春Ｓ（Ｄ1200）３着
ショウサンシルエラ（16牝栗 ＊ノヴェリスト）１勝
ベルティアラ（17牝青鹿 エピファネイア）１勝

２代母 スズカリーガル（03鹿 ＊ホワイトマズル）�６勝�
サヨノイチバン（18牝 ミッキーアイル）��未出走��１勝

３代母 ＊リーガルソリューション（90 USA栗 Mr. Prospector）USA４勝，Floral P
ark H‐L ３着
メルシーアージュ（98牝 ＊ラムタラ）出走

メルシーラスカル（09牡 ラスカルスズカ）１勝，小名浜特別２着
シルクメガヒット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，桑折特別３着

４代母 ロイヤルソルーションRoyal Solution（82 USA栗 Sir Ivor）不出走
［子］ ディヴァイドアンドコンカーDivide and Conquer（94 牡 Danzig）US

A６勝，ケルソＨ‐G2 ２着，ディクシーＳ‐G2 ３着，フォースター
デイヴＨ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ライツリザーヴド Rights Reserved（00� With Approval）USA１勝，
Colin S‐L

クリュスタセオ Crustaceo（02牡 Royal Anthem）PR・PAN20勝，C.
Jose de Diego‐L，C. Verset's Jet‐L ２着，Copa C.I.T.G.O.
‐L ２着，etc.

マイナーズリザーヴMiner's Reserve（07 牡 Mineshaft）USA２勝，ジ
ムダンディＳ‐G2 ２着

ゴールドクラスターGold Cluster（01 牡 Formal Gold）USA７勝，H
oover S‐L ３着，Fire Plug S３着

［曾孫］ イアンズドリーム Ian's Dream（10牡 Speightstown）GB１勝，英ノー
フォークＳ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： モリナガファーム＝日高町豊田 �01456-5-2716
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

228 ショウサンミーベル２０２１ �・鹿 ４／１０
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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーショウサンミーベル ＊ホワイトマズル

��
��
�スズカリーガル鹿 2011 ＊リーガルソリューション

5f
Mr. Prospector S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ビジャリカ（09黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（９）〕
キョウエイレガシー（14牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝
スワーヴポルトス（15牡鹿 ＊クロフネ）１勝，障害１勝
エベレストテソーロ（16牡芦 ＊クロフネ）��９勝

２代母 ＊リーサ（98 CHI 鹿 Hussonet）USA・CHI４勝，ナシオナルリカルドリオン賞
‐G1，チリ１０００ギニー‐G1，コテホデポトランカス賞‐G3，アルトゥロリオンペ
ニャ賞‐G1 ２着，フリオＳブラウン賞‐G3 ２着
パリナコータ（05牡 ＊シルバーチャーム）��１勝
ラパジュリアロセア（06牝 ＊タイキシャトル）��１勝
グラッツェリーサ（07牝 ダンスインザダーク）��出走

エースウィズ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）��４勝��７勝�１勝�入着�，
読売レディス杯，読売レディス杯３着，佐賀ヴィーナスＣ３着

サンデイベス Sunday Bess（08 牝 ディープインパクト）GB１勝
キネオフライト（11牡 ゼンノロブロイ）１勝
マウレヴァレー（12牝 ネオユニヴァース）��１勝

３代母 ディナスティDinasty（90 CHI 黒鹿 Cresta Rider）不出走

４代母 グレラGrela（74 CHI 鹿 Maporal）CHI 出走
［子］ バールベック Baalbek（82牡 Mocito Guapo）USA・CHI６勝，エルダ

ービー‐G1，クリアドレス大賞‐G1，チリグランクリテリウム‐G1，etc.，
種牡馬

［孫］ メモリスタMemorista（90 牝 Modena Reef）CHI５勝，サンティアゴガ
ルシアミエレス賞‐G3 ３着

［曾孫］ シンディレージャ Cindyrella（93 牝 Royal Danzig）CHI３勝，タンテオ
デポトランカス‐G1，Copa Estanislao Anguita‐L

５代母 モレシアMoresia（70 CHI 鹿 Monterey）不出走
［孫］ ガーラプラシディアGala Placidia（89 牝 Pick Up）CHI６勝，タンテオ

デポトランカス‐G1，P. Constancio Silva Mandiola‐L，インデ
ペンデンシア賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

229 ビジャリカ２０２１ 牡・鹿 ２／１４

＊

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ビジャリカ
＊ Hussonet

��
��
�リーサ黒鹿 2009 Dinasty

22d
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ジプシー（07 GB栗 Distorted Humor）FR・USA１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－２（９）〕
ビッグハッテンBig Hat'n（13 USA�黒鹿 ハットトリック）USA２勝
ベターワッチアウトBetter Watch Out（14 USA�鹿 Lonhro）�USA７勝
クォリティタイム（17牝鹿 Quality Road）２勝
ミスズメジャー（18牡栗 ダイワメジャー）�２勝

２代母 グリアGlia（99 USA鹿 A.P. Indy）FR・USA３勝，P. Imprudence‐L，
Pebbles H‐L，ミセズリヴィアＳ‐G2 ２着，ミエスク賞‐G3 ２着
スージングタッチ Soothing Touch（04牝 Touch Gold）USA入着３回

イモーリエント Emollient（10 牝 ＊エンパイアメーカー）USA６勝，スピンス
ターＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ロデオドライヴＳ‐G1，アメリカンオ
ークス‐G1，ゲイムリーＳ‐G1 ２着，etc.

クルティエ Courtier（12 牡 Pioneerof the Nile）USA３勝，Centaur S‐L，
ホールオヴフェイムＳ‐G2 ３着，Kitten's Joy S‐L ２着，種牡馬

ホーフブルク Hofburg（15 牡 Tapit）USA３勝，Curlin S‐R，フロリダダ
ービー‐G1 ２着，ベルモントＳ‐G1 ３着，種牡馬

アットアグレイトレイトAt a Great Rate（06 牝 Arch）GB・FR１勝
グッドリズムGood Rhythm（15� Eightfold Path）�SAF４勝，In Full Fli

ght H‐L ２着
＊ドリームオブジェニー（08牝 Pivotal）不出走

ナムラシングン（13� ヴィクトワールピサ）３勝，若葉Ｓ‐LR ２着，宮崎特別，
つばき賞，八坂Ｓ２着，飛鳥Ｓ３着，��入着�７勝�６勝�入着��

ファンディーナ（14牝 ディープインパクト）３勝，フラワーＣ‐G3，つばき賞
アストログリアAstroglia（10 牝 Montjeu）FR１勝

３代母 クードジェニー Coup de Genie（91 USA鹿 Mr. Prospector）GB・FR・U
SA４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，P. Imprude
nce‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着

＊デネボラ（01牝 Storm Cat）FR・USA２勝，マルセルブサック賞‐G1，カブール賞
‐G3，フォレ賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

230 ジプシー２０２１ �・栗 ４／１０
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

＊

ディストーテドヒューマー ＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�Distorted Humor Danzig's Beautyジプシー グリア A.P. Indy

��
��
�Glia栗GB 2007 Coup de Genie

2d
Mr. Prospector S4×M4×M4 Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊アンソニカ（07 USA鹿 Purge）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（５）〕
ダイワレンジャー（13�栗 ゴールドアリュール）�２勝��
インツォリア（14牡鹿 スマートファルコン）１勝
アラゴネス（16�黒鹿 ゴールドアリュール）入着，���３勝
ドナキアーロ（17牝鹿 ディープブリランテ）２勝
ウロボン（19牡黒鹿 シルバーステート）�入着６回
ドナビスケット（20牝栗 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 ＊エナブル（95 USA鹿 Roanoke）USA９勝
マネーブルMoneybru（03牝 Talk Is Money）USA２勝

ミッドナイトマイリーMidnight Miley（12 牝 Midnight Lute）USA・CAN６
勝，オンタリオメイトロンＳ‐G3，シーウエイＳ‐G3，La Lorgnette S
‐L，Sweet Briar Too S３着

メレディスビーMeredith Bee（04牝 El Corredor）USA３勝，Manatee S２着
＊スーニ（06牡 Soto）３勝，�２勝��４勝�１勝	１勝
１勝�，ＪＢＣスプリン

ト‐Jpn1（２回），全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

ジャストヴィークル（11牡 ネオユニヴァース）１勝，�２勝�

３代母 サティンプロミス Satin Promise（90 USA芦 Dixieland Band）不出走
サティネット Satinet（94 牝 Olympio）USA４勝

ブリッツジュールズ Britt's Jules（01� Jules）USA11 勝，Excalibur S，
Sportsman's Paradise S，Triple Sec S，etc.

プロミスオヴウォー Promise ofWar（96� Lord AtWar）USA15 勝，Tri‐Sta
te H‐L，Yaqthan S，Brooks Fields S２着，etc.

ボールドウィンカウンティ Baldwin County（98� Prized）USA８勝，Charlie I
les Express H

シューイン Shoo In（05牝 Dynaformer）不出走
グッチファクターGucci Factor（13� Gio Ponti）�USA８勝，ポーカーＳ

‐G3，Kingston S‐R，Mohawk S‐R，etc.

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

231 アンソニカ２０２１ 牡・鹿 ２／１３
＊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

＊

パージ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�Purge Copelan's Bid Galアンソニカ
＊ Roanoke

��
��
�エナブル鹿USA 2007 Satin Promise

9f
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハミングデイズ（16鹿 ブラックタイド）入着２回
初仔

２代母 エイムアットビップ（05鹿 ＊アグネスデジタル）２勝，阪神ジュベナイルフィ
リーズ‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，りんどう賞
ドリームノート（11牝 ディープスカイ）�２勝�入着３回
チェリースピリッツ（12牝 アドマイヤムーン）�２勝�
ハリウッドクイーン（13牝 スペシャルウィーク）�２勝�９勝
メイキングアロー（14牝 ディープブリランテ）�１勝
マイネルエスペルト（17牡 ジャスタウェイ）入着，��１勝��３勝�	

３代母 ドリームクロス（94鹿 ＊トニービン）出走
ヘキレキ（01
 ダンスインザダーク）３勝，湯川特別３着，�10 勝���，珊瑚冠

賞３着

４代母 カムイイットー（86黒鹿 ＊ラツキーソブリン）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３
着，初雛賞
［子］ ペルフェット（00牡 ＊エリシオ）５勝，春待月Ｓ‐OP ３着，成田特別，甲

斐路特別，etc.，障害１勝
ハッピーカオル（07牡 キングヘイロー）５勝，ブラッドストーンＳ
テイエムイットー（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，ＵＨＢ賞，吉野ケ
里特別，定山渓特別，etc.

［孫］ アイオライト（17牡 ローレルゲレイロ）�４勝，ベテルギウスＳ‐L，福島
民友Ｃ‐L ２着，etc.，��入着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

ミトノコウモンダ（05牡 ＊ストローズクリーク）�10 勝�１勝�入着��，
荒尾ダービー

レッドグラス（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，遊楽部特別２着，大森
浜特別３着

バブルガムトミー（02牝 バブルガムフェロー）�３勝，白菊賞２着
フクダイトウリョウ（17牡 キングヘイロー）��２勝�入着，東海ダービ
ー３着，ゴールドウィング賞３着

ギリニンジョウ（18牝 キングヘイロー）��出走�３勝，ライデンリーダ
ー記念３着

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

232 ハミングデイズ２０２１ �・黒鹿 ２／２２
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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアハミングデイズ ＊アグネスデジタル

��
��
�エイムアットビップ鹿 2016 ドリームクロス

＊マイリー 7e
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊インヴィンシブルタッチ（07 IRE 鹿 Invincible Spirit）ITY12 勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ステーションワン（17牡鹿 ヴィクトワールピサ）��未出走�出走
ライヴガーネット（19牝鹿 コパノリッキー）��３勝

２代母 ナジュマートアルシェマールNajmat Alshemaal（92 IRE鹿 ＊ダンシングブレーヴ）
GB１勝，Golden Daffodil S‐L ２着，Cheshire Oaks‐L ３着
エムテヤズEmteyaz（98牡 Mark of Esteem）GB・UAE・SAU９勝
オトートトムOtototm（00牡 Mtoto）GB・UAE１勝
ミスキーナMiskina（01牝 Mark of Esteem）GB３勝
シャイマー Shaimaa（03牝 ＊ファンタスティックライト）IRE４勝，GB・IRE障害２勝
ペドラオーナPedra Ona（06牝 Mark of Esteem）ITY２勝

３代母 ノレッタNoretta（83 GER黒鹿 Cortez）FR・GER４勝，Gontard‐Renn
en‐L，Robert Pferdmenges‐Rennen‐L，独セントレジャー‐G2 ２着，独
オークス‐G2 ４着，ドイツ牝馬賞‐G3 ２着，etc.

４代母 ニニヴェッタNinivetta（77 GER鹿 Caro）GER２勝
［子］ ニューシューターNew Suitor（88 牡 Local Suitor）GER６勝，Hamb

urger Criterium‐L，GER障害１勝
ニゲーラNigella（86牝 Limbo）GER３勝，P. der Landeshauptstadt M
unchen‐L ２着，Dusseldorfer BMWPreis‐L ３着

［孫］ ナヌーシュカNanouska（98牝 Dashing Blade）GER・ITY１勝，Fa
hrhofer Stutenpreis‐L ３着

［曾孫］ ニッツアNizza（04牝 Acatenango）GER１勝，Japan Racing Associa
tion Trophy‐L ２着

ヌクレオンNukleon（00� Platini）FR・GER・ITY８勝，Dresdner P
reis Der Dreijahrigen‐L ２着

５代母 ナポリターナNapolitana（67 GER黒鹿 Kaiseradler）GER２勝
［子］ ナタニアNathania（79 牝 Athenagoras）GER２勝，Gontard‐Renne

n２着，Ostermann‐Pokal２着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

233 インヴィンシブルタッチ２０２１ 牡・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊

インヴィンシブルスピリット Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Invincible Spirit Rafhaインヴィンシブルタッチ ナジュマートアルシェマール ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�Najmat Alshemaal鹿IRE 2007 Noretta

4r
Halo S4×S5 Danzig M4×S5 Lyphard M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 メイグレイス（07栗 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（13）〕
メイブルーラグーン（11牝鹿 キングカメハメハ）入着，�２勝�入着��
キャプテンペリー（13�栗 ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L（芝 1600）２着，芙

蓉Ｓ‐LR（芝 2000）３着，市川Ｓ（芝 1600），ロードカナロアメモリアル（芝 1600）
２着，江の島特別（芝 1600）２着，きんもくせい特別（芝 1800）３着，障害３勝

バーブル（17牡栗 トゥザワールド）���４勝�６勝�１勝�，イーハトーブマイ
ル（Ｄ1600）２着

ランプーン（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��出走��出走
ココリヴァルキリー（19牝黒鹿 キズナ）�出走
ワイワイキュート（20牝栗 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 サンシャインステラ（90鹿 ＊トニービン）入着２回
サンプレイス（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，新潟記念‐Jpn3，中山記念‐Jpn2

３着，中京記念‐Jpn3 ２着，やまももＳ‐OP，サマーＳ，etc.，種牡馬
ジェネスジェット（98牝 サクラバクシンオー）出走

ワニタレスタリ（06牝 エイシンサンディ）２勝，登別特別，まりも特別２着
セレスマジェスティ（07� メイショウオウドウ）３勝，ＴＶｈ賞，まりも特別，

奥多摩Ｓ２着，赤湯特別２着，朝里川特別２着，etc.
スタートラッカー（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

バレンティーノ（15牝 ＊ベーカバド）���１勝�１勝�４勝�１勝�５勝，あ
やめ賞２着，ラブミーチャン記念２着，ライデンリーダー記念３着

サンシャインピース（01牡 バブルガムフェロー）２勝，八甲田山特別３着
クヴァルダ（05牝 ダンスインザダーク）２勝，利尻特別３着

３代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝

４代母 モデルスポート（75黒鹿 ＊モデルフール）７勝，ダービー卿ＣｈＴ，牝馬東タ
イ杯，スプリンターズＳ３着，露草賞，優３牝
［子］ ダイナアクトレス（83牝 ＊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，etc.，優古牝
（2回）

販売申込者・所有者： 厚賀古川牧場＝日高町豊田 �090-8896-0500
生 産 牧 場： 厚賀古川牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

234 メイグレイス２０２１ 牡・栗 ３／２３
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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスメイグレイス ＊トニービン

��
��
�サンシャインステラ栗 2007 ステラスポート

＊マジツクゴデイス 1s
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 シーズアウーマン（13栗 ネオユニヴァース）�５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
グラシアーノ（20牝鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ＊フレンチリヴィエラ（99 USA栗 ＊フレンチデピュティ）USA４勝，サラブレ
ッドクラブオヴアメリカＳ‐G3
スズカコーズウェイ（04牡 Giant's Causeway）６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，

ジュニアＣ‐OP ２着，朱雀Ｓ，宇治川特別，さわらび賞，etc.，種牡馬
クイーンリヴィエラ（09牝 ディープインパクト）３勝，リボン賞，シンガポールＴ

Ｃ賞２着
グレースグランド（11牝 アドマイヤムーン）��１勝

シンヨモギネス（18牡 ＊ダノンレジェンド）�２勝，ニセコ特別，プラタナス賞３着
カデナ（14牡 ディープインパクト）�４勝，弥生賞‐G2，小倉大賞典‐G3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，小倉記念‐G3 ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，etc.
テンダンス（19牡 ジャスタウェイ）�２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2 ３着，つばき賞

３代母 アクティネラActinella（90 USA鹿 Seattle Slew）GB・USA入着２回
ディヴァイデドウィフォールDividedWe Fall（97 牝 You and I）USA２勝

サウンズインポッシブル Sounds Impossible（02� Smoke Glacken）USA９
勝，Tampa Bay Inaugural S２着

ディヴィサDivisa（03� Smoke Glacken）USA11 勝，William Livingston
S３着

ホットスペイス Hot Space（02� Lord Carson）USA２勝，キャリーバックＳ
‐G2 ３着

レットジョイレイン Let Joy Reign（04牝 Awesome Again）不出走
オシポッセOsi Posse（09 牝 Osidy）USA５勝，Elge Rasberry S‐R
ゲットアノーションGet a Notion（11� Notional）�USA18 勝，Premier Cu

p H２着，Winsham Lad H３着，Zia Park Sprint S３着
ケルティックケイオス Celtic Chaos（13 牡 Dublin）�USA10 勝，JohnMor

rissey S‐R（２回），Affirmed Success S‐R，Hollie Hughe S‐R
２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

235 シーズアウーマン２０２１ 牡・栗 ２／１７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスシーズアウーマン
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2013 Actinella

16h
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 バードオンアスク（11鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ハッキヨーヨー（19牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 アスクコマンダー（98鹿 ＊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，サンシャインＳ３着，下鴨Ｓ３着，etc.
エイシンクエスト（06牡 ＊コロナドズクエスト）２勝
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，臥牛山特別，壇之浦特別３着，etc.

３代母 エイブルカグラ（92栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
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
ネヴァカグラ（03牝 アグネスタキオン）不出走

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
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

５代母 ミリーバード（76栗 ＊フアバージ）３勝
［子］ スペースクリス（89牝 ギヤロツプダイナ）２勝，江差特別，なでしこ賞２着

ダイイチキャプテン（93牡 ＊トライマイベスト）２勝，つばき賞
［孫］ オースミブライト（96牡 ＊ラストタイクーン）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，

京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.
オースミコスモ（99牝 フジキセキ）７勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ
‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3，etc.

パリスリチャード（90牡 ＊ターナボス）２勝，清洲特別

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

236 バードオンアスク２０２１ 牡・栗 ３／２８

＊

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 ＊サトルチェンジバードオンアスク ＊コマンダーインチーフ

��
��
�アスクコマンダー鹿 2011 エイブルカグラ

＊ラバテラ 16a
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 シンボリバーグ（14芦 ダイワメジャー）３勝，郡山特別（芝 1200），菜の花賞
（芝 1600）２着，赤松賞（芝 1600）２着，札幌スポニチ賞（芝 1200）３着，ＨＢＣ賞
（芝 1200）３着，etc.
初仔

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
セレンディップ Serendip（10 牡 Ghostzapper）USA３勝，Prairie Meadows H

‐L，種牡馬
ボンニデー（13牝 キングカメハメハ）�２勝
シンボリピカソ（15� オルフェーヴル）�３勝�４勝

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： 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

237 シンボリバーグ２０２１ 牡・栗 ２／２３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケシンボリバーグ
＊ Notebook

��
��
�スポークンファー芦 2014 Siberian Fur

4j
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エフティアテナ（15黒鹿 ルーラーシップ）１勝
初仔

２代母 エフティマイア（05鹿 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1
２着，桜花賞‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ５着，マリーゴールド賞‐OP，etc.
エフティスパークル（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，石和特別２着，調布特別２着，

三春駒特別２着，両国特別３着
エフティイーリス（16牝 ルーラーシップ）２勝，富里特別３着

３代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
フジヤマサクラ（03牝 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�

ミサイルマン（14� カネヒキリ）��５勝��３勝�，ハイセイコー記念，だ
るま夕日賞，二十四万石賞３着，etc.

ロフティネス（16牡 スクリーンヒーロー）２勝，インディアＴ３着
ワキノドライバー（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

ワキノアタリ（13牝 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別２着，�４勝
デバイスドライバー（12牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別，瓢湖特別２着
アドマイヤモラール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着

４代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.
［子］ ウシュアイア（00牝 バブルガムフェロー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，由布

院特別，香嵐渓特別，etc.
ケンブリッジマイア（03牝 アグネスタキオン）１勝，陸奥湾特別，大倉山
特別２着，川越特別２着，etc.，�１勝	１勝

ダイワマイクル（97牡 フジキセキ）３勝，さくらんぼ特別３着
［孫］ フィンデルムンド（08牡 マヤノトップガン）２勝，大須特別２着，�３勝

�入着５回

５代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.
［孫］ セイリューオー（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，

中山金杯‐Jpn3 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，
１勝

販売申込者・所有者： ㈲日の出牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1574
生 産 牧 場： ㈲日の出牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

238 エフティアテナ２０２１ 牡・鹿 ３／ ８

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴエフティアテナ フジキセキ

��
��
�エフティマイア黒鹿 2015 カツラドライバー

＊マイア 4k
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
ノーザンテーストM5×M5
価格： 購買者：



母 アルマレイモミ（13鹿 Uncle Mo）２勝，日田特別（芝 2000）
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊マリブウィン（06 USA鹿 Malibu Moon）USA５勝，Northern Fling S
‐R，Ambassador of Luck S‐R ３着
セイクリッドサン（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝
シャーレ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝

３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，etc.
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
アシュアAssure（09 牝 Broken Vow）USA３勝

ファンタジーヒート Fantasy Heat（16 牝 Unusual Heat）�USA４勝，Ca
milla Urso H２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

239 アルマレイモミ２０２１ �・栗 ３／ ５

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

アンクルモー Indian Charlie

�
�
�
�
�

��
��

�Uncle Mo Playa Mayaアルマレイモミ
＊ Malibu Moon

��
��
�マリブウィン鹿 2013 Sea JamieWin

1o
Dixieland Band M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 モントボーゲン（11鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ネオボーゲン（17牡鹿 ルーラーシップ）１勝，���出走
ミルクディッパー（18牝鹿 リオンディーズ）���３勝

２代母 レーゲンボーゲン（02栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
アニメイトバイオ（07牝 ゼンノロブロイ）３勝，ローズＳ‐G2，秋華賞‐G1 ２着，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
パイオニアバイオ（15牝 ルーラーシップ）１勝，フローラＳ‐G2 ２着，常総Ｓ

２着，ノベンバーＳ２着
ビッククインバイオ（17牝 ＊キングズベスト）４勝，アルテミスＳ‐G3 ３着，

新潟２歳Ｓ‐G3 ３着，奥多摩Ｓ，相模湖特別，春菜賞
ホーマンフリップ（08牝 フジキセキ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着

メイショウウズマサ（16牡 ロードカナロア）�５勝，エニフＳ‐L ２着，プロキ
オンＳ‐G3 ３着，栗東Ｓ‐L ３着，バレンタインＳ‐OP，門松Ｓ，etc.

フォントルロイ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，積丹特別２着，富良野特別３着，鳥
栖特別３着

ドラゴンレジェンド（10牡 ステイゴールド）３勝，恵山特別
レインボーソング（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，ポプラ特別
レインボーライン（13牡 ステイゴールド）５勝，天皇賞（春）‐G1，阪神大賞典‐G2，ア

ーリントンＣ‐G3，菊花賞‐G1 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

３代母 レインボーファスト（92栗 レインボーアンバー）��２勝
エースインザレース（00牡 ＊ディアブロ）３勝，東風Ｓ‐L，etc.，�１勝��入着�，

兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着
シルクウィザード（03牡 ＊リンドシェーバー）５勝，安達太良Ｓ，ＴＶ埼玉杯，etc.，

�７勝���，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着，etc.

４代母 レインボーローズ（79鹿 ＊フアーストフアミリー）３勝，富里特別
［子］ セキテイリュウオー（89牡 トウシヨウボーイ）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，

金杯‐Jpn3，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着（２回），etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

240 モントボーゲン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１２
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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルモントボーゲン ＊フレンチデピュティ

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2011 レインボーファスト

＊プテイツトアミ 19
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スルージエアー（06鹿 ダンスインザダーク）入着４回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
メープルフレイバー（13牝栗 キングカメハメハ）入着３回，��１勝
スワーヴエドワード（15牡鹿 エイシンフラッシュ）１勝，障害１勝
ピピオラ（20牝黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ライクザウインド（00鹿 ＊デインヒル）出走
レディスキッパー（07牝 ＊クロフネ）入着３回

アドマイヤミヤビ（14牝 ハーツクライ）３勝，クイーンＣ‐G3，オークス‐G1
３着，百日草特別

ハワイアンウインド（09牝 キングカメハメハ）３勝，夕月特別，国東特別，パール
Ｓ２着
ルフトシュトローム（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着
フランジヴェント（17牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，五頭連峰特別２着
アサヒ（19牡 カレンブラックヒル）�１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2 ２着

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

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

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

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777
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＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスルージエアー ＊デインヒル

��
��
�ライクザウインド鹿 2006 ＊ウインドインハーヘア

2f
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ヤエノグラフ（15鹿 ロードカナロア）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊シーカーマ（06 USA黒鹿 Exchange Rate）USA・CAN３勝，ナタルマＳ
‐G3，Pontalba S，Lulu's Ransom S２着，Ontario Debutante S‐L
３着
オールドバルディー（11牡 Curlin）入着３回，�１勝�入着，イーハトーブマイル
ゴーントレット（12牡 ハーツクライ）１勝
ハーツブライト（14牝 ハーツクライ）１勝
オウケンドーン（16� ロードカナロア）�２勝
ソウルユニバンス（17� ＊キンシャサノキセキ）�１勝
プリンニシテヤルノ（18牝 ダイワメジャー）��１勝��１勝

３代母 シービーカームC B Carm（95 USA鹿 Slick）USA10 勝

４代母 シービーズアップル C. B's Apple（74 USA鹿 Verbatim）USA５勝，Co
ncord S２着，Constitution S２着，Distelfink H３着
［子］ オールザアップルズ All the Apples（80 牝 One for All）USA３勝，

Nanaimo H，Surrey S２着
ターンイットアップ Turnitup（84牝 Tunerup）USA12 勝，Violet S
‐R ２着

［孫］ クリーンウェイジャー CleanWager（91 牝 Bet Big）USA７勝，City
of Hialeah S，Frances A.Genter H，Judy's Red Shoes S‐L
３着，etc.

ブレイクスルー Break Through（93牝 Prosper Fager）USA７勝，C
orrection H‐L ２着

［曾孫］ ピカソ Picaso（05� Alphabet Soup）USA５勝，Oklahoma Classics
Juvenile S‐R

プレイリーファイア Prairie Fire（99 牝 Dry Gulch）USA２勝，Dessi
e & Fern Sawyer Futurity‐R ２着，Rio Grande Futurity‐R ３
着，Rio Grande Kindergarten Futurity‐R ３着

オーキースルーOkie Slew（08� Evansville Slew）USA２勝，Okla
homa Classics Turf S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
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

242 ヤエノグラフ２０２１ �・黒鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムヤエノグラフ
＊ Exchange Rate

��
��
�シーカーマ鹿 2015 C B Carm

21a
Storm Cat S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ペブルガーデン（12鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ミサキシャンティ（17牡鹿 ＊エスケンデレヤ）�１勝
グラティトゥー（18牡黒鹿 エピファネイア）�１勝，あすなろ賞（芝 2000）２着，

紫菊賞（芝 2000）２着

２代母 ＊ワシントンシティ（96 CHI 鹿 Wagon Master）CHI４勝，チリオークス‐G1，
チリ１０００ギニー‐G1，エルエンサヨ‐G1 ２着，アルトゥロリオンペニャ賞‐G1
２着，ナシオナルリカルドリオン賞‐G1 ２着，etc.
スコッツデール（02牡 ＊ブライアンズタイム）入着２回，�２勝��，東海ダービー

２着，駿蹄賞３着
ラトルスネーク（08牡 タニノギムレット）５勝，六甲Ｓ‐OP ２着，白百合Ｓ‐OP

２着，白秋Ｓ，小豆島特別，千種川特別，etc.
タイダルベイスン（10牡 アグネスタキオン）１勝
ハワイアンスマイル（11牝 キングカメハメハ）不出走

フェアリースキップ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝���入着３回
アルザス（15牝 ハーツクライ）�３勝

３代母 タラハシーTallahassee（88 CHI 栗 Thornton Hill）CHI２勝
ウィンザーカースルWindsor Castle（98� WagonMaster）CHI１勝，アルベル

トＶインファンテ賞‐G1 ２着，P. Jose Luis Larrain‐L ３着
ティルシットTilsit（00 牝 Wagon Master）CHI１勝

エルタイタ El Taita（10 牡 Pavarotti）CHI３勝，P. Preparacion‐L

４代母 メディターダMeditada（73 CHI 栗 Tetracordio）不出走
［子］ ミラドールMirador（89� Midnight Mine）CHI11 勝，プリマベラ賞‐G2，

イサベル二世杯‐G2 ３着，P. Carreras del '20‐L ２着，etc.
メディーダMedida（80牝 Sovereign Deck）CHI５勝，カルロスアギア
ル賞‐G3，ルイスＤラライン賞‐G3，P. Cuerpo Medico de Santiag
o‐L，etc.

マイテネラMaitenera（82 牝 Marsino）CHI４勝，セレクシオンデポトラン
カス‐G3，カルロスアギアル賞‐G3 ２着，フアンＣメジャ賞‐G3 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

243 ペブルガーデン２０２１ 牡・黒鹿 ２／２７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊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ペブルガーデン
＊ Wagon Master

��
��
�ワシントンシティ鹿 2012 Tallahassee

1d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ヒシラストレディ（09 USA黒鹿 Posse）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ヒシハムザリバー（15牡鹿 ディープインパクト）��出走�６勝��１勝
ヒシマデイラ（16牡鹿 オルフェーヴル）�１勝
ヒシシュシュ（18牝鹿 ディープインパクト）�１勝
ヒシハイドラ（19牝黒鹿 ロードカナロア）�入着２回
ヒシアン（20牝黒鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ＊ヒシアマゾン（91 USA黒鹿 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪
神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，オールカマー‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，
ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝

＊ヒシシルバーメイド（99牝 Silver Deputy）１勝
アミカブルナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，ターコイズＳ‐L ３着，雲雀

Ｓ，相模湖特別，ガーベラ賞，奥多摩Ｓ２着，etc.
アルピナブルー（10牝 フジキセキ）出走
カリオストロ（17牝 エイシンフラッシュ）３勝，橘Ｓ‐L，信越Ｓ‐L ２着，
万両賞

＊ヒシラストガイ（10牡 Corinthian）１勝，花見山特別２着，�１勝

３代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

＊ケイティーズファースト（87牝 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du Cercle‐L，
Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚
記念‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，
年代表，優古牡，種牡馬

＊ホワットケイティーディド（89牝 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P. Tantieme
‐L，P. von Koln‐L ２着，P. du Point du Jour‐L ３着，etc.
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞

‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

244 ヒシラストレディ２０２１ �・青鹿 ４／２３
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

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

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

＊

ポッセ Silver Deputy

�
�
�
�
�

��
��

�Posse Raskaヒシラストレディ
＊ Theatrical

��
��
�ヒシアマゾン黒鹿USA 2009 Katies

7f
Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ディープラヴ（11鹿 ディープインパクト）入着４回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
ディヴァインラヴ（18牝鹿 エピファネイア）３勝，菊花賞‐G1 ３着，木曽川特別
（芝 2200），タイランドＣ（芝 2600）

ワープスピード（19牡鹿 ＊ドレフォン）�１勝

２代母 ＊シーズインクルーデッド（04 USA鹿 Include）USA１勝，デルマーデビュタ
ントＳ‐G1 ３着
クイーンエステル（08牝 Vindication）入着，��１勝
ジェシカピンク（09牝 ディープインパクト）出走

ラブイスキア（16牝 トーセンジョーダン）１勝
オリエンタルリリー（10牝 ダイワメジャー）３勝
サンデーウィザード（12牡 ネオユニヴァース）６勝，新潟大賞典‐G3，福島民報杯

‐L ３着，吾妻小富士Ｓ‐OP ２着，関門橋Ｓ，恋路ケ浜特別，etc.
ヒーズインラブ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，武庫川Ｓ，

春興Ｓ，鎌ケ谷特別，節分Ｓ２着，etc.，�２勝
ナイトレイン（15牝 ゴールドアリュール）�３勝��２勝
クリスタルオーブ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
オーサムゲイル（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝�
ドゥラモンド（18牡 ドゥラメンテ）�３勝，アスター賞，国立特別２着，新発田城

特別２着，豊栄特別３着

３代母 ダンシングオンアイスDancingonice（96 USA芦 Robyn Dancer）USA５
勝，Fiji S‐R，ラスパルマスＨ‐G2 ２着，Blue Norther S‐L ２着

４代母 コールドオールザタイムColdallthetime（86 USA黒鹿 It's Freezing）USA２勝
［子］ インペリアルパス Imperial Pass（93� Imperial Falcon）USA８勝，

Great Lakes H

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

245 ディープラヴ２０２１ �・鹿 ２／１６

＊

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

＊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ディープラヴ
＊ Include

��
��
�シーズインクルーデッド鹿 2011 Dancingonice

8g
Halo M4×S5 Burghclere M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 マルモリバニー（10黒鹿 ダンスインザダーク）��入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－２（５）〕
ウインストラグル（14牡黒鹿 ショウナンカンプ）４勝，水無月Ｓ（芝 1200），山陽

特別（芝 1200），大牟田特別（芝 1200），医王寺特別（芝 1200）３着
ローズカラー（16牝青 ローズキングダム）�４勝���，九州ジュニアＣｈ（Ｄ1400）
セイウンヴィーナス（17牝青鹿 カレンブラックヒル）３勝，クイーンＣ‐G3 ３着，八

丈島特別（芝 1600）２着，カーネーションＣ（芝 1800）２着，織姫賞（芝 1800）３着
テンポラーレ（18牡鹿 トランセンド）���１勝

２代母 ゴールドバニー（96黒鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別
ワールドワン（06牝 サクラバクシンオー）１勝，礼文特別３着
コウザンバニー（11牝 ＊ストラヴィンスキー）��１勝�１勝��
フクノアストライア（12牝 ディープスカイ）�６勝�

３代母 フロリンダ（87鹿 ミスターシービー）１勝
タイランツフェイム（93牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，織姫賞２着

マイネルアラバンサ（03牡 スペシャルウィーク）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，毎
日杯‐Jpn3 ３着，すみれＳ‐OP ２着，etc.，�７勝�１勝

シーキングフェイム（07牝 ダンスインザダーク）３勝，忘れな草賞‐OP ３着，
壇之浦特別，遊楽部特別，etc.

タイセイローマン（09牡 アドマイヤドン）２勝，ホープフルＪＳ２着，�１勝���
レディワンダー（98牝 ＊エルハーブ）不出走

ディアースパークル（05牝 ＊マイネルラヴ）	４勝�，コウノトリ賞，菊水賞，
のじぎく賞２着，etc.

アーバンクイーン（99牝 サクラバクシンオー）
出走
メモリアルイヤー（08牝 ゴールドアリュール）４勝，オパールＳ‐OP ３着，う

ずしおＳ，伏見Ｓ，etc.，�１勝��

４代母 フジタカレデイ（78芦 ＊バーバー）入着
［子］ マツクスビユーテイ（84牝 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，オークス

‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲大柳ファーム＝浦河町上向別 �0146-22-0617
生 産 牧 場： ㈲大柳ファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

246 マルモリバニー２０２１ 牡・黒鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイマルモリバニー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ゴールドバニー黒鹿 2010 フロリンダ

＊タイランツクヰーン 14f
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky M4×S5 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 セレスシャイン（05鹿 ＊アグネスデジタル）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（20）〕
カメヤマシャチュウ（11牡鹿 ゴールドアリュール）入着，��１勝��７勝�２勝

���入着３回
キヨマサ（12牡黒鹿 ソングオブウインド）入着，��４勝�	４勝
入着，新春賞
（Ｄ1870）３着

ハゲマス（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
ボウクンエンブレム（18牡黒鹿 ショウナンカンプ）�１勝�

２代母 ドラゴンリリー（92鹿 ＊イブンベイ）４勝，伊吹山特別，えりも特別，うずし
おＳ３着，羊ケ丘特別３着
ビッグドン（00牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，甲南Ｓ，鷹取特別，高砂特別，etc.，


14 勝����，白山大賞典‐Jpn3 ２着，スプリングＣ，etc.
ビッググラス（01牡 ＊エルコンドルパサー）７勝，根岸Ｓ‐G3，フェブラリーＳ‐G1 ３

着，アクアルミナスＳ，中ノ岳特別，シャングリラ賞，etc.，�２勝�入着��
ガジュマル（03牡 タマモクロス）�10 勝
セレスマリオット（06牝 ＊マイネルラヴ）�４勝
入着�
ヤマノリリー（09牝 サクラバクシンオー）�５勝

３代母 クインテビエ（84黒鹿 ＊リイフオー）３勝，宇治川特別２着，須磨特別２着，
新春特別２着
マヤノポセイドン（90牡 タマモクロス）６勝，中日新聞杯‐Jpn3 ３着，オーストラ

リアＴ‐OP ３着，寿Ｓ，etc.
マヤノファンシー（91牝 ホリスキー）４勝

ナリタエンデバー（98牡 ＊ラムタラ）３勝，奥の細道特別２着，つばき賞３着
ダイナマイトガール（01牝 ＊ピルサドスキー）不出走
ハブアストロール（10牡 エイシンサンディ）１勝，��３勝，勝島王冠

パセティックシーン（05牡 ＊マイネルラヴ）�７勝，兵庫ダービー２着，菊水賞
２着，園田ジュニアＣ３着

エトワールパオラ（93牝 ＊リズム）不出走
マッキードリーム（97牡 ＊コタシャーン）�６勝�，園田ジュニアＣ３着，播磨賞

タヤスサワヤカ（94牝 タマモクロス）１勝，礼文特別２着，香春岳特別３着，土湯
特別３着，etc.

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

247 セレスシャイン２０２１ 牡・栗 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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セレスシャイン ＊イブンベイ

��
��
�ドラゴンリリー鹿 2005 クインテビエ

＊ワツオニア 14c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 エバープリンセス（14栗 ＊ハービンジャー）１勝
初仔

２代母 プリンセスルシータ（02栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，納屋橋Ｓ，火の山特
別，伊万里特別，元町Ｓ３着，仲秋特別３着
プリンシペアスール（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，大須特別２着，五泉特別２

着，庄内川特別３着，�３勝
ラグナグ（13牝 ＊ハービンジャー）２勝，鶴橋特別２着
レッドレネット（15牝 キングカメハメハ）�２勝

３代母 ＊プリンセスリーマ（84 USA栗 Affirmed）不出走
ペイミ－バック Pay Me Back（90牡 Master Willie）ITY20 勝，伊セントレジャー

‐G3，Coppa d'Oro di Milano‐L（２回），P. Principe Amedeo‐L，etc.，
種牡馬

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

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

蔵王特別３着，�１勝
ブルーリーマ Blue Reema（00牝 Bluebird）IRE１勝，Park Express S‐L ２着
トロフィーディール（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，東京競馬場グランドＯＰ記

念‐L ２着，琵琶湖特別，恋路ケ浜特別，etc.，障害２勝
スカラムーシュ（07牝 キングカメハメハ）出走

キタサンタイドー（15牡 ブラックタイド）３勝，福島中央ＴＶ杯，大雪Ｈ２着，
天満橋Ｓ３着，etc.，���出走

４代母 ファ－ストフリング First Fling（77 USA栗 Nijinsky）USA１勝
［孫］ フレジーズ Fregy's（92 牡 Combsway）USA・ARG・CHI・PER10 勝，

カルロスペジェグリーニ賞‐G1，ペルーＪＣ賞‐G1，ペルー共和国大
統領賞‐G2，etc.，種牡馬

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

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

248 エバープリンセス２０２１ 牡・鹿 ３／１１
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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlエバープリンセス ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスルシータ栗 2014 ＊プリンセスリーマ

4p
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 フィールグリュック（09黒鹿 ＊ストラヴィンスキー）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ボアソルチ（15牝黒鹿 ハーツクライ）��５勝�３勝���
フルミント（17牝鹿 ジャスタウェイ）���５勝
セイウンブリスク（18牡黒鹿 ドゥラメンテ）��１勝
セイウンガレオン（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�入着

２代母 サマーナイトシティ（99鹿 ＊エリシオ）３勝，新涼特別２着，箕面特別２着，
摩周湖特別３着
ムーンライトシティ（07牝 サクラバクシンオー）入着，�２勝
サダムパテック（08牡 フジキセキ）６勝，マイルＣｈＳ‐G1，京王杯スプリングＣ

‐G2，弥生賞‐G2，中京記念‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，種牡馬
ジュールポレール（13牝 ディープインパクト）６勝，ヴィクトリアマイル‐G1，ヴィ

クトリアマイル‐G1 ３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，秋風Ｓ，うずしおＳ，etc.
ダークナイトムーン（15� ディープインパクト）１勝，岩船特別２着，つばき賞２着
トレミエール（16牝 ハーツクライ）１勝，	２勝
セウラサーリ（17牝 オルフェーヴル）３勝，城崎特別，舞子特別２着，君子蘭賞２

着，立雲峡Ｓ３着，春日特別３着，etc.

３代母 ＊ダイアモンドシティ（88 USA鹿 Mr. Prospector）GB・USA５勝，Cleop
atra S‐L ２着，アーリントンメイトロンＨ‐G3 ３着
カティエヌス Catienus（94 牡 Storm Cat）GB・IRE・USA５勝，Charles Staat

s Memorial S‐L，ホイットニーＨ‐G1 ３着，サバーバンＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

シティースケイプ（97牡 ＊ノーザンテースト）２勝，葉牡丹賞

４代母 ハニーズフラッグHoney's Flag（79 USA鹿 Hoist the Flag）USA出走
［子］ センテニアルタイム Centennial Time（87牝 Storm Bird）USA３勝，

June Darling S‐LR ３着
［孫］ トーマシナ Thomasina（97牝 Red Ransom）USA２勝，Laurel Park S

quan Song S‐R ３着，Summit S３着

販売申込者・所有者： 中田 英樹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2751
生 産 牧 場： 中田 英樹
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

249 フィールグリュック２０２１ 牡・鹿 ４／２７
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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomフィールグリュック ＊エリシオ

��
��
�サマーナイトシティ黒鹿 2009 ＊ダイアモンドシティ

9h
Nureyev M3×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊マンドゥラ（07 GER青鹿 Danehill Dancer）GER１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），海外－１（１）〕
マレルMarelle（12 GER牝鹿 Raven's Pass）FR・GER１勝
ブーザー（16牡青鹿 マンハッタンカフェ）２勝
ブラウシュヴァルツ（18�青 ブラックタイド）�１勝
マンドローネ（19牝青鹿 ハーツクライ）�１勝

２代母 マンデルリヒトMandellicht（94 IRE 黒鹿 Be My Guest）GER・ITY１勝，
Dusseldorfer Stutenpreis‐L ３着，Idee Festa Rennen‐L ３着

＊マンデラ（00牝 Acatenango）FR・GER・USA３勝，Mulheimer Diana‐Trial
‐L，独オークス‐G1 ３着，サンタバルバラＨ‐G2 ３着，ポモーヌ賞‐G2 ３着
ワールドエース（09牡 ディープインパクト）４勝，マイラーズＣ‐G2，きさらぎ賞

‐G3，若葉Ｓ‐LR，皐月賞‐G1 ２着，キャピタルＳ‐L ２着，etc.，種牡馬
マンハイム（14牝 ダイワメジャー）１勝，西尾特別２着
ワールドプレミア（16牡 ディープインパクト）４勝，菊花賞‐G1，天皇賞（春）‐G1，

有馬記念‐G1 ３着，日経賞‐G2 ３着，神戸新聞杯‐G2 ３着，etc.，種牡馬
ヴェルトライゼンデ（17牡 ドリームジャーニー）�２勝，萩Ｓ‐L，ホープフル

Ｓ‐G1 ２着，日本ダービー‐G1 ３着，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，神戸新聞杯
‐G2 ２着，etc.

ショショローザ（19牝 ロードカナロア）�１勝，カーネーションＣ３着
マンデュロManduro（02牡 Monsun）GB・FR・GER・ITY10 勝，ジャックルマロ

ワ賞‐G1，イスパーン賞‐G1，プリンスオヴウェイルズＳ‐G1，フォワ賞‐G2，
アルクール賞‐G2，etc.，種牡馬

マンデュラスManduras（04 牡 Tiger Hill）GER３勝

３代母 マンデルアウゲMandelauge（89 GER黒鹿 Elektrant）GER２勝
マンダムーMandamou（95牝 Ela‐Mana‐Mou）GER２勝

マンダフーシュMandahush（02牝 Alwuhush）GER・ITY２勝，P. Toscan
a‐L

マンデルセットMandel Set（99 牝 Second Set）GER３勝
マルチェッリMarcelli（09 牡 Sholokhov）GER３勝，Dallmayr Prodomo‐

Trophy‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270

250 マンドゥラ２０２１ �・黒鹿 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

デインヒルダンサー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Danehill Dancer Mira Adondeマンドゥラ マンデルリヒト Be My Guest

��
��
�Mandellicht青鹿GER 2007 Mandelauge

3d
Northern Dancer M4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 グランクリューピサ（13鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ウインルモンド（17牡黒鹿 ワールドエース）��２勝�１勝

２代母 テールトゥノーズ（96鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
デュークタイフーン（02牝 フジキセキ）１勝

ドラゴンゲート（12牡 メイショウボーラー）５勝，ＮＳＴ賞‐OP，etc.，�17 勝
��入着，佐賀がばいダッシュ（２回），ウインターＣｈ（２回），佐賀オー
タムスプリント，佐賀オータムスプリント２着，etc.

トーコーシーザー（05牡 ダンスインザダーク）�３勝
マッドマックス（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，マカオＪＣＴ２着
ヘルズキッチン（07牝 マンハッタンカフェ）１勝
ダイメイザノーズ（09牝 ダンスインザダーク）�１勝��入着
ゴールドクラウス（11� ＊シンボリクリスエス）入着２回，	３勝

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

‐Jpn1，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイナチヤイナ（83牝 ＊ノーザンテースト）７勝，ユートピアＳ，阿武隈特別，原町

特別，etc.
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
レットルダムール（94牝 ＊トニービン）３勝，アジアＪＳ（２），日高特別２着
アーネストリー（05牡 ＊グラスワンダー）10勝，宝塚記念‐G1，オールカマ
ー‐G2，札幌記念‐G2，etc.，種牡馬

ワンボールドビツド（85牝 ＊ノーザンテースト）不出走
フラワータテヤマ（94牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，栗東Ｓ‐OP，大和特別，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，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，etc.

エイシンオーシャン（90牡 ＊ノーザンテースト）４勝，シクラメンＳ‐OP，五頭連峰
特別，もちの木賞，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

251 グランクリューピサ２０２１ 牡・鹿 ３／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

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グランクリューピサ ＊ノーザンテースト

��
��
�テールトゥノーズ鹿 2013 アスコツトラツプ

＊デイープデイーン 3n
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 アラマサスナイパー（03黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－６（24）〕
キングザピューマ（10牡青鹿 キングヘイロー）�１勝�３勝
クリスマス（11牝黒鹿 ＊バゴ）５勝，函館２歳Ｓ‐G3，オーシャンＳ‐G3 ３着，函

館スプリントＳ‐G3 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，ＵＨＢ賞
‐OP（芝 1200），ＴＶｈ杯（芝 1200），鳥羽特別（芝 1200），サンライズＳ
（芝 1200）２着，船橋Ｓ（芝 1200）３着

イシス（12牝青鹿 キングヘイロー）１勝
オシリスブレイン（17牡 ＊バゴ）�３勝，湯の川温泉特別２着，キャンドルライ

ト賞３着
ティラール（14牝鹿 ＊ファスリエフ）入着，��８勝��１勝
タカミツリリー（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着３回，下北半島特別（芝 1200）

３着，�３勝
ケイズデイジー（16牝鹿 ＊ケープブランコ）��２勝	
ゴールドスナイパー（17牡鹿 ＊エスケンデレヤ）��４勝
タイセイジェニー（18牝青鹿 ＊バゴ）入着２回，��出走�２勝��
コスモツカサ（19牝黒鹿 ＊バゴ）�入着３回

２代母 ＊ターミナルフラワー（97 USA黒鹿 Salt Lake）１勝
アラマサロビンソン（05牝 ＊グランデラ）１勝
アラマサスチール（08牝 マヤノトップガン）１勝，�２勝��

３代母 ポジションドPositioned（81 USA鹿 Cannonade）USA５勝
ベリーロード Berry Road（88牝 Strawberry Road）USA５勝，Sun Seeker Far

m H，ミスアメリカＨ‐G3 ２着，Campanile Invitational H‐R ２着，etc.
レーニ Reni（90 牝 ＊パレスミュージック）USA４勝

キャスルウッド Castlewood（97
 Runaway Groom）USA14 勝，Hawth
orne Juvenile S‐L ２着，ハンシンＣ‐G3 ３着

フリーウェイティケット Freeway Ticket（98
 Deposit Ticket）USA９勝，
Tex's Zing S‐R，Honor the Hero Turf Express S２着，Autobot S
２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アラキファーム＝新冠町万世 �0146-49-5218
生 産 牧 場： ㈲アラキファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

252 アラマサスナイパー２０２１ 牡・鹿 ４／１２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュアラマサスナイパー
＊ Salt Lake

��
��
�ターミナルフラワー黒鹿 2003 Positioned

5g
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 スマートルビー（13栗 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別（芝 1800），テレ玉杯
（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
サムシンググッド（20牡青鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ビーウインド（01鹿 ＊スピニングワールド）入着２回
マジックウインド（07牝 ネオユニヴァース）�１勝�２勝
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，函館記念‐G3 ３着，ジューンＳ，etc.
ペプチドウインド（10牡 ダンスインザダーク）１勝，�２勝�
エイユービリオネア（11牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝
ジュンエスポワール（15牡 ハーツクライ）入着，�１勝�１勝�１勝
ベルウインド（16牡 オルフェーヴル）�４勝�	
ムーンライト（17牝 ハーツクライ）�２勝，豊橋特別２着，御宿特別３着

３代母 ビクトリーマッハ（89黒鹿 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着
スルーザシーズン（96牝 ＊スキャン）３勝

マイティーボタン（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
モンサンアルナイル（13
 ＊カジノドライヴ）２勝，三陸特別３着，�	４勝

トーホウグリーン（05牝 アグネスタキオン）２勝
チェンジイット（13牝 トーホウエンペラー）�３勝��，クイーンＣ２着，
新春ペガサスＣ３着

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

ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３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.

［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

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

253 スマートルビー２０２１ 牡・鹿 ２／１３
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スマートルビー ＊スピニングワールド

��
��
�ビーウインド栗 2013 ビクトリーマッハ

＊ワンスウエド 4m
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アントワープ（07鹿 キングカメハメハ）�１勝��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－３（６）〕
タイセイスウォード（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��１勝�１勝
ヴォカツィオーネ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）３勝，釧路湿原特別（Ｄ1700）（２回），

渡島特別（Ｄ1700）２着，釧路湿原特別（Ｄ1700）２着，檜山特別（Ｄ1700）３
着，２０１８ＷＡＳＪ第３戦（Ｄ1700）３着，���１勝

ルクスムンディー（15牡鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，���出走
カズオルヴァル（17�鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，���２勝
トリストラム（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）１勝，�地方未出走
プーリアフレイバー（20牡栗 ＊マクフィ）�地方未出走

２代母 フランダース（02栗 ＊サンデーサイレンス）入着
クレバーアポロ（09牡 キングカメハメハ）３勝，茨城新聞杯３着
レディトリス（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊グレートクリスティーヌ（87 USA鹿 Danzig）USA１勝
ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮記念

‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，etc.，優古牝
＊ファリダット（05牡 Kingmambo）５勝，栗東Ｓ‐L，マーガレットＳ‐L，安田

記念‐G1 ３着，etc.
＊フィドゥーシア（12牝 Medaglia d'Oro）７勝，春雷Ｓ‐L，アイビスサマーダ

ッシュ‐G3 ２着，葵Ｓ‐LR ２着，etc.
＊ジャンダルム（15牡 Kitten's Joy）�６勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，オーシャン

Ｓ‐G3，春雷Ｓ‐L，etc.
シマノタカラチャン（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

リコーデリンジャー（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��３勝，エ
ーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，リリーＣ３着

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： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

254 アントワープ２０２１ 牡・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアントワープ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フランダース鹿 2007 ＊グレートクリスティーヌ

22d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナリタブルースター（07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（８），地方－３（６）〕
カハラブライド（13牝鹿 ＊コンデュイット）��１勝
アディラート（14牡黒鹿 ルーラーシップ）６勝，グリーンチャンネルＣ‐L
（Ｄ1400），ヒヤシンスＳ‐L（Ｄ1600）２着，マリーンＳ‐OP（Ｄ1700）３着，欅
Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，吾妻小富士Ｓ‐OP（Ｄ1700）３着，高瀬川Ｓ（Ｄ1400），
はこべら賞（Ｄ1400），河原町Ｓ（Ｄ1400）２着（２回），香嵐渓特別（Ｄ1400）２
着，etc.，UAE入着，ゴドルフィンマイル‐G2 ３着

ミトノクイーン（15牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
シンフェイス（17牝青鹿 ルーラーシップ）入着，���２勝
インディナート（18牝黒鹿 ルーラーシップ）�入着５回，�３勝
オヤノナナヒカリ（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 ストームティグレス（95青鹿 Storm Cat）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，
黒松賞，羊ヶ丘特別３着
ストームタイガー（02牡 バブルガムフェロー）３勝，初春賞２着，竜飛崎特別２着，

渡利特別３着
オースミダイドウ（04牡 スペシャルウィーク）４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2，朝

日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，白百合Ｓ‐OP，野路菊Ｓ‐OP
ストロングトリトン（12� ゴールドアリュール）４勝，岩室温泉特別
サトノスピードオー（13牡 ダノンシャンティ）２勝，��５勝
リードザウインド（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝

３代母 ＊アンファンテ（80 USA鹿 Exclusive Native）USA１勝，Sorrento S３着
テハーノ Tejano（85牡 Caro）USA５勝，ハリウッドフュチュリティ‐G1，アーリン

トンＷフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G1，サプリングＳ‐G2，etc.，種牡馬
カロズシークレット Caro's Secret（89 牡 Caro）USA５勝，Bet Twice S３着
ジスピクチャー This Picture（92 牡 Danzig）USA１勝，SecondWind S‐R ３

着，種牡馬

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

255 ナリタブルースター２０２１ 牡・青鹿 ５／１５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジナリタブルースター Storm Cat

��
��
�ストームティグレス青鹿 2007 ＊アンファンテ

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

価格： 購買者：



母 ベルシルエット（12黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
プエンテデグロリア（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��出走�２勝�
クリスタルレイ（19牝黒鹿 ルーラーシップ）���出走

２代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，毎日杯‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.

コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２
着，etc.，優古牝
ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タン

ザナイトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP
２着，etc.

ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ
‐G3 ２着，マリーンＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP ２着，麦秋Ｓ，etc.

ラヴソレイユ（07牝 フジキセキ）出走
タガノグルナ（14牡 ルーラーシップ）�４勝，鳥取特別，早鞆特別，甲南Ｓ２

着，障害１勝
タガノファジョーロ（16牡 ＊バゴ）３勝，天草特別，障害１勝，��未出走�出走

マチノアカリ（08牡 フジキセキ）１勝
ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記念

‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，きさらぎ賞‐G3 ３着，菊花賞‐G1 ４着，etc.
アンヴェイルド（11牡 ディープインパクト）３勝
フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

３代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイダービー

‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

256 ベルシルエット２０２１ 牡・栗 ３／１４

＊

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

＊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ベルシルエット ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴァイオレットラブ黒鹿 2012 ＊ヴアインゴールド

4r
Mr. Prospector S4×M4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 モアナブリーズ（13鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
モアナモーリス（18牝鹿 モーリス）��４勝

２代母 プレザントブリーズ（06黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞２着
プラチナヴォイス（14牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ‐LR，スプリングＳ‐G2

３着，名古屋日刊スポーツ杯，ｔｖｋ賞２着，野分特別２着，�２勝�１勝�
ヒノモト（15牡 キングカメハメハ）�４勝
ライデンシャフト（16牝 ＊ノヴェリスト）１勝

３代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

黄菊賞
スターリーウインド（12牝 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別３着，鳥栖特別３着
スターズプレミア（17牡 ロードカナロア）�２勝，二本松特別

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

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

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

＊ヴェイルオブアヴァロン（97牝 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，ド
ラローズＨ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，etc.

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

ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サン
ダウンマイル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，etc.，
種牡馬

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

257 モアナブリーズ２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊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 ＊マンファスモアナブリーズ マンハッタンカフェ

��
��
�プレザントブリーズ鹿 2013 ＊スターズインハーアイズ

2f
サンデーサイレンス S3×M4 ウインドインハーヘアS3×M4
Mr. Prospector M4×M5
価格： 購買者：



母 ラバーズケープ（16鹿 ダイワメジャー）入着２回
初仔

２代母 ヒカルアモーレ（04芦 ＊クロフネ）２勝，忘れな草賞‐OP ３着
グランデアモーレ（10牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別

グランデマーレ（17牡 ロードカナロア）�４勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，スト
ークＳ，天神橋特別，葉牡丹賞

グランデフィオーレ（18牝 ドゥラメンテ）�１勝，秋明菊賞２着，つわぶき賞３着
グランデレジーナ（19牝 エピファネイア）�１勝

アモーレエテルノ（12牝 ゼンノロブロイ）入着２回，�２勝
ヴェローナシチー（19牡 エピファネイア）�１勝，京都新聞杯‐G2 ２着，白百

合Ｓ‐L ２着，若葉Ｓ‐L ２着，京成杯‐G3 ３着，すみれＳ‐L ３着
シュペルミエール（13牡 ステイゴールド）５勝，日経新春杯‐G2 ３着，オリオンＳ，

サンシャインＳ，兵庫特別，開成山特別，etc.
アモーレミオ（15牝 ネオユニヴァース）３勝，ＴＶ山梨杯
コンアモーレ（19牡 ダイワメジャー）���２勝�入着

３代母 ＊グレイトフィーヴァー（97 FR芦 Kaldoun）FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2 ３着，Carotene S‐L ３着，Solo Haina H３着
テイクバイストーム（05牝 ＊ファルブラヴ）３勝，舞浜特別３着
ヒカルプリンス（06� キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，八重桜賞３着，�２

勝�２勝	３勝
入着
ラフォルジュルネ（07牝 スペシャルウィーク）４勝，関門橋Ｓ，筥崎特別，三萩野

特別，etc.
アーデント（09牡 ディープインパクト）５勝，リゲルＳ‐L，いちょうＳ‐LR，弥生

賞‐G2 ３着，etc.
ラブラバード（10牡 スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松特別，etc.
シャルール（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，福島牝馬Ｓ‐G3

２着，忘れな草賞‐OP ３着，etc.
ファナティック（16牝 ジャスタウェイ）１勝，カーネーションＣ２着

販売申込者・所有者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

258 ラバーズケープ２０２１ �・鹿 ２／１０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラバーズケープ ＊クロフネ

��
��
�ヒカルアモーレ鹿 2016 ＊グレイトフィーヴァー

1p
Deputy Minister S5×M5

価格： 購買者：



母 ウエバフラッシュ（12栗 ダイワメジャー）入着４回，�２勝��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ダイアモンドモア（20牝栗 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ダイアモンドコア（95黒鹿 ＊ジェイドロバリー）��５勝�，マリーンＣ‐Jpn3
３着，南部杯‐Jpn1 ４着，桜花賞，東京３歳優駿牝馬，ロジータ記念３着，etc.
アドマイヤジョー（03牝 アドマイヤベガ）�３勝�１勝
テイクドリーム（04牡 ジャングルポケット）��２勝
ナイキハイグレード（06牡 アグネスタキオン）��５勝�５勝	
，全日本２歳優

駿‐Jpn1 ３着，羽田盃，京浜盃，ハイセイコー記念，東京ダービー３着，etc.
ベリーフ（07牝 スペシャルウィーク）１勝

ソッサスブレイ（14� ＊コンデュイット）�入着２回，ディセンバーＳ‐L ３着，
関越Ｓ‐OP ３着，
２勝��６勝，東京湾Ｃ，黒潮盃３着

ウインダークローズ（17牡 ＊ロージズインメイ）�３勝，印西特別，積丹特別２
着，春光Ｓ３着，伊勢佐木特別３着

ケセランパサラン（09牝 ＊クロフネ）�１勝�６勝
入着�
ザイマカ（14牡 ハーツクライ）���６勝

３代母 ライフポート（83鹿 フアインポート）��６勝
ライフビジョン（89牝 スズカコバン）��４勝，ニューイヤーＣ３着

サンライズブリッジ（97牡 メリーナイス）��５勝，クラウンＣ３着
スターオブブリッジ（99牝 トロットサンダー）��１勝，関東オークス‐Jpn3

２着，戸塚記念２着，ローレル賞２着，etc.
ラブラブジョウ（94牝 ＊イブンベイ）１勝

イチノヤジョウ（99牝 ＊アジュディケーティング）３勝，與杼特別３着，天王山
特別３着，葛飾特別３着，etc.
ハコダテブショウ（18牡 モーリス）�４勝，ブラッドストーンＳ

４代母 マリーノビーチ（74鹿 ＊マリーノ）��５勝，桜花賞２着
［曾孫］ スーパージーン（98牡 サツカーボーイ）８勝，新潟記念‐Jpn3，福島ＴＶ

ＯＰ‐L，オールカマー‐Jpn2 ２着，etc.

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： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

259 ウエバフラッシュ２０２１ 牡・栗 ５／１２

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケウエバフラッシュ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ダイアモンドコア栗 2012 ライフポート

＊ヒツトザビーチ 10e
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ラタンペットロゼ（11鹿 ＊ストーミングホーム）�６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ロナウド（17牡鹿 ワールドエース）��２勝�入着
メイショウクラーク（18牡黒鹿 キズナ）���２勝�３勝
シップウドトウ（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ＊ピンクタートル（88 USA栗 Blushing Groom）FR・USA４勝，P. Madam
e Jean Couturie‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，プシュケ賞‐G3 ２着，P. de l
a Pepiniere‐L ２着，ノネット賞‐G3 ３着，etc.

＊ピノシェット（95牝 Storm Cat）GB・USA１勝
カフェピノコ（00牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
タマノブリュネット（12牝 ディープスカイ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，
麒麟山特別，etc.，��２勝，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃
‐Jpn3 ３着，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ４着

スピリタス（05� タニノギムレット）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，小倉日経
ＯＰ‐LR ２着，ＮＳＴ賞‐L ２着，都大路Ｓ‐L ２着，米子Ｓ‐L ２着，etc.

ロードウエスト（96牡 GoneWest）３勝，犬吠埼特別，矢作川特別２着，うぐいす
賞２着，初霜特別３着，�１勝�

レディパステル（98牝 ＊トニービン）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，
中山牝馬Ｓ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

＊ロードロックスター（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，
はなみずき賞，朱雀Ｓ２着，木津川特別２着，九州スポーツ杯２着，etc.

ロードアクレイム（09牡 ディープインパクト）２勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，夏
木立賞

パルテノン（12牝 キングカメハメハ）入着，	１勝
マテンロウオリオン（19牡 ダイワメジャー）�２勝，シンザン記念‐G3，
ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，万両賞

ヴァンダライズ（07牡 ダンスインザダーク）４勝，睦月賞，金倉山特別，陸奥湾特
別２着，セントポーリア賞２着，障害２勝

ポップアイコン（09牝 ダイワメジャー）３勝，鳥取特別２着，ＴＶＱ杯２着
アルサトワ（17牡 ルーラーシップ）�５勝，大阪城Ｓ‐L，但馬Ｓ

３代母 タートルコーヴTurtle Cove（70 USA黒鹿 Dr. Fager）USA３勝

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

260 ラタンペットロゼ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６

＊

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

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meラタンペットロゼ
＊ Blushing Groom

��
��
�ピンクタートル鹿 2011 Turtle Cove

1l
Blushing GroomM3×S4 Northern Dancer S4×M5
Mr. Prospector M4×S5×M5 Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 ヤヤラーラ（09鹿 ゼンノロブロイ）２勝，桑折特別（芝 1800）２着，外房特別
（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
コーリングローリー（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ウエイヴ（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）���１勝

２代母 ＊ヒアズホーピング（93 NZ鹿 ＊ダハール）不出走
アイデンティティ Identity（00 牝 Daggers Drawn）NZ４勝
イフルックスクッドキル Iflooxcouldkill（01 牝 Daggers Drawn）AUS・NZ３勝，エ

ラズリーサイアーズプロデュースＳ‐G1，Great Northern Guineas Trial‐L，
Super Bonus Classique‐L ２着，Star Way 1000‐L ３着

キラルックスKilla Loox（03牝 City On a Hill）NZ２勝
ペナルティシュートアウトPenalty Shoot Out（04� Van Nistelrooy）AUS・N

Z２勝
ヒアズルッキング（08� サクラバクシンオー）入着２回，��１勝
ディーエスマインド（11牡 ハーツクライ）�11 勝�入着��
キョウエイブレイン（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝�入着�

３代母 フレンチポーリッシュ French Polish（82 NZ鹿 Poil de Chameau）NZ３
勝，レヴィンターフクラシック‐G2 ２着，ユーロジーＳ‐G3 ２着
ダラーゼンゴールドDollars 'n Gold（89� ＊パレスミュージック）AUS・NZ11勝，

マートンメトリックマイル‐G3，Great Northern Guineas Trial‐L，ロ
トルアチャレンジプレイト‐G3 ２着，etc.

マディソンポイントMadison Point（90� ＊パレスミュージック）AUS11 勝，ＡＴ
ＣザショーツＳ‐G3，ATC Hall Mark S‐L，VRC Century S‐L ２着，etc.

ゼアズノーダウトThere's No Doubt（99 牝 Pompeii Court）不出走
リアルスペシャリスト Real Specialist（07� ＊ストーミングホーム）HKG９勝，

Premier Cup‐L ２着，Chinese Club Challenge C‐L ２着，S
ha Tin Trophy‐L ３着

ケセラQue Sera（05 牝 Daggers Drawn）NZ４勝，Canterbury Breeders' S
‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
飼 養 者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003

261 ヤヤラーラ２０２１ 牡・鹿 ３／ ７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルヤヤラーラ
＊

＊ダハール

��
��
�ヒアズホーピング鹿 2009 French Polish

14c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ローザレーヌ（06青鹿 マンハッタンカフェ）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
エフォートラン（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝
アンフヴェール（17牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝
コルレット（19牝青鹿 エピファネイア）�出走

２代母 トウショウアイ（87鹿 トウシヨウボーイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２
着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，大沼Ｓ２着，露草賞３着
シルキーカイザー（94牡 メジロライアン）１勝，秩父特別３着，柏崎特別３着，

��２勝
エスティーマック（95� メジロマックイーン）入着，��２勝
アッパレイモン（96牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，梅田Ｓ，遠州灘Ｓ２着，北山Ｓ３着，

金蹄Ｓ３着，��１勝�
モリスガタ（97牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若葉Ｓ‐OP ３着，ゆりかもめ賞，セン

トポーリア賞２着
オペラアイ（00牝 ＊オペラハウス）	２勝

マームードイモン（05牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，富良野特別，比良山特別２
着，支笏湖特別２着，恋路ケ浜特別２着，白川特別２着，etc.

アイチャンルック（01牝 ＊ジェネラス）��３勝，ロジータ記念，ＴＣＫディスタフ
２着，黒潮盃２着，東京プリンセス賞２着，トゥインクルレディ賞３着
タガノハヤテ（11牡 ゴールドアリュール）４勝，濃尾特別，もちの木賞２着

ミッキーラブ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝
ダンツキャピタル（05牡 ＊アグネスデジタル）
４勝
アムールエテルネル（07牝 ＊アルカセット）入着，�４勝
アイファインバンド（08牝 ＊タップダンスシチー）	６勝
２勝

３代母 アローキヨサチ（77鹿 アローエクスプレス）��２勝
テイーロデイ（82牝 ＊ビービービー）����17 勝，上山優駿樹氷賞，紅葉賞

シャトルフォンテン（01牡 エイシンサンディ）��３勝入着４回	，平和賞２着

４代母 ダイサンキヨサチ（59鹿 トサミドリ）��，ゴールドＣ，桜花賞
［子］ アポスピード（66牡 ＊アポツスル）２勝，札幌記念，目黒記念（秋）２着，

青函Ｓ‐OP，��12 勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

262 ローザレーヌ２０２１ 牡・黒鹿 ３／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジローザレーヌ トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ青鹿 2006 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 トーセンバスケット（05黒鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
マシェリガール（13牝黒鹿 トーセンファントム）２勝，クローバー賞‐OP（芝 1500）
リュウノデイ（19牡鹿 イスラボニータ）��入着２回��

２代母 フルーティマズル（96黒鹿 ＊ホワイトマズル）入着
セレナガルーダ（03牡 ＊エルコンドルパサー）入着，��２勝
トーセンヴェリタス（04牡 フサイチソニック）��４勝
トーセンジャンボ（07牡 ＊アグネスデジタル）�２勝��13 勝�入着２回

３代母 メローフルーツ（91黒鹿 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3
２着，桜花賞‐Jpn1 ４着
メローサウンド（99牝 ＊エリシオ）出走

ナムラシャルマン（08牝 ジャングルポケット）出走
ナムラカモン（12牡 カンパニー）１勝，もちの木賞２着

フルーツマシン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，初凪賞２着，成田特別２着，
山吹賞３着

フルーツマーケット（02牝 サクラバクシンオー）�１勝�入着�
エメラルドタワー（10牝 アドマイヤマックス）入着
メイショウダジン（17牡 トランセンド）�４勝，西日本スポーツ杯，くす
のき賞，etc.，��入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着

ワンダーフルーツ（04牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，雪うさぎ賞２着，新発田城
特別３着，香春岳特別３着

シャドウデイル（05牡 ＊アグネスワールド）２勝，すずらん賞‐OP ２着，�１勝
イブニングラッシュ（09牡 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��２勝�１勝�入着，ジュ

ニアＧＰ２着

４代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
［子］ オレンジピール（94牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特

別‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
［孫］ ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，etc.，

��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930
生 産 牧 場： 沖田 博志
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

263 トーセンバスケット２０２１ 牡・鹿 ５／ ８
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayトーセンバスケット ＊ホワイトマズル

��
��
�フルーティマズル黒鹿 2005 メローフルーツ

＊バッフドオレンジ 3c
Halo S4×M4 Hail to Reason M4×S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 キャリーウェーブ（08黒鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
オズマ（13牡芦 ＊クロフネ）�１勝
ショウセイ（15牡鹿 ＊コンデュイット）�２勝
ベルリーフ（16牡栗 ＊タートルボウル）��１勝・４勝�入着３回�
ボウイッシュ（17牝鹿 ルーラーシップ）入着，���入着３回
トミケンサルタール（18牝黒鹿 リオンディーズ）入着２回，�	２勝

２代母 ラビットボール（87鹿 ＊ラツキーソブリン）９勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝
馬特別‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐OP（２回），カシオペアＳ‐OP ２着，渡月橋Ｓ
レモンバーム（97牝 フジキセキ）３勝，御在所特別，ＨＴＢ杯３着，恵那特別３着，

浄土平特別３着
アンノルーチェ（05牡 サツカーボーイ）６勝，小倉日経ＯＰ‐L，中京記念‐G3

３着，清水Ｓ，九州スポーツ杯，シドニーＴ，etc.
ミステリューズ（06牝 ナリタトップロード）出走
ロードブレス（16牡 ダノンバラード）�５勝，ＢＳＮ賞‐L，みやこＳ‐G3
２着，エルムＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝
入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2，
浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.

ロールタイド（99� フジキセキ）４勝，神奈川新聞杯，行川特別２着，千里山特別３着
セトノヒット（01牡 ＊エンドスウィープ）３勝，出石特別３着，御池特別３着，etc.，

	９勝�２勝��，金杯，二十四万石賞，ファイナルＧＰ，etc.
バトルルビー（04牝 フジキセキ）
入着３回

バトルマグマ（09牡 タニノギムレット）入着２回，
２勝��，名古屋でら馬
スプリント３着，尾張名古屋杯３着

スペシャルハート（05牡 ＊フォーティナイナー）５勝，のぞみ賞，相模湖特別

３代母 タニノベンチヤ（71黒鹿 ＊ヴエンチア）１勝
カツラギエース（80牡 ＊ボイズイーボーイ）10勝，ジャパンＣ‐Jpn1，宝塚記念

‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，サンケイ大阪杯‐Jpn2，京都新聞杯，ＮＨＫ杯，etc.，
優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲片山牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3333
生 産 牧 場： ㈲片山牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

264 キャリーウェーブ２０２１ �・鹿 ５／１３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラキャリーウェーブ ＊ラツキーソブリン

��
��
�ラビットボール黒鹿 2008 タニノベンチヤ

＊アベイブリツジ 14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミッドタウンレディ（07黒鹿 ゼンノロブロイ）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ミッドナイトラヴ（16牝黒鹿 ロードカナロア）１勝
エンドレスキング（17牡鹿 ＊タートルボウル）�１勝�入着２回
レインボークラウド（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）�入着，�２勝

２代母 ＊ファビラスラフイン（93 FR芦 Fabulous Dancer）４勝，秋華賞‐Jpn1，Ｎ
Ｚトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，ジャパンＣ‐G1 ２着，さわらび賞，優３牝
ファビラスキャット（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，忘れな草賞‐OP ２着，舞

子特別３着
シュペリユール（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，橘Ｓ‐OP ３着，宝ケ池特別，

別府特別，桶狭間特別２着，会津特別２着，etc.
ナリタハリケーン（09牡 キングカメハメハ）５勝，札幌記念‐G2 ２着，巴賞

‐LR ３着，ブリリアントＳ‐L ３着，桃山Ｓ，天ケ瀬特別３着，etc.
ラブリネスオブパリ（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�

シフルマン（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，都大路Ｓ‐L，若葉Ｓ‐L ３着，関
門橋Ｓ‐OP ２着，関ケ原Ｓ，京橋特別，etc.

ラフィントレイル（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走
ブレイズアトレイル（09牡 ダイワメジャー）５勝，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，

米子Ｓ‐L ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，秋風Ｓ，豊栄特別，etc.，�１勝��
ジャイアントリープ（10牡 ネオユニヴァース）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，松

前特別，琵琶湖特別，山桜賞２着，下鴨Ｓ３着，etc.
ファビラスボーイ（05牡 ジャングルポケット）３勝，セントポーリア賞，江の島特

別２着，燕特別２着
ギュスターヴクライ（08牡 ハーツクライ）５勝，阪神大賞典‐G2，京都大賞典‐G2 ３

着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，天皇賞（春）‐G1 ５着，白百合Ｓ‐OP ３着，etc.
ファビラスタイム（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝�入着

ランリョウオー（18牡 ＊パイロ）���９勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，大
井記念，雲取賞，ハイセイコー記念２着，羽田盃３着

３代母 メルカルMercalle（86 FR芦 Kaldoun）GB・FR８勝，カドラン賞‐G1，
P. Caravelle‐L，P. Panacee‐L，G.P. Inter‐Regional des 3ans‐L ２着，
P. des Federations Regionales‐L ２着，etc.

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

265 ミッドタウンレディ２０２１ �・鹿 ２／１６

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルミッドタウンレディ
＊ Fabulous Dancer

��
��
�ファビラスラフイン黒鹿 2007 Mercalle

3e
Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊シャイニンオーラ（08 USA黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
シャイニンカーラ（13牝青鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝�１勝�５勝�入着
ミヤジマミー（14牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
コトブキスフェール（16牝鹿 オルフェーヴル）入着，��入着４回�２勝

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

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

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

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

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

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

川特別２着，etc.

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

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

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

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

266 シャイニンオーラ２０２１ 牡・栗 ５／ ８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスシャイニンオーラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンルビー黒鹿USA 2008 シャイニンレーサー

22d
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ターコイズ（15栗 ＊ハードスパン）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アクアリスト（03 GB栗 ＊コロナドズクエスト）不出走
スピリットレイク（10牝 Invincible Spirit）２勝
スモーダリング（12牝 ＊パイロ）３勝

コンバスチョン（19牡 ＊ディスクリートキャット）�３勝，ヒヤシンスＳ‐L，ヤ
マボウシ賞，���入着２回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，兵庫ジュニ
アＧＰ‐Jpn2 ２着

ファッショニスタ（14牝 ＊ストリートセンス）５勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３
着，etc.，��３勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，スパーキングＬＣ‐Jpn3
（２回），ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着

ホットミスト（17牝 ＊パイロ）１勝
スピリットワールド（19牡 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝

３代母 オイスターキャッチャーOyster Catcher（96 IRE 鹿 Bluebird）IRE３勝，
Belgrave S‐L，コンコルドＳ‐G3 ３着

４代母 ブリッジドBrigid（91 USA栗 Irish River）FR１勝
［子］ ＊リッスン（05牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，フィリーズマイル‐G1，

Balanchine S‐L，モイグレアスタッドＳ‐G1 ２着，etc.
セクオイア Sequoyah（98牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，モイグレ
アスタッドＳ‐G1，Debutante Fillies S‐L ２着，レイルウェイＳ
‐G3 ３着

［孫］ ヘンリーザナヴィゲイター Henrythenavigator（05 牡 Kingmambo）GB
・FR・IRE・USA６勝，英２０００ギニー‐G1，愛２０００ギニー‐G1，セン
トジェイムズパレスＳ‐G1，etc.，種牡馬

タッチングスピーチ（12牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2，エ
リザベス女王杯‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着

ゾフェール Zofelle（16 牝 Zoffany）�GB・USA５勝，マーシュアズリ
ヴァーＳ‐G3，Pago Hop S，メイトリアークＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： トド岩高原銀河農場物語㈱＝新冠町大狩部 �0146-45-5004
生 産 牧 場： トド岩高原銀河農場物語㈱
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

267 ターコイズ２０２１ �・黒鹿 ２／１９

＊

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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystターコイズ
＊

＊コロナドズクエスト

��
��
�アクアリスト栗 2015 Oyster Catcher

9b
Mr. Prospector S4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 マイユクール（08黒鹿 ＊バゴ）３勝，天王寺特別（Ｄ1400）３着，鹿屋特別
（芝 1700）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７）〕
ショーヒデキラ（16牡鹿 ディープブリランテ）�２勝，秩父特別（芝 1600）２着，

鷹巣山特別（芝 1600）３着
ラインガルーダ（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝，なでしこ賞（Ｄ1400）３着
タイセイサムソン（18牡黒鹿 メイショウサムソン）�３勝，河北新報杯（Ｄ1700）２着
シグルドリーヴァ（19牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�入着３回

２代母 キティーパラダイス（99鹿 ＊パラダイスクリーク）１勝，秋保特別２着
シップウドトウ（05牡 ＊メイショウドトウ）入着，�２勝�４勝��
スターリースカイ（06牝 キングヘイロー）１勝

バンカブルスター（16� トゥザグローリー）��12 勝，コスモバルク記念２着
プレザントスマイル（07牝 ＊タップダンスシチー）�４勝
スランジバール（09牡 ＊ケイムホーム）３勝
マイティウォリアー（10牡 ＊ルールオブロー）１勝

３代母 ハローキティー（88鹿 ＊ラシアンルーブル）３勝，松浜特別３着
リボンストロベリー（97牝 ＊デインヒル）出走

キングスベリー（04牝 キングヘイロー）３勝，雪割草特別，あじさいＳ２着，
伊吹山特別３着，etc.
キングズガード（11牡 ＊シニスターミニスター）８勝，プロキオンＳ‐G3，
エニフＳ‐L，栗東Ｓ‐L，etc.，���入着５回

アイアンブルー（14� ＊プリサイスエンド）��４勝�４勝�８勝，福永洋
一記念２着，大高坂賞，黒潮スプリンターズＣ２着

４代母 ハードエントリー（80鹿 ＊ハードツービート）２勝，湯川特別
［子］ ホリノウイナー（87牡 ニホンピロウイナー）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，Ｃ

ＢＣ賞‐Jpn2 ３着，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ５着，etc.，�２勝
ハードバップ（93牡 サクラチヨノオー）２勝，太宰府特別２着，牧園特別
２着，吉野ケ里特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
生 産 牧 場： ㈲日進牧場
飼 養 者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
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＊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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxマイユクール ＊パラダイスクリーク

��
��
�キティーパラダイス黒鹿 2008 ハローキティー

＊アストニシメント 7c
Highclere S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アズレージョ（14鹿 ＊タートルボウル）２勝
初仔

２代母 アマファソン（07黒鹿 ＊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

３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，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，etc.
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
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，etc.

４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.
［子］ 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��

５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： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

269 アズレージョ２０２１ 牡・鹿 ２／ ３
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

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowアズレージョ ＊フレンチデピュティ

��
��
�アマファソン鹿 2014 アドマイヤセラヴィ

＊フランクアーギュメント 11f
Kalamoun S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プレノタート（09鹿 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（芝 1800），筑後川特別（芝 1800）２着，ノエル賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ココナツクラッシュ（16牡栗 ＊キングズベスト）入着，��２勝
ノーブルブレイド（17牝栗 エピファネイア）���入着４回�１勝

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�３勝，紫苑Ｓ‐G3，フェアリーＳ‐G3，秋

華賞‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.
ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

アイルビーゼア（18牝 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�１勝�，園田プ
リンセスＣ２着，兵庫若駒賞３着

ジュラーレ（13牝 ジャングルポケット）１勝

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
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
［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： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733
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＊

＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマープレノタート ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ鹿 2009 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S3×M4 Featherhill S3×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ホウホウ（10 IRE 黒鹿 Dylan Thomas）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キタノオーシャン（18牡鹿 ダイワメジャー）��２勝�入着

２代母 ベッラヴィテッサBella Vitessa（92 IRE 鹿 Thatching）GB出走
＊ツクバノーヴァ（98牡 ＊デインヒル）入着，�４勝�１勝�
ロスザボスRos The Boss（99 牝 ＊デインヒル）GB２勝

ケイトザグレイトKate The Great（06 牝 ＊ザール）GB１勝
イースタンインパクト Eastern Impact（11� Bahamian Bounty）GB・I
RE・UAE６勝，ベンゴーフＳ‐G3，Queensferry S‐L，ジュライＣ
‐G1 ３着，フィーニクススプリントＳ‐G3 ２着，Queensferry S
‐L ３着，etc.

ミスケイティメイMiss Katie Mae（13牝 Dark Angel）IRE・USA・CA
N２勝，Alywow S，アングルシーＳ‐G3 ２着，Christiecat S
２着，Unzip Me S２着，Blenheim S‐L ３着

サマーガンド Summerghand（14� Lope de Vega）�GB・IRE・UAE1
3 勝，アバーナントＳ‐G3，Hopeful S‐L，Hopeful S‐L ２着，
ルネサンスＳ‐G3 ３着

アルサルワAlsalwa（07牝 Nayef）IRE２勝
アナザータッチ Another Touch（13� Arcano）�GB・UAE８勝，Po
mfret S‐L，Doncaster Mile‐L ３着，Ganton S‐L ３着

イエフディ Yehudi（02 牡 Sadler's Wells）FR・IRE２勝，Eyrefield S‐L，ク
リテリヨムドサンクルー‐G1 ２着，種牡馬

＊モンピュア（06牝 Montjeu）入着２回，�３勝�２勝�入着�
＊ベルエアメイダン（09牝 Shamardal）入着，�２勝	


３代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝

４代母 ハイクレア Highclere（71 GB鹿 Queen's Hussar）GB・FR３勝，仏オーク
ス‐G1，英１０００ギニー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，Prin
cess Margaret S２着

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： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

271 ホウホウ２０２１ 牡・鹿 ２／２１

＊

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

＊

ディラントマス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dylan Thomas Lagrionホウホウ ベッラヴィテッサ Thatching

��
��
�Bella Vitessa黒鹿IRE 2010 Burghclere

2f
Sharpen Up S5×M5 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 フロイラインシチー（12鹿 ＊フレンチデピュティ）�５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ダイシンビルギニス（18牡黒鹿 ＊パイロ）�出走，�２勝

２代母 ＊ゴールドプライシズライジング（01 USA黒鹿 Touch Gold）USA２勝
アルスフリーゲン（06牡 ダンスインザダーク）入着４回，�２勝
カワキタシュテルン（07牡 ＊マリエンバード）１勝
タカオノボル（08牡 ネオユニヴァース）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，初夢Ｓ，麒麟

山特別，etc.，�入着��，佐賀記念‐Jpn3 ２着，川崎記念‐Jpn1 ４着
ウォーターカリブ（09牝 ＊ファルブラヴ）入着４回，�３勝
サンドフレイバー（10牡 ＊クロフネ）��５勝
ゴールドキセキ（11牡 フジキセキ）１勝
リバーサイドパーク（13牝 アドマイヤムーン）入着７回，�１勝�２勝��入着２回
ブルービューティ（15牝 ゼンノロブロイ）１勝
ゼットオラシオン（16牡 ＊エンパイアメーカー）�１勝��入着４回
ゴールドロジャー（17牡 ダノンシャンティ）��２勝���

３代母 ＊インディボールド（96 USA鹿 A.P. Indy）不出走

４代母 ＊ローミンレイチェル（90 USA鹿 ＊マイニング）USA９勝，バレリーナＨ‐G1，
ボーモントＳ‐G2，ブラウン＆ウイリアムソンＨ‐G3，Princess Rooney H
‐L，Queen BC S‐L，etc.
［子］ ゼンノロブロイ（00牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ジャパンＣ‐G1，有馬記

念‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，GB入着，年代表，優古牡，種牡馬
［孫］ ヘヴンリーラヴ Heavenly Love（15牝 Malibu Moon）USA２勝，アル

シバイアディズＳ‐G1，リグレットＳ‐G3 ３着
＊フォエヴァーダーリング（13牝 Congrats）USA２勝，サンタイネスＳ

‐G2，Angels Flight S‐L ２着
ワンブレスアウェイ（13牝 ステイゴールド）６勝，愛知杯‐G3，マーメイ
ドＳ‐G3 ２着，オクトーバーＳ‐L ３着，etc.

キャットコイン（12牝 ステイゴールド）３勝，クイーンＣ‐G3，ひいらぎ賞
ロックディスタウン（15牝 オルフェーヴル）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3
タガノエリザベート（07牝 スペシャルウィーク）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442
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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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフロイラインシチー
＊ Touch Gold

��
��
�ゴールドプライシズライジング鹿 2012 ＊インディボールド

2b
A.P. Indy S3×M4 Deputy Minister M3×S4×M4

価格： 購買者：



母 ディリジェンテ（12栗 ステイゴールド）２勝，ホンコンＪＣＴ（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
テーオーノブレス（19牝栗 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 トップモーション（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
トゥルーモーション（11牝 ゼンノロブロイ）��３勝�
モートゥス（15牡 ディープブリランテ）入着，�１勝�２勝��
ジェットモーション（16� ハーツクライ）�４勝，三方ヶ原Ｓ，八代特別
レッドヴェロシティ（18牡 ワールドエース）�３勝，青葉賞‐G2 ３着，陣馬特別，

水仙賞，箱根特別２着，グッドラックＨ２着，etc.

３代母 プロモーション（94鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，ク
イーンＣ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，
ＢＳＮオープン‐OP，etc.
トップセラー（02牝 スペシャルウィーク）３勝，スイートピーＳ‐L ３着，本栖湖特

別，信濃川特別３着，etc.
レジェンドセラー（14� ルーラーシップ）４勝，芙蓉Ｓ‐LR ２着，オリオンＳ，

横津岳特別，etc.，�１勝
テンバガー（18牡 モーリス）�２勝，京成杯‐G3 ３着，隅田川特別３着，中京

日経賞３着，etc.
アドマイヤメイン（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯

‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
アドマイヤプリンス（07牡 アグネスタキオン）３勝，三木特別，白藤賞
アドマイヤバラード（09牡 ハーツクライ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，箱根特

別，駒ケ岳特別，etc.
ミトノマルーン（16牡 ロードカナロア）�３勝，美浦Ｓ２着，両国特別２着，賢島

特別２着，etc.

４代母 ＊アサーション（87 GB鹿 Assert）IRE１勝，愛オークス‐G1 ３着
［孫］ アドマイヤジュピタ（03牡 ＊フレンチデピュティ）７勝，天皇賞（春）‐G1，

阪神大賞典‐G2，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
アドマイヤブルー（09牡 キングカメハメハ）４勝，ホープフルＳ‐LR，京
成杯‐G3 ３着，名古屋城Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 �090-1529-2077
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町朝日 �090-6699-0027
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＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュディリジェンテ ＊シンボリクリスエス

��
��
�トップモーション栗 2012 プロモーション

＊アサーション 13a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ブロッサムレーン（11 GB栗 New Approach）GB入着
〔産駒馬名登録数：４〕

２代母 モントゥラニMonturani（99 IRE 鹿 Indian Ridge）GB・FR・IRE・ITY３
勝，ブランドフォードＳ‐G2，Newbury Fillies' Trial S‐L，Swinley S‐L，
ウィンザーフォレストＳ‐G2 ２着，フィユドレール賞‐G3 ２着，etc.
アイシンクベスト Ithinkbest（06� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝
モンテフィノMontefino（08牝 Shamardal）不出走

パースリー Parsley（12 牝 Zebedee）GB・FR３勝，ファースオヴクライドＳ
‐G3 ２着，Empress S‐L ２着，St. Hugh's S‐L ３着

アンダムチャーチョ Anda Muchacho（14牡 Helmet）ITY10 勝，ローマ賞
‐G2，ヴィットリオディカプア賞‐G2，伊２０００ギニー‐G3，カルロヴィッ
タディーニ賞‐G3，ピアッツァーレ賞‐G3（２回），etc.

メリーヴェイルMerry Vale（16 牝 Intello）GB１勝

３代母 メッゾジョルノMezzogiorno（93 GB鹿 Unfuwain）GB・FR２勝，Newbu
ry Fillies' Trial S‐L，英オークス‐G1 ３着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
モナヴァンナMonnavanna（98牝 Machiavellian）GB・FR・USA３勝，P. Am

andine‐L，Pontefract Flying Fillies S‐L，セーネオワーズ賞‐G3 ２着，etc.
ミルスプリングズMill Springs（12 牝 Shirocco）GB２勝，Noel Murless S‐L

４代母 エギュAigue（86 GB鹿 High Top）GB２勝
［孫］ ブラダヴァ Blhadawa（11牝 Iffraaj）GB・IRE３勝，Cecil Frail S‐L

ラウレンティナ Laurentina（04牝 Cadeaux Genereux）GB２勝，Co
nqueror S‐L ３着，Montrose S‐L ３着

ライジングタレント Rising Talent（99 牡 Bering）FR９勝，P. de Pont
arme‐L ３着

［曾孫］ フレイミングムーン Flaming Moon（17� Born To Sea）�IRE２勝，
Listowel S‐L ３着

５代母 チェチーリアビアンキCecilia Bianchi（74 FR鹿 Petingo）ITY５勝
［孫］ ガイドGuide（90� Local Suitor）FR・USA６勝，デルマーダービー

‐G2，P. de Pontarme‐L，ベイメドーズダービー‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �01456-7-2277
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �01456-7-2277

274 ブロッサムレーン２０２１ 牡・栗 ４／ ７

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊

ニューアプローチ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�New Approach Park Expressブロッサムレーン モントゥラニ Indian Ridge

��
��
�Monturani栗GB 2011 Mezzogiorno

1t
Ahonoora M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アブソルートリー（07 AUS鹿 Redoute's Choice）AUS１勝，ＡＴＣオーストラ
リアンオークス‐G1，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1 ２着，ムーニー
ヴァリーフィリーズクラシック‐G2 ３着，MVRC Alexandra S‐L ２着，Ｓ
ＡＪＣオーラリアＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：２〕
メルヴィル（19牝鹿 ミッキーアイル）�入着４回
フミサウンド（20牡黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 カトシャーンCatshaan（99 AUS鹿 Catrail）AUS４勝
ストリートシンガー Street Singer（05� Mossman）AUS５勝
ライフインアメトロ Life In A Metro（09 牝 Fastnet Rock）AUS１勝

クァンタムメカニックQuantumMechanic（16 牝 Deep Field）�AUS４勝，
ＭＶＲＣダイアモンドジュビリーＳ‐G2，ＡＴＣクイーンオヴザターフ
Ｓ‐G1 ３着，ＡＴＣイマンシペイションＳ‐G2 ３着，ＭＶＲＣＷＨスト
ックスＳ‐G2 ３着，ＭＲＣサモンドＳ‐G3 ２着，etc.

マウントプレザントMount Pleasant（17 牡 Vancouver）�SAF４勝，ジョバ
ーグスプリングチャレンジ‐G2，サウスアフリカンナーサリー‐G2，In
Full Flight H‐L ３着

ザハントイズオンThe Hunt Is On（11牝 Manhattan Rain）AUS入着３回
ミッドライフクライシスMidlife Crisis（18 牡 Wootton Bassett）�FR２勝，

P. Luthier‐L ２着
＊アビーマリー（12牝 Redoute's Choice）AUS３勝，ＳＡＪＣオーストラレシアン

オークス‐G1，ＭＶＲＣジョンＦフィーハンＳ‐G2 ２着
ラナウェイ Runaway（14� Manhattan Rain）�AUS５勝，ＧＲＣジャロングＣ

‐G3，VRC St. Leger‐L，ＳＡＪＣＳＡダービー‐G1 ３着，AUS障害２勝

３代母 ＊ケルトシャーン（94 USA鹿 Pleasant Colony）不出走
＊キンシャサノキセキ（03牡 フジキセキ）12勝，高松宮記念‐G1（２回），阪神Ｃ‐G2

（２回），スワンＳ‐G2，etc.，優短距，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �090-8892-6144
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
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

275 アブソルートリー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 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

＊

ルドゥーテズチョイス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Redoute's Choice Shantha's Choiceアブソルートリー カトシャーン Catrail

��
��
�Catshaan鹿AUS 2007 ＊ケルトシャーン

14
Lyphard S5×M5 His Majesty M5×M5

価格： 購買者：



母 パクスアジアーナ（15鹿 ＊ノヴェリスト）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
シゲルペガサス（19牡鹿 ダイワメジャー）��入着６回

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

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

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

２着，猪名川特別３着

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

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

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.

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

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

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

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

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

276 パクスアジアーナ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�マシュール鹿 2015 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
ウインドインハーヘアS3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 イオス（07鹿 ＊バゴ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－１（４）〕
ラララルジェス（13牝鹿 ＊ファルブラヴ）１勝
エピキュリアン（15�鹿 ルーラーシップ）１勝
ダヴォス（16牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）��４勝
コミカライズ（17牝青鹿 ＊ノヴェリスト）�１勝
ララマカロン（18牝鹿 ロードカナロア）�２勝
アカカブト（20牝鹿 リオンディーズ）�未出走

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
チューベローズ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回

サンマディソン（11牝 ＊シニスターミニスター）４勝，冬桜賞
ゲッカコウ（13牝 ＊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 ２着，レインボーＳ，松島特別，２０１７ＷＡＳＪ第２戦２着，etc.
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.
マデイラミストMadeira Mist（99 牝 Grand Lodge）IRE・USA８勝，ダ
ンススマートリーＨ‐G3，Endeavour S‐L，Quill S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955
生 産 牧 場： ㈲新冠橋本牧場
飼 養 者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955

277 イオス２０２１ �・鹿 ３／１０
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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxイオス ＊サンデーサイレンス

��
��
�チューニー鹿 2007 ＊フロムビヨンド

4m
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カーヴィシャス（10黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（８）〕
アンダープロミス（16牡黒鹿 ロジユニヴァース）２勝，���３勝
ネオアンビシャス（17牝青鹿 ネオユニヴァース）���３勝�２勝
パラノイド（18牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ソニンクヴァース（19牝鹿 ロジユニヴァース）�入着

２代母 モンローブロンド（02青 アドマイヤベガ）４勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，
佐世保Ｓ，西日本スポーツ杯，りんどう賞，ユートピアＳ３着
ビキニブロンド（09牝 キングカメハメハ）４勝，フィリピンＴ，芦屋川特別，トリ

トンＳ２着，彦根Ｓ２着，出石特別３着，etc.
サーブルオール（13牡 ＊ハービンジャー）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，東風Ｓ‐L

３着，美浦Ｓ，黄梅賞，etc.，障害２勝，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.
サンラモンバレー（15牡 ロードカナロア）�３勝，三年坂特別，千両賞，清水Ｓ３着
ソニックベガ（17牝 ルーラーシップ）�３勝，太宰府特別，あずさ賞，高千穂特別

２着，三木特別２着
ジャンカズマ（18牡 ＊ハービンジャー）�２勝，ジュニアＣ‐L ２着，クローバー賞

‐OP ３着

３代母 ＊ソニンク（96 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
アコースティクス（01牝 Cape Cross）不出走

ロジユニヴァース（06牡 ネオユニヴァース）５勝，日本ダービー‐Jpn1，弥生
賞‐Jpn2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優３牡，種牡馬

ライツェント（07牝 スペシャルウィーク）入着
ディアドラ（14牝 ＊ハービンジャー）７勝，秋華賞‐G1，アイルランドＴ府中牝

馬Ｓ‐G2，etc.，GB・FR・IRE・UAE・HKG・SAU・BHR１勝，英ナッ
ソーＳ‐G1，etc.

ノーザンリバー（08牡 アグネスタキオン）６勝，カペラＳ‐G3，etc.，��４勝�
�入着２回，さきたま杯‐Jpn2（２回），東京盃‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 ソニックレイディ Sonic Lady（83 USA鹿 Nureyev）GB・FR・IRE・USA
８勝，愛１０００ギニー‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，サセックスＳ‐G1，コ
ロネイションＳ‐G2，チャイルドＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

278 カーヴィシャス２０２１ �・鹿 ３／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayカーヴィシャス アドマイヤベガ

��
��
�モンローブロンド黒鹿 2010 ＊ソニンク

B3
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンス S4×M4 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ネオフェリーク（07芦 キングカメハメハ）���入着９回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
ネオヴァモス（13�鹿 ＊キンシャサノキセキ）�５勝
ネオヴァヴェル（14�芦 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
ネオシャンドマルス（15牡芦 ネオヴァンドーム）��１勝�３勝�２勝�入着
テキーラサンライズ（19牝青鹿 ウインバリアシオン）�出走

２代母 ＊オーベルゲイド（96 FR芦 Kaldoun）FR２勝，P. Rose deMai‐L，ポモー
ヌ賞‐G2 ３着，ペネロープ賞‐G3 ２着，P. Joubert‐L ３着
グッドネイバー（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP

２着，赤倉特別３着，北野特別３着，小牧特別３着，etc.
オーソリティバイオ（04牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
プラチナベール（05牝 アグネスタキオン）出走

ウェディングベール（15牝 ＊タートルボウル）２勝，栗子特別２着
カルカソンヌ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，夏木立賞，フリージア賞２着
ラレッサングル（13牝 キングカメハメハ）入着 12回，汐留特別２着，�３勝�

３代母 アンナエドAnna Edes（85 FR鹿 Fabulous Dancer）FR入着
アバティアール Abbatiale（95 牝 Kaldoun）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，P. Ros

e deMai‐L，仏オークス‐G1 ２着
ビウィッチト Bewitched（07牝 Dansili）GB・FR・IRE・CAN８勝，バリー

コーラスＳ‐G3，ルネサンスＳ‐G3（２回），ベンゴーフＳ‐G3，etc.
アンナデエスAnna Deesse（03 牝 Anabaa）不出走

シンギングバード Singing Bird（09 牝 Excellent Art）IRE１勝，ミンストレル
Ｓ‐G3 ２着

アルタアンナAlta Anna（05牝 Anabaa）不出走
サザンフランス Southern France（15� Galileo）�GB・IRE・AUS４勝，ＭＲ

Ｃサンダウンクラシック‐G2，バリーカレンＳ‐G3，Yeats S‐L，etc.
ボリショイバレエ Bolshoi Ballet（18 牡 Galileo）�GB・FR・IRE・USA・H

KG４勝，ベルモントダービー‐G1，愛ダービートライアルＳ‐G3，バリ
ーサックスＳ‐G3

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

279 ネオフェリーク２０２１ 牡・芦 ５／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスネオフェリーク
＊ Kaldoun

��
��
�オーベルゲイド芦 2007 Anna Edes

8f
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ジュモートリステ（12栗 ＊ハービンジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グランディオサ（18牝鹿 ロードカナロア）��１勝
ウルテ（19牡栗 ドゥラメンテ）�入着

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

レースドール（04牝 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝
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

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

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

280 ジュモートリステ２０２１ �・栗 ３／２６

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlジュモートリステ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2012 ＊フェアリードール

9f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベストフューチャー（07青 ＊ロージズインメイ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－３（５）〕
レッツゴースター（12牡栗 ダイワメジャー）３勝，両津湾特別（Ｄ1800），伊達特

別（Ｄ1700）
ブレイジングサン（13牡黒鹿 ＊ファスリエフ）２勝
マイネルオットー（14牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）�１勝��
ヴィジョンオブラヴ（15牡青鹿 キングヘイロー）�３勝，竹田城Ｓ（Ｄ2000）２着，

丹沢Ｓ（Ｄ2100）２着，春光Ｓ（Ｄ2100）３着
オトメザミッキー（16牝青鹿 ブラックタイド）��３勝
ハクアイブラック（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）３勝，噴火湾特別（Ｄ1000），

釜山Ｓ（Ｄ1000）３着，���１勝
ベアエクセレント（20牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 オリミツキネン（94栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）��８勝
アジュディミツオー（01牡 ＊アジュディケーティング）��10 勝，東京大賞典‐Jpn1
（２回），帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1 ２着，etc.，ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

ドリームマイスター（05牡 ＊アジュディケーティング）４勝，中ノ岳特別３着，障害１勝
アースワンハート（06牡 ＊アジュディケーティング）３勝
スマートパンドラ（10牝 キングヘイロー）１勝，��１勝

スマートラビリンス（17牝 スマートファルコン）１勝
ララエクラテール（12牡 ステイゴールド）４勝，札幌日刊スポーツ杯，金山特別，

淡路特別２着，白鷺特別２着，北海道１５０年記念３着，etc.

３代母 ウサロマン（78栃栗 ＊トンピオン）１勝
ソウイチクラウンド（85牡 ＊クラウンドプリンス）２勝，加古川特別３着，山城特別３着
エビスリベロ（91牡 ＊プルラリズム）３勝，伊良湖特別２着，濃尾特別３着，�６勝�

４代母 ビートフラワー（69栃栗 ＊ネヴアービート）��６勝
［子］ マルシュウシャトー（80牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，渥美特別

アカギタタン（75牡 ＊ロイヤルタタン）�	��
�22 勝，高崎大賞典，
師走特別，北関東優駿，etc.

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

281 ベストフューチャー２０２１ 牡・鹿 ４／２７

＊

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

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretベストフューチャー ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�オリミツキネン青 2007 ウサロマン

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 ムーンエクスプレス（12鹿 アドマイヤムーン）５勝，フィリーズレビュー‐G2 ３
着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，石清水Ｓ（芝 1400），猪名川特別
（芝 1400），サンクフルＨ（芝 1600），etc.
〔産駒馬名登録数：１〕
ベガエクスプレス（19牝黒鹿 ジャスタウェイ）�出走

２代母 アモーレペガサス（99鹿 メジロライアン）１勝
グローリーソング（04牡 ＊カコイーシーズ）�２勝�１勝��３勝，東京湾Ｃ２着，

若駒賞
ペガサスビーム（05牝 ＊アグネスデジタル）�２勝�４勝
コウギョウダグラス（07牡 スターリングローズ）��13 勝�１勝�，フジノウェー

ブ記念３着，大淀川賞２着，水無月賞２着，遠賀川賞２着，鏡山賞２着，etc.
ヨハネジュニア（08牡 ＊デビッドジュニア）�４勝
シルバーペガサス（10牡 ＊グラスワンダー）�10 勝
クロスクランチ（11牡 ＊サウスヴィグラス）��５勝
レーヌビクトリア（15牝 スターリングローズ）入着，��２勝�
ハヤブサヴィーナス（16牝 アドマイヤムーン）�１勝
エコロペガサス（18牝 アドマイヤムーン）��入着６回�１勝�１勝�

３代母 ＊ロビースレインボウ（91 GB鹿 RainbowQuest）GB１勝
コスモサンビーム（01牡 ＊ザグレブ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，スワ

ンＳ‐Jpn2，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡
エイシンイチリン（04牝 フジキセキ）２勝，君子蘭賞，雪割草特別２着
デジタルキャッシュ（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，姫路特別

４代母 メアリーマーティンMary Martin（83 IRE 栗 Be My Guest）不出走
［子］ マリーナパークMarina Park（90 牝 Local Suitor）GB・FR・IRE・US

A・HKG８勝，ラスシエネガスＨ‐G3，プリンセスマーガレットＳ
‐G3，Pine Tree Lane H‐L，etc.

［孫］ ナリームNareem（94牝 Polar Falcon）SAF３勝，Eastern Province B
reeders' S‐L ２着

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

282 ムーンエクスプレス２０２１ 牡・鹿 ４／２０

＊

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 マイケイティーズムーンエクスプレス メジロライアン

��
��
�アモーレペガサス鹿 2012 ＊ロビースレインボウ

1h
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ウィンクルム（17芦 キズナ）不出走
初仔

２代母 ブランシュネージュ（02芦 サクラバクシンオー）４勝，みちのく特別，下北半
島特別，須賀川特別，立待岬特別２着
ブランドモルジュ（09牝 ハーツクライ）�１勝�入着
ヴァイサーリッター（11牡 デュランダル）４勝，ＨＢＣ賞，立待岬特別，帆柱山特

別２着，おおぞら特別２着，浜松Ｓ３着，�入着２回�
ビアンカ（12牝 ＊スニッツェル）�１勝��１勝
ノーティインパクト（14牡 ディープブリランテ）��２勝
グリム（15牡 ゼンノロブロイ）４勝，レパードＳ‐G3，etc.，��出走�２勝�１

勝�１勝��入着，白山大賞典‐Jpn3（２回），マーキュリーＣ‐Jpn3，名古屋
大賞典‐Jpn3，浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.

コパノカーネル（16	 ゼンノロブロイ）�７勝��１勝

３代母 ＊フックライン（93 GB芦 ＊シャーディー）FR１勝，P. Caravelle‐L ２着
ミチノクレット（01牝 ＊ティンバーカントリー）�８勝��
，白菊賞

コミュニティ（10牡 ＊ブライアンズタイム）�24 勝，あすなろ賞（２回），一條記
念みちのく大賞典，桐花賞，etc.

マイネルサラン（05牡 ＊マイネルラヴ）２勝，小野川湖特別２着
カネトシパサージュ（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，むらさき賞２着，須磨特別２着，

ドンカスターＣ２着，etc.
ナイトブルーミング（10牝 リンカーン）１勝，十勝岳特別２着，遊楽部特別３着，

�１勝�５勝��
オープンベルト（11牝 サムライハート）
３勝��２勝�２勝�２勝�，園田クイ

ーンセレクション２着，兵庫若駒賞２着
スターフジサン（19牝 フリオーソ）��３勝�入着，金沢シンデレラＣ２着，

若草賞３着，金沢ヤングＣｈ３着，etc.

４代母 フックトビッドHooked Bid（83 CAN芦 Spectacular Bid）GB１勝
［子］ 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.

販売申込者・所有者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �0146-42-1477
生 産 牧 場： ㈲服部牧場
飼 養 者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �090-8906-7169

283 ウィンクルム２０２１ 牡・芦 ３／ ５

＊

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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�キズナ ＊キャットクイルウィンクルム サクラバクシンオー

��
��
�ブランシュネージュ芦 2017 ＊フックライン

17b
Storm Cat S4×M4

価格： 購買者：



母 ギャラクシーハニー（16栗 スクリーンヒーロー）出走
初仔

２代母 シルクユニバーサル（01鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
シルクコスモス（07� ＊チーフベアハート）２勝，�１勝�入着
ヴァールハイト（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
モンドインテロ（12牡 ディープインパクト）８勝，ステイヤーズＳ‐G2，札幌日経

ＯＰ‐LR（２回），メトロポリタンＳ‐L，ステイヤーズＳ‐G2 ３着（２回），日
経新春杯‐G2 ３着，etc.

セダブリランテス（14牡 ディープブリランテ）５勝，中山金杯‐G3，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐G3，ディセンバーＳ‐L，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，早苗賞

ヴェルトゥアル（15牡 スマートファルコン）１勝

３代母 ＊トロピカルサウンドⅡ（87 CAN鹿 Fappiano）USA３勝，Canadian Oaks
‐LR ３着，Princess Elizabeth S‐LR ３着，Rolling Meadows S３着

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯

‐G2，京都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，優３牡，種牡馬
ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，
有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬

ビワハヤヒデ（90牡 ＊シャルード）10勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）
‐Jpn1，宝塚記念‐Jpn1，etc.，年代表，優３牡，優古牡，種牡馬

ファレノプシス（95牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華
賞‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優３牝，優古牝

サンデーブレイク（99牡 ＊フォーティナイナー）USA４勝，ピーターパン
Ｓ‐G2，ベルモントＳ‐G1 ３着，ウッドメモリアルＳ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

ビワタケヒデ（95牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，小
倉記念‐Jpn3 ３着，若葉Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569
生 産 牧 場： オカモトファーム
飼 養 者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569

284 ギャラクシーハニー２０２１ �・鹿 ２／ ６
＊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

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインギャラクシーハニー ＊ブライアンズタイム

��
��
�シルクユニバーサル栗 2016 ＊トロピカルサウンドⅡ

13a
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Roberto M4×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊カニョット（05 ARG栗 Sunray Spirit）FR・ARG４勝，サンイシドロ２歳牝馬大
賞‐G1，ミゲルアンヘル＆トマスＪセルマン賞‐G2，フランシスコＪベアスレイ
賞‐G2，亜オークス‐G1 ３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（10）〕
メイアルーア（12牡栗 スペシャルウィーク）２勝，燧ヶ岳特別（芝 2600）
カラドゥラ（15牝鹿 ハーツクライ）���８勝
ファクトゥーラ（16牝黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，��入着
アルマス（17牡栗 オルフェーヴル）���２勝
コートダルジャン（18牝鹿 ハーツクライ）１勝
セレステイブランコ（19�栗 ディープブリランテ）�出走
パルメリータ（20牝栗 スクリーンヒーロー）�未出走

２代母 カンパーニュCompagne（97 ARG鹿 Payant）ARG出走
カランボレCarambole（02 牝 Silver Finder）不出走

シュマンデュシエル Chemin Du Ciel（16 牡 Equal Stripes）�ARG３勝，ミ
ゲルＦマルティネス大佐賞‐G3，パレルモ大賞‐G1 ３着，サンイシドロ
メルチョルＡポッセ杯大賞‐G1 ３着，ナシオナル大賞‐G1 ３着，ミゲル
カーネ賞‐G2 ３着，etc.

クルティザンヌCourtisane（03牝 Silver Finder）ARG４勝
イークアルコート Equal Court（09 牡 Equal Stripes）ARG６勝，P. Irineo L

eguisamo‐L，P. Carlos Gardel‐L ２着，P. Gobierno de la Ciuda
d de Buenosaires‐L ２着，イタリア賞‐G3 ３着

マダムストライプスMadame Stripes（12 牝 Equal Stripes）USA・ARG４勝，
メガヘルツＳ‐G3，Osunitas S‐R，亜１０００ギニー‐G1 ２着，ゲイ
ムリーＳ‐G1 ３着，イエローリボンＨ‐G2 ２着，etc.

カルバドス Calvados（08� Snipewalk）USA・ARG７勝，P. Regimiento de Gr
anaderos A Caballo‐L，ポルテニョ賞‐G3 ２着，Laurel Turf C‐L ２着，
スターズアンドストライプスＳ‐G3 ３着，P. Regimiento de Granaderos
A Caballo‐L ３着

クルーピエCroupier（16 牡 Equal Stripes）�ARG３勝

３代母 セリーヌ Celine（80 ARG鹿 Lefty）ARG１勝，P. Juan Salvador Boucau‐L

販売申込者・所有者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334
生 産 牧 場： �カケハムポニークラブ
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

285 カニョット２０２１ 牡・栗 ４／ ２
＊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

＊

サンレイスピリット ＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�Sunray Spirit Baskingカニョット カンパーニュ Payant

��
��
�Compagne栗ARG 2005 Celine

11g
Halo S4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 クナウ（13鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）２着，サフラ
ン賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
キーチズカンパニー（19牡鹿 リオンディーズ）�１勝

２代母 フラワーブリーズ（92鹿 ＊フェアジャッジメント）��３勝�，関東オークス
２着，東京３歳優駿牝馬３着
ドリームナイト（00牝 ＊スキャン）�２勝��入着２回
ラッキーシーズ（01牝 ＊カコイーシーズ）�３勝

ラッキーガーデン（07牝 シックスセンス）�６勝，コウノトリ賞２着
ポムショコラ（12牝 ヴァーミリアン）�５勝，兵庫若駒賞２着，園田クイーン

セレクション３着
カシマフラワー（02牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，

函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すずらん賞‐OP，飛騨Ｓ３着，�１勝，エーデルワ
イス賞‐Jpn3
アムネシア（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��１勝，ハヤテスプリント２着
アールランペイジ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，立待岬特別３着

ヒサクィーン（03牝 アグネスタキオン）１勝
アスターウィング（08牡 ＊クリストワイニング）１勝，ドラセナ賞２着

ベルモンタージュ（08牝 ＊アフリート）��１勝
ネクサスエッジ（17牝 メイショウボーラー）���１勝�１勝�２勝�１勝，

加賀友禅賞３着
エフティチャーミー（10牝 ブラックタイド）１勝，ダリア賞‐OP ２着
ソラニサクハナ（12牝 ＊ホワイトマズル）�１勝�１勝	�入着３回
ツーエムブルーム（14牡 ＊ホワイトマズル）�２勝�４勝��入着

３代母 ノーザンフエロー（84鹿 ＊ノーザンアンサー）不出走
スノードラゴン（93牡 ＊スルーザドラゴン）�２勝，ヤングＣｈＣ３着

４代母 エリモローズ（67栃栗 ＊チヤイナロツク）５勝，ビクトリアＣ２着，京都牝馬
特別２着，松籟Ｓ，北斗賞
［曾孫］ ヒダカブライアン（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，毎日杯‐Jpn3 ２着，

六甲Ｓ‐OP，もみじＳ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

286 クナウ２０２１ �・鹿 １／２９

＊

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クナウ ＊フェアジャッジメント

��
��
�フラワーブリーズ鹿 2013 ノーザンフエロー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Northern Dancer S4×M5 Roberto M4×M5

価格： 購買者：



母 スカイノーヴァ（14黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ウエスタンフレチャ（19牝黒鹿 ＊バゴ）�出走
ハートヴオーシャン（20牝青鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 ＊スカイディーバ（06 USA栗 Sky Mesa）USA２勝，フリゼットＳ‐G1，ＢＣ
ジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，デムワゼルＳ‐G2 ３着
アルビオリクス（15牡 ディープインパクト）１勝

３代母 スイフトガール Swift Girl（97 USA栗 Unbridled）USA出走
＊クイックリトルミス（04牝 Freud）USA２勝，Moccasin S‐L，Barretts Debu

tante S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，etc.
クリッパー（15牝 ディープインパクト）２勝，デイジー賞，鎌ケ谷特別３着

ハーラトリーホリデーHarlotry Holiday（09牝 Harlan's Holiday）USA出走
シティディーヴァ City Diva（16牝 City Zip）USA２勝，Kentucky Downs

Juvenile Fillies S‐L ３着
リエントリーRe Entry（12 牝 Malibu Moon）不出走

ショットガンホティー Shotgun Hottie（19 牝 Gun Runner）�USA２勝，R
uthless S，Busher Invitational S‐L ２着，ガゼルＳ‐G3 ３着

４代母 ギャザーザクランGather The Clan（85 IRE 栗 General Assembly）USA
７勝，ヴァイオレットＨ‐G3
［子］ ピュアークラン Pure Clan（05牝 Pure Prize）USA８勝，フラワーボー

ルＳ‐G1，アメリカンオークス‐G1，ゴールデンロッドＳ‐G2，etc.
グレイターグッドGreater Good（02� Intidab）USA６勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G2，レベルＳ‐G3，ケンタッキーＣジュヴェ
ナイルＳ‐G3，etc.

［孫］ プリンセサキャロライナ Princesa Carolina（16 牝 Tapit）USA３勝，
Dueling Grounds Oaks，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，
アパラチアンＳ‐G2 ３着，etc.

イエスシーズアレイディ Yes She's a Lady（06牝 Yes It's True）USA
３勝，Deceit S，Affectionately S３着

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087

287 スカイノーヴァ２０２１ 牡・栗 ５／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスカイノーヴァ
＊ Sky Mesa

��
��
�スカイディーバ黒鹿 2014 Swift Girl

17b
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ゴッドビラブドミー（04芦 ＊ブライアンズタイム）�７勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（14）〕
グランシュクレ（12牝芦 サムライハート）１勝
シュエット（13牝黒鹿 ブラックタイド）�４勝，菊水賞（Ｄ1700）
ジュンヴァリアス（14牡鹿 デュランダル）２勝，調布特別（芝 1800）２着，こうやま

き賞（芝 1600）２着，賢島特別（芝 1600）３着，セントポーリア賞（芝 1800）３着
ライジングドラゴン（15牡芦 カネヒキリ）３勝，釧路湿原特別（Ｄ1700），ＴＶｈ

賞（Ｄ1700）２着，梅田Ｓ（Ｄ1800）３着，��入着
ミューチャリー（16牡芦 ＊パイロ）���７勝��１勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，

ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，白山大賞
典‐Jpn3 ２着，東京大賞典‐G1 ４着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，帝王
賞‐Jpn1 ４着，川崎記念‐Jpn1 ４着，東京大賞典‐G1 ５着，川崎記念
‐Jpn1 ５着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡

ジュンスピード（17牝芦 ＊カジノドライヴ）��出走���１勝・１勝�
サンクション（19牡黒鹿 イスラボニータ）�１勝

２代母 ゴッドインチーフ（96芦 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ３着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，桜花
賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，etc.
ゴッドスマイルユー（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別，石清水Ｓ２着，

宇治川特別２着，鷹ケ峰特別３着，三年坂特別３着，etc.
オメガカリビアン（05牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

オヤコダカ（12牡 サムライハート）�17 勝	２勝��入着２回，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2 ２着，道営記念２着（２回），笠松ＧＰ２着，旭岳賞（２回），
星雲賞（２回），etc.

ゴッドダンシング（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着

３代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，別府

特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念‐G2，

ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： ㈱加藤ステーブル＝日高町富川東 �01456-2-3366
生 産 牧 場： 芳住 鉄兵
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

288 ゴッドビラブドミー２０２１ 牡・栗 ５／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayゴッドビラブドミー ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ゴッドインチーフ芦 2004 ＊ファーガーズプロスペクト

3d
Roberto M3×M5

価格： 購買者：



母 アモーレエテルノ（12芦 ゼンノロブロイ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ユキノマツシマ（18牡芦 ＊サウスヴィグラス）��１勝��１勝
ヴェローナシチー（19牡芦 エピファネイア）�１勝，京都新聞杯‐G2 ２着，白百

合Ｓ‐L（芝 2000）２着，若葉Ｓ‐L（芝 2000）２着，京成杯‐G3 ３着，すみれＳ
‐L（芝 2200）３着

２代母 ヒカルアモーレ（04芦 ＊クロフネ）２勝，忘れな草賞‐OP ３着
グランデアモーレ（10牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別

グランデマーレ（17牡 ロードカナロア）�４勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，スト
ークＳ，天神橋特別，葉牡丹賞

グランデフィオーレ（18牝 ドゥラメンテ）�１勝，秋明菊賞２着，つわぶき賞３着
グランデレジーナ（19牝 エピファネイア）�１勝

シュペルミエール（13牡 ステイゴールド）５勝，日経新春杯‐G2 ３着，オリオンＳ，
サンシャインＳ，兵庫特別，開成山特別，etc.

アモーレミオ（15牝 ネオユニヴァース）３勝，ＴＶ山梨杯
コンアモーレ（19牡 ダイワメジャー）���２勝�入着

３代母 ＊グレイトフィーヴァー（97 FR芦 Kaldoun）FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2 ３着，Carotene S‐L ３着，Solo Haina H３着
テイクバイストーム（05牝 ＊ファルブラヴ）３勝，舞浜特別３着
ヒカルプリンス（06� キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，八重桜賞３着，�２

勝�２勝	３勝
入着
ラフォルジュルネ（07牝 スペシャルウィーク）４勝，関門橋Ｓ，筥崎特別，三萩野

特別，etc.
アーデント（09牡 ディープインパクト）５勝，リゲルＳ‐L，いちょうＳ‐LR，弥生

賞‐G2 ３着，etc.
ラブラバード（10牡 スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松特別，etc.
シャルール（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，福島牝馬Ｓ‐G3

２着，忘れな草賞‐OP ３着，etc.
ファナティック（16牝 ジャスタウェイ）１勝，カーネーションＣ２着

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

289 アモーレエテルノ２０２１ 牡・鹿 ３／１０

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊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アモーレエテルノ ＊クロフネ

��
��
�ヒカルアモーレ芦 2012 ＊グレイトフィーヴァー

1p
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 クリムゾンブーケ（06栗 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），海外－１（２）〕
ダノンロッソ（14牡青鹿 ダノンシャンティ）３勝，障害１勝
クリムゾンティアーズCrimson Tears（15 牝栗 ハーツクライ）AUS２勝
サブロンカズマ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
セイルオンセイラー（19牡黒鹿 ＊ドレフォン）�２勝，鳳雛Ｓ‐L（Ｄ1800）３着，プ

ラタナス賞（Ｄ1600）２着

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
ジュリアビコー（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.

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： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
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

290 クリムゾンブーケ２０２１ �・黒鹿 ３／１０
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリムゾンブーケ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ栗 2006 ＊スカーレツトインク

4d
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊パープル（09 IRE 鹿 Galileo）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－２（３）〕
センジャ Senja（15 USA�鹿 Gio Ponti）USA１勝
フィールズオヴアセンリー Fields of Athenry（16 USA牡黒鹿 Candy Ride）�

GB・SAU２勝
ペルルドール（17牝栗 Will Take Charge）２勝，是政特別（Ｄ2100）３着，白鷺

特別（芝 2400）３着
エルソール（18牝鹿 ディープインパクト）�２勝
アスクビックスター（19牡鹿 キングカメハメハ）�出走

２代母 ＊ネックレス（01 GB鹿 Darshaan）GB・FR・IRE・USA２勝，モイグレアス
タッドＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G3，ビヴァリーディＳ‐G1 ３着
ルビーネックレスRuby Necklace（08牝 Sadler's Wells）不出走

インペリアルルビー Imperial Ruby（16� Silvano）�SAF７勝，ゴールドボ
ール‐G3，シーコテージＳ‐G3 ３着，Java H‐L ３着

レイモミ（18牝 ディープインパクト）�１勝

３代母 スピニングザヤーン Spinning The Yarn（96 GB鹿 Barathea）GB出走
リマーカブルストーリーRemarkable Story（02 牝 Mark of Esteem）GB出走

グレンディサーGrendisar（10 牡 Invincible Spirit）GB・TUR10 勝，ウィン
ターダービー‐G3，Winter Derby Trial S‐L（２回），Floodlit S‐L，etc.，
種牡馬

ピヴォッティングPivotting（06 牝 Pivotal）不出走
グッドオールドボーイラッキーGood Old Boy Lukey（11牡 Selkirk）GB・

HKG４勝，シュパーラティヴＳ‐G2
オークリーガールOakley Girl（12 牝 Sir Percy）GB・USA３勝，Conquer

or S‐L ２着，Hoppings S‐L ３着，Kentucky Downs Ladies Mar
athon S‐L ３着

４代母 カラースピン Colorspin（83 FR鹿 High Top）GB・IRE４勝，愛オークス
‐G1，Newbury S‐L，英オークス‐G1 ４着，ヨークシャーオークス‐G1 ４
着，ミュージドラＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲カナイシスタッド＝浦河町東幌別 �0146-28-1531
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： ㈲カナイシスタッド＝浦河町東幌別 �0146-28-1531

291 パープル２０２１ 牡・栗 ３／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaパープル
＊ Darshaan

��
��
�ネックレス鹿IRE 2009 Spinning The Yarn

13e
Sadler's Wells M3×M5 Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer M4×S5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 メモリーレーン（11栗 ダイワメジャー）２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
シャイニーレーン（18牝鹿 ディープブリランテ）��２勝

２代母 ストロングメモリー（00栗 ＊エンドスウィープ）５勝，ＢＳＮ賞，鶴ヶ城特別２着
ショウナンタスク（08牡 ＊クロフネ）１勝，��３勝
フォルテリコルド（09牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，初霞賞３着，鶴ヶ城特別３着
クリアモーメント（10牡 ディープインパクト）１勝，�３勝��

３代母 ＊アピーリングストーリー（88 USA栗 Valid Appeal）不出走
＊ディアブロズストーリー（94牝 ＊ディアブロ）USA３勝，Natalma S‐L，Maz

arine S‐L ２着，Whas‐11 S‐L ２着，etc.
オープンストーリーOpen Story（99 牝 Open Forum）USA１勝，Three C

himneys Juvenile S‐L
デュアルストーリー（00牝 ＊エンドスウィープ）４勝，ダリア賞‐OP ３着，マ

リーゴールド賞‐OP ３着，ジャニュアリーＳ，etc.
デュアリスト（18牡 ミッキーアイル）�４勝，天王山Ｓ‐OP，室町Ｓ‐OP，etc.，
�１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2

スイーピングストーリー Sweeping Story（96 牝 ＊エンドスウィープ）USA５勝，Elli
s Park H‐L，Bourbonette S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
ベイストーリー Bay Story（02� Kris S.）GB・AUS２勝，ＷＡＴＣパースＣ

‐G2 ２着
イクサイティングストーリー Exciting Story（97 牡 ＊ディアブロ）USA７勝，メト

ロポリタンＨ‐G1，ヴィジャルＨ‐G3，スインフォードＳ‐G3，etc.，種牡馬
イストワール（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝

ホエイソースWhey Sauce（08牝 ＊クロフネ）GB・USA・CAN１勝，ミュー
ジドラＳ‐G3 ３着

アイヴォリーカラー（04牝 ＊クロフネ）２勝，呉竹賞
カラフルデイズ（08牝 フジキセキ）３勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2，Ｔ

ＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ＶＩＣＴＯＲＹ＝大阪府大阪市 �090-3263-4418
生 産 牧 場： 天羽 禮治
飼 養 者： ㈲天羽禮治牧場＝日高町清畠 �01456-5-6202

292 メモリーレーン２０２１ �・鹿 ２／ １

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊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メモリーレーン ＊エンドスウィープ

��
��
�ストロングメモリー栗 2011 ＊アピーリングストーリー

9f
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 キンゲショウ（15栗 ＊ハードスパン）１勝
初仔

２代母 ＊ダガーズアラベスク（03 UAE黒鹿 ＊ジェイドロバリー）��４勝，東京２歳
優駿牝馬，ローレル賞
ゴーザフォス（16牡 ネオユニヴァース）���６勝
セーヌプロミーズ（18牝 ＊フレンチデピュティ）���入着２回�２勝

３代母 ＊クィーンズダガー（95 USA鹿 Rahy）GB１勝
メイショウアンデス（06牝 ダンスインザダーク）�入着

ドラグーンシチー（15牡 ロードカナロア）�３勝，オーストラリアＴ，再度山
特別２着，六波羅特別２着，etc.

メイショウスズラン（07牝 キングカメハメハ）２勝
メイショウアリソン（14牡 マンハッタンカフェ）�５勝，コーラルＳ‐L ２着，

河原町Ｓ，やまびこＳ３着，etc.
メイショウショウブ（16牝 ダイワメジャー）１勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，

デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，阪神Ｃ‐G2 ３着
メイショウゲキリン（19牡 キズナ）�１勝，きさらぎ賞‐G3 ３着，黄菊賞２着，

梅花賞３着

４代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
［子］ トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポ

ーツ杯‐L ２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ
‐OP ２着，日本海Ｓ，etc.

［孫］ アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝
塚記念‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，
年代表，優古牡，種牡馬

エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�６勝，有馬記念‐G1，皐月賞
‐G1，天皇賞（秋）‐G1，etc.，年代表，優３牡

ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，安土城Ｓ‐L ２着，
淀短距離Ｓ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002

293 キンゲショウ２０２１ 牡・栗 ２／ 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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystキンゲショウ
＊

＊ジェイドロバリー

��
��
�ダガーズアラベスク栗 2015 ＊クィーンズダガー

7f
Roberto S4×M5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×S5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 ザデイ（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９）〕
メイショウナゴミ（12牝青鹿 スズカマンボ）３勝
ディーズプラネット（13牝芦 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400），バレンタイ

ンＳ‐OP（Ｄ1400）３着，新涼特別（Ｄ1400），ＴＶ静岡賞（Ｄ1400）２着，ポプ
ラ特別（Ｄ1700）２着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着

レゲウーマン（14牝鹿 ＊サマーバード）�入着
マイハンプス（18牝 ＊サウスヴィグラス）���３勝�１勝�入着，園田プリン

セスＣ３着，リリーＣ３着
シゲルヒスイ（16牡黒鹿 ＊ワークフォース）２勝
スターログ（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）���出走�入着
エリカクロッシュ（20牝青 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着
ジャズカーニバル（00牝 マヤノトップガン）３勝
ゴールドアラン（04� ＊スキャターザゴールド）１勝，�７勝
スズカハイライト（07牡 サクラバクシンオー）１勝
レイキッシュボーイ（10牡 スマートボーイ）１勝，�６勝

３代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
ラハームRahaam（87牝 ＊セクレト）GB１勝

カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，キングズス
タンドＳ‐G2，テンプルＳ‐G2，グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.
ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven（05牝 Pivotal）GB・FR
・IRE・USA４勝，愛１０００ギニー‐G1，英ナッソーＳ‐G1，サンチャリ
オットＳ‐G1，etc.

＊ファーガーズプロスペクト（90牝 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，

別府特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念
‐G2，ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： ㈱ハクレイファーム
飼 養 者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051

294 ザデイ２０２１ �・黒鹿 ３／２４
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayザデイ
＊ The Minstrel

��
��
�ウエイアウト青鹿 2006 Fager's Glory

3d
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートビートワルツ（03鹿 ＊ブライアンズタイム）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（６）〕
ナイトホークス（09牡鹿 スペシャルウィーク）入着，��６勝
レントラー（12�黒鹿 ハーツクライ）３勝，茶臼山高原特別（芝 2000），大寒桜賞
（芝 2200）２着，福寿草特別（芝 2000）２着，紫菊賞（芝 2000）３着

ハートビートロック（19牡黒鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ＊バウンドトゥダンス（86 USA鹿 Northern Dancer）不出走
プリマ（95牝 ＊トニービン）２勝，�１勝
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，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着
フラムドグロワール（10牡 ダイワメジャー）２勝，いちょうＳ‐LR，ＮＨＫマ

イルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着，芙蓉Ｓ‐OP ２
着，相模湖特別２着

ネオルミエール（12牡 ネオユニヴァース）１勝，いちょうＳ（重賞）‐L ２着，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着

シルクラジアンス（98牝 ＊マイニング）３勝
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，ブラッドス

トーンＳ２着，�５勝，北海道２歳優駿‐Jpn3，サンライズＣ
アイルビーバウンド（05牝 タニノギムレット）２勝

パフォーマプロミス（12牡 ステイゴールド）８勝，ＡＲ共和国杯‐G2，日経新春
杯‐G2，鳴尾記念‐G3，天皇賞（春）‐G1 ３着，目黒記念‐G2 ３着，etc.

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.
シークレットトルース Secret Truth（89 牝 Secretariat）不出走

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.

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

295 ハートビートワルツ２０２１ �・鹿 ２／ ９
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayハートビートワルツ
＊ Northern Dancer

��
��
�バウンドトゥダンス鹿 2003 Truly Bound

13c
Northern Dancer M3×S5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 フロリール（16黒鹿 ＊クロフネ）出走
初仔

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

リュウオウ（05牡 ＊ブライアンズタイム）��６勝
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
エヴリシーズン（10牡 ＊ホワイトマズル）入着３回，�４勝�入着
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，��12 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： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

296 フロリール２０２１ 牡・栗 ２／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフロリール ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャトルセゾン黒鹿 2016 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊イリデ（08 USA鹿 Indian Charlie）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－６（11），地方－３（10）〕
フォルゴラーレ（12牝黒鹿 ハーツクライ）２勝，矢車賞（芝 2000）
アルコステラート（13�鹿 ゴールドアリュール）１勝，�３勝��
ウラガーノ（14牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）３勝，大山崎特別（Ｄ1200）２着，箕

面特別（Ｄ1200）３着，�１勝�１勝���，ベイスプリント（Ｄ1400），秋桜
賞（Ｄ1400）２着

スターリングブルス（15牝栗 ＊ハードスパン）１勝，�３勝�２勝�，兵庫クイー
ンＣ（Ｄ1700）２着

ブラッディムーン（16牝黒鹿 アドマイヤムーン）２勝
セントクリーガー（17牝鹿 ゴールドアリュール）�２勝
ベッロルナ（18牡鹿 ＊マクフィ）��未出走�出走

２代母 レッドダッチェスRed Duchess（00 USA栗 Helmsman）USA４勝
＊ヴェントアウレオ（11牡 Fusaichi Pegasus）入着２回，�４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

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

＊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.

＊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： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

297 イリデ２０２１ 牡・鹿 ２／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊

インディアンチャーリー In Excess

�
�
�
�
�

��
��

�Indian Charlie Soviet Sojournイリデ レッドダッチェス Helmsman

��
��
�Red Duchess鹿USA 2008 Knight Prospector

16e
Caro S5×M5

価格： 購買者：



母 スヴァラッシー（11青鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
シュルルヴァン（17牝青鹿 エピファネイア）�１勝
シンパセティック（18牝黒鹿 ルーラーシップ）��１勝�１勝

２代母 ＊ベユーズラッシー（03 USA黒鹿 Outflanker）USA９勝，チャーチルディス
タフターフマイルＳ‐G3，ステイジドアベティＨ‐G3，フランセスＡジェンター
Ｓ‐G3，Calder Oaks‐L，Tampa Bay Turf Distaff S‐R，etc.
ウインドストリーム（10牝 アグネスタキオン）１勝

エアーレジーナ（18牝 ルーラーシップ）�１勝

３代母 バイユープランズ Bayou Plans（91 USA鹿 Bayou Hebert）USA９勝，Colf
ax Maid S‐R，Illinois Breeders' Debutante S‐R，Illinois Silent Beauty S‐R，
Windy City S‐R，Rolling Meadows S‐L ２着，etc.
スワンピー Swampy（98� Mountain Cat）USA・DOM２勝
マイダスアイズMidas Eyes（00 牡 Touch Gold）USA５勝，フォアゴーＨ‐G1，

ダービートライアルＳ‐G3，スウェイルＳ‐G3，etc.，種牡馬
バーボネンブルーズ Bourbon N Blues（01 牡 Lycius）USA５勝，Prank Call S

，Naked Greed S２着，Pasco S３着，種牡馬
アルジール Al Zir（07 牡 Medaglia d'Oro）GB２勝，レイシングポストトロフィ

‐G1 ３着
オーサムベル Awesome Belle（09 牝 Awesome of Course）USA７勝，Mairz

y Doates S，Crystal Rail S，Frances A. Genter S，etc.
ベストプランイェット Best Plan Yet（11 牡 Hear No Evil）USA４勝，Forty N

iner S，Foolish Pleasure S，In Reality S‐R，etc.

４代母 ベタープランズBetter Plans（85 USA黒鹿 Architect）USA６勝

５代母 ファクトオアファンシー Fact Or Fancy（77 USA鹿 In Reality）不出走
［子］ オールザットザズAll That Zazz（94 牝 Runaway Groom）USA６勝

ファルール Fa' Leur（87 牝 L'Enjoleur）USA４勝
ファクツファウンド Facts Found（98� Discover）USA２勝

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2256
生 産 牧 場： 折手牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

298 スヴァラッシー２０２１ 牡・鹿 ３／２０
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスヴァラッシー
＊ Outflanker

��
��
�ベユーズラッシー青鹿 2011 Bayou Plans

A4
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 クロワラモー（07黒鹿 スペシャルウィーク）３勝，宇治川特別（芝 1400），奥只見
特別（芝 1700），クリスマスキャロル賞（芝 1400）２着，うずしおＳ（芝 1400）３着，
札幌スポニチ賞（芝 1500）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
ショウモクリリー（15牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝��入着
オーパキャマラード（16牝黒鹿 ＊ダンカーク）２勝，ＨＴＢ杯（芝 1200）３着
ビギニングドリーム（18牝鹿 ＊マクフィ）���１勝

２代母 メジェール（97鹿 ＊タバスコキャット）５勝，天王山特別，白鳥大橋特別，御
池特別，香春岳特別，安芸Ｓ２着，etc.
ハングインゼア（04牝 ＊タイキシャトル）１勝

キングワールド（17牡 トゥザワールド）��１勝�５勝�入着４回，北日本新
聞杯３着

メリュジーヌ（06牝 ＊フレンチデピュティ）３勝
メリオール（12牝 キングカメハメハ）�出走
メルテッドハニー（17牝 カレンブラックヒル）�１勝，マーガレットＳ‐L
２着

タイセイブリリオ（19牡 ディープブリランテ）�１勝，メルボルンＴ２着，
万両賞３着

メジェルダ（13牝 ディープインパクト）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，りん
どう賞２着
メディーヴァル（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，夙川特別３着，寒椿
賞３着

アルレガーロ（09牝 スペシャルウィーク）１勝

３代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
マヤノセイリュウ（00牝 マヤノトップガン）１勝，御在所特別３着，松浜特別３着
ゴールドロジャー（08牡 ＊タイキシャトル）３勝，くすのき賞３着

４代母 ＊ビベ（85 USA栗 Nureyev）GB・USA４勝，Santa Lucia H‐LR
［子］ ピ－トスキ Peteski（90 牡 Affirmed）USA７勝，モルソンイクスポート

ミリオン‐G2，Breeders' S‐R，Prince of Wales S‐R，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �090-3115-0905

299 クロワラモー２０２１ 牡・鹿 ３／１７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールクロワラモー ＊タバスコキャット

��
��
�メジェール黒鹿 2007 ＊カスパースカイゴールド

20
Storm Cat S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊ストリートキャッシュ（12 USA鹿 Street Boss）USA・CAN２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ストリートフラワー Street Flower（19 USA牝栗 Ghostzapper）�海外未出走
ヴードゥーチャイルドVoodoo Child（20 USA牝黒鹿 Shaman Ghost）�海外

未出走

２代母 コレクトザキャッシュ Collect the Cash（97 USA鹿 Dynaformer）USA５
勝，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1，Rockingham Park Oaks
マニーマイハニーMoney My Honey（05牝 Red Bullet）USA・CAN２勝，W

onder Where S‐R ３着
エスポージト Esposito（13� Ghostzapper）USA・CAN５勝，Remington

Springboard Mile S‐L ３着
ステイトリーヴィクター Stately Victor（07 牡 Ghostzapper）USA・CAN３勝，

ブルーグラスＳ‐G1，Ontario Derby‐L，パシフィッククラシック‐G1
３着，ファイエットＳ‐G2 ３着，Prairie Bayou S２着，etc.，種牡馬

スマートペニー Smart Penny（08牝 Smart Strike）USA・CAN３勝，Flaming
Page S‐L ３着，Trillium S‐L ３着

ホットキャッシュ Hot Cash（15牝 Ghostzapper）USA・CAN３勝，トリリウム
Ｓ‐G3 ２着，Woodbine Oaks‐R ３着

３代母 ワールドリーポゼッションWorldly Possession（88 USA栗 Valid Appeal）
USA５勝，West Long Branch S，B. Thoughtful H‐L ２着，Sequoia Br
eeders' Cup H‐L ２着，Very Subtle H２着，Great Lady M. S‐R ２着，etc.
スーパーケース Super Case（00� Gold Case）USA・CAN３勝，Ontario Joc

key Club S‐R ２着

４代母 クリケットクラブ Cricket Club（75 USA栗 Dr. Fager）USA３勝，Pinaf
ore S
［子］ ドクターボビーエイDr. Bobby A.（87 牡 Dr. Carter）USA５勝，チェ

リーヒルマイルＳ‐G3，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，トレモン
トＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ノームNome（86� Double Sonic）USA15 勝，クイーンズカウンティ
Ｈ‐G3，スタイミーＨ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

300 ストリートキャッシュ２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
オーサムアゲイン Deputy Minister

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Awesome Again

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceゴーストザッパー

Ghostzapper ベイビージップ Relaunch

��
��
�Baby ZipUSA 鹿 2000 Thirty Zip

＊

ストリートボス Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�Street Boss Blushing Ogygianストリートキャッシュ コレクトザキャッシュ Dynaformer

��
��
�Collect the Cash鹿USA 2012 Worldly Possession

10a
Blushing Groom S4×M5 In Reality S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 チュウオーサーヤ（02青鹿 ＊ディアブロ）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－５（16）〕
ブルートップガン（09牡鹿 マヤノトップガン）��２勝
シゲルリブラ（10牡鹿 アドマイヤドン）��２勝
グァンチャーレ（12牡青鹿 スクリーンヒーロー）５勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L
（芝 1600），キャピタルＳ‐L（芝 1600），マイラーズＣ‐G2 ２着，スワンＳ‐G2
３着，六甲Ｓ‐LR（芝 1600）２着，大阪城Ｓ‐L（芝 1800）２着，洛陽Ｓ‐L（芝 1600）
２着，カシオペアＳ‐L（芝 1800）２着，都大路Ｓ‐L（芝 1800）２着，etc.，種牡馬

ブルーマネー（14牡青鹿 カネヒキリ）��３勝
シバノレイワ（17牡黒鹿 トゥザワールド）��６勝
ボタンザクラ（18牝青鹿 リーチザクラウン）��３勝
シゲルユキミザケ（19牡青鹿 ラブリーデイ）出走，�地方未出走

２代母 サンライトブルボン（90黒鹿 ＊イルドブルボン）１勝
ミスロベルト（96牝 ヒッテングエイト）��２勝
コスモチェリー（98牝 ＊カンパラ）��１勝
ライブリーライト（00牡 ＊ライブリーワン）��１勝
アストロラヴ（01牝 ＊トワイニング）��３勝
ファイトケーケ（03牡 ＊カコイーシーズ）�３勝�入着
オヨネ（05牝 ＊ブラックホーク）��１勝
ブルーサンオー（06牡 ＊イーグルカフェ）��４勝

３代母 ハシノシーダー（78鹿 ＊ミンシオ）１勝
イサオチャイルド（85牡 ＊ノーザリー）２勝，バイオレット賞‐OP ３着，りんどう賞
ユーシュンジェット（86牡 ＊ヒツタイトグローリー）�	５勝，とちぎダービー２着，

しもつけさつき賞２着
メヒョウ（97牝 メリーナイス）１勝，摺上特別３着

４代母 フジノサンコー（70鹿 ＊バーボンプリンス）不出走
［子］ パワーシーダー（81牝 ＊ノーザリー）５勝，中京記念‐Jpn3，スワンＳ

‐Jpn2 ３着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ３着，etc.
［孫］ ヴァイスシーダー（88牡 ＊メンデス）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，

バイオレットＳ‐OP

販売申込者・所有者： ㈲中央牧場＝新冠町西泊津 �090-4871-0818
生 産 牧 場： ㈲中央牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

301 チュウオーサーヤ２０２１ 牡・鹿 ３／２０
＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionチュウオーサーヤ ＊イルドブルボン

��
��
�サンライトブルボン青鹿 2002 ハシノシーダー

＊ロゼツタ 13a
Devil's Bag M3×S5 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ママアルパ（11鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（３）〕
カズモンレアーレ（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��
ニューアリオン（18牡鹿 リオンディーズ）�２勝，医王寺特別（芝 1200）
ファンデル（19牝黒鹿 モーリス）�１勝

２代母 ヴェルザンディ（05鹿 アグネスタキオン）２勝
ヴェルスパー（15牝 ロードカナロア）３勝，古作特別，乙訓特別２着，彦星賞２着，

黒松賞３着
ドラウプニル（16� ルーラーシップ）�２勝，アスター賞２着，あずさ賞３着，ひ

いらぎ賞３着
ヒシエレガンス（17� ＊ハービンジャー）�２勝

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

＊ヴェイルオブアヴァロン（97牝 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，ドラローズ
Ｈ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，etc.

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

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

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

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱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

302 ママアルパ２０２１ �・黒鹿 ５／１１
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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルママアルパ アグネスタキオン

��
��
�ヴェルザンディ鹿 2011 ＊ウインドインハーヘア

2f
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 フォルクスオーパー（06栗 テイエムオペラオー）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
オペラアクター（15牡栗 ＊シニスターミニスター）２勝
アルナージ（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝
パンダリオン（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ＊ゴールデンハピネス（93 USA栗 Sanglamore）FR入着
ヒシサンダー（00牡 ＊サンダーガルチ）３勝
ダイゴカムイ（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，�１勝�
セイウンメイリー（05牝 アグネスタキオン）１勝

クレセントシティー（15牡 ＊トビーズコーナー）��４勝�，ハイセイコー記念２着
デンファレ（07牝 フジキセキ）２勝，由比ヶ浜特別，秋川特別２着，立春賞２着，

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

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

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

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

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

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

スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，
ハリウッドターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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

303 フォルクスオーパー２０２１ �・黒鹿 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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�テイエムオペラオー ＊ワンスウエドフォルクスオーパー
＊ Sanglamore

��
��
�ゴールデンハピネス栗 2006 ＊マプティットジョリィ

12c
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アイアンヒロイン（13 USA鹿 Congrats）���１勝�
本馬の他に産駒あり

２代母 シュペリアーストーム Superior Storm（05 USA黒鹿 Stormy Atlantic）USA16
勝，Delta Downs Magnolia S‐R，Delta Downs Premier Night Distaff S‐R
（２回），J. Archie Sebastien Memorial S‐R，Louisiana Champions Day Ladies S
‐R（２回），Louisiana Cup Distaff S‐R，etc.
アイアムシュペリアートゥー I Am Superior Too（12牝 Afleet Alex）USA５勝
シュペリアーズボーイ Superior's Boy（15� Old Fashioned）�USA４勝
スーパーコンスティチューション Super Constitution（17� Constitution）�US

A２勝
スパイトフルサム Speitful Sam（18� Speightster）�USA２勝
ミシニーズアコックテイルMisyneedsacocktail（19 牝 Bernardini）�USA２勝，

Shakopee Juvenile S

３代母 アリトルビットシュペリアー Alittlebitsuperior（87 USA鹿 Total Departure）
USA４勝，Redbud H２着
タフィー Taffy（95 牝 Saratoga Six）USA11 勝，Delicada S，Claiming Cro

wn Tiara S‐R，Honeymoon S２着
ロデリアRhodelia（98 牝 Silver Deputy）USA４勝

ジェットブラックマジック Jet Black Magic（13 牝 Hold Me Back）USA３
勝，デルタダウンズプリンセスＳ‐G3，Azalea S‐R，Crescent City
Oaks‐R ２着，etc.

ジャックスナイプス Jack Snipe's（14� Half Ours）�USA５勝，A. L.（Re
d）Erwin S‐R，Louisiana Futurity‐R，Shakopee Juvenile S２
着，etc.

ソーンヒルThornhill（01 牝 Good and Tough）USA４勝
フルールドゥリリー Fleur de Lilly（08 牝 Bowman's Band）USA６勝，Ke

ntucky Downs Ladies Marathon S３着
＊ストームザヒル（14牝 Get Stormy）USA５勝，セナターケンマディＳ‐G3，

ウィルシャーＳ‐G3，Unzip Me S，etc.
ドラゴンドルーDragon Drew（15� Get Stormy）�USA６勝，Black Gol

d Overnight S

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

304 アイアンヒロイン２０２１ 牡・黒鹿 ３／２３
＊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

＊

コングラッツ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Congrats Praiseアイアンヒロイン シュペリアーストーム Stormy Atlantic

��
��
�Superior Storm鹿USA 2013 Alittlebitsuperior

14b
Storm Cat S3×M4 Seattle SlewM4×M5 Lyphard S5×M5
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊マチュアード（09 GB黒鹿 Manduro）GB入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
マスターマインド（14�鹿 Holy Roman Emperor）�１勝�
アールウィザード（17牡黒鹿 ブラックタイド）入着２回，��３勝�入着
インヴァネス（18牝青 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
ヤマトマジェスティ（19牝鹿 ディーマジェスティ）��入着４回

２代母 タイムアウェイ Time Away（98 IRE 鹿 Darshaan）GB・FR・IRE２勝，ミ
ュージドラＳ‐G3，仏オークス‐G1 ３着，英ナッソーＳ‐G1 ３着，Pretty Poll
y S‐L ３着
タイムオン Time On（03牝 Sadler's Wells）GB・FR・ITY・USA３勝，マルレ

賞‐G2，Cheshire Oaks‐L
モージュストMot Juste（16 牝 Distorted Humor）GB２勝，オーソーシャー

プＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，セプターＳ‐G3 ３着
タイムコントロールTime Control（05 牝 Sadler's Wells）GB１勝

ウィローヴューWillow View（11牝 Lemon Drop Kid）不出走
ディジタルエイジDigital Age（16牡 Invincible Spirit）�USA５勝，タ
ーフクラシックＳ‐G1，アメリカンターフＳ‐G2，Columbia S，
Saratoga Derby２着

エイサーアリー Acer Alley（19 牝 Siyouni）�FR２勝，ラロシェット賞‐G3
カーソリーグラーンス Cursory Glance（12牝 Distorted Humor）GB・IRE３

勝，モイグレアスタッドＳ‐G1，アルバニーＳ‐G3，ローザーＳ‐G2 ２着
ティンカートイ Tinker Toy（17� War Front）�GB４勝，Lady Wulf
runa S‐L

ラーフィドRaafid（13� Shamardal）�FR・UAE・SAU４勝
ポスティド Posted（16牝 Kingman）�GB３勝，Fortune S‐L，Dick Hern S

‐L ２着

３代母 ノットビフォータイムNot Before Time（91 IRE 栗 Polish Precedent）不出走

４代母 タイムチャーター Time Charter（79 IRE 鹿 Saritamer）GB・FR９勝，英オ
ークス‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コ
ロネイションＣ‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，etc.

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

305 マチュアード２０２１ �・鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

マンデュロ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�Manduro Mandellichtマチュアード タイムアウェイ Darshaan

��
��
�Time Away黒鹿GB 2009 Not Before Time

22a
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 スイートハート（15青鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ダンツクリスタル（20牝青 エピファネイア）�未出走

２代母 スプレッドウィング（01鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
メイショウナナボシ（07牝 サクラバクシンオー）２勝，鏑矢特別２着

メイショウソテツ（16牡 ＊アイルハヴアナザー）３勝，浦佐特別，もちの木賞３着
モンキーキック（14牡 ローエングリン）��２勝�１勝�６勝�４勝

３代母 マーチンミユキ（89鹿 マルゼンスキー）３勝，姫島特別２着
フレンドレイ（97牝 ＊デインヒル）出走

タガノデンジャラス（02牡 ＊エンドスウィープ）５勝，オーストラリアＴ‐L，若
葉Ｓ‐L ２着，中京２歳Ｓ‐OP ２着，etc.，障害１勝

ラッシュライフ（03牝 サクラバクシンオー）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，
函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，谷川岳Ｓ‐L ３着，etc.
アデイインザライフ（11牡 ディープインパクト）６勝，新潟記念‐G3，弥
生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ３着，etc.

ファストフォース（16牡 ロードカナロア）�３勝，ＣＢＣ賞‐G3，北九州
記念‐G3 ２着，京阪杯‐G3 ３着，etc.，�３勝

ラフアップ（04牝 ＊クロフネ）１勝
シングルアップ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，マーガレットＳ‐L ３
着，フェニックス賞‐OP，障害１勝

スターペスミツコ（02牝 ＊カーネギー）１勝，須賀川特別３着
メイショウナルト（08� ハーツクライ）６勝，七夕賞‐G3，小倉記念‐G3，オ

ールカマー‐G2 ２着，etc.，障害１勝
エピカリス（14牡 ゴールドアリュール）３勝，ヒヤシンスＳ‐L，etc.，�１勝�	

入着，北海道２歳優駿‐Jpn3，UAE入着，ＵＡＥダービー‐G2 ２着，種牡馬

４代母 ミユキカマダ（78黒鹿 ＊ダイアトム）３勝，バレンタイン特別，白梅賞
［子］ ルイジアナピット（85牝 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，サンスポ阪神牝馬特別

‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，etc.，優古牝
ダイカツリュウセイ（87牡 ＊プルラリズム）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，バ
イオレットＳ‐OP ２着，日高特別３着

販売申込者・所有者： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

306 スイートハート２０２１ �・鹿 ３／１１

＊

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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonスイートハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�スプレッドウィング青鹿 2015 マーチンミユキ

＊コランデイア 9e
Kingmambo S4×M4 Alleged S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハマナス（13青鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６）〕
リッターシュラーク（17牡黒鹿 ＊クロフネ）�４勝，丹沢Ｓ（Ｄ2100）
トモジャリア（18牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝，是政特別（Ｄ2100）２着，

喜多方特別（Ｄ1700）３着，チバテレ杯（Ｄ1800）３着

２代母 ジョウノビクトリア（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，クイーンＣ‐Jpn3
２着，関ケ原Ｓ２着，佐渡特別２着
タナトス（08牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，麒麟山特別，松戸

特別，招福Ｓ２着，etc.，障害２勝，東京ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.，�１勝�
フレージャパン（09牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，プ

ロミネントＪＳＴ，白川特別，春日山特別，姫川特別３着
ジョウノソフィア（11牝 ＊アルカセット）�１勝

３代母 ミヤビサクラコ（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，こぶし賞２着，きんもくせ
い特別２着
フリーウエイハート（95牡 ＊トニービン）６勝，大沼Ｓ‐OP ３着，立夏Ｓ，昇仙峡

特別，etc.，�２勝
キングオブサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，オーシャンＳ‐L ３着，福

島民報杯‐OP ２着，etc.，�１勝，北海道３歳優駿‐Jpn3
ウインマーベラス（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，障害６勝，京都ハイジャンプ

‐JG2，etc.，�１勝�入着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ
‐Jpn1 ４着，種牡馬

ロイヤルキャンサー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＮＳＴＯＰ‐L，ＮＳＴＯＰ
‐L ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，etc.

ウインデュエル（99牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，マリーンＳ‐L，エルムＳ
‐Jpn3 ２着，ペルセウスＳ‐OP，etc.，種牡馬

ジョウノオーロラ（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，伊万里特別，香春岳特別２着，
初風特別３着，etc.
ドラゴンズタイム（11牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，陣馬特別２着

ジョウノマドンナ（06牝 ダンスインザダーク）�入着
セミプレナ（14牝 ＊サマーバード）�４勝��	入着３回�，ル・プランタン賞３着

販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �0146-47-2787

307 ハマナス２０２１ 牡・黒鹿 ３／２７

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハマナス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ジョウノビクトリア青鹿 2013 ミヤビサクラコ

＊セイフテイー 13c
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 リマンドインパクト（09黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
キングリキュール（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�３勝�２勝��
ベーカリー（18牝青鹿 ＊ベーカバド）��１勝

２代母 ブライアンハニー（98鹿 ナリタブライアン）２勝，忘れな草賞‐OP ３着，ゆ
きやなぎ賞，白百合Ｓ３着
クイーンフラワー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝
メイショウヨサク（08牡 ＊アグネスデジタル）�２勝
カネトシアクション（10� ステイゴールド）�７勝
ノーブルサンダー（11� スズカマンボ）	
１勝
マイネルハニー（13牡 マツリダゴッホ）５勝，チャレンジＣ‐G3，白富士Ｓ‐L，デ

ィセンバーＳ‐L，スプリングＳ‐G2 ２着，オクトーバーＳ‐L ２着，etc.

３代母 ハスキーハニー（87鹿 ＊ノーザンディクテイター）５勝，スプリンターズＳ
‐Jpn1 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，シリウスＳ‐OP ２着，白樺賞‐OP ２
着，淀短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
ハニーエスカーダ（96� ＊クリスタルグリツターズ）１勝，ひめさゆり賞３着，�３

勝�２勝�	
入着４回

４代母 クインリマンド（73栗 ＊リマンド）３勝，桜花賞２着，サンスポ４歳牝馬特別
３着，きさらぎ賞２着，紅梅賞‐OP，３歳牝馬特別
［子］ アグネスシャトー（79牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，高松宮杯３着，端午賞
［孫］ スプリングブルック（94牡 ＊スリルシヨー）５勝，セプテンバーＳ，隅田

川特別，ドイツ騎手招待（１），etc.
スプリングクレタ（98牡 サクラバクシンオー）５勝，ラジオ福島賞，五色
沼特別，飛翔特別，etc.

スプリングジュラ（03牡 サクラバクシンオー）１勝，閃光特別２着

５代母 イコマエイカン（67鹿 Sallymount）１勝
［子］ アグネスレデイー（76牝 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝

日ＣｈＣ，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

308 リマンドインパクト２０２１ 牡・黒鹿 ４／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊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リマンドインパクト ナリタブライアン

��
��
�ブライアンハニー黒鹿 2009 ハスキーハニー

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊マーゼリン（04 IRE 栗 Barathea）GB・USA４勝，Thoroughbred Owners of
California H‐L，サンタマリアＨ‐G1 ２着，サンゴルゴニオＨ‐G2 ２着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（11）〕
エイシンバーナード（11牡鹿 Cape Cross）�３勝
エイシンマーゼリン（12牝鹿 マンハッタンカフェ）�２勝�１勝
エイシンディクティ（13牝鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝�入着５回
エイシンムジカ（14牝栗 キングカメハメハ）２勝
コスモインザハート（15牡鹿 ハーツクライ）２勝
エイシンマシーン（17牝鹿 エイシンフラッシュ）��４勝
エイシンスポッター（19牡栗 エイシンヒカリ）�１勝
エイシンメヌエット（20牝栗 スクリーンヒーロー）��入着２回

２代母 ジュノマーロウ Juno Marlowe（96 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB２勝
フェアマイル Fairmile（02� Spectrum）GB・IRE・UAE６勝，James Seymour

S‐L ２着
サンオヴジャマイカ Sun of Jamaica（09牝 Cape Cross）FR・GER・ITY１勝，

ツークンフツレネン‐G3 ３着
デザートファンタジーDesert Fantasy（10 牝 Oasis Dream）IRE出走

クローサースティル Closer Still（15 牝 So You Think）USA・CAN２勝，
Ginger Brew S‐L ２着，Star Shoot S‐L ２着，Christiecat S３着

ステラーマス Stellar Mass（13 牡 Sea The Stars）GB・FR・IRE・SWI５勝，バ
リーローンＳ‐G3，Her Majesty's Plate‐L，愛ダービー‐G1 ３着，バリー
ローンＳ‐G3 ２着，愛インターナショナルＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

３代母 ホワイソーサイレントWhy So Silent（86 GB栗 Mill Reef）不出走
ポピーカルー Poppy Carew（92牝 ＊デインヒル）GB・GER４勝，JohnMusker

S‐L，サンチャリオットＳ‐G2 ３着，プレスティージＳ‐G3 ２着，etc.
カリプソグラント Calypso Grant（94 牝 ＊デインヒル）GB２勝，Masaka S‐L
レポレッロ Leporello（00 牡 ＊デインヒル）GB６勝，セレクトＳ‐G3，ウィンター

ヒルＳ‐G3，Huxley S‐L ３着，種牡馬
フローラトレヴェリアン Flora Trevelyan（06牝 Cape Cross）GB２勝，Atala

nta S‐L ３着

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： ㈲木田牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

309 マーゼリン２０２１ 牡・鹿 ３／２１
＊ 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

＊

バラシア Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Barathea Brocadeマーゼリン ジュノマーロウ ＊デインヒル

��
��
�Juno Marlowe栗IRE 2004 Why So Silent

1s
Sadler's Wells M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5 Habitat M4×S5

価格： 購買者：



母 イナズマアマリリス（06鹿 スエヒロコマンダー）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪
神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ５着，すずらん賞‐OP（芝 1200）２着，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（４）〕
ドナル（14牡鹿 ＊キングズベスト）�１勝�入着３回
スイセイオリュウ（15牝鹿 アドマイヤムーン）��１勝�２勝�入着�
カモンスプリング（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）２勝
アルマイメル（19牡鹿 イスラボニータ）�入着３回
ミルトハンター（20牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 イナズマラム（99鹿 ＊ラムタラ）入着，��１勝

３代母 イナズマクロス（88黒鹿 シービークロス）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，ＴＶ東
京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，黒竹賞３着
トーセンサンダー（97牡 ＊パラダイスクリーク）３勝，阿寒湖特別２着，九十九里特

別３着

４代母 ポーロニアオリオン（72黒鹿 ＊セダン）不出走
［子］ リンドギン（84牡 シービークロス）５勝，冬至Ｓ，サンシャインＳ，清澄

特別，etc.
ナナヨーオリオン（87牡 ＊キヤタオラ）５勝，太秦Ｓ，桜島特別，栂尾特
別，etc.，�１勝�３勝�６勝	
�

［孫］ コウエイハーベスト（97牡 ＊ソヴィエトスター）４勝，乙訓特別，日田特
別，たちばな賞，etc.

タマモスプリング（98牡 メジロライアン）３勝，犬山特別，初夢賞２着，
猪名川特別２着，etc.

コウエイマーブル（02牡 メジロライアン）２勝，マカオＪＣＴ，太宰府特
別２着，伊達市誕生記念２着，etc.

プラントヒロム（99牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，揖斐川特別２着，
和田岬特別２着，ぶっぽうそう特別３着

販売申込者・所有者： ㈲小泉牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2172
生 産 牧 場： ㈲小泉牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

310 イナズマアマリリス２０２１ 牡・鹿 ３／ ６

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊コマンダーインチーフ

�
�
�
�
�

��
��

�スエヒロコマンダー スエヒロジョウオーイナズマアマリリス ＊ラムタラ

��
��
�イナズマラム鹿 2006 イナズマクロス

＊ウオーターミユージツク 2i
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピンクシャンパン（12鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
フロイング（18牡鹿 ＊マクフィ）�出走，�４勝��
フラメンコ（19牝鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ピンクカメオ（04鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，中
山牝馬Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，菜の花賞‐OP，マリーゴールド賞
‐OP ２着，etc.
フライングレディ（13牝 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別，十勝岳特別２着，

遊楽部特別２着，賢島特別３着，石打特別３着，etc.
ピノクル（16牡 キングカメハメハ）�２勝，宝満山特別３着

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
ミスティシルヴァーMisty Silver（92 牝 Slew o' Gold）不出走

＊マルターズホーク（97牡 ＊サザンヘイロー）６勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３
着，ＮＳＴＯＰ‐L ３着，駿風Ｓ‐L ３着（２回），etc.

＊シベリアンホーク（00牡 ＊スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ‐L，京成杯
オータムＨ‐Jpn3 ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，etc.，種牡馬

スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，クリテリヨ
ムドドゥーザン‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L
２着，etc.，種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，Platin
um S‐L

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーンＳ‐G3
３着，東京スマイルプレミアム
ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，etc.，U

AE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシーターフＨ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

311 ピンクシャンパン２０２１ �・鹿 ２／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアピンクシャンパン ＊フレンチデピュティ

��
��
�ピンクカメオ鹿 2012 ＊シルバーレーン

5g
Halo M4×S5

価格： 購買者：


