
母 カイテキセレブ（04栗 ＊ティンバーカントリー）入着，��１勝��７勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－６（35）〕
コスモケリア（10牝栗 ローエングリン）入着，�５勝�２勝��入着
ステキステキ（11牝栗 ローエングリン）�２勝��１勝�入着
ケモノタイプ（12牡栗 ＊タイキシャトル）１勝，�11 勝
フレンドリーノヴァ（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）��３勝��
ナムラライラ（14牝黒鹿 ルーラーシップ）２勝，りんどう賞（芝 1400）３着
ナムラシンゲキ（16牡黒鹿 トゥザグローリー）���入着８回
ナムラタイガー（17牡鹿 トゥザグローリー）１勝，���１勝
サブノタマヒメ（18牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）	10 勝�，ノトキリシマ賞
（Ｄ1500），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500），金沢プリンセスＣ（Ｄ1400），金沢ヤ
ングＣｈ（Ｄ1700）２着，サラブレッド大賞典（Ｄ2000）３着

カシノスコフィルド（19牡栗 ＊ケープブランコ）�出走
ツリーブランコ（20牝栗 ＊ケープブランコ）�
出走

２代母 アイリッシュピース（00栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
アスターピース（09牡 キングカメハメハ）２勝，有松特別，舞子特別３着，�３勝
ナムラアン（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，都大路Ｓ‐L，白百合Ｓ‐OP ２着，

飛鳥Ｓ，遠州灘特別，あやめ賞，etc.

３代母 アイリッシュダンス（90鹿 ＊トニービン）９勝，新潟記念‐Jpn3，新潟大賞典
‐Jpn3，オールカマー‐Jpn2 ２着，ニューイヤーＳ‐OP，ノベンバーＳ，etc.
アグネスシラヌイ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，天の川Ｓ，三木特別，ストー

クＳ２着，etc.
エメラルドアイル（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，忘れな草賞‐OP ３着，春日

特別，不知火特別，etc.
ハーツクライ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，有馬記念‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn2，etc.，

GB・UAE１勝，ドバイシーマクラシック‐G1，etc.，優古牡，種牡馬
オメガアイランド（02牝 ＊エルコンドルパサー）入着

オメガハートランド（09牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐G3，ターコ
イズＳ‐L ２着，くるみ賞３着

オメガハートロック（11牝 ネオユニヴァース）２勝，フェアリーＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

529 カイテキセレブ２０２１ �・芦 １／３１

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenカイテキセレブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アイリッシュピース栗 2004 アイリッシュダンス

＊ビユーパーダンス 6a
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 カネトシフェアリー（13鹿 ＊ワークフォース）��入着�
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 マルカフローリアン（01鹿 ＊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
マルカゴクウ（07牡 ＊グラスワンダー）１勝
レッドクラーケン（10牡 メイショウサムソン）１勝，呼子特別３着，�２勝
イマスグキスミー（11牝 ジャングルポケット）１勝，つわぶき賞３着

トンデコパ（18牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝�３勝��，フルールＣ２着
スモーキーナイト（12牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝��
フロリアヌス（15牡 ローエングリン）２勝，��１勝��１勝
オメガドラゴン（17牡 ＊タートルボウル）入着５回，��３勝

３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，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
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，etc.
アルマフローラ（08牝 ハーツクライ）２勝，陣馬特別２着，調布特別２着

４代母 イェーツィナYeatsina（84 AUS黒鹿 Yeats）AUS１勝
［子］ プレジナ Presina（92牝 Prego）AUS６勝，ATC P. J. Bell H‐L，BRCD

oomben Slipper S‐L，BRC Sir Douglas Wadley H‐L，etc.
［孫］ ダンデラーゴDan De Lago（05牡 Encosta De Lago）SAF５勝，ゴー

ルドサークルダービー‐G2，デイリーニューズ２０００‐G1 ２着，ロン
ドンニューズＳ‐G3 ３着，種牡馬

ブリンダベラ Brindabella（00 牝 Bellotto）AUS７勝，ＭＲＣハウナウＳ
‐G3，SAJC Classic Mile‐L，SAJC O. J. Smith Challenge S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 北俣 牧夫＝浦河町瑞穂 �0146-25-2271
生 産 牧 場： 北俣 牧夫
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

530 カネトシフェアリー２０２１ 牡・鹿 ４／１４

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
�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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonカネトシフェアリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカフローリアン鹿 2013 ＊セトフローリアンⅡ

4m
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ガリカローズ（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－５（12）〕
ナガラフラワー（12牝鹿 ダンスインザダーク）４勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，タンザ

ナイトＳ‐OP（芝 1200）２着，エルフィンＳ‐OP（芝 1600）２着，彦根Ｓ
（芝 1200），甲東特別（芝 1600），道頓堀Ｓ（芝 1200）２着，タイランドＣ
（芝 1400）２着，淀屋橋Ｓ（芝 1200）３着，糺の森特別（芝 1800）３着

トルシュローズ（13牝栗 ＊アグネスデジタル）２勝，おおぞら特別（Ｄ1000）３着
ロックイット（14牡黒鹿 ナカヤマフェスタ）�３勝��
スカーレットベルン（15牝鹿 ヴァーミリアン）�２勝��入着２回
メイショウミチノク（16牝芦 ＊ダンカーク）�１勝，�３勝
ナガラローズ（17牝鹿 ブラックタイド）�３勝
カンノンアラシ（18牡鹿 ワールドエース）��１勝��入着

２代母 ＊カイロローズ（01 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
ワンダーバイファル（11牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝
メイショウカマクラ（13牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，西湖特別，��２勝�２勝

３代母 インシニュエイト Insinuate（96 USA栗 Mr. Prospector）GB１勝，Swin
ley S‐L，Fern Hill S‐L ３着
ストロングホールド Stronghold（02 牡 ＊デインヒル）GB５勝，シュプリームＳ

‐G3，Paradise S‐L，ハンガーフォードＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬
インディケイション Indication（03牝 Sadler's Wells）GB１勝

ラニーミード Runnymede（16� Dansili）�FR・GER・ITY７勝，カルロヴィ
ッタディーニ賞‐G3，Rottgen Cup‐L，マイレントロフィ‐G3 ２着

テイクザヒント Take The Hint（06 牝 Montjeu）GB・FR２勝，Pretty Polly S‐L
コンヴェイ Convey（12� Dansili）GB・HKG４勝，ウィンターダービー‐G3，

Pomfret S‐L，ジョンオヴゴーントＳ‐G3 ２着，etc.

４代母 オールアトシー All At Sea（89 USA栗 Riverman）GB・FR５勝，ムーラン
ドロンシャン賞‐G1，ミュージドラＳ‐G3，Pretty Polly S‐L，英オークス
‐G1 ２着，ヨークインターナショナルＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 神野 生男＝鹿児島県日置市 �099-292-3524
生 産 牧 場： 神野 生男
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

531 ガリカローズ２０２１ 牡・鹿 ５／ ３
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲
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� タイキシャトル
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�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomガリカローズ
＊ Sadler's Wells

��
��
�カイロローズ鹿 2008 Insinuate

8h
Northern Dancer M4×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ガーデニア（13 FR鹿 Galileo）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ララサンスフル（18牝黒鹿 ハーツクライ）�１勝
ブルーブルースカイ（20牝黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 グドテロワールGout de Terroir（04 USA栗 Lemon Drop Kid）USA１勝
イルーシヴケイト Elusive Kate（09 牝 Elusive Quality）GB・FR・USA７勝，マ

ルセルブサック賞‐G1，ファルマスＳ‐G1，ロートシルト賞‐G1（２回），カル
ヴァドス賞‐G3，P. Six Perfections‐L，etc.

ダックスドックDucks Dock（10� Mineshaft）USA３勝
ガリスGallice（12 牝 Fuisse）FR入着

ティックトックフェイマス Tik Tok Famous（18牝 Belardo）�USA２勝，
Miss Gracie S２着，Cellars Shiraz S３着

３代母 リーガルステイト Regal State（83 USA栗 Affirmed）FR２勝，モルニー賞
‐G1，ジャックルマロワ賞‐G1 ２着，サラマンドル賞‐G1 ２着，アスタルテ賞
‐G2 ４着，グロット賞‐G3 ４着，etc.
ハリケインステイト Hurricane State（94 牡 Miswaki）GB・FR・ITY・USA２勝，

エクリプス賞‐G3，クリテリヨムドドゥーザン‐G2 ３着，種牡馬
プレザントリーパーフェクト Pleasantly Perfect（98 牡 Pleasant Colony）USA・

UAE９勝，ドバイワールドＣ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，パシフィッククラシ
ック‐G1，サンアントニオＨ‐G2，米グッドウッドＨ‐G2（２回），etc.，種牡馬

ハイクレアメモリーHighclere Memory（00牝 Cryptoclearance）GB出走
ベアメモリーBear Memory（08牝 Skip Away）CAN２勝
グリークジャスティスGreek Justice（14 牝 Sky Conqueror）CAN２勝，
Ontario Damsel S‐R ２着

スワッガースティック Swagger Stick（01� Cozzene）GB・USA４勝，スターズ
＆ストライプスターフＨ‐G3 ３着，USA障害３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

532 ガーデニア２０２１ �・鹿 ２／２５
＊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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�
�
�
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�
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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

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaガーデニア グドテロワール Lemon Drop Kid

��
��
�Gout de Terroir鹿FR 2013 Regal State

16a
Halo S4×S5 Lyphard S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 カラマンシー（12栗 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
オセアジェネシス（20牡栗 ＊バゴ）�未出走

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.

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： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
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

533 カラマンシー２０２１ 牡・栗 ２／２６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルカラマンシー
＊ Green Desert

��
��
�ローズジプシー栗 2012 Krisalya

7a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キタサンスズラン（07黒鹿 ＊アルカセット）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（16）〕
フェスティヴムード（13牝黒鹿 メイショウボーラー）�１勝�２勝�入着
ミコタマ（14牝黒鹿 フリオーソ）���６勝�２勝
スティールグレート（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）��４勝�入着，知床賞
（Ｄ1400）２着，栄冠賞（Ｄ1200）２着

ラニボーイ（19牡鹿 ＊ラニ）��１勝

２代母 キタサンヒボタン（99黒鹿 フジキセキ）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，フィ
リーズレビュー‐Jpn2 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，すずら
ん賞‐OP，新潟日報賞
キタサンユキ（05牝 ＊マリエンバード）１勝
キタサンオリュウ（06牝 ＊マリエンバード）入着２回

ニシノアンジュ（12牝 キングヘイロー）入着６回，稲光特別２着，郡山特別２
着，�３勝

キタサンプリティー（09牝 ＊アルカセット）��３勝
ダイリュウビーナス（11牝 ディープスカイ）��２勝

３代母 キタサンクイン（84黒鹿 ＊ロジンスキー）��４勝，東京プリンセス賞３着
キタサンテイオー（90牡 ＊サウスアトランテイツク）１勝，朱鷺Ｓ‐OP ２着，etc.，

��５勝，全日本３歳優駿，平和賞，etc.
キタサンフドー（94牡 サクラホクトオー）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小

倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，河北新報杯，etc.
キタサンヒメ（97牝 ＊カコイーシーズ）��３勝

キタサンサジン（12牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，コーラルＳ
‐L ３着，etc.，障害１勝，��１勝，東京スプリント‐Jpn3

キタサンチャンネル（98牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，
米子Ｓ‐L，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

キタサンミラージュ（00牝 ＊ジェイドロバリー）入着３回，�１勝���
キタサンツバサ（09牡 ＊アジュディケーティング）��４勝	入着２回�，クラ

ウンＣ，由布岳賞２着

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

534 キタサンスズラン２０２１ �・黒鹿 ３／ ４
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナキタサンスズラン フジキセキ

��
��
�キタサンヒボタン黒鹿 2007 キタサンクイン

＊種道 22
サンデーサイレンス S4×M4 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 キョウワエステル（13鹿 ＊プリサイスエンド）３勝
初仔

２代母 キョウワモンロー（99黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
バニラアイス（05牝 フジキセキ）�４勝
ブレークダンス（06牝 ダンスインザダーク）�６勝
キョウワブリット（08牡 マヤノトップガン）�３勝�５勝
タイセイマスタング（09牡 ゴールドアリュール）４勝，舞浜特別，矢作川特別２着，

�３勝�４勝，大淀川賞，志布志湾賞，水無月賞３着，etc.
キョウワマロン（11牝 ゴールドアリュール）�６勝��６勝

３代母 ＊プティットイル（86 IRE 鹿 ＊イルドブルボン）GB・IRE・USA６勝，愛セン
トレジャー‐G1，ゴールデンゲイトＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Yerba Buena
H‐L，Oaks Trial‐L，etc.
ブオウ（96牡 ＊トニービン）５勝，ＳＴＶ杯，八雲特別，天童特別，etc.
アサカプティット（98牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

ファイナルヘヴン（05牝 ダンスインザダーク）�６勝
ダンスヘイロー（17牡 キングヘイロー）�２勝，中京ペガスターＣ３着

キョウワダッフィー（08牡 キングカメハメハ）７勝，栗東Ｓ‐L，ポラリスＳ‐L，
プロキオンＳ‐G3 ２着，etc.

キョウワランサー（11牡 ゴールドアリュール）２勝，響灘特別３着
アサカディオネ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，伊万里特別２着

キョウワオーシャン（00牝 ＊コマンダーインチーフ）�５勝
ローレルエナジー（09牡 ＊スクワートルスクワート）１勝，伏拝特別３着，はな

のき賞３着
シャウトライン（04牡 ＊スクワートルスクワート）６勝，バーデンバーデンＣ‐L，淀

短距離Ｓ‐L ２着，バーデンバーデンＣ‐L ３着，etc.

４代母 エイシズフルAces Full（75 USA鹿 Round Table）USA１勝
［子］ アンティユ Antilles（91 牝 ＊デインヒル）FR４勝，P. de la Pepiniere

‐L ２着，P. de la Cochere‐L ２着，P. Madame Jean Couturie
‐L ２着，etc.

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

535 キョウワエステル２０２１ 牡・鹿 ３／１１

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyキョウワエステル ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�キョウワモンロー鹿 2013 ＊プティットイル

9b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンデュナミス（11黒鹿 ダンディコマンド）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
マリノドレッシー（19牝青鹿 サムライハート）��出走
ブーケファロス（20牡鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 シルクドレスアップ（01黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着４回
シルクドレッシー（07牝 ＊キンググローリアス）�２勝
ミスグロリアス（08牝 ＊キンググローリアス）１勝，�２勝���

３代母 ＊ノンダムール（88 USA鹿 The Minstrel）USA入着３回
アンコールアムールEncore Amour（93 牝 Affirmed）不出走

アファームドトルース Affirmed Truth（06 牝 Proudest Romeo）USA３勝，
RainbowMiss S‐R，Richland Hills S３着

マーベラスウーマン（97牝 Woodman）入着
マーベラスカイザー（08牡 マーベラスサンデー）２勝，京都２歳Ｓ‐L，障害３

勝，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2 ２着，etc.
シルクアムール（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

シルクドルフィン（06牡 マーベラスサンデー）２勝，���入着３回，あすな
ろ賞３着

４代母 パドノン Pas de Nom（68 USA黒鹿 Admiral's Voyage）USA９勝，ジャ
スミンＳ，シーショアＳ，ヴァージニアベルＳ，バーバラフリッチーＨ‐G3 ２着，
ミスウッドフォードＳ２着，etc.
［孫］ ロードオヴザナイト Lord of the Night（83 牡 Lord Avie）USA11 勝，

アケダクトＨ‐G3，トボガンＨ‐G3，ウェストチェスターＨ‐G3，etc.，
種牡馬

［曾孫］ ムブヒージMubhij（93 牡 Mujtahid）GB３勝，コーンウォリスＳ‐G3，
Roses S‐L，フライイングチルダーズＳ‐G2 ２着，etc.

アイスソレイター Icesolator（06� One Cool Cat）GB・HKG６勝，
Sandown National S‐L，グリーナムＳ‐G3 ３着，Internation
al Trial S‐L ３着，etc.

フィンク Fink（11 牡 Phoenix Tower）IND10勝，Bangalore Juvenile
Million‐LR，Mysore 2000 Guineas‐LR ３着

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000

536 クラウンデュナミス２０２１ �・鹿 ２／２０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellサムライハート ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2002 ダイナカール

ニホンピロウイナー

�
�
�
�
�

��
��

�ダンディコマンド ダイナスワツプスクラウンデュナミス ＊ブライアンズタイム

��
��
�シルクドレスアップ黒鹿 2011 ＊ノンダムール

7a
Hail to Reason S4×M5 ノーザンテースト S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 クラウンハンター（13栗 ＊ケイムホーム）�４勝��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ラコンテ（19牝栗 イスラボニータ）��２勝
ボイド（20牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�地方未出走

２代母 レインボーロマンス（01鹿 エアジハード）３勝
レインボーヒロイン（11牝 ＊デビッドジュニア）�４勝�１勝�３勝
ウインスペクトル（12牡 ＊チーフベアハート）４勝，皿倉山特別，萬代橋特別，グリ

ーンＳ３着，南武特別３着
トミノヴェール（15牝 アドマイヤムーン）��５勝��３勝	５勝

３代母 ＊クローズイン（85 USA鹿 Fappiano）USA４勝，Holly S‐L，Sunrise S
，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ４着
レイディスナード Lady Snerd（90牝 Chief's Crown）USA２勝

ゴメスメライズGomezmerize（97 牡 Cutlass Reality）USA４勝，Alamed
a County Futurity‐R，Haggin S‐L ３着

ミスニコリーMiss Nicolie（00 牝 Walter Willy）USA１勝，Generous Por
tion S‐R，Cover Gal S‐R ２着
レポ Repo（07牝 In Excess）USA３勝，Landaluce S‐L，California B
reeders' Association S‐R，Manhattan Beach S２着，etc.

４代母 リモートルーラー Remote Ruler（77 USA鹿 King Emperor）USA３勝，ゴ
ールデンロッドＳ‐G3，New Hope S，Magnolia S２着，Holly S２着，
Cicada S３着
［曾孫］ ミスターネダウィMr.Nedawi（04 牡 Nedawi）ARG・BRZ・URU16勝，

ダルドローチャ大賞‐G1（２回），パラナ大賞‐G1，ベルグラーノ将
軍賞‐G2，etc.，種牡馬

マッハグローリーMach Glory（04 牡 Honour and Glory）USA・ARG
２勝，ＣＥジュヴェナイル‐G1，亜グランクリテリウム‐G1 ２着

イルピントゥリッキオ Il Pinturicchio（05
 Edgy Diplomat）CHI19 勝，
フェルナンドＭボルデウ賞‐G2，セレクシオンデベロシスタス賞
‐G2，チリグランハンデ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲賀張中川牧場＝日高町賀張 �01456-5-2662
生 産 牧 場： ㈲賀張中川牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

537 クラウンハンター２０２１ 牡・栗 ４／ ４
＊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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayクラウンハンター エアジハード

��
��
�レインボーロマンス栗 2013 ＊クローズイン

2c
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 グランオマージュ（03青 ＊サンデーサイレンス）２勝，フィリピンＴ（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（17）〕
サダムロードショー（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，鳴滝特別（芝 2200）３着，

西郷特別（芝 1800）３着
ミッキーサムソン（11牡鹿 メイショウサムソン）�２勝
グランフィーユ（14牝青 ＊ケイムホーム）��５勝
グランシュマン（15牡黒鹿 ルーラーシップ）��３勝��５勝�１勝
シゲルカセイ（17牡栗 ＊タートルボウル）�１勝
スペランツァチャム（18牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�

２代母 ＊ジョリーザザ（91 IRE 鹿 Alzao）FR４勝，P. Occitanie‐L
ユーロウインド（97牡 Caerleon）４勝，平尾台特別，唐津特別２着，露草賞３着
タイムパラドックス（98牡 ＊ブライアンズタイム）10勝，ジャパンＣダート‐Jpn1，etc.，

��３勝�１勝�１勝�１勝	入着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1（２回），
帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬

タイムトラベリング（04牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
タイムフライヤー（15牡 ハーツクライ）５勝，ホープフルＳ‐G1，エルムＳ

‐G3，萩Ｓ‐LR，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ
‐G3 ２着，etc.，���出走

３代母 ボールドレイディ Bold Lady（74 FR栗 ＊ボールドラツド）FR３勝，P. de l
a Seine２着，P. Herod３着
ペイパ－ム－ン Papermoon（81牝 Troy）FR１勝，P. des Belles Filles‐L，P.

de Strasbourg‐L ３着
ヘロービル Hello Bill（82 牡 ＊ベリフア）FR・USA２勝，クリテリヨムドサンクル

ー‐G2 ２着
ラヴェンダ－ミスト Lavender Mist（83 牝 Troy）GB・GER２勝，Ballymacoll

Stud S‐L，トラーヴェミュンデカジノ賞‐G3 ４着
スティ－マ－ダック Steamer Duck（88牡 Bering）FR・GER・ITY・AUS２

勝，伊グランクリテリウム‐G1，種牡馬
＊ローラローラ（85牝 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着

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

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
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

538 グランオマージュ２０２１ 牡・栗 ４／１３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellグランオマージュ
＊ Alzao

��
��
�ジョリーザザ青 2003 Bold Lady

14
Hail to Reason S4×M4 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グランシャルム（09栗 Dylan Thomas）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
メヒティヒ（15牝栗 ＊ノヴェリスト）�１勝�１勝�１勝
スペシャルボス（16牡黒鹿 グランプリボス）��出走��２勝�５勝�
トゥーナドリーム（17牝栗 ヴィクトワールピサ）��	入着２回
グランドライン（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�１勝，芙蓉Ｓ‐OP（芝 2000）２着，葉

牡丹賞（芝 2000）３着
カルンウェナン（20牡黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊ロイヤルファンタジー（00 GER栗 Monsun）FR・GER・ITY４勝，独セント
レジャー‐G2，フランクフルトトロフィ‐G3，Grosser Stutenpreis von Bremen
‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，モーリスドニュイユ賞‐G2 ２着，etc.

＊ミッションモード（07牡 Galileo）３勝，葉牡丹賞，支笏湖特別２着，晩秋特別２着，
習志野特別２着，阿寒湖特別３着，etc.

ロイヤルジレンマ（13牡 ステイゴールド）入着，�６勝，黒潮菊花賞２着
ミッキーロイヤル（14牡 ディープインパクト）１勝，新緑賞２着，
１勝
ロイヤルバースデー（15牡 ステイゴールド）入着，
１勝�	
トゥオトゥオ（18牡 ミッキーアイル）��１勝�１勝

３代母 ルドルフィナRudolfina（92 CAN黒鹿 Pleasant Colony）GER４勝

４代母 ロベルティナ Robertina（84 USA黒鹿 Roberto）USA７勝，Monty Levin
e Classic H，Sixty Sails H２着，Bayou H２着
［孫］ フーズアップWho's Up（07牡 Graeme Hall）USA３勝，ジェネラスＳ‐G3
［曾孫］ エイジーウォリアー A ZWarrior（08 牝 Bernardini）USA２勝，フリゼ

ットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1 ３着，ソレントＳ‐G3 ２着
ジョージョーウォリアー JojoWarrior（11 牝 Pioneerof the Nile）USA
３勝，サマータイムオークス‐G2，トーリーパインズＳ‐G3，コティ
リオンＳ‐G1 ３着，etc.

イージーウォリアー E ZWarrior（04 牡 Exploit）USA３勝，ハリウッ
ドジュヴェナイルＣｈ．‐G3，SanMiguel S‐L，キングズビショ
ップＳ‐G1 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

539 グランシャルム２０２１ 牡・栗 ４／１６
＊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

ディラントマス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dylan Thomas Lagrionグランシャルム
＊ Monsun

��
��
�ロイヤルファンタジー栗 2009 Rudolfina

2d
His Majesty M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ゴールドフェスタ（08 USA黒鹿 Medaglia d'Oro）�入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（18）〕
セクシーセディー（13牝鹿 スズカマンボ）�１勝�２勝��５勝
デフィ（14牡鹿 ＊タートルボウル）１勝
ラストマンボ（16牝黒鹿 スズカマンボ）��１勝�２勝
ゴールドハイウェイ（17牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝
スティールフェスタ（18牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��６勝�入着２回
モモサン（19牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
リワードノンノ（20牝芦 レッドファルクス）�地方未出走

２代母 フェスティバル（99鹿 ＊アサティス）２勝，�２勝��，北海道２歳優駿
‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，USA１勝，ダリアＨ‐G3

＊トゥービーハッピー（10牝 Bernardini）��４勝
ハヤブサザムライ（14牡 ＊サウスヴィグラス）�９勝��３勝�１勝
テイクユアハート（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��３勝	１勝�
ハクナマタタ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，�３勝�入着��
スティールストーム（18牡 ＊シニスターミニスター）��２勝��３勝

３代母 ノースケープ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）出走
バーナードスター（92牡 ＊アサティス）４勝，清里特別２着，霞ケ浦特別２着，セン

トポール賞３着，etc.
オーバーラップ（94牡 サツカーボーイ）
13 勝�３勝���，中津大賞典，中津記

念２着
タマモノンストップ（96牡 ＊アサティス）４勝，吹田特別，久留米特別，鷹取特別２

着，etc.
スリーケープ（97牝 ＊ミシル）１勝

スリーオリオン（05牡 ＊オペラハウス）５勝，万葉Ｓ‐L ３着，日本海Ｓ，恋路
ケ浜特別，etc.

サントシエロ（98� ＊アサティス）２勝，千歳特別３着，	２勝

４代母 イーグランド（72鹿 ＊ヴエンチア）２勝
［子］ カリスタカイザー（83牡 ＊ノーザリー）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，京成杯

３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�９勝��入着

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

540 ゴールドフェスタ２０２１ �・黒鹿 ４／２３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayゴールドフェスタ ＊アサティス

��
��
�フェスティバル黒鹿USA 2008 ノースケープ

＊アマリテユード 2f
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 キュイキュイ（14栗 ＊ハービンジャー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 スナップショット（00鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�１勝
ジュドポーム（09牝 ＊ロージズインメイ）入着３回，�２勝�
リコルディ（11牡 カンパニー）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，マイラーズＣ‐G2 ３着，谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬
スケッチ（13牝 カンパニー）�４勝
ヴィグール（15牝 ＊クロフネ）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.
ガンアンドローズ（98牝 フジキセキ）５勝，月岡特別，栃尾特別，戎橋特別，etc.

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，etc.

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： ㈲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

541 キュイキュイ２０２１ 牡・鹿 １／２９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlキュイキュイ ＊サンデーサイレンス

��
��
�スナップショット栗 2014 ＊ルフィーラ

21a
Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グレースローラ（12栗 ＊アサクサデンエン）�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
カガヤキファイター（19牡栗 トゥザグローリー）��４勝�
メイプルマロン（20牝栗 トゥザグローリー）�地方未出走

２代母 リンダムーン（04鹿 ＊リンドシェーバー）１勝
ローエンベルン（14牝 ローエングリン）�１勝�入着
フライオールデイズ（15牡 スペシャルウィーク）入着，�８勝��

３代母 グレースシラオキ（84黒鹿 ＊ノノアルコ）３勝，根岸Ｓ‐Jpn3，信濃川特別２
着，��２勝
スーパーグラント（91牡 ＊ミルジヨージ）４勝，岩室特別，伊達特別，越後Ｓ２着，etc.
グレースアストリア（93牝 ＊メンデス）不出走

マイネマスカレード（01牝 ＊ウォーニング）２勝
ニナガワルフィー（13牡 マツリダゴッホ）�１勝，九州ジュニアＣｈ３着

スーパーマクレガー（94牡 ＊ミルジヨージ）１勝，白河特別，帆柱山特別２着，ＮＳ
Ｔ賞２着，etc.，�４勝�入着

スーパーウインザー（98牡 ダンスインザダーク）１勝，春菜賞，寒竹賞３着，	
１勝

４代母 ニツコーテスコ（77黒鹿 ＊テスコボーイ）３勝
［子］ カズノシラオキ（90牝 ニツポーテイオー）４勝，セントウルＳ‐Jpn3 ３

着，摩周湖特別，ＴＶｈ賞，etc.
スーパーオリンピア（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，柏崎特別２着，�
１勝�入着

カズノウイナー（91牡 マルゼンスキー）１勝，サルビア賞３着
［孫］ ブレーブティック（98牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，弥彦特別２着，ホ

マレボシメモリアル２着，堀川特別３着，障害１勝

５代母 カツプスタン（69鹿 ＊ヒンドスタン）不出走
［子］ ダイエーカン（75牡 ＊ボールドリツク）３勝，紫野特別，吹田特別，�４勝
［孫］ ユキノアイドル（85牝 アローエクスプレス）２勝，越後特別

モガミシラオキ（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，北洋特別２着，なでし
こ賞３着，かきつばた賞３着，etc.，	
２勝�

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

542 グレースローラ２０２１ �・黒鹿 ５／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサデンエン ＊ホワイトウォーターアフェアグレースローラ ＊リンドシェーバー

��
��
�リンダムーン栗 2012 グレースシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 クールビューティー（15鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヒマラヤキャット（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��入着５回
ハチミツプリン（20牝栗 ビッグアーサー）�出走

２代母 チアズグレイス（97鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，コスモス賞
‐OP，etc.，優３牝
チアズガディス（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

ダンツアトラス（10牡 ＊バゴ）２勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，御在所特別３着，
五泉特別３着

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

メイショウカガリビ（06牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
メイショウセイカ（07牝 ＊クロフネ）不出走

ルックスマート（15牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１戦２
着，調布特別３着，陣馬特別３着

メイショウチルチェ（08牝 キングカメハメハ）入着
サイモンジルバ（15牝 ＊タートルボウル）２勝，�３勝���

テーオーフェアリー（09牝 キングカメハメハ）１勝，�５勝
テーオーダンケルク（16牡 ＊ダンカーク）２勝

メイショウクローバ（11牝 メイショウサムソン）３勝
デンコウグロリアス（14牡 ＊エンパイアメーカー）��９勝�入着

３代母 チアズフラワー（90鹿 Al Nasr）出走
チアズシュタルク（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，毎日杯‐Jpn3，共同通信杯

‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3 ２着
チアズフィアレス（02牝 ＊フォーティナイナー）出走

トロンボーン（10牝 アグネスタキオン）出走
ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝�入着３回，金沢ヤングＣｈ３着

４代母 ＊デュカイナ（81 IRE 鹿 Northfields）GB・IRE１勝，Strensall S‐L ３着
［孫］ ダラワールDarawar（92 牡 Shernazar）FR１勝，P. Ridgway‐L ２着

販売申込者・所有者： �ニンバスファーム＝新ひだか町三石歌笛 �080-4537-9753
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

543 クールビューティー２０２１ �・栗 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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaクールビューティー ＊サンデーサイレンス

��
��
�チアズグレイス鹿 2015 チアズフラワー

＊デュカイナ 21a
Nureyev S3×M5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 クリノメダリスト（06栗 ステイゴールド）１勝，駒ケ岳特別（芝 2600）２着，金山
特別（芝 2200）２着，北海Ｈ（芝 2600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
クリノサンシャイン（17牝鹿 ＊ベーカバド）�入着，�３勝�

２代母 リンダトリアーノ（98栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝
バシケーン（05牡 シルクジャスティス）障害３勝，中山大障害‐JG1，優障害
ブラボークリチャン（09牝 タヤスツヨシ）�１勝�10 勝
テクマクマヤコン（10牝 ソングオブウインド）��１勝�６勝�入着２回
エイユーイーグル（17牝 アサクサキングス）��２勝�

３代母 ミスコンテスト（90黒鹿 ＊リアルシヤダイ）不出走
カイシュウキング（97牡 ＊アフリート）３勝，山吹賞２着

４代母 ＊コンカロ（81 USA芦 Caro）USA１勝
［子］ コンタクト（96牡 ＊ジェイドロバリー）６勝，ファイナルＳ‐OP ２着，オ

ーロＣ‐OP ３着，渡月橋Ｓ，etc.
コンクラーベ（91牝 アンバーシヤダイ）４勝，紅梅賞‐OP ３着，不知火
特別，長良川特別２着，etc.

コンフィデンス（92牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，相馬特別，きんせんか
賞，渡利特別３着

［孫］ コンコルディア（01牝 フジキセキ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐Jpn1 ３着，淀短距離Ｓ‐L ２着，カンナＳ‐OP，etc.

ピエナファンタスト（06牡 ジャングルポケット）４勝，オーロＣ，青嵐賞
チュウワプリンス（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，ホンコンＪＣＴ，精
進湖特別３着，信濃川特別３着

エビスグレイト（10	 ハーツクライ）２勝，松戸特別２着，福島放送賞２
着，初風特別３着，etc.，�４勝�入着�

コンプトゥス（05牡 ジャングルポケット）１勝，石狩特別２着，臥牛山特
別２着，知床特別３着，�２勝

［曾孫］ ペイシャモンシェリ（11牡 ショウナンカンプ）５勝，京葉Ｓ‐LR ２着，
アクアラインＳ，春風Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �090-3468-0027
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

544 クリノメダリスト２０２１ 牡・鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュクリノメダリスト ＊ロドリゴデトリアーノ

��
��
�リンダトリアーノ栗 2006 ミスコンテスト

＊コンカロ 23b
サンデーサイレンス S3×M3 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 グレイスファミリー（06栗 タニノギムレット）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（７）〕
ヴィラネス（11牝栗 オンファイア）�２勝
ジョヴィアル（12牝栗 サクラプレジデント）入着，�２勝
アヴァント（14牡栗 ジャングルポケット）３勝，��１勝��
ヴォーティブ（15牝栗 トーセンホマレボシ）入着２回，�１勝
ヴァロリザー（16�黒鹿 スペシャルウィーク）入着，��入着２回�入着
アヴェイル（17牝黒鹿 フェノーメノ）入着２回，��入着３回�１勝�入着��
コンヴェクトル（18牡鹿 ディープブリランテ）入着，��出走��入着
プレヴィア（19牡黒鹿 シルバーステート）�入着
ゼロディフェクト（20牡栗 イスラボニータ）�未出走

２代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
プリンセスカメリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3
３着，きんもくせい特別，優２牡

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

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，鷹巣山特

別，古町特別，etc.
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.
バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，

秋川特別，幕張特別，多摩川Ｓ３着，etc.

３代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ‐Jpn1
（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優短距，種牡馬

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

545 グレイスファミリー２０２１ �・栗 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルグレイスファミリー サクラユタカオー

��
��
�ラトラヴィアータ栗 2006 サクラハゴロモ

4m
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 クロカミノマイ（07黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ミヤギノマイ（15牝黒鹿 スペシャルウィーク）��１勝
ヤマノミドリ（19牝鹿 リオンディーズ）��出走�１勝
ホネマデアイシテ（20牝鹿 レッドファルクス）�地方未出走

２代母 エリモハスラー（88黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
エリモハート（96牝 ＊ドクターデヴィアス）１勝
エリモハリアー（00� ＊ジェネラス）９勝，函館記念‐Jpn3（３回），巴賞‐L，オー

ルカマー‐G2 ３着，金鯱賞‐Jpn2 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.

３代母 ＊デプグリーフ（74 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
パッシングサイアー（79牡 ＊ゲイサン）４勝，菊花賞２着，白百合Ｓ‐OP，葵賞，etc.
パッシングパワー（83牡 ＊ゼダーン）７勝，金鯱賞‐Jpn3，ＵＨＢ杯‐OP ２着，醍

醐特別，etc.，種牡馬
エリモシユーテング（84牝 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP

エリモシック（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，秋
華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.

エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬
Ｓ‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳
Ｓ‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.

クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京
成杯オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.

レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋
記念‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.

サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ
‐G2 ２着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.

ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L
３着，新緑賞，ライラック賞２着，etc.

エリモフローレンス（90牝 ＊イルドブルボン）不出走
エリモダンディー（94牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，日経新春杯‐Jpn2，京阪

杯‐Jpn3，京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 沖田 哲夫＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2858
生 産 牧 場： 沖田 哲夫
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

546 クロカミノマイ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousクロカミノマイ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�エリモハスラー黒鹿 2007 ＊デプグリーフ

9f
Halo S4×S5 Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ゲラウトマイウエイ（04鹿 ＊スキャターザゴールド）入着３回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ワイルドゲッツ（09牝栗 ＊ワイルドラッシュ）�１勝

エクスパートラン（15牡 ステイゴールド）�４勝，オークランドＲＣＴ，灘Ｓ
２着，フィリピンＴ２着

ホワイトウィングス（14牝芦 フサイチリシャール）�４勝��４勝，古伊万里賞
（Ｄ1800），佐賀オータムスプリント（Ｄ1400）３着

マリアッチ（18牡鹿 ワールドエース）���１勝

２代母 ＊ムヒバー（92 USA鹿 Dayjur）IRE 入着５回
サスライノテイオー（06牡 トウカイテイオー）入着，��１勝
マグネイト（10� ダイワメジャー）入着，��１勝�３勝

３代母 ユーロバード Eurobird（84 IRE 栗 Ela‐Mana‐Mou）GB・FR・IRE４勝，愛
セントレジャー‐G1，ブランドフォードＳ‐G2，Phoenix Oaks Trial‐L，愛
オークス‐G1 ３着，愛セントレジャー‐G1 ３着，etc.
ユーロストーム Eurostorm（90牝 Storm Bird）IRE・USA４勝，Brownstown S

tud S‐L，Diamond S‐L，Locust Grove H‐L ２着，etc.
ゴールデンキャットGolden Cat（95 牝 Storm Cat）IRE１勝，Mitsubishi Diam

ond Vision S‐L ３着
パンパスキャット Pampas Cat（05 牡 Seeking the Gold）GB２勝，Fairw

ay S‐L ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
ビッグバウンド Big Bound（06牡 Grand Slam）GB・FR・UAE・SAU７勝，

サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ２着，Fairway S‐L ３着
パウンスト Pounced（07牡 Rahy）GB・FR・USA２勝，ＢＣジュヴェナイル

ターフ‐G2，ジャンリュクラガルデール賞‐G1 ２着，種牡馬
ガーデンソサイエティGarden Society（97� Caerleon）GB７勝，Chester S

‐L ３着
ボーモア Bowmore（99� ＊デザートキング）IRE２勝，Oyster S‐L，Ballyro

an S‐L ３着，Challenge S‐L ３着，IRE障害１勝
ウィングイクスプレスWing Express（04 牡 Montjeu）GB・FR・AUS２勝，Ba

hrain Trophy‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-6777
生 産 牧 場： ㈲キヨタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

547 ゲラウトマイウエイ２０２１ 牡・栗 ５／ ２
＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyゲラウトマイウエイ
＊ Dayjur

��
��
�ムヒバー鹿 2004 Eurobird

8c
Mr. Prospector M3×M5 Danzig S4×M4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ゲルズ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ウルズ（18牝栗 ＊ヘニーハウンド）��３勝��
クラトスマッハ（19牡黒鹿 ベルシャザール）�地方未出走
スエヒロイナズマ（20牝鹿 レインボーライン）�未出走

２代母 タケカワルキューレ（02鹿 ダンスインザダーク）３勝，醍醐特別，秋元湖特別，
対馬特別２着，萌黄賞２着，南港特別３着
コウエイレディー（10牝 タニノギムレット）１勝
シュンノカミ（14牡 ＊パイロ）１勝，���１勝�１勝
シズカマナカ（16牝 ジャングルポケット）���６勝�２勝

３代母 イセスズカ（82青鹿 マルゼンスキー）１勝
スエヒロザクラ（89牝 ＊ミシシツピアン）３勝，萌黄賞３着
スエヒロジョウオー（90牝 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，き

んせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小

倉大賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着
マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日
杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，etc.，障害１勝

イナズマローレル（01牝 ＊ピルサドスキー）３勝，檜原湖特別，ＴＶｈ賞３着
アルマワイオリ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1 ２着，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，etc.

スエヒロスター（92牝 ＊マジックマイルズ）２勝，れんげ賞２着
コウエイテンカイチ（95牡 メジロライアン）４勝，ききょうＳ‐OP ２着，三木特別，

ゆきやなぎ賞，etc.，障害２勝

４代母 サリユウエイシヨン（69黒鹿 ＊インフアチユエイシヨン）１勝
［孫］ マーベラスタイマー（94牡 ＊モガミ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，ＡＲ共和

国杯‐Jpn2，迎春Ｓ，etc.
シマノヤマヒメ（89牝 ＊コリムスキー）５勝，中京記念‐Jpn3，妙見山Ｓ，etc.，
��３勝，東京プリンセス賞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

548 ゲルズ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudゲルズ ダンスインザダーク

��
��
�タケカワルキューレ鹿 2012 イセスズカ

＊メダリオン 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Unbridled M3×S4 Northern Dancer S5×M5
Nijinsky M5×M5
価格： 購買者：



母 ゴージャスガール（12黒鹿 ジャングルポケット）１勝，知床特別（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ハイエナジー（20牡黒鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 オッドアイビーナス（07芦 ＊クロフネ）不出走

３代母 ピースオブワールド（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，秋華賞
‐Jpn1 ４着，かえで賞，優２牝
ラブアンドピース（06牝 キングカメハメハ）出走

ピュアソルジャー（10牡 ジャングルポケット）３勝，霊山特別，新緑賞，北斗
特別２着，etc.

モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢＣ賞
３着，かささぎ賞３着
シューラヴァラ（18牡 ルーラーシップ）�２勝，和田岬特別３着

ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，A
TC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.

インコントラーレ（19牡 ＊マクフィ）�１勝，オキザリス賞２着

４代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
［孫］ トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫

風Ｓ，ポインセチア賞，etc.
サトノデプロマット（10� ＊ブライアンズタイム）４勝，船橋Ｓ，�３勝
��入着

［曾孫］ ラスベガスシチー（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，稲城特別３着
ストロングキック（15牡 ストロングリターン）�２勝，北海優駿３着

５代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

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

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

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈱エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

549 ゴージャスガール２０２１ �・黒鹿 ２／１１
＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーゴージャスガール ＊クロフネ

��
��
�オッドアイビーナス黒鹿 2012 ピースオブワールド

＊ビバムール 4d
サンデーサイレンス S3×M4 トニービンM3×S4 Nureyev S4×M4

価格： 購買者：



母 ゴールデンワトル（12栗 ＊スニッツェル）�入着３回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ブラックワトル（17�黒鹿 フェノーメノ）���１勝�入着４回

２代母 トゥルーゴールド（07栗 ＊フレンチデピュティ）出走
ゴールドエフォート（13牝 カンパニー）１勝，�１勝�２勝��
ティモシーブルー（14牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�	９勝��，金沢スプリン

グＣ，中日杯，百万石賞，利家盃２着，イヌワシ賞２着，etc.

３代母 キャッチザゴールド（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，淡路特別，和田岬特
別，犬山特別２着
アドマイヤクーガー（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，別府特別２着，合馬特

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

タガノパッション（18牝 キングカメハメハ）�２勝，スイートピーＳ‐L，オー
クス‐G1 ４着，西宮Ｓ３着

タガノエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，逢坂山特
別，藻岩山特別２着，etc.

４代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
［子］ ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，etc.，

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

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

［孫］ ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，
秋華賞‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優古牝

ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさら
ぎ賞‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.

ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3
２着，小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.

フロンティア（15牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ファルコン
Ｓ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 櫛桁牧場＝浦河町野深 �0146-27-4411
生 産 牧 場： 櫛桁牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

550 ゴールデンワトル２０２１ 牡・栗 ５／１２
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

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

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassゴールデンワトル ＊フレンチデピュティ

��
��
�トゥルーゴールド栗 2012 キャッチザゴールド

＊ロイヤルサツシユ 1t
Deputy Minister M4×S5 Halo S5×M5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 コリャコリャ（11鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ドンドハレ（18牡鹿 シビルウォー）��２勝
ツインティアラ（19牝青鹿 メイショウボーラー）��未出走��入着２回
ハナムネ（20牡鹿 シビルウォー）�地方未出走

２代母 アナタゴノミ（01鹿 ＊デヒア）入着２回
サアドウゾ（06牝 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別，飛翔特別，熊本城特別２着
ガーデン（07牡 ツルマルボーイ）�４勝�
オマワリサン（08牡 リンカーン）４勝，千里山特別，赤倉特別，浄土平特別，三田

特別２着，etc.，�１勝，韓国岳賞
ダイゴミ（09牝 フサイチコンコルド）�１勝��
カゼニタツライオン（10牡 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR ２着，�１勝，大分川賞
ワラッチャオ（12牝 ハーツクライ）１勝，閃光特別２着
カートニイレル（13牝 ゴールドアリュール）�４勝�入着４回
ハハハ（16牝 トゥザグローリー）�３勝
アキラクン（17牡 トゥザグローリー）��１勝�入着２回

３代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝

マルタカスティーヴ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）	４勝，黒潮皐月賞２着，
黒潮ダービー３着

ステキプレゼント（99牝 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦特別２
着，etc.
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着

メガクラム（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走
エッフェル（10牡 オレハマッテルゼ）１勝，�３勝，錦江湾賞，如月賞，御船

山賞２着，etc.

４代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
［子］ フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

551 コリャコリャ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahモンテロッソ ポルトロカ Barathea

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルコリャコリャ ＊デヒア

��
��
�アナタゴノミ鹿 2011 アララットサン

＊パロクサイド 8f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ガルネリ（08栗 ゼンノロブロイ）入着，�１勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（６）〕
リネンアッパレ（14牡栗 タニノギムレット）�２勝，初夏賞（Ｄ1800）３着
ミライヘノコドウ（15牡栗 キングヘイロー）�１勝��入着３回
キチロクタービン（16牡栗 ＊ロージズインメイ）１勝
ゴールドタワー（17牡栗 フリオーソ）���１勝
エムオーナイナー（18牡栗 アドマイヤムーン）���２勝�入着６回

２代母 マックスキャンドゥ（95栗 ＊キンググローリアス）４勝，サンスポ４歳牝馬特
別‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，桜花賞‐Jpn1 ５着，飛梅賞
マックスウィルドゥ（04牡 フサイチコンコルド）�３勝
コルドバ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�６勝
バハドゥール（09牡 ＊ファルブラヴ）３勝，平ヶ岳特別３着
マックスユーキャン（11牝 ゴールドアリュール）２勝

３代母 マツクスドリーマー（81栗 ＊ノーザリー）２勝，万両賞
マックスメロディ（89牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

マインドステップ（96牡 ＊キンググローリアス）５勝，白秋Ｓ，内房特別，船橋
Ｓ３着，etc.

オシャレナカオリ（02牝 ＊ピルサドスキー）�１勝
ムツミマックス（08牝 ＊ブラックホーク）�８勝，福山ダービー，若駒賞，
ヤングＣｈ，etc.

トールキング（09牡 アドマイヤドン）�２勝，若駒賞２着，ヤングＣｈ２
着，福山２歳優駿２着，etc.

マックスディガー（90牡 ＊トニービン）２勝，湯川特別，水仙賞２着，安房特別３着，etc.
マックスロゼ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーン

Ｓ‐Jpn3 ３着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.
マヤノチャーナ（01牡 ＊スピニングワールド）２勝，はやぶさ賞，賢島特別２着，

�１勝��２勝�	

マヤノロゼッタ（03牝 マヤノトップガン）不出走
カシノラピス（09牝 ＊グランデラ）１勝，フェニックス賞‐OP ３着，�４勝

マックスクオリティ（94� ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，十勝岳特別，北海Ｈ
２着，etc.，�２勝��

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

552 ガルネリ２０２１ �・栗 ３／２７

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Briar Tooアポロケンタッキー ディクシアナディライト GoneWest

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルガルネリ ＊キンググローリアス

��
��
�マックスキャンドゥ栗 2008 マツクスドリーマー

＊クレイグダーロツチ 11c
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M5×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 キララチュール（06青鹿 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
アーツレイジング（15牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝�９勝��入着２回
クリノライジン（16牡栗 トゥザグローリー）障害１勝，�３勝
ハッピーキララ（18牝黒鹿 トゥザグローリー）��入着２回�１勝�
ジューンキララ（19牝鹿 アドマイヤムーン）�出走
シャンボール（20牡黒鹿 キズナ）�未出走

２代母 サイコーキララ（97黒鹿 ＊リンドシェーバー）４勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
桜花賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，紅梅Ｓ‐OP
アグネスヨジゲン（03牡 アグネスタキオン）４勝，京都２歳Ｓ‐L ３着，有明特別，

四国新聞杯２着，木曽川特別２着，若戸特別３着
ダノンハンセン（05� ＊ボストンハーバー）�２勝�
メイショウフント（07牝 ＊アルカセット）出走

メイショウテンロウ（12牡 メイショウサムソン）入着３回，�７勝	２勝�

入着７回

フミノキララ（08牡 キングヘイロー）１勝
キラキラムーン（10牝 アドマイヤムーン）�１勝
４勝
マルケイエース（13牡 アドマイヤムーン）�４勝
メイショウバンカラ（14牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
ワンダーハスラット（15� ネオユニヴァース）��２勝

３代母 サイコーロマン（82栃栗 ＊モーニングフローリツク）５勝，蓬莱峡特別，春日
特別２着，梅田Ｓ３着
サイコーアンナ（90牝 ＊アンフイールド）２勝
サイコークリーク（91牡 ＊スマコバクリーク）��３勝��入着７回
サイコーデボネア（95牡 ＊スキャン）３勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，も

みじＳ‐OP ２着，北摂特別，etc.
サイコーアオイ（96牝 ＊リンドシェーバー）出走

コーワエンジェル（01牝 ＊スキャン）１勝
サムライクノイチ（02牝 ＊スキャン）入着，５勝
ガバナーアマン（03牝 ＊パラダイスクリーク）�１勝��
スーパーバッカス（04牡 ニホンピロニール）１勝�

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

553 キララチュール２０２１ 牡・青鹿 ４／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンキララチュール ＊リンドシェーバー

��
��
�サイコーキララ青鹿 2006 サイコーロマン

＊ワラバ 16a
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 サザンジュエリー（04栃栗 ＊アフリート）�17 勝�入着��
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－４（16）〕
サウスリバティー（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，�３勝��３勝�１勝�入着
シルバードリーム（13牝栃栗 ＊サウスヴィグラス）４勝，火打山特別（Ｄ1200），大

須特別（Ｄ1200）３着
サザンボルケーノ（14牡栗 ＊サウスヴィグラス）３勝，妙高特別（Ｄ1200），浦安特

別（Ｄ1200）２着，初春Ｓ（Ｄ1200）３着，アクアラインＳ（Ｄ1200）３着，円山
特別（Ｄ1200）３着，ヤマボウシ賞（Ｄ1400）３着

サウスブランコ（16牝栗 ＊ケープブランコ）�４勝�２勝���入着２回
ヤマメ（17牝黒鹿 ＊パイロ）�２勝，�	１勝
マローキャンディ（18牝栗 ＊マクフィ）��２勝
スペースザリッパー（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�出走

２代母 サウスビューティー（96鹿 ＊ラストタイクーン）２勝，久慈川特別
サウスユウキオー（03牡 ＊デザートキング）�２勝�３勝
サウスサプライズ（05牝 ＊サウスヴィグラス）２勝

サウスグラストップ（16牡 ＊ダンカーク）入着，�４勝，新緑賞，駿蹄賞２着
サウスゴールド（06牡 ＊キッケンクリス）入着，��１勝
サザンブレイズ（08牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，鶴ヶ城特別，御池特別，カンゾウ

賞２着，陽春Ｓ３着，�１勝

３代母 ＊チック（84 USA芦 Spectacular Bid）USA３勝
＊ゲイリーワイルド（92牡 Wild Again）３勝，鳳来寺山特別，
５勝���入着２回
サウスラピッド（97牡 ＊デインヒル）４勝，火の山特別，巌流島特別，仲春特別２着
（２回），etc.

４代母 サンティアゴラッシー Santiago Lassie（67 USA黒鹿 Vertex）USA６勝，
Twilight Tear H２着
［子］ クレイム Claim（85牡 Mr. Prospector）USA５勝，Gulfstream Park S

print Championship H‐L，Debonair S‐L，サンフェルナンドＳ
‐G1 ４着，etc.，種牡馬

［孫］ フラメンコ Flamenco（80牝 Dance Spell）GB・FR・IRE３勝，カンデ
ラブラＳ‐G3，チャイルドＳ‐G3 ２着

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

554 サザンジュエリー２０２１ �・栗 ２／１５

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyサザンジュエリー ＊ラストタイクーン

��
��
�サウスビューティー栃栗 2004 ＊チック

1j
Mr. Prospector M3×S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊サムロマンス（13 IRE 鹿 Galileo）FR１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
サムドリーム（18牝栗 オルフェーヴル）�３勝
ハットロマン（19牝鹿 ハーツクライ）�未出走

２代母 ウィズオアウィズアウトユーWithorwithoutyou（01 IRE 鹿 ＊デインヒル）G
B１勝
アートコナサー Art Connoisseur（06 牡 Lucky Story）GB・IRE４勝，ゴールデン

ジュビリーＳ‐G1，コヴェントリーＳ‐G2，フィーニクスＳ‐G1 ２着，種牡馬

３代母 モーニングサプライスMorningsurprice（95 USA栗 Future Storm）不出走

４代母 モ－ニングハズブロ－クンMorning Has Broken（74 USA栗 Prince John）
USA出走
［孫］ 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.
シアーシャアブ Saoirse Abu（05牝 Mr. Greeley）GB・IRE３勝，フィーニ
クスＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

ロマノフ Romanov（94牡 Nureyev）GB・FR・IRE・USA４勝，英ジョ
ッキークラブＳ‐G2，ローズオヴランカスターＳ‐G3，サンクルー大
賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ラドゥクール Radu Cool（92 牝 Carnivalay）USA９勝，チューラヴィ
スタＨ‐G2，Del Mar Bayakoa H‐L，HollywoodWildcat H
‐L，etc.

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

インディワイルドキャット IndyWildcat（03 牡 A.P. Indy）USA１勝，
Borderland Derby‐L，種牡馬

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

555 サムロマンス２０２１ �・栗 ２／２２
＊ 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サムロマンス ウィズオアウィズアウトユー ＊デインヒル

��
��
�Withorwithoutyou鹿IRE 2013 Morningsurprice

4k
Northern Dancer S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 サンコロネット（06青 スペシャルウィーク）３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（19）〕
コールアングレ（14牡青鹿 キングカメハメハ）入着３回，���１勝�１勝�１勝
サンリットデュー（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）入着，�８勝�入着��
サンクビジュー（16牝黒鹿 ＊キングズベスト）入着，��入着８回�４勝
ロッシュローブ（17牡青鹿 ロードカナロア）�３勝，大沼Ｓ‐L（Ｄ1700）２着，豊

前Ｓ（Ｄ1700），檜山特別（Ｄ1700），奥羽Ｓ（Ｄ1700）２着，大雪山特別
（Ｄ1700）２着，�２勝��

ソルフィネット（18牝鹿 ＊マクフィ）入着２回，�１勝	１勝
ロイズピーク（19牡黒鹿 ＊ザファクター）�入着

２代母 ＊スギノシャーロット（95 USA青鹿 Woodman）１勝
スギノデトリアーノ（00牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，	６勝
ファーストサイト（01牝 メジロライアン）３勝
バブルエスティーム（02牡 バブルガムフェロー）２勝

３代母 シャルロットアマリエ Charlotte Amalie（82 FR黒鹿 ＊ゲイメセン）FR・US
A３勝，P. de Strasbourg‐L，プシュケ賞‐G3 ２着，ロワイヤリュー賞‐G3
３着，ヴァインランドＨ‐G3 ４着，Drumtop H‐L ３着，etc.
レッドモンスーン Red Monsoon（89
 Miswaki）FR・USA５勝，La Coupe Pi

aget des 2 Ans‐L
エスティームドフレンド Esteemed Friend（94
 Gulch）USA20 勝，ジェネラル

ジョージＨ‐G2，Paumonok H‐L，William Almy Jr. S，etc.
バドゥイズム Badouizm（96牝 Sheikh Albadou）USA４勝，レイクプラシドＨ

‐G2，ダンススマートリーＨ‐G3 ２着
シャンペインシャーロットChampagnecharlotte（01 牝 Rahy）不出走

ドムペリオンDom Perion（05牝 Redoute's Choice）AUS４勝
エクストラブリュット Extra Brut（15 牡 Domesday）AUS・HKG４勝，
ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1，VRC Super Impose Plate‐L，Ｖ
ＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1 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

556 サンコロネット２０２１ 牡・鹿 ３／１７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールサンコロネット
＊ Woodman

��
��
�スギノシャーロット青 2006 Charlotte Amalie

7e
Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラマシェリ（08栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ドラゴンクイン（15牝芦 ＊シルバーチャーム）�１勝��入着４回�
クインザビクトリー（16牝栗 ＊パイロ）��３勝��２勝
サンゼント（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝�１勝��１勝
アルアイジ（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 グレートハーベスト（03栗 ＊サンデーサイレンス）出走
レーザーブレイド（07牡 キングカメハメハ）１勝，�６勝，黒潮スプリンターズＣ３着
マイネルクロップ（10牡 ＊クロフネ）６勝，マーチＳ‐G3，アルデバランＳ‐OP ２

着，若駒Ｓ‐OP ２着，etc.，障害２勝，�１勝��，佐賀記念‐Jpn3，佐賀記
念‐Jpn3 ２着

バンパークロップ（14牝 ＊クロフネ）３勝，西湖特別３着
ローザーブルー（15牝 ＊サウスヴィグラス）��５勝�３勝��１勝�入着４回，花

吹雪賞
ウォールフラワー（17牝 スズカコーズウェイ）�１勝	�入着４回
，金杯３着

３代母 ＊チーター（92 USA栗 Seeking the Gold）３勝，喜多方特別３着，里見特別３着
ナリタヘリオス（99牡 ＊ラムタラ）２勝，新津特別３着
プリモスター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，大倉山特別，朝里川特別，札幌日

刊スポーツ杯２着，etc.
スザク（11牡 キングカメハメハ）２勝，����入着３回，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ２着
バンドマスター（02牡 ＊パントレセレブル）３勝，成田特別３着，甲斐路特別３着，

	４勝�１勝
３勝��入着４回
マイニングゴールド（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，くるみ賞２着，�７勝��

入着��
タイキジャガー（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，滝桜賞２着，種牡馬

４代母 ステッピングハイ Stepping High（69 USA鹿 No Robbery）USA４勝，メ
イトロンＳ２着，アルシバイアディズＳ３着
［子］ バッカルー Buckaroo（75牡 Buckpasser）USA５勝，サラナクＳ‐G2，

ピーターパンＳ‐G3，ホイットニーＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 海馬沢 明＝新冠町大狩部 �090-2695-1388
生 産 牧 場： 海馬沢 明
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

557 サクラマシェリ２０２１ �・黒鹿 ５／１５
ベルナルディーニ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Bernardini

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cara Rafaelaレガーロ

＊ Lemon Drop Kid

��
��
�サンタテレジータ鹿 2013 Sweet Gold

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスサクラマシェリ ＊サンデーサイレンス

��
��
�グレートハーベスト栗 2008 ＊チーター

11g
KingmamboM3×S4 Seattle Slew S4×S5 Mr. Prospector M4×S5×M5
Lassie Dear S5×S5
価格： 購買者：



母 ジェシカピンク（09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－１（１），地方－２（４）〕
カントリークイン（14牝鹿 シルクハリアー）�１勝�１勝��
ラブイスキア（16牝黒鹿 トーセンジョーダン）１勝
ロートヴァイス（17牝鹿 ストロングリターン）�１勝��１勝�
レナトゥス（18牡鹿 ＊ハービンジャー）��出走
ダンクエース（19牝鹿 ＊ドレフォン）出走，�地方未出走

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
オリエンタルリリー（10牝 ダイワメジャー）３勝
ディープラヴ（11牝 ディープインパクト）入着４回

ディヴァインラヴ（18牝 エピファネイア）３勝，菊花賞‐G1 ３着，木曽川特別，
タイランドＣ

ワープスピード（19牡 ＊ドレフォン）�１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，夏至Ｓ２着，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： �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

558 ジェシカピンク２０２１ 牡・鹿 ４／ ２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアジェシカピンク
＊ Include

��
��
�シーズインクルーデッド鹿 2009 Dancingonice

8g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊シガレット（12 IRE 鹿 Sea The Stars）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ワイルドピット（17牡栗 オルフェーヴル）�２勝
ロッソネーリ（18牝鹿 ドゥラメンテ）��５勝

２代母 ＊ピサノティファニー（06 USA芦 Fusaichi Pegasus）入着，�１勝��入着２回
＊モスグリーン（18牝 New Bay）���１勝

３代母 タップユアヒールズ Tap Your Heels（96 USA芦 Unbridled）USA１勝，
Hildene S‐R
タピット Tapit（01 牡 Pulpit）USA３勝，ウッドメモリアルＳ‐G1，ローレルフュ

チュリティ‐G3，種牡馬
＊ホームフロムオズ（02牝 Pulpit）不出走

＊エーシンゴールド（10牡 Medaglia d'Oro）４勝，アルデバランＳ‐OP，昇竜
Ｓ‐OP ２着，etc.，��入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着

メイドフロムラッキーMadefromlucky（12牡 Lookin At Lucky）USA６勝，
ピーターパンＳ‐G2，ウェストヴァージニアダービー‐G2，グリーンウッ
ドカップＳ‐G3，etc.，種牡馬

シージェイオズC J Oz（14牝 Colonel John）不出走
シャンペインポエトリー Champagne Poetry（19 牝 Carpe Diem）�US
A１勝，Ruthless S２着

オーヴァランダビューティOverandabeauty（05 牝 Grand Slam）USA３勝，O
hio Valley H‐L ２着，Pearl City S３着
ノーブルアンダビューティNoble and a Beauty（12 牝 Noble Causeway）

USA３勝，Cicada S‐L，Ruthless S‐L ２着

４代母 ルビースリッパーズRuby Slippers（82 USA芦 Nijinsky）USA５勝
［子］ ルビアノ Rubiano（87牡 Fappiano）USA13 勝，ＮＹＲＡマイルＨ‐G1，

カーターＨ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ ダブレオDubleo（02牡 ＊サザンヘイロー）USA７勝，サマーＳ‐G2，ジ

ェネラスＳ‐G3，Dave Feldman S，etc.，種牡馬
インチューン In Tune（11牝 Unbridled's Song）USA３勝，ガルフスト
リームパークオークス‐G2

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

559 シガレット２０２１ 牡・鹿 ３／ ４

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊

シーザスターズ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�Sea The Stars Urban Seaシガレット
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�ピサノティファニー鹿IRE 2012 Tap Your Heels

3o
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Numbered Account S5×S5
Danzig S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 シャイニーレディ（13栗 ゴールドアリュール）�５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エアロストリーム（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）���２勝

２代母 ブライティアガール（98栗 ＊アフリート）３勝，木古内特別２着
シャイニーブレーヴ（07牡 キングヘイロー）３勝，恵山特別２着，奥尻特別２着，

あやめ賞２着，シドニーＴ３着，恵山特別３着
シャイニーダンディ（08牡 リンカーン）３勝，釧路湿原特別３着
シャイニークラウン（09牡 ＊チーフベアハート）�４勝�１勝�
シャイニーガール（11牝 ブラックタイド）３勝，スイートピーＳ‐LR，エルフィン

Ｓ‐OP，紅梅Ｓ‐OP ３着
シャイニーパンサー（12牝 ＊ロージズインメイ）�８勝��１勝
シャイニーロケット（15牡 ブラックタイド）１勝，ホンコンＪＣＴ３着

３代母 ディクターガール（86栗 ＊デイクタス）８勝，スワンＳ‐Jpn2，セントウルＳ
‐Jpn3 ３着，オパールＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，ジュライＳ，etc.
カーリスケー（95牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

アルアルアル（05牡 ＊クリプティックラスカル）�４勝�，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn2 ３着，園田ジュニアＣ，園田ＣｈＣ３着

コスモハリケーン（97	 ＊カーネギー）１勝，アイビーＳ‐OP ３着
リバイバルガール（99牝 バブルガムフェロー）不出走

オクトパス（03牡 ＊スキャン）�10 勝�入着��，ゴールドジュニア，ＭＲＯ金
賞２着，ファンセレクションイン笠松２着，etc.

ミヤシンボーラー（09牝 メイショウボーラー）�３勝�入着��，園田プリン
セスＣ３着

ラブバレット（11牡 ＊ノボジャック）�19 勝�３勝�１勝�入着��
，北海道
スプリントＣ‐Jpn3 ２着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，クラスターＣ
‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 ミネルバダンサー（78栗 ＊ノーザンテースト）入着２回
［子］ ミリオンセンプー（84牡 ＊ルドウターブル）８勝，マリーンＳ‐OP，白樺

賞‐OP，オパールＳ‐OP，etc.

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

560 シャイニーレディ２０２１ �・栗 ５／ ３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤシャイニーレディ ＊アフリート

��
��
�ブライティアガール栗 2013 ディクターガール

＊コトブキ 2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シャペロンルージュ（04鹿 サクラバクシンオー）４勝，河北新報杯（芝 1200），水
芭蕉特別（芝 1200），ＳＴＶ賞（芝 1200）２着，鏑矢特別（芝 1000）２着，飯豊特別
（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－３（６）〕
リアルモード（11牡鹿 ゼンノロブロイ）２勝
ルージュバローズ（13牝黒鹿 ディープインパクト）入着，�１勝
オトチャン（14牝黒鹿 ハーツクライ）�１勝
ペプチドバンブー（15牡黒鹿 ロードカナロア）�５勝，名鉄杯‐OP（Ｄ1400），ト

リトンＳ（芝 1600），西湖特別（Ｄ1600）
シゲルブルーダイヤ（16牡鹿 ロードカナロア）�４勝

２代母 プリンセスマリー（99鹿 ＊ラムタラ）�１勝
クラクエンマリー（05牝 アドマイヤコジーン）�１勝�入着４回�
ディアグレース（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�７勝�入着�	
クイーンセレニティ（08牝 ＊ブラックホーク）�２勝
入着
ジェイケイヒーロー（09牡 サクラバクシンオー）�８勝�	５勝�
キモンウインド（12牝 ソングオブウインド）�１勝�	１勝
ミツカネプリンセス（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�	１勝�
セイエイソング（14牝 ＊タイキシャトル）�	１勝

３代母 ＊プレザントソーサリス（89 USA黒鹿 Pleasant Colony）USA２勝
＊ゲイリーフェザント（95牝 Irish River）出走

ダブルパンチDouble Punch（05牝 Two Punch）USA出走
ロックトトワイス Rocked Twice（11� Rocky Bar）USA・CAN８勝，
Arizona Breeders' Futurity‐R ３着

トゥーザパンチ Two the Punch（13� Top Hit）�USA10 勝，Arizon
a Breeders' Futurity‐R ２着

４代母 ウィッチダンスWitch Dance（72 USA栗 Northern Dancer）USA１勝
［孫］ プレザントテンパー Pleasant Temper（94 牝 Storm Cat）USA12 勝，ボ

ールストンスパＨ‐G3，ジェニーワイリーＳ‐G3，Hillsborough S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

561 シャペロンルージュ２０２１ 牡・鹿 ５／１０
＊ 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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモシャペロンルージュ ＊ラムタラ

��
��
�プリンセスマリー鹿 2004 ＊プレザントソーサリス

16g
ノーザンテースト S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 シンワシュシュ（11黒鹿 ＊ファスリエフ）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ラダン（16牡青鹿 ローレルゲレイロ）�２勝
ワイドオープン（19牡青鹿 マコトスパルビエロ）��１勝
レゲエダンサー（20牝鹿 ショウナンカンプ）�地方未出走

２代母 タイキミューズ（02青鹿 スペシャルウィーク）３勝，仁山特別，函館日刊スポ
ーツ杯２着，鏑矢特別２着，知立特別３着，鈴鹿特別３着
タイキミホクイーン（10牝 ＊タイキシャトル）�３勝
シュンクルーズ（12牡 ＊タイキシャトル）１勝，障害１勝
スナイドル（13牡 ディープスカイ）�５勝�１勝��入着２回
ファシネ（17牝 トーセンホマレボシ）�１勝

３代母 ＊サブミッション（89 IRE 鹿 Darshaan）２勝，鹿島灘特別，鳴滝特別３着
タイキブライドル（95牡 ＊スリルシヨー）５勝，マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，京王杯

スプリングＣ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.
タイキトゥインクル（96牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，タ

ーコイズＳ‐OP，ユートピアＳ２着
タイキシャイン（04牝 ＊タイキシャトル）出走
サウンドアプローズ（12牡 ＊コンデュイット）３勝，須磨特別，鶴橋特別，
ドンカスターＣ２着，etc.

アンノートル（14牡 ＊アイルハヴアナザー）５勝，中京２歳Ｓ‐OP ３着，
湘南Ｓ，鞍ケ池特別

リトゥルスター（05牝 ＊アグネスワールド）��３勝
ビヨンドボーダーズ（15	 ＊キンシャサノキセキ）���５勝，船橋記念２着

エイシンフェアリー（06牝 ＊タイキシャトル）２勝，あやめ賞，八幡特別２着
ヒットジャポット（07牡 フジキセキ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，東京新聞杯‐G3 ３着，etc.
タイキソレイユ（09牝 フジキセキ）３勝，西湖特別３着

タイキナタリー（99牝 ＊コマンダーインチーフ）入着６回
ファンキーテーラー（05牡 アドマイヤコジーン）２勝，箱根特別３着

タイキマーズ（01	 ＊タイキシャトル）２勝，礼文特別，庄内川特別２着

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

562 シンワシュシュ２０２１ 牡・青鹿 ５／ ２
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessシンワシュシュ スペシャルウィーク

��
��
�タイキミューズ黒鹿 2011 ＊サブミッション

21a
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ジーントウショウ（04青鹿 ＊デザートキング）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（５）〕
トーセンクロノス（15牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
マツリダレーベン（16牡黒鹿 キングヘイロー）�４勝，オパールＣ（芝 1700），ジ

ュニアＧＰ（芝 1600）２着
カガフラッシュ（18�黒鹿 エイシンフラッシュ）１勝，障害１勝
カガファクター（19牡芦 ＊ザファクター）��１勝
バトルトウショウ（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ウイッチトウショウ（00鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
レジェトウショウ（06牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯，船橋Ｓ３着，中山ウイ

ンタープレミアム３着，�２勝
スマートクラージュ（17牡 ディープインパクト）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，道頓

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯３着

トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特
別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�

ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走
セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L
３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��４勝

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 片岡 博＝新ひだか町東静内 �0146-44-2120
生 産 牧 場： 片岡 博
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

563 ジーントウショウ２０２１ 牡・黒鹿 ３／３１

＊

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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�デザートキング Sabaahジーントウショウ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ青鹿 2004 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 シーキングトパーズ（09黒鹿 ＊シーキングザダイヤ）�１勝�４勝��６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
オーゴンキング（18牡鹿 ローズキングダム）��出走�２勝

２代母 レインボートパーズ（00黒鹿 ＊トニービン）出走
ダイシンホーク（05牡 ＊アグネスデジタル）��１勝
バブルガムトパーズ（06牡 バブルガムフェロー）�１勝�13 勝�１勝�

３代母 レジナサンドラ（88鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
デモリションマン（98	 フジキセキ）２勝，十和田湖特別３着，障害３勝，新潟ジ

ャンプＳ‐JG3，東京オータムジャンプ‐JG3 ２着
レジュイール（99牝 ＊トニービン）不出走

デザートレジーナ（03牝 タヤスツヨシ）��14 勝，しらさぎ賞
セイピーシーズ（07牝 ＊ホワイトマズル）１勝，�２勝�２勝��，尾張名古屋

杯２着
コエミ（17牝 ナカヤマフェスタ）���入着
２勝��入着２回，ル・プラン

タン賞２着

４代母 サンドラターフ（74鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［子］ ダイナシユガー（81牝 ＊ノーザンテースト）４勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，関屋記念‐Jpn3 ２着，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，etc.
パリゼット（89牝 ＊ノーザンテースト）３勝，尾瀬特別，高湯特別，五頭
連峰特別２着，etc.

ウエルカムヒーロー（86牡 ＊ノーザンテースト）３勝，庄内川特別，噴火
湾特別，ゴールデンスパーＴ３着

カミングスーン（90牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，越後特別２着
［孫］ ムッシュシェクル（88牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，阪神大賞典‐Jpn2，日

経新春杯‐Jpn2，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
シクレノンシェリフ（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，毎日杯‐Jpn3，皐月
賞‐Jpn1 ３着

［曾孫］ フィールドベアー（03牡 フジキセキ）８勝，ファイナルＳ‐L，巴賞‐L，福
島民報杯‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲クリアファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2988
生 産 牧 場： ㈲クリアファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

564 シーキングトパーズ２０２１ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�シーキングザダイヤ ＊シーキングザパールシーキングトパーズ ＊トニービン

��
��
�レインボートパーズ黒鹿 2009 レジナサンドラ

＊ロイヤルレジナ 3d
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ジュリエッタ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）��１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ヘクトール（19牡鹿 ビッグアーサー）��出走
ツーエムフリーク（20牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 アクアブルーマーチ（05栗 ＊タイキシャトル）１勝
キチ（10牡 ＊ファンタスティックライト）�８勝
アスターノワール（11牡 マンハッタンカフェ）�１勝
ラダムドゥラメール（14牝 ＊エンパイアメーカー）�４勝
ペシュジェイド（16牝 ブラックタイド）���２勝�２勝
トラビエーソ（17牝 カレンブラックヒル）���１勝
ニシノカタパルト（18牡 グランプリボス）入着，��２勝��１勝
マリンスカイ（19牡 グランプリボス）��５勝��，土佐春花賞，黒潮ジュニアＣ

ｈＳ，黒潮皐月賞３着

３代母 リヴァーガール（91鹿 ＊リヴリア）１勝
テイエムオーシャン（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞

‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝
テイエムオペラドン（09牡 テイエムオペラオー）１勝，障害３勝，京都ハイジ

ャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
イシノアパトゥーラ（01牝 ＊ウォーニング）１勝

ハンナリト（07牝 ネオユニヴァース）出走
ガーニーフラップ（13牡 ＊タイキシャトル）��６勝，クラウンＣ，東京湾
Ｃ２着

ダテボレアス（19牡 ロードカナロア）�２勝，メルボルンＴ
テイエムハヤブサ（02牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別，こけもも賞２着

４代母 エルプス（82栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞‐Jpn1，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優３牝
［子］ イーエルブロッサム（98牝 ＊ラストタイクーン）１勝，相川特別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： ㈱川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735

565 ジュリエッタ２０２１ �・鹿 ３／ ４
＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudジュリエッタ ＊タイキシャトル

��
��
�アクアブルーマーチ鹿 2012 リヴァーガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルバーコンパス（14芦 ＊タートルボウル）入着２回，�２勝�２勝��
初仔

２代母 ヴェラブランカ（07芦 ＊クロフネ）２勝
クレスクント（13牝 ＊ハービンジャー）入着，��２勝
テイクザヘルム（16牝 ＊ノヴェリスト）１勝
ヴェラアズール（17牡 エイシンフラッシュ）�４勝，ジューンＳ，淡路特別，緑風

Ｓ３着，サンシャインＳ３着，赤穂特別３着，etc.
ワールドクルーズ（18牝 ワールドエース）�入着，�２勝

３代母 アドマイヤサンデー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，サンスポ阪神牝馬特
別‐Jpn2 ２着，保津峡特別，桂川Ｓ２着，ポプラＳ２着
アドマイヤメガミ（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
フサイチホウオー（04牡 ジャングルポケット）４勝，共同通信杯‐Jpn3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トールポピー（05牝 ジャングルポケット）３勝，オークス‐Jpn1，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優２牝
オリエンタルポピー（11牝 キングカメハメハ）出走
シャーレイポピー（18牝 ミッキーアイル）�４勝，武庫川Ｓ，甲東特別，
五色沼特別２着

ナサニエル（06牡 キングカメハメハ）入着，伏竜Ｓ‐OP ２着，�３勝��入着，全
日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

アヴェンチュラ（08牝 ジャングルポケット）４勝，秋華賞‐G1，クイーンＳ‐G3，
エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，優３牝

エルミラドール（10牝 ジャングルポケット）不出走
コロンドール（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，汐留特別
エルカスティージョ（18牝 ロードカナロア）�３勝，猪名川特別，ストークＳ

３着，長篠Ｓ３着
アドヴェントス（13牝 ジャングルポケット）３勝，石打特別，ＴＶ山梨杯２着

４代母 ＊ムーンインディゴ（86 USA鹿 El Gran Senor）不出走
［子］ インディゴグリーン（94� ＊トニービン）３勝，清津峡特別，白馬岳特別２着

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

566 シルバーコンパス２０２１ 牡・黒鹿 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowシルバーコンパス ＊クロフネ

��
��
�ヴェラブランカ芦 2014 アドマイヤサンデー

＊ムーンインディゴ 1p
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スイートレッドキャット（10 USA栗 Bluegrass Cat）USA２勝，プロヴィデンシ
アＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
シュリュッセル（16牡鹿 Quality Road）��７勝
ヒロシゲダイヤ（17牡栗 オルフェーヴル）��４勝
ヒロシゲローズ（19牝鹿 モーリス）��入着２回
アルベルト（20牡栗 モーリス）�未出走

２代母 スイートソール Sweet Soul（98 USA栗 Lord Avie）USA入着
ソールシティスルー Soul City Slew（03� Slew City Slew）USA９勝，ポトレロ

グランデＨ‐G2，サンカルロスＨ‐G2 ３着，パットオブライエンＨ‐G2 ３着
サイレントソール Silent Soul（04 牡 Afternoon Deelites）USA７勝，ウィルロジ

ャーズＳ‐G3 ２着，Pasadena S‐L ２着
リリーヴRelieve（05� Gold Case）USA３勝
バックオフサタンBack Off Satan（06� Van Nistelrooy）USA３勝
ワカンタンカWakan Tanka（07牡 Teton Forest）USA５勝
エーマックスAMax（13� Albertus Maximus）USA３勝
テイクチャージボブTake Charge Bob（15� Take Charge Indy）USA１勝

３代母 ノットトゥープロパーNot Too Proper（91 USA栗 Proper Reality）USA４勝
プロッパーファン Propper Fun（02� Gracioso）CHI・BRZ13 勝，イポドロモチ

リ大賞‐G1 ３着，P. Carabineros de Chile‐L ３着，P. Fuerza Aerea de
Chile‐L ３着（２回）

プロベルビオ Proverbio（10 牡 Scat Daddy）CHI８勝，コテホデポトリジョス
‐G3 ３着

４代母 サスピシャストゥーサム Suspicious Toosome（87 USA栗 Secretariat）不出走
［子］ ダンウェルDoneWell（92� Storm Bird）GB・FR１勝，P. du Haras

de la Huderie‐L ２着，GB障害２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

567 スイートレッドキャット２０２１ 牡・栗 ３／ 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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerスイートレッドキャット スイートソール Lord Avie

��
��
�Sweet Soul栗USA 2010 Not Too Proper

4n
Suspicious Native S4×M5 In Reality S4×M5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 スプリングサンダー（07鹿 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3
２着，阪急杯‐G3 ２着，六甲アイランドＳ（芝 1400），うずしおＳ（芝 1400），etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－２（８）〕
スズカメジャー（14牡鹿 ダイワメジャー）�２勝，フローラルウォーク賞
（芝 1600），障害１勝

スズカテイオー（15牡鹿 ディープインパクト）１勝，西郷特別（芝 1800）２着
スカーフェイス（16牡鹿 ハーツクライ）�４勝，中山金杯‐G3 ２着，岸和田Ｓ
（芝 2000），皆生特別（芝 1600），２０２０ＹＪＳＦＲ阪神１戦（芝 1600），生田特別
（芝 2400）２着

ネイチャーズサン（17牡鹿 オルフェーヴル）��１勝��入着６回�
スズカオーザ（18�鹿 ディープインパクト）��７勝
スーパータスカン（20牡鹿 ハーツクライ）�地方未出走

２代母 ＊スプリングマンボ（95 GB鹿 Kingmambo）不出走
キセキスズカ（99牡 フジキセキ）２勝，美濃特別３着，駒ケ岳特別３着，�１勝
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，鳴尾記念‐Jpn3 ２
着，etc.，種牡馬

スズカサンバ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都ゴールデンプレミアム，隅田川特別
スズカエルマンボ（05牝 ＊シンボリクリスエス）３勝

クイーンマンボ（14牝 マンハッタンカフェ）２勝，平安Ｓ‐G3 ２着，etc.，
�	２勝
�入着３回，Ｌプレリュード‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，兵
庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

スズカコーズマンボ（17牡 スズカコーズウェイ）�３勝，中京スポ杯３着
スズカスコーピオン（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，三田特別２着，八瀬特別３

着，安房特別３着
スズカファイター（10牡 ディープインパクト）１勝，美濃特別３着
アイアムレジェンド（16牡 ハーツクライ）２勝，甲南Ｓ２着，��	入着�３勝�

１勝，イヌワシ賞

３代母 ＊キーフライヤー（86 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，Palisades S‐L，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ４着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ
‐G3 ２着，アシーニアＨ‐G3 ３着，etc.

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

568 スプリングサンダー２０２１ 牡・鹿 ３／３１
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュースプリングサンダー
＊ Kingmambo

��
��
�スプリングマンボ鹿 2007 ＊キーフライヤー

7
Kingmambo S3×M3

価格： 購買者：



母 ステラグレイス（12鹿 ＊クロフネ）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ハロートゥーユー（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）���入着
ジョイス（19牡鹿 リオンディーズ）�１勝

２代母 エリモエトワール（05鹿 マンハッタンカフェ）１勝
トーラスジェミニ（16牡 ＊キングズベスト）�８勝，七夕賞‐G3，東風Ｓ‐L，ディセ

ンバーＳ‐L，エプソムＣ‐G3 ３着，安田記念‐G1 ５着，etc.

３代母 ＊ステラーオデッセイ（84 USA鹿 Northern Dancer）不出走
アルタイルAltair（91 牝 Alydar）不出走

アルデバランライトAldebaran Light（96 牝 Seattle Slew）USA３勝
バルモント Balmont（01 牡 ＊ストラヴィンスキー）GB・IRE４勝，ミドルパ
ークＳ‐G1，ジムクラックＳ‐G2，ジュライＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

＊エスケンデレヤ（07牡 Giant's Causeway）USA４勝，ウッドメモリアル
Ｓ‐G1，ファウンテンオヴユースＳ‐G2，Pilgrim S‐L，種牡馬

ブレイゾンリー Blazonry（00 牡 ＊ヘネシー）GB・USA２勝，ラサロバレラメ
モリアルＳ‐G2，種牡馬

ヒポクラテス Hippocrates（01 牡 ＊ヘネシー）IRE・USA１勝，Oceanside S
‐R ３着

レイディリラ Lady Lyra（02 牝 Storm Creek）USA出走
エンデュアリングスター Enduring Star（08� Sir Shackleton）USA・C
AN２勝，Coronation Futurity‐R ３着

エリモアメジスト（92牝 Seattle Slew）２勝，若竹賞２着，エリカ賞２着
エリモマキシム（99� ＊ブライアンズタイム）７勝，カシオペアＳ‐L，大原Ｓ，etc.，

障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
トウシンイーグル（08� ハーツクライ）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，ブラジル

Ｃ‐LR ３着，etc.，�１勝���入着２回��	，ダイオライト記念
‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
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

569 ステラグレイス２０２１ �・鹿 １／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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��
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�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューステラグレイス マンハッタンカフェ

��
��
�エリモエトワール鹿 2012 ＊ステラーオデッセイ

2d
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Cosmah S5×M5

価格： 購買者：



母 ショウナンカガリビ（07栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（10）〕
ジュエリーデイズ（13牝栗 ゴールドアリュール）�４勝�２勝��入着３回
ショーテンシ（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）２勝
マイプレシャスワン（18牝栗 リヤンドファミユ）��４勝��入着�

２代母 ショウナンアクシア（94栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝，新津特別３着
ショウナンラビアル（02牝 ＊エルコンドルパサー）出走

ショウナンスマイル（07牡 ショウナンカンプ）３勝，甘木特別，印旛沼特別２着
ペガサスフォース（09牡 サンライズペガサス）３勝，城崎特別２着

ショウナンラノビア（03牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，ヴィクト
リアマイル‐G1 ３着，卯月Ｓ，仲春特別，沓掛特別，etc.

ショウナンマーブル（05牝 フサイチコンコルド）��２勝
イーリス（09牝 フジキセキ）�１勝
サラマジック（10牝 サツカーボーイ）�４勝
コスモアクイラ（13牝 タイムパラドックス）��１勝�
キーポジション（15牡 ＊カジノドライヴ）��３勝�11 勝

３代母 ショウナンプリティ（89栗 ＊ウオロー）出走

４代母 メジロハリマ（67栗 ＊ネヴアービート）１勝
［子］ メジロファントム（75牡 ＊ロンバード）５勝，目黒記念（秋），東京新聞杯，

有馬記念２着，etc.
メジロハイネ（80牝 メジロゲツコウ）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，セントラ
イト記念，オークス３着，etc.

［曾孫］ パリスナポレオン（91牡 メジロテイターン）５勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ
‐Jpn3 ２着，etc.，�１勝	��
�，マーキュリーＣ‐Jpn3，マ
ーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，etc.

ショウナンタキオン（03牡 アグネスタキオン）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，
朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，豊栄特別，etc.

ショウナンナンバー（94牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，ＮＨＫマイルＣ
‐Jpn1 ３着，ヒヤシンスＳ‐OP，伊良湖特別，etc.

販売申込者・所有者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979
生 産 牧 場： 川島 正広
飼 養 者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979

570 ショウナンカガリビ２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandショウナンカガリビ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ショウナンアクシア栗 2007 ショウナンプリティ

＊アストニシメント 7c
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 シャインエフォート（06鹿 バブルガムフェロー）３勝，高田城特別（Ｄ1200）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
シャインメルシー（13牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��４勝�１勝
ノーブルデザイア（14牝栗 ジャングルポケット）�３勝

２代母 ＊ウエスタンバスター（94 USA青鹿 ＊ハウスバスター）３勝，こでまり賞，若
潮賞２着，なでしこ賞３着
ウエスタンリピート（02牝 ＊オース）１勝，障害１勝，�３勝���
ドリームウィン（04牡 アドマイヤコジーン）２勝，��１勝���

３代母 ピューディカル Pudical（82 USA黒鹿 Sassafras）USA４勝，Convenien
ce S，Cameo S２着，Wistful S２着，ハニービーＨ‐G3 ４着，Mon
mouth Park The Very One S３着
メランコリーブルーズMelancholy Blues（89 牝 Cure the Blues）USA２勝，P

rincess S３着
グランドルフット Grundlefoot（97牡 Unaccounted For）USA・UAE・SAU15

勝，ボルティモアＨ‐G3，Hail Emperor S‐L，Kelso S‐L，etc.
アーユーブルー Are You Blue（98� You and I）USA10 勝，Bobby Hale S

スターオヴウシュクべ Star of Usquaebae（92牝 Star de Naskra）USA１勝
アットザオフィスAt the Office（01 牝 Silver Ghost）USA出走
オフィスインザヴァリーOfficeinthevalley（07� Peaks and Valleys）
USA・CAN６勝，Vice Regent S‐R，Ontario Jockey Club S‐R
２着

ビーマイベイビーBeMy Baby（95牝 ＊オジジアン）不出走
＊ディバインシルバー（98牡 Silver Deputy）６勝，�１勝�１勝�１勝�１勝	

��入着２回
��，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ
‐Jpn3，黒船賞‐Jpn3，etc.

４代母 ピューリタニカルPuritanical（68 USA黒鹿 Never Bend）USA４勝
［孫］ サンシャインオールウェイズ Sunshine Always（84 牝 Arts and Letters）

USA７勝，クイーンズＨ‐G3，Brown &Williamson H‐L，Ch
icago Breeders' Cup H‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

571 シャインエフォート２０２１ 牡・鹿 ３／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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�
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�
�

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーシャインエフォート
＊

＊ハウスバスター

��
��
�ウエスタンバスター鹿 2006 Pudical

2n
Blushing Groom S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドウィング（12栗 ステイゴールド）�３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
エリーゴールド（18牝芦 ＊ダンカーク）��入着�入着
マッドネスカズ（19牡鹿 ビッグアーサー）���出走
カッパギ（20牡黒鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ホクトペンダント（93鹿 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，桜花賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP ２着，うぐいす賞，きんせん
か賞２着，etc.
レッダンゴールド（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

ユメノオーラ（03牝 ＊マイネルラヴ）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ２着，エクセル博多開設記念，雪割草特別，伊吹山特別２着

ナリタスレンダー（05� ＊ホワイトマズル）３勝，山陽特別３着，甲東特別３着，
花見小路特別３着，三年坂特別３着，舞子特別３着

ルナ（09牡 ＊クロフネ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，漁火Ｓ，春興Ｓ，千葉
日報杯，天の川Ｓ３着，etc.

ビーナスライン（01牝 フジキセキ）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，シルクロードＳ
‐G3 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，羊ヶ丘特別，etc.
トーホウビスカヤ（14牝 ＊ストリートセンス）１勝，飛竜特別２着

チョウカイモンド（02� ＊サンデーサイレンス）１勝，河口湖特別３着，�２勝
チョウカイファイト（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島民報杯‐L，中日新聞杯

‐G3 ３着，ノベンバーＳ，ＴＶ山梨杯，神奈川新聞杯２着，etc.，�５勝
ベルベットロード（06牡 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞，セントポーリ

ア賞，エーデルワイスＳ２着，逆瀬川Ｓ３着，精進湖特別３着，etc.
ファントムロード（08� フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，袖ケ浦特別，五泉特

別，房総特別２着，袖ケ浦特別２着，etc.
サンマルペンダント（14牝 ＊トビーズコーナー）２勝，岩室温泉特別，外房Ｓ３着，

�５勝

３代母 ホクトビーナス（86芦 マルゼンスキー）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，うぐいす賞

販売申込者・所有者： ㈲木戸口牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0602
生 産 牧 場： ㈲木戸口牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

572 ゴールドウィング２０２１ 牡・栗 ５／ ８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュゴールドウィング ＊パークリージエント

��
��
�ホクトペンダント栗 2012 ホクトビーナス

＊ギヤラントグロウ 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シルクアウローラ（03鹿 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（17）〕
シュンケイリ（10牡鹿 マヤノトップガン）１勝，障害１勝
ドラゴンエアル（11牡鹿 タイムパラドックス）��出走��３勝�１勝�６勝��，

報知オールスターＣ（Ｄ2100），金盃（Ｄ2600）２着，京浜盃（Ｄ1700）２着，
ハイセイコー記念（Ｄ1600）２着，道営記念（Ｄ2000）３着（２回），羽田盃
（Ｄ1800）３着，ニューイヤーＣ（Ｄ1600）３着，コスモバルク記念（Ｄ1800），
瑞穂賞（Ｄ1800），ダービーＧＰ（Ｄ2000），etc.

オーバーザワールド（12牡鹿 カネヒキリ）	３勝�１勝�入着３回�
エスプリイチゴウ（13牡黒鹿 ブラックタイド）��１勝
トランスローラ（15牝栗 トランセンド）��２勝
ワールドミカ（19牝鹿 ワールドエース）���出走

２代母 ＊ダボナアンビション（90 USA鹿 Seattle Slew）不出走
ノーザンヴィーナス（95牝 ＊ノーザンテースト）１勝

マッキーバッハ（05牡 ダンスインザダーク）４勝，皿倉山特別，北海Ｈ２着，
ＨＴＢ杯２着，支笏湖特別３着，ＳＴＶ杯３着，etc.，障害１勝

ツルマルネオ（06
 ネオユニヴァース）５勝，白秋Ｓ，ゆうき賞，道頓堀Ｓ２着
シンモーション（96牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）出走

フィールドカイザー（03牡 ＊クロコルージュ）３勝，ＴＶｈ杯，あじさいＳ３着
ヒダカサイレンス（97
 ＊サンデーサイレンス）２勝，エリカ賞
アルメナーラ（98
 ＊サンデーサイレンス）２勝，大津特別３着，稲荷特別３着，猪

名川特別３着，加治川特別３着，梅花賞３着，障害１勝
サスガ（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，すみれＳ‐OP，葉牡丹賞
ウインギャラクシー（00牡 ＊タイキシャトル）１勝

３代母 ＊ダボナゴールド（83 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA３勝，My Charmer S
３着，Regal Rumor S‐R ３着

４代母 ダヴォナデイルDavona Dale（76 USA鹿 Best Turn）USA11 勝，エイコー
ンＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，ケンタッキーオークス
‐G1，ファンタジーＳ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 久保 秀雄＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2716
生 産 牧 場： 久保 秀雄
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

573 シルクアウローラ２０２１ �・栗 ２／２６
＊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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューシルクアウローラ
＊ Seattle Slew

��
��
�ダボナアンビション鹿 2003 ＊ダボナゴールド

3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジュルビアン（16黒鹿 ルーラーシップ）出走
初仔

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

３代母 レディブラッサム（96鹿 Storm Cat）５勝，マラヤンＲＡＴ，船橋Ｓ２着，雪
割草特別２着，寒竹賞２着
ロードバリオス（05牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，ポートアイランドＳ‐L ２着，

ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，六甲Ｓ‐OP，etc.，種牡馬
レディサファイア（07牝 ＊シンボリクリスエス）不出走

ジュエルメッセージ（13牝 ダイワメジャー）１勝，�２勝，瑞穂賞２着
ロードカナロア（08牡 キングカメハメハ）11勝，安田記念‐G1，スプリンターズＳ

‐G1（２回），高松宮記念‐G1，etc.，HKG２勝，香港スプリント‐G1（２回），
優短距（2回），年代表，種牡馬

ロードガルーダ（09牡 アグネスタキオン）４勝，賢島特別，千種川特別，フリーウ
ェイＳ２着

４代母 ＊サラトガデュー（89 USA鹿 Cormorant）USA８勝，ベルダムＳ‐G1，ガゼ
ルＨ‐G1，カムリーＳ‐G2，Over All S‐L，Hyde Park H‐R，etc.
［子］ アルカザン（05牡 ダンスインザダーク）２勝，京都２歳Ｓ‐L，大山崎特別

３着
［孫］ カシノティーダ（16牝 ＊ケイムホーム）１勝，ひまわり賞‐OP

５代母 スーパールナ Super Luna（82 USA鹿 In Reality）不出走
［孫］ スマイルマイロード Smile My Lord（98� Not For Love）USA６勝，

Raise A Cup H‐L，アムステルダムＳ‐G2 ３着，メリーランドＢ
ＣＨ‐G3 ２着，etc.

サラトガキュア Saratoga Cure（94� Cure the Blues）USA７勝，C
haseMe S‐R，E. William Furey Memorial S‐L ３着

セイエイシェーン（00牝 タヤスツヨシ）��８勝��２勝�入着�，トゥ
インクルレディ賞２着，北関東桜花賞，かもしか賞，etc.

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

574 ジュルビアン２０２１ �・鹿 ２／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴジュルビアン ネオユニヴァース

��
��
�アウトシャイン黒鹿 2016 レディブラッサム

＊サラトガデュー 2s
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 キャントセイワーズ（09黒鹿 ＊アフリート）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（５）〕
タイセイサニー（14牡栗 ディープスカイ）�１勝
パキュートハート（15牡鹿 ＊カジノドライヴ）３勝，御陵Ｓ（Ｄ1900）２着
キタサンロッキー（17牡青鹿 ブラックタイド）���２勝
フィールドクラウン（18牡青 リーチザクラウン）���１勝��１勝

２代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

ブルドッグボス（12牡 ダイワメジャー）７勝，��５勝�１勝�１勝�	入着２
回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ３着（２回），東京盃‐Jpn2 ２着（３回），さきたま杯‐Jpn2 ２着，etc.，
ＮＡＲ優古牡（2回），ＮＡＲ優短距（2回），ＮＡＲ年代表，種牡馬

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

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

マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，ひいらぎ賞２
着，くすのき賞３着，障害４勝，阪神ジャンプＳ‐JG3

ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
ジューンブライド（06牝 ＊アフリート）�２勝

コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー
‐G1 ５着，きんもくせい特別，種牡馬

クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋
日刊スポーツ杯２着，�２勝

３代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着

４代母 グーフトGoofed（60 USA栗 Court Martial）USA４勝，レイディーズＨ，
New York H，パジャントＨ２着，ジャージーベルＳ３着，マーゲイトＨ３着，etc.

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

575 キャントセイワーズ２０２１ 牡・栗 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュゴールドシップ 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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyキャントセイワーズ Greinton

��
��
�リファールニース黒鹿 2009 ＊バーブスボールド

17b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キョウワセロトーレ（15鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
リアルブリージー（20牡鹿 リアルインパクト）�未出走

２代母 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，
長岡京Ｓ，朱雀Ｓ３着，トリトンＳ３着，etc.
ローレルベローチェ（11牡 サクラバクシンオー）６勝，淀短距離Ｓ‐L，シルクロー

ドＳ‐G3 ２着，浜松Ｓ，壬生特別
スーサンヘイロー（12牝 アドマイヤムーン）入着，�６勝
キョウワビースト（17牡 オルフェーヴル）�４勝��１勝
シャイニングフジ（18牝 ドゥラメンテ）�３勝，丹波特別，太宰府特別２着，桑名

Ｓ３着，志摩Ｓ３着，都井岬特別３着

３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，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，etc.
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，etc.

４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
［子］ ゴールドトークンGold Token（93牡 Mr. Prospector）USA７勝，Po

lynesian S‐L，Isi Newborn Memorial H，サルヴェイターマイ
ル‐G3 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ 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

576 キョウワセロトーレ２０２１ �・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキョウワセロトーレ キングヘイロー

��
��
�ヘイローフジ鹿 2015 ＊アサカフジ

17b
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンフォルテ（12栗 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
クラウンララファル（17牡鹿 フェノーメノ）��３勝��入着２回�
マリノフォルテシモ（19牝黒鹿 ルーラーシップ）��１勝
グリーングラシア（20牡鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ピンクリップス（01鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
ネオアレクサンドラ（09牝 アグネスタキオン）２勝，�２勝
ネオヴィクトリア（10牝 ディープインパクト）２勝
ジュンヴァルカン（13牡 ネオユニヴァース）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，桃山Ｓ，松籟

Ｓ，三田特別，あずさ賞，etc.

３代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，ハニムーンＨ‐G3 ２着，リンダヴィス
タＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.，��１勝

ラズベリームース（19牝 ルーラーシップ）�１勝，アネモネＳ‐L ２着
ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ

ーネーション特別，衣笠特別３着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３

着，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�２勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000

577 クラウンフォルテ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アルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlクラウンフォルテ ＊エンドスウィープ

��
��
�ピンクリップス栗 2012 ＊マリスターⅡ

3o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ステイハッピー（12栗 ステイゴールド）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
クリノヴジュアル（17牡栗 ハタノヴァンクール）�入着３回，��１勝���
キングオンリーワン（19牡栗 ハタノヴァンクール）��入着
トラストキンタロウ（20牡栗 ハタノヴァンクール）�地方未出走

２代母 ＊スプレッドスマイル（01 USA鹿 Bianconi）３勝，佐渡金銀山特別
アルテミス（07牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝�
スマイリングムーン（08牝 フジキセキ）４勝
ソンリエンテ（10牝 デュランダル）��２勝	１勝
スマイリーキュート（13牝 ソングオブウインド）
１勝�３勝��入着	，サラブ

レッド大賞典，ＭＲＯ金賞３着，北日本新聞杯３着

３代母 ホラーHorah（96 USA鹿 ＊ミシエロ）USA２勝

４代母 ダンスオアプランスDance Or Prance（75 USA黒鹿 Bold Reasoning）不出走
［子］ スインギンスウェイ Swingin Sway（83牡 Bask）USA14 勝，ボードオヴ

ガヴァナーズＨ‐G3，Ak‐Sar‐Ben H‐L，Hot Springs H‐L，etc.，
種牡馬

ドクターペインDr Pain（89� Proud Truth）USA８勝，Bellevue H
，Tacoma H，Applebite Farm H２着，etc.

ディービービーズドリームD. B. B.'s Dream（80牝 Navajo）USA６勝，
Devonshire Cream H

クイックシルヴァーQuicksilver（79 牡 Navajo）USA15 勝，Nebrask
a Derby２着，種牡馬

［孫］ アジュメール Ajmaer（97 牝 Regal Remark）USA５勝，Fantasy H
‐L，C.T.H.S. Sales S‐R，Surrey H，etc.

サラトガタンゴ Saratoga Tango（04牝 Successful Appeal）USA５勝，
Ema Bovary S，Barb's Dancer S‐R，U Can do It H２着，etc.

スティールカウント Steel Count（91 牡 Verbatim）USA３勝，British
Columbia Nursery S‐R，C.T.H.S. Sales S‐R

ケイケイアヴェイ K K Avey（00� Wavering Monarch）USA２勝，
Indiana Futurity‐R

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： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

578 ステイハッピー２０２１ 牡・鹿 ３／１５
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュステイハッピー
＊ Bianconi

��
��
�スプレッドスマイル栗 2012 Horah

12g
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スプレンダー（11栗 ＊ファンタスティックライト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
シゲルダイヤ（16牡鹿 ジャスタウェイ）�２勝
ラキャラントシス（17牝栗 ダイワメジャー）�２勝，寺泊特別（芝 1600），寺泊特

別（芝 1600）３着，フローラルウォーク賞（芝 1600）３着
グンター（19牡栗 ダイワメジャー）�入着

２代母 ＊ブロードチョイス（06 USA鹿 A.P. Indy）不出走
ウォーターウェイ（12牝 ＊コンデュイット）�11 勝
ミスターオーネット（15牡 ＊ストーミングホーム）入着，���８勝
ビジョ（17牝 キングカメハメハ）��１勝�３勝

３代母 アンブライドルドエレインUnbridled Elaine（98 USA芦 Unbridled's Song）
USA６勝，ＢＣディスタフ‐G1，モンマスオークス‐G2，Iowa Oaks‐L，
Pocahontas S‐L，ペンシルヴァニアダービー‐G3 ２着，etc.
セレーザズスピリット Seresa's Spirit（03 牝 Rahy）不出走

チャーリーエイCharlie A（11牝 Curlin）USA３勝
チャールズクローム Charles Chrome（18� ＊カリフォルニアクローム）
�USA２勝，James W. Murphy S‐L ３着

エッチト Etched（05牡 Forestry）USA・UAE７勝，メドーランズＣ‐G2，モンマ
スＣ‐G2，ナシュアＳ‐G3，etc.，種牡馬

アウトオヴバウンズOut of Bounds（09 牡 ＊ディスクリートキャット）GB・USA
・UAE３勝，シャムＳ‐G3，アルマクトゥームチャレンジＲ１‐G2 ２着

イモーションレス Emotionless（13� Shamardal）GB・UAE３勝，英シャンペイ
ンＳ‐G2，Steventon S‐L，ドバイシティオヴゴールド‐G2 ３着，etc.

４代母 キャロルズフォリー Carols Folly（87 USA黒鹿 Taylor's Falls）USA５勝，
Airdrie S，Alabama Thoroughbred Juvenile S‐R ３着
［子］ グリッターウーマンGlitter Woman（94牝 Glitterman）USA10 勝，アシ

ュランドＳ‐G1，ボニーミスＳ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.
［孫］ ポリティカルフォース Political Force（03 牡 Unbridled's Song）USA

４勝，サバーバンＨ‐G1，メトロポリタンＨ‐G1 ２着，ジョッキー
クラブゴールドＣ‐G1 ３着，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： 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

579 スプレンダー２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
＊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

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodスプレンダー
＊ A.P. Indy

��
��
�ブロードチョイス栗 2011 Unbridled Elaine

12b
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 スペランツァーレ（09栗 Singspiel）�５勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
アップテンペスト（19牝栗 エスポワールシチー）��２勝�５勝，スプリングＣ
（Ｄ1800），梅桜賞（Ｄ1800），新春ペガサスＣ（Ｄ1600）２着，ライデンリーダー
記念（Ｄ1400）２着，ビギナーズＣ（Ｄ1400）２着，プリンセスＣ（Ｄ1400）３着

アップテンポラーレ（20牝鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 ＊ヘルドキャプティヴ（04 USA鹿 Red Ransom）GB１勝
リベレイショニスト（11牡 ステイゴールド）�５勝�入着
リバティ（12牡 ジャングルポケット）�１勝

３代母 フューラジェット Furajet（88 USA栗 The Minstrel）GB・IRE・USA２勝，
Trafalgar House Sprint S‐L ２着，パレスハウスＳ‐G3 ３着，クイーンメ
アリーＳ‐G3 ３着，Bentinck S‐L ３着，Rous S‐L ３着
プラウドイヴェントProud Event（95 牝 Zilzal）不出走

オリエンテイションOrientation（04牝 Orientate）AUS３勝
オリデインOridane（11牝 King of Danes）AUS４勝，SAJC Dequett
eville S‐L

チャイナヴィジット China Visit（97 牡 Red Ransom）GB・FR・USA・UAE・H
KG４勝，ロンポワン賞‐G2，Sheikh Maktoum Al Maktoum Challenge R1
‐L，UAE Derby‐L，etc.，種牡馬

デュバイヴィジットDubai Visit（98 牝 Quiet American）GB・FR・USA・UAE
２勝，P. Ceres‐L ２着

４代母 ズメルードZummerudd（81 IRE 鹿 Habitat）GB出走
［子］ ＊キングオブキングス（95牡 Sadler's Wells）GB・IRE５勝，英２０００ギニー

‐G1，愛ナショナルＳ‐G1，レイルウェイＳ‐G3，etc.，種牡馬
ジェネラルモナシュGeneral Monash（92牡 Thorn Dance）GB・FR・
IRE５勝，ロベールパパン賞‐G2，Haydock Spring Trophy‐L ２
着，英ノーフォークＳ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ シャドゥン Shadn（17牝 No Nay Never）�GB・FR・USA３勝，クリ
テリヨムドメゾンラフィット‐G2，Rose Bowl S‐L，ミルリーフ
Ｓ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �090-3391-7161
生 産 牧 場： 小倉 光博
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

580 スペランツァーレ２０２１ 牡・栗 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songスペランツァーレ
＊ Red Ransom

��
��
�ヘルドキャプティヴ栗 2009 Furajet

7
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×M5×M5 Lyphard S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 スイートウィスパー（16鹿 ルーラーシップ）��１勝
初仔

２代母 ケアレスウィスパー（04栗 フジキセキ）３勝，丹沢Ｓ，灘Ｓ２着，桃山Ｓ２着，
サンタクロースＳ３着，etc.，��入着，関東オークス‐Jpn2 ２着
トーセンバジル Tosen Basil（12 牡 ＊ハービンジャー）５勝，京都大賞典‐G2 ２着，

阪神大賞典‐G2 ３着，神戸新聞杯‐G2 ３着，etc.，AUS・HKG入着２回，
ＭＲＣアンダーウッドＳ‐G1 ２着，香港ヴァーズ‐G1 ３着

フレグラントブレス（13牝 ＊クロフネ）２勝
スペクトログラム（19牡 ＊ドレフォン）�１勝

３代母 エヴリウィスパー（97栗 ＊ノーザンテースト）入着
アドマイヤキラメキ（02牝 ＊エンドスウィープ）４勝，樅の木賞２着，秋分特別３着，

妙高特別３着，etc.
トーセンスターダム Tosen Stardom（11牡 ディープインパクト）５勝，チャ

レンジＣ‐G3，etc.，AUS２勝，ＶＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，ＭＲＣ
トゥーラクＨ‐G1，etc.，種牡馬

ネオスターダム（12牡 ネオユニヴァース）４勝，マーガレットＳ‐LR ３着，幕
張Ｓ，丹波特別，etc.

センテリュオ（15牝 ディープインパクト）５勝，オールカマー‐G2，マーメイ
ドＳ‐G3 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，etc.

ダークメッセージ（03牡 ダンスインザダーク）５勝，日経新春杯‐G2 ２着，日経新
春杯‐G2 ３着，シリウスＳ‐G3 ２着，etc.

トーセンジョーダン（06牡 ジャングルポケット）９勝，天皇賞（秋）‐G1，札幌記念
‐G2，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2，etc.，種牡馬

トーセンホマレボシ（09牡 ディープインパクト）３勝，京都新聞杯‐G2，日本ダー
ビー‐G1 ３着，大寒桜賞，種牡馬

４代母 ＊クラフテイワイフ（85 USA栗 Crafty Prospector）USA７勝，Desert Vixe
n S‐LR，Susan's Girl S‐LR，Heather S，Faneuil Miss S，Hibisc
us S，etc.
［孫］ カンパニー（01牡 ミラクルアドマイヤ）12勝，天皇賞（秋）‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1，毎日王冠‐G2，etc.，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2505
生 産 牧 場： ㈲小島牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

581 スイートウィスパー２０２１ 牡・鹿 ４／１２
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴスイートウィスパー フジキセキ

��
��
�ケアレスウィスパー鹿 2016 エヴリウィスパー

＊クラフテイワイフ 9a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 スリーシスターズ（12黒鹿 ＊パイロ）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕

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： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453

582 スリーシスターズ２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionスリーシスターズ
＊ Forest Wildcat

��
��
�カトゥーンバ黒鹿 2012 Elizabeth Bay

9f
Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector M4×S5×M5 Narrate S5×M5
Seattle SlewM5×M5
価格： 購買者：



母 スレドボ（12黒鹿 ＊コマンズ）�13 勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
デステージョ（20牡鹿 ニシケンモノノフ）��１勝

２代母 ＊アークティックミスト（05 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
フローズンムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝

ハトホル（15牝 ＊モンテロッソ）２勝，十日町特別，府中特別２着，中京日経賞２着
ディレットーレ（14� ステイゴールド）入着，��２勝�３勝�
ネイチャーゴールド（17牡 ゴールドアリュール）�２勝

３代母 ティーケイ Tee Kay（91 USA黒鹿 Gold Meridian）USA６勝，マーサワシ
ントンＳ‐G3，Lady Baltimore S‐L，セリマＳ‐G3 ２着，Queen Empress
S‐L ２着，Sensational S‐L ３着，etc.

＊シンボリクリスエス（99牡 Kris S.）８勝，有馬記念‐Jpn1（２回），天皇賞（秋）
‐Jpn1（２回），神戸新聞杯‐Jpn2，青葉賞‐Jpn2，etc.，年代表（2回），優３
牡，優古牡，種牡馬

＊ピサノデイラニ（04牡 Fusaichi Pegasus）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，観月橋
Ｓ，松戸特別，etc.，種牡馬

ティズアケイ Tizakay（12牝 Tiznow）USA１勝，California Governor's Cup H
２着

４代母 トライアルゴ Tri Argo（82 USA黒鹿 Tri Jet）USA６勝，Wistful H，
Leixable S‐L ２着，Mantua S‐R ２着，モデスティＳ‐G3 ４着，Ala
da S‐R ３着
［孫］ パットンズヴィクトリー Patton's Victory（98� Patton）USA12 勝，フ

ィフスシーズンＳ‐G3，Prairie Meadows H‐L，Precisionist S
，etc.

アルゴズアピール Argos Appeal（95 牝 World Appeal）USA３勝，J
ack Smallwood S‐L，Boca Raton S‐L ２着，Old Hat S‐L
３着，etc.

ウェルドレストWell Dressed（97牝 Notebook）USA３勝，Americ
an Holly S‐L，Silver Spoon S‐L ３着

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 �090-1646-1707

583 スレドボ２０２１ �・鹿 ４／１４

＊

＊
＊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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseスレドボ
＊ Seeking the Gold

��
��
�アークティックミスト黒鹿 2012 Tee Kay

8h
Danzig M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 スーンシャイン（16黒鹿 ジャスタウェイ）不出走
初仔

２代母 ＊モンスーンウェディング（04 GB黒鹿 Monsun）GB１勝
ライオネルカズマ（14牡 キングカメハメハ）３勝，長久手特別２着，小豆島特別２

着，有松特別３着，千種川特別３着，��１勝��

３代母 ハイアベラ Hyabella（88 GB鹿 Shirley Heights）GB３勝，Atalanta S
‐L，BenMarshall S‐L
サマーダンス Summer Dance（94牝 Sadler's Wells）GB１勝

シエロカナリアス Cielo Canarias（08� Exceed And Excel）FR・ITY・SP
A13 勝，P. Jacques de Bremond‐L ３着

ハイパースペクトラHyperspectra（95 牝 RainbowQuest）GB１勝
フランス France（00牡 Desert Prince）GB・FR・IRE・USA２勝，テトラー

クＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，愛インターナショナルＳ‐G2 ３着，etc.，
種牡馬

スペクトラルスター Spectral Star（02 牝 Unfuwain）GB１勝
シロッコスター Shirocco Star（09 牝 Shirocco）GB・FR・IRE１勝，英オー
クス‐G1 ２着，愛オークス‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G1 ３着，etc.

メディアハイプMedia Hype（07牡 Tiger Hill）GB・FR・SWE５勝，Wil
d Flower S‐L，ストックホルム国際Ｃ‐G3 ３着

ヒッピーヒッピーシェイク Hippy Hippy Shake（09牝 Danehill Dancer）G
B３勝，Lyric S‐L，Upavon Fillies S‐L ２着
トウィストンシェイク Twist 'n' Shake（16牝 Kingman）GB・FR２勝，
P. de Bagatelle‐L，リューリー賞‐G3 ２着，Michael Seely Mem
orial Fillies' S‐L ２着

ホサイファー Hothaifah（99牡 Green Desert）FR・UAE・SAU２勝，エクリプ
ス賞‐G3 ２着

ヴェンチュラハイウェイVentura Highway（00牝 Machiavellian）不出走
アレッサンドロヴォルタ Alessandro Volta（05� Montjeu）GB・FR・IRE・A

US２勝，リングフィールドダービートライアルＳ‐G3，Eyrefield S‐L
ポーエト Poet（05� Pivotal）GB・FR・IRE・GER・UAE７勝，ローズオヴランカ

スターＳ‐G3，キルターナンＳ‐G3，Steventon S‐L，etc.，GB障害１勝

販売申込者・所有者： パングロス㈲＝東京都千代田区 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

584 スーンシャイン２０２１ �・黒鹿 ４／１６

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルスーンシャイン
＊ Monsun

��
��
�モンスーンウェディング黒鹿 2016 Hyabella

13e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ディーズファクター（15青鹿 スズカマンボ）入着３回
本馬の他に産駒あり

２代母 ザデイ（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞３着
メイショウナゴミ（12牝 スズカマンボ）３勝
ディーズプラネット（13牝 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP，バレンタインＳ‐OP ３着，

新涼特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着
レゲウーマン（14牝 ＊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 ＊ワークフォース）２勝

３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

４代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
［子］ グロ－リ－フォレヴァ－Glory Forever（84 牡 Forever Casting）GB・

FR・USA２勝，トーマスブライアン賞‐G3，仏２０００ギニー‐G1 ３着，
Easter S‐L ２着，etc.

グローリアスリーズンGlorious Reason（81牝 Hall of Reason）USA
４勝，Big Moe S‐R，Revidere S‐R ２着

［孫］ 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.

ヴェルグラ Verglas（94 牡 Highest Honor）GB・IRE・USA３勝，コヴ
ェントリーＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，フィーニクスＳ‐G1 ３
着，etc.，種牡馬

フィルザパワー Phil the Power（04� Red Bullet）USA４勝，Kelso
S‐L，Greenwood Cup S‐L ２着，Point Given S‐L ２着，etc.

パーシャンシークレット Persian Secret（93 牝 Persian Heights）GB・
FR３勝，P. La Sorellina‐L，Empress S‐L ２着，Champio
n Trophy‐L ３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

585 ディーズファクター２０２１ �・鹿 ４／１４

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボディーズファクター ＊シンボリクリスエス

��
��
�ザデイ青鹿 2015 ＊ウエイアウト

3d
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 セイウンキャンティ（15鹿 リーチザクラウン）出走
初仔

２代母 ニシノオドリコ（10栗 ＊ブライアンズタイム）１勝

３代母 ニシノマイヒメ（98栗 ＊フォーティナイナー）４勝，門松Ｓ，久多特別，北斗
賞２着，貴船Ｓ３着
ニシノオウガイ（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，鋸山特別，�16 勝�

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

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

ニシノファイナル（93牝 ＊マラキム）４勝，シリウスＳ‐OP，北九州短距
離Ｓ‐OP ２着，鞍馬特別，etc.

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

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

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

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

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

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

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

［曾孫］ ニシノミチシルベ（11牝 ＊タイキシャトル）２勝，アネモネＳ‐LR ２着，
アルテミスＳ（重賞）‐L ３着，千歳特別，etc.

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

586 セイウンキャンティ２０２１ 牡・栗 ３／１３
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

スペシャルウィーク

�
�
�
�
�

��
��

�リーチザクラウン クラウンピースセイウンキャンティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ニシノオドリコ鹿 2015 ニシノマイヒメ

＊デユプリシト 2s
サンデーサイレンス S3×M4 デユプリシトS3×M4 Mr. Prospector S5×M5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ジャズプリンセス（02 IRE 黒鹿 Bahhare）IRE４勝，アサシＳ‐G3，愛パークＳ
‐G3，リッジウッドパールＳ‐G2 ２着，Kilboy Estate S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
ハーマンミュート（10�青鹿 Oasis Dream）１勝
ロジネオ（13牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着
スペースシップ（17牡芦 ゴールドシップ）１勝，あすなろ賞（芝 2000）３着，�

��入着３回

２代母 ジャズアップ Jazz Up（98 GB鹿 Cadeaux Genereux）不出走
ラドリードラゴンRudry Dragon（04牡 Princely Heir）GB・QAT２勝
ショーラーン Sholaan（09� Invincible Spirit）GB・UAE５勝，Garhoud Spri

nt‐L ３着，Jebel Ali Sprint‐L ３着
バウンスザブルーズ Bounce The Blues（17 牝 Excelebration）�GB・IRE２勝，

Owenstown Stud S‐L，チャートウエルＳ‐G3 ２着，Haydock Spring Troph
y‐L ２着，October S‐L ２着，Rosemary S‐L ２着，etc.

３代母 スロージャズ Slow Jazz（91 USA黒鹿 Chief's Crown）FR３勝，P. Petite
Etoile‐L，Criterium de l'Ouest‐L ２着
メロージャズMellow Jazz（97 牝 Lycius）GB２勝

インプロヴァイズ Improvise（02 牝 Lend a Hand）GB・USA１勝，Etern
al S‐L ２着

ミスターカヴァーンMister Cavern（99� Lion Cavern）FR・ITY９勝，P. d'Es
tate‐L，P. Eupili‐L，プリミパッシ賞‐G3 ２着，etc.

マガダールMagadar（03 牝 Lujain）GB１勝
ミスオコナーMiss O Connor（15 牝 Roderic O'Connor）GB・FR・IRE４勝，

パース賞‐G3，Dick Hern S‐L
アイリッシュアドミラル Irish Admiral（17� French Navy）�GB・IRE３勝，

Knockaire S‐L ３着
ランダマイザーRandomizer（04 牝 Elusive Quality）USA入着３回

ジョークセンジャズ Jokes N Jazz（09 牝 It's No Joke）USA４勝，Donna Ree
d S‐R，Iowa Breeders' Oaks‐R，Iowa Sorority S‐R ３着

ズーラ Zoola（10 牝 Iffraaj）GB・IRE１勝，Harry Rosebery S‐L ２着，Tip
perary S‐L ３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

587 ジャズプリンセス２０２１ 牡・青 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊

バッハーレ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�Bahhare Wasnahジャズプリンセス ジャズアップ Cadeaux Genereux

��
��
�Jazz Up黒鹿IRE 2002 Slow Jazz

16
WoodmanM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ジュピターズビコー（02 AUS黒鹿 Singspiel）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－６（31）〕
アルテッツァ（10牝鹿 アグネスタキオン）�５勝�６勝
ゼンノブショウ（11牡鹿 ブラックタイド）１勝，�８勝
オンユアマーク（12牝青鹿 ゼンノロブロイ）１勝，�５勝�３勝
ヒマワリノヤクソク（14牝栗 ゼンノロブロイ）入着，��１勝
シスル（15牝青 ＊ノボジャック）３勝，初風Ｓ（Ｄ1200）２着，春風Ｓ（Ｄ1200）２

着，妙高特別（Ｄ1200）３着
ユピテルルークス（17�鹿 アンライバルド）１勝，��２勝
ジョーアヤメ（18牝芦 ジョーカプチーノ）���入着４回�１勝
サツキフジ（19牝栗 ＊ノボジャック）���入着
モックモック（20牡青鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 ウィローゴールドWillow Gold（86 AUS鹿 Francis Bacon）AUS５勝，
Balaklava RC Balaklava C‐L ２着，ＳＡＪＣクイット＆ウインＣ‐G3 ３着
スペイスウェポン SpaceWeapon（94� Stargazer）AUS５勝
フィニスレイディ Finniss Lady（96牝 Dolphin Street）AUS５勝

ジッププレジャー Zip Pleasure（06 牝 Blevic）AUS２勝，SAJC Oaklands P
late‐L ２着

ギンコーゴールドGinkgo Gold（03牝 ＊シンコウフォレスト）AUS５勝

３代母 ゴールドミストラルGold Mistral（71 AUS栗 Polmak）AUS３勝，SAJC Br
eeders' Matchmaker S２着，SAJC Bloodhorse Breeder's S２着
ダークスペックルDark Speckle（77 牝 ＊ハビアスコーパス）AUS入着，SAJCM

orphettville Plate２着

４代母 フレンチガーランド French Garland（49 AUS黒鹿 Beau Cheval）AUS10 勝
［子］ ジョーヴィアルナイト Jovial Knight（60 牡 Star of Baroda）AUS20 勝，

ＳＡＪＣオルダーマンＣ，ＳＡＪＣニューイヤーズギフトＳ，ＳＡ
ＪＣＯＪスミスチャレンジＳ，etc.

メリーナイトMerry Knight（58 牡 Star of Baroda）AUS11 勝，ＳＡＪ
ＣレイバーデイＣ，Werribee Gold C，SA Tatt's RC Tattersall'
s C２着

販売申込者・所有者： オギオギ牧場＝新ひだか町三石富沢 �090-9522-7565
生 産 牧 場： オギオギ牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

588 ジュピターズビコー２０２１ 牡・青鹿 ５／１３
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロイングァンチャーレ ＊ディアブロ

��
��
�チュウオーサーヤ青鹿 2012 サンライトブルボン

＊

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songジュピターズビコー ウィローゴールド Francis Bacon

��
��
�Willow Gold黒鹿AUS 2002 Gold Mistral

8i
Halo M4×S5×S5 Ballade M4×S5

価格： 購買者：



母 キイレ（07鹿 フジキセキ）入着，陸奥湾特別（芝 2000）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
ショウブニデル（14牡青鹿 ＊ロードアルティマ）１勝，��３勝
クスリバコ（15牡鹿 ローエングリン）入着４回，�２勝
ツノチャン（19牝鹿 メイショウサムソン）�地方未出走
ジャスティスボス（20牡鹿 シビルウォー）��１勝

２代母 ラブイズトゥルー（98栗 ＊フォーティナイナー）不出走
ジトゥルー（02牝 キングヘイロー）�２勝�８勝	６勝，クイーンＣ２着
ウィナーズステージ（03牝 サツカーボーイ）�３勝
ラブイズカヌマ（04牝 ＊タイキシャトル）
６勝
ケイアイベラミ（05牝 アドマイヤベガ）��２勝�１勝
ブライトアイザック（06牡 スペシャルウィーク）７勝，欅Ｓ‐L，ペルセウスＳ‐L ３

着，アハルテケＳ‐OP，春望Ｓ，仲冬Ｓ２着，etc.

３代母 ヒトメボレ（89鹿 ＊モガミ）３勝，佐渡Ｓ，月岡特別３着，弥彦特別３着

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ ビューチフルロマン（86牝 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越

Ｓ‐OP，秋嶺Ｓ，etc.
［孫］ ブロンコーネ（03牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着
［曾孫］ グレイトパール（13牡 キングカメハメハ）７勝，アンタレスＳ‐G3，平安

Ｓ‐G3，仁川Ｓ‐L，etc.，��８勝�１勝���
カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入
着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国
Ｓ，美唄特別，etc.

セイコーサンデー（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３
着，エイプリルＳ‐OP ２着，スピカＳ，etc.

ドットコム（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，美
浦Ｓ，習志野特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

589 キイレ２０２１ 牡・栗 ２／ ７

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーキイレ ＊フォーティナイナー

��
��
�ラブイズトゥルー鹿 2007 ヒトメボレ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector M4×S5 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノアデール（14栗 ＊ハービンジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ロードシャマール（19牡栗 コパノリッキー）�入着２回

２代母 ハタノプリエ（97栗 ＊ブライアンズタイム）２勝
ハタノギャラン（05牝 ＊アフリート）入着３回，��１勝，東京プリンセス賞２着
スギノブレイド（06� ＊アフリート）４勝，三条特別，市原特別２着，千歳特別２着，

鋸山特別３着
ハタノゼフィロス（08牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，�４勝��入着，コスモバル

ク記念３着
ハタノヴァンクール（09牡 キングカメハメハ）４勝，��２勝�１勝�入着，川崎

記念‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，東京大
賞典‐G1 ２着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

レッドジュピター（10牝 ＊プリサイスエンド）�入着４回
ザイオン（15牡 ＊パイロ）２勝，�６勝��入着

アンジュドボヌール（11牝 ＊タイキシャトル）１勝，西尾特別，	３勝
プレヴォール（19牡 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 ハヤベニコマチ（92栗 ＊サンデーサイレンス）�２勝
アースクリスハーン（03牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，豊明特別，磐梯山特別２

着，中京スポーツ杯２着，etc.
ジャガーメイル（04牡 ジャングルポケット）６勝，天皇賞（春）‐G1，ジャパンＣ

‐G1 ３着，etc.，HKG入着２回，香港ヴァーズ‐G1 ２着，etc.
アースマリン（05牝 ＊マリエンバード）３勝，開聞岳特別，由布院特別３着，初茜賞３着

４代母 ターンツーダイナ（78鹿 ＊ノーザンテースト）入着２回
［子］ ツーワエース（86牡 ＊ルセリ）４勝，師走Ｓ，清澄特別，初富士Ｓ２着，

��４勝
入着５回
チェリーラブ（94牝 サクラユタカオー）２勝，豊橋特別，ローズマリー賞
３着，こでまり賞３着

ドンミロード（89牡 ＊アレミロード）１勝，長岡特別
［孫］ マイネルレーニア（04牡 ＊グラスワンダー）６勝，スワンＳ‐G2，京王杯

２歳Ｓ‐Jpn2，ポートアイランドＳ‐L，etc.

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

590 ハタノアデール２０２１ 牡・鹿 ２／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlハタノアデール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2014 ハヤベニコマチ

＊ナイスランデイング 1w
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 セドゥラマジー（15栗 ダイワメジャー）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 ウイッチトウショウ（00鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
ジーントウショウ（04牝 ＊デザートキング）出走

マツリダレーベン（16牡 キングヘイロー）�４勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ２着
レジェトウショウ（06牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯，船橋Ｓ３着，中山ウイ

ンタープレミアム３着，�２勝
スマートクラージュ（17牡 ディープインパクト）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，道頓

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯３着

トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特
別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�

ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走
セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L
３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��４勝

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

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

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

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，中山記念
‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

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

販売申込者・所有者： ㈱ＳＧプランニング＝愛知県一宮市 �080-9810-0171
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

591 セドゥラマジー２０２１ 牡・栗 ５／ ２
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormスズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケセドゥラマジー ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ栗 2015 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セントローレンス（08鹿 ジャングルポケット）���１勝・11勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
チューダ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
セントレガーロ（18牝栗 ＊クリエイターⅡ）���１勝
エスケーオーカン（19牡栗 ＊ダンカーク）��２勝
ジューンナックル（20牡黒鹿 ＊タリスマニック）�未出走

２代母 ティーチャズペット（97鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ファイティングアイ（02牝 ＊アジュディケーティング）１勝
オエドニホンバシ（03牝 ＊スキャターザゴールド）�１勝�３勝�１勝	入着２回��
プリックアップ（05牝 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，��２勝�
アートオブワールド（06牝 ＊アグネスワールド）�１勝�５勝��
ノープラン（09牝 ＊プリサイスエンド）�５勝
アクアティアラ（10牝 トーホウエンペラー）�２勝

３代母 ＊エテール（85 USA鹿 Lyphard）FR１勝
リキアイアクトレス（90牝 Reference Point）４勝，Ｉｎｔ．ＪＳ，若潮賞，袖ケ

浦特別２着，etc.
リキアイヤマノオー（00牡 ＊アフリート）３勝，天王山特別，大濠特別３着，


１勝�１勝
リキアイサイレンス（01牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2

３着，オクトーバーＳ，遠州灘特別，etc.，種牡馬
ジントルネード（95牡 ＊バイアモン）３勝，ゴールデンブーツＴ，洛西特別，嵯峨野

特別２着，etc.

４代母 オナートリックスHonor Tricks（76 USA鹿 Bold Bidder）不出走
［孫］ ブランカスター Brancaster（96� Riverman）GB・FR・USA３勝，ホ

ーリスヒルＳ‐G3，クレイヴァンＳ‐G3 ２着
アラタマインディ（97牡 A.P. Indy）５勝，小倉記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ
‐Jpn3 ２着，九州スポーツ杯，etc.

リッター Litter（02 牝 Catbird）AUS５勝，ATCWenona Girl H‐L，
BRC Sir Edward Williams H‐L，Scone RC Dark Jewel Classic
‐L 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 猛
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

592 セントローレンス２０２１ 牡・黒鹿 ４／１９

＊

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーセントローレンス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ティーチャズペット鹿 2008 ＊エテール

2d
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5 CosmahM5×M5

価格： 購買者：



母 ソリッドリーズン（14鹿 ジャングルポケット）不出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ヴァハマ（19牝鹿 ルーラーシップ）出走，�地方未出走
メルキュリオ（20牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 レディーダービー（02栗 スペシャルウィーク）入着３回
マイレディー（07牝 ＊アグネスデジタル）�２勝
ヴェルデグリーン（08牡 ジャングルポケット）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，オールカマー

‐G2，常総Ｓ，調布特別，若竹賞２着，etc.
ファータグリーン（13牝 タニノギムレット）２勝

ガルブグリーン（19牝 ヴィクトワールピサ）�１勝
マーレグリーン（15牝 ジャングルポケット）入着，�２勝
サルトグリーン（16牝 ジャングルポケット）�２勝��４勝
ヴァルトグリーン（17牡 エイシンフラッシュ）�３勝
シエルグリーン（18牡 エイシンフラッシュ）���入着�４勝

３代母 ウメノファイバー（96鹿 サクラユタカオー）４勝，オークス‐Jpn1，京王杯
３歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＣ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ４着，優３牝
ジョイチャイルド（06牝 ＊シンボリクリスエス）�３勝�１勝

ヘイワノツカイ（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，木更津特別３着，���出走
アンフィルージュ（07牝 アグネスタキオン）３勝，別府特別３着

サンリヴァル（15牡 ルーラーシップ）２勝，芙蓉Ｓ‐LR，皐月賞‐G1 ２着，ホ
ープフルＳ‐G1 ４着

ヴァンケドミンゴ（16牡 ルーラーシップ）�４勝，福島記念‐G3 ２着，カシオ
ペアＳ‐L ２着，七夕賞‐G3 ３着，etc.

ワイドエンペラー（18牡 ルーラーシップ）�３勝，本栖湖特別，金山特別，早
春Ｓ２着，etc.

ノーブリー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，五泉特別
グレルグリーン（16牡 ヴァーミリアン）１勝，山藤賞３着

４代母 ウメノローザ（86鹿 ＊ノーザンディクテイター）��６勝，グランドＣｈ２０００

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： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930

593 ソリッドリーズン２０２１ �・黒鹿 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーソリッドリーズン スペシャルウィーク

��
��
�レディーダービー鹿 2014 ウメノファイバー

＊フラストレート 1b
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイビビッド（15鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ウィスティンガー（20牡黒鹿 タイセイレジェンド）�地方未出走

２代母 ＊リップスポイズン（08 GER栗 Mamool）FR・GER２勝，独１０００キニー‐G2，
Scherping‐Rennen‐L ２着
ハンナ（13牝 ディープインパクト）１勝

ユングヴィ（18牡 ミュゼスルタン）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着
ネームユアポイズン（14� ハーツクライ）２勝，���出走
アンブロークン（16牡 ヴィクトワールピサ）１勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ２着，五頭連峰

特別３着
サルビア（18牝 ダイワメジャー）�２勝，りんどう賞，新発田城特別３着
キタサンシュガー（19牝 キタサンブラック）�１勝

３代母 リップスプレイン Lips Plane（00 IRE 栗 Ashkalani）ITY１勝，P. Repub
bliche Marinare‐L ２着，ドルメーロ賞‐G3 ３着
レイディリップス Lady Lips（04 牝 Zinaad）GER１勝

リップスクイーン Lips Queen（16牝 Kamsin）�GER３勝，ハノーファー秋
季牝馬賞‐G3，G.P. der Hannoverschen Volksbank‐L ２着

リップスアロー Lips Arrow（05牝 Big Shuffle）FR・GER・ITY３勝，Dallma
yr Prodomo‐Trophy‐L，G.P. des Autoring Hannover‐L，ロトハンブル
クトロフィ‐G3 ２着，etc.
ラッキーライオン Lucky Lion（11牡 High Chaparral）FR・GER５勝，バイ

エリシェスツフトレネン‐G1，独２０００ギニー‐G2，ドクトルブッシュ記念
‐G3，etc.，種牡馬

リップスイーグル Lips Eagle（17牝 Gleneagles）�GER１勝，G.P. der Burckh
ardt Metall Glas‐L ２着，Neue Bult Youngster Cup‐L ３着

リップスプラネット Lips Planet（13 牝 Mamool）GER・ITY１勝，G.P. der Stad
tsparkasse Dusseldorf‐L ３着

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
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

594 タイセイビビッド２０２１ 牡・鹿 ４／ 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

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアタイセイビビッド
＊ Mamool

��
��
�リップスポイズン鹿 2015 Lips Plane

14c
Machiavellian M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 タケノミリオン（11鹿 ハーツクライ）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サブノミリオン（20牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊グラマラス（93 USA鹿 Danzig）USA入着
エレガントプロスペクトElegant Prospect（00 牝 Mr. Prospector）USA出走

チェインジザチャネル Changethechannel（09 牝 English Channel）USA３
勝，サンタバルバラＨ‐G3 ３着，Las Madrinas H３着

ウェスタンエレガンスWestern Elegance（10� English Channel）USA・C
AN７勝，ハンシンＣ‐G3 ３着，ヴィジャルＳ‐G3 ３着

グラマラスワンGlamorous One（01牝 GoneWest）不出走
ガランデシーネGalan de Cine（08牡 Successful Appeal）ARG６勝，オト

ニョ賞‐G2，P. Irineo Leguisamo‐L，オノール大賞‐G1 ２着，アル
ゼンチン共和国賞‐G1 ３着，種牡馬

バリバリセレブ（04牡 Seeking the Gold）入着３回，�３勝�入着２回��
デジタルゴールド（07牝 ＊アグネスデジタル）�23 勝�１勝�入着	，名港盃，尾張

名古屋杯，姫路ＣｈＣ３着
ゴールドキリー（08牝 ＊アルカセット）��５勝

３代母 ゴージャスGorgeous（86 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，アップルブラッサムＨ
‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，etc.
ドリームボートDreamboat（92 牝 Mr. Prospector）GB・UAE１勝

ミュージックショーMusic Show（07牝 Noverre）GB・FR・IRE・TUR５勝，
ファルマスＳ‐G1，ロックフェルＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

ファビュラス Fabulous（95 牝 Seeking the Gold）USA出走
＊ロジャーズスー（01牝 Forestry）不出走

タービュレントディセント Turbulent Descent（08 牝 Congrats）USA８
勝，ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，テス
トＳ‐G1，etc.

グラスゴーズゴールドGlasgow's Gold（96牝 Seeking the Gold）USA１勝
＊スウィフトテンパー（04牝 Giant's Causeway）USA６勝，ラフィアンＨ‐G1，

デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲五丸農場＝新冠町大富 �0146-47-4376
生 産 牧 場： ㈲五丸農場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

595 タケノミリオン２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスタケノミリオン
＊ Danzig

��
��
�グラマラス鹿 2011 Gorgeous

14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ダンスザクラシックス（04 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・IRE１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－４（14）〕
コールトゥバトル Call To Battle（09 IRE�鹿 ＊キングズベスト）GB・IRE２勝，

Eyrefield S‐L，バリーサックスＳ‐G3 ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
ルールザユニバース（12牝鹿 ネオユニヴァース）入着３回，�２勝
クラシカルチュチュ（13牝青鹿 ゼンノロブロイ）入着，�３勝�入着
カレンラヴニール（14牡鹿 ルーラーシップ）�５勝��２勝，土佐秋月賞
（Ｄ1600），黒潮菊花賞（Ｄ1900）２着

ゴーウィズザフロー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝

２代母 ヘッドインザクラウズ Head in the Clouds（98 IRE 鹿 RainbowQuest）
GB・FR２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ２着，セントサイモ
ンＳ‐G3 ２着
クエストフォーイターニティQuest For Eternity（03 牝 Sadler's Wells）不出走

リトルホワイトクラウド Little White Cloud（10� Dalakhani）IRE・AUS
２勝，愛ダービートライアルＳ‐G2 ３着，ガリニュールＳ‐G3 ２着，
Pakenham RCWerribee C‐L ３着

ロージズフォーザレイディ Roses For The Lady（06牝 Sadler's Wells）GB・IR
E２勝，Vintage Crop S‐L，愛オークス‐G1 ２着，Finale S‐L ２着，
カラＣ‐G3 ３着，Ballycullen S‐L ３着，etc.

レイディオヴエヴェレスト Lady of Everest（07 牝 Montjeu）不出走
レイディオヴデュバイ Lady Of Dubai（12 牝 Dubawi）GB・IRE２勝，He

ight of Fashion S‐L，英オークス‐G1 ３着，Montrose Fillies S‐L ２着

３代母 バレリーナBallerina（91 IRE 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
ミレナリーMillenary（97 牡 RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・ITY12 勝，

英セントレジャー‐G1，ドンカスターＣ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，ヨ
ークシャーＣ‐G2，プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2（２回），英ジョッキーク
ラブＳ‐G2，etc.，種牡馬

レットザライオンロアー Let The Lion Roar（01 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・
USA２勝，英ダービー‐G1 ３着，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2 ２着，
ダンテＳ‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲王蔵牧場＝浦河町瑞穂 �0146-27-4036
生 産 牧 場： ㈲王蔵牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

596 ダンスザクラシックス２０２１ �・鹿 ５／２２

＊

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

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeダンスザクラシックス ヘッドインザクラウズ Rainbow Quest

��
��
�Head in the Clouds鹿IRE 2004 Ballerina

1l
Northern Dancer M3×S5 Special M4×S5

価格： 購買者：



母 チアズスワロー（04鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（11）〕
リレミト（13牝鹿 ヴァーミリアン）�４勝��４勝
サンオークランド（14牡鹿 ＊ロージズインメイ）２勝，與杼特別（Ｄ1800）３着
スキルショット（17牡鹿 キズナ）１勝，��１勝
ネロリビガラード（18牝栗 ダイワメジャー）��２勝
スピリトーゾ（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 チアズダンサー（93鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ‐OP，�入着，
グランシャリオＣ３着
チアズブライトリー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ２着，万葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
チアズメッセージ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，都大路Ｓ

‐L，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，マーメイドＳ‐Jpn3 ２着，愛知杯
‐Jpn3 ２着，etc.
プレファシオ（07牡 ＊クロフネ）５勝，昇竜Ｓ‐OP，ながつきＳ，岩国特別，Ｋ

ＢＣ杯２着，etc.，��１勝，京成盃グランドマイラーズ２着
クリプトグラム（12牡 キングカメハメハ）５勝，目黒記念‐G2，大阪―ハンブ

ルクＣ‐L，淡路特別，ゆきやなぎ賞２着
ラインダール（13牝 ＊クロフネ）入着
キミワテル（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，舞浜特別２着

ビオグラフィー（17牝 ロードカナロア）�５勝，北九州短距離Ｓ‐OP，淀屋橋
Ｓ，豊橋特別

ラッセルバローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別，清滝特別２着，エ
ーデルワイスＳ２着

３代母 シヤトーフオモサ（77青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
ハヤノキフジン（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーションＣ‐OP，六

甲Ｓ‐OP ３着，ミモザ賞
サンポンド（99牡 ＊ラシアンボンド）�１勝��10 勝，スパーキングサマーＣ２着
バリオス（00牡 ＊シャンハイ）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，メルボルンＴ，ブラッド

ストーンＳ２着，etc.

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： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

597 チアズスワロー２０２１ 牡・鹿 ４／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandチアズスワロー アンバーシヤダイ

��
��
�チアズダンサー鹿 2004 シヤトーフオモサ

＊ネロリ 13c
Nureyev S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 セミプレナ（14栗 ＊サマーバード）�４勝���入着３回�，ル・プランタン賞
（Ｄ1800）３着
初仔

２代母 ジョウノマドンナ（06鹿 ダンスインザダーク）�入着
リンクスルヴァン（12牡 ＊エンパイアメーカー）�１勝�
ネオチャンプ（15牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着３回
シゲルアコヤガイ（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��入着２回��
イヴリーヌ（17牝 ＊パイロ）��６勝�入着３回

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

ジョウノビクトリア（02牝 ＊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，etc.，障害２勝，�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，etc.

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

598 セミプレナ２０２１ 牡・栗 ４／ ２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ Birdstone

�
�
�
�
�

��
��

�サマーバード Hong Kong Squallセミプレナ ダンスインザダーク

��
��
�ジョウノマドンナ栗 2014 ミヤビサクラコ

＊セイフテイー 13c
Weekend Surprise S4×M5 Mr. Prospector S5×S5 Storm Bird M5×M5

価格： 購買者：



母 ソトーグラシオ（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ナマシボリ（13牝栗 ＊カジノドライヴ）��１勝
メイショウラプター（14牡鹿 ルーラーシップ）障害１勝
トライエヴリシング（17牝鹿 ストロングリターン）�１勝
スズノスケ（18牡栗 スズカコーズウェイ）��４勝�入着２回
セイオウ（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）�地方未出走

２代母 ＊ガゼルロワイヤル（94 FR黒鹿 Garde Royale）GB・FR・GER１勝，英オー
クス‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，サンクルー大賞‐G1 ３着，サンタラ
リ賞‐G1 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，etc.
エルダンジュ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，甲斐路特別３着

アドマイヤテンクウ（07牡 キングカメハメハ）２勝，京成杯‐G3 ２着，北山Ｓ，
障害１勝

アドマイヤスピカ（10牡 キングカメハメハ）５勝，セントライト記念‐G2 ３着，
松籟Ｓ，境港特別，鶴橋特別，アザレア賞，etc.

カゼルタ（12牝 ＊ハービンジャー）４勝，西海賞，四国新聞杯，パールＳ３着
エルデュクラージュ（14� ＊クロフネ）７勝，ブリリアントＳ‐L，スレイプニル

Ｓ‐OP，etc.，���入着４回�，川崎記念‐Jpn1 ２着，ダイオライト記
念‐Jpn2 ２着，報知オールスターＣ２着

パルマリア（15牡 ロードカナロア）２勝，ジュニアＣ‐LR ２着，秩父特別２着，
豊川特別２着

バトーデュシエル（17牝 ロードカナロア）�２勝，飯坂温泉特別３着，小樽特
別３着

グランロワイヤル（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，福寿草特別２着，渡島特別３
着，奥只見特別３着，梅花賞３着

アドマイヤダーリン（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，石打特別２着，摩周湖特別
３着，若鮎賞３着

レッドルーラー（10牡 キングカメハメハ）４勝，若葉Ｓ‐LR，境港特別，梅花賞，
博多Ｓ３着，白川特別３着，障害１勝

パープルセイル（11牝 フジキセキ）２勝

３代母 ビューティワルBeautywal（89 FR栗 Magwal）FR１勝

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

599 ソトーグラシオ２０２１ 牡・鹿 ４／ ９

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラソトーグラシオ
＊ Garde Royale

��
��
�ガゼルロワイヤル栗 2008 Beautywal

1o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ナンヨーユナ（10芦 ジャングルポケット）１勝，忘れな草賞‐OP（芝 2000）２着，
桑折特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 フサイチケリー（95芦 ＊サンデーサイレンス）入着３回
ガッサンゴルド（00牡 フサイチコンコルド）�２勝
プチプレリュード（01牝 ＊エリシオ）�１勝

リュウノヒーロー（07牡 キングリファール）�８勝���，せきれい賞３着
キャッチアシーフ（03牝 ＊グラスワンダー）入着，�８勝
アドマイヤヒビキ（04牡 タニノギムレット）入着３回，�１勝
マイネルジュレップ（05牡 タニノギムレット）１勝
サックアクロア（07牝 ＊ファルブラヴ）１勝，�１勝�４勝
パンジャ（08牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，柏崎特別３着
ホワイトレーヌ（11牝 ＊ホワイトマズル）�９勝

３代母 タイシンリリイ（81芦 ＊ラデイガ）１勝
ユーセイフェアリー（87牝 アズマハンター）５勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3，

中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ドーバーシチー（88牡 ニチドウアラシ）３勝，新春賞，あざみ賞２着
リリースマイル（89牝 ＊ターゴワイス）３勝，越路特別，隅田川特別２着，きんせん

か賞３着
サンデーイチオー（97牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞２着

ナリタタイシン（90牡 ＊リヴリア）４勝，皐月賞‐Jpn1，目黒記念‐Jpn2，Ｒたん
ぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

フサイチディコルサ（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走
シークレットパス（11牡 ＊コンデュイット）３勝，駒ケ岳特別，札幌日刊スポー

ツ杯３着，障害２勝
マヤノプリヤ（03牝 フサイチコンコルド）�４勝�入着７回

マヤノオントロジー（09牡 マヤノトップガン）３勝，花園Ｓ２着，宮崎特別２
着，高瀬川Ｓ３着，etc.，�４勝

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

600 ナンヨーユナ２０２１ �・芦 ３／ １

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Island Kittyヘニーヒューズ メドーフライアー Meadowlake

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーナンヨーユナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フサイチケリー芦 2010 タイシンリリイ

＊シルヴアーフアー 1w
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ティアップアリア（15栗 ＊ヘニーヒューズ）入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マサノチャンス（20牡鹿 ＊タリスマニック）��１勝

２代母 ティアップダイヤ（07鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
ティアップジェイド（13牝 タニノギムレット）�１勝�４勝�入着３回�
ティアップジャンコ（14牝 ジャングルポケット）��４勝�７勝
プリサイスショット（17牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝�
レッドアーチャー（18牡 フリオーソ）��	５勝

３代母 ポンパドール（94鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ヒカルラブリーアイ（00牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，笹山特別，阿賀野川特別２

着，織姫賞３着
フォセット（01牝 ＊キンググローリアス）入着３回

ジェットコルサ（12牡 ＊ストーミングホーム）３勝，下北半島特別３着，小樽特
別３着

ブリュードロア（03牝 ＊フォーティナイナー）入着，�６勝�
ゴールドブルーGold Blue（13牝 ゴールドアリュール）KOR４勝，Gyeong

namGovernor's C‐L ２着，Ttukseom Cup‐L ３着
エアジュプロンサ（08牝 ハーツクライ）入着

エーティーソブリン（18牡 リオンディーズ）�２勝，天神橋特別２着，小豆島
特別３着

４代母 ＊パッショナリアⅡ（86 FR鹿 Beldale Flutter）FR・USA４勝，ロワイヤリュ
ー賞‐G2，P. des Tourelles‐L，Princess Rooney S‐L ２着
［子］ フサイチソニック（97牡 ＊デインヒル）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，ＨＴＢ

賞，知床特別，種牡馬
フサイチファントム（92牡 ＊ソヴィエトスター）４勝，関ケ原Ｓ，浜名湖
特別，桐花賞，etc.

アグネスハンサム（93牡 ＊ノーザンテースト）５勝，卯月Ｓ，佐渡Ｓ，春
嶺Ｓ２着，etc.

フサイチゴールド（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，マラヤンＲＡＴ，姫
路特別，大阪スポーツ杯２着，etc.，障害２勝

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

601 ティアップアリア２０２１ �・黒鹿 ５／１８

＊

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerティアップアリア ゼンノロブロイ

��
��
�ティアップダイヤ栗 2015 ポンパドール

＊パッショナリアⅡ 9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ディーズフェイク（15青鹿 マンハッタンカフェ）２勝，ポプラ特別（Ｄ1700）３着
初仔

２代母 ファイトソング（04鹿 ＊アサティス）１勝，��２勝
ファイトユアソング（11牝 スズカマンボ）３勝，��４勝，しらさぎ賞２着
トゥータフ（12牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�入着９回，大観峰賞，筑紫野賞２着
グッドフォーユー（13牝 ディープスカイ）�１勝�３勝
エスケークラウン（14牡 リーチザクラウン）１勝，黄菊賞３着
スズカサウスソング（17牡 ＊サウスヴィグラス）�入着２回，�４勝
ビリーヴインミー（18牝 ＊サウスヴィグラス）入着５回，���２勝
ララランド（19牝 ＊シニスターミニスター）�１勝

３代母 ＊ジグズアンドリールズ（86 GB青鹿 Comedy Star）GB２勝
アイアイサー（91牝 Fairy King）１勝

モンキーフリップ（00牝 ＊アサティス）��９勝�入着，白百合特別２着
スナークレイアース（95牡 ＊アサティス）10勝，関越Ｓ‐L，etc.，	１勝
１勝�

����入着６回，マーキュリーＣ‐Jpn3，白山大賞典‐Jpn3，etc.
タマモビクトリー（99 ＊ミシル）３勝，三条特別２着，�５勝��，園田金盃３着，

六甲盃３着

４代母 シルネルタ Sirnelta（71 FR黒鹿 Sir Tor）FR３勝
［子］ デッドサーテンDead Certain（87 牝 Absalom）GB・FR５勝，チヴァリ

ーパークＳ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ バニスター Bannister（98 Inchinor）GB２勝，ジムクラックＳ‐G2

ロッツオヴマジック Lots of Magic（96 Magic Ring）GB３勝，ジャ
ージーＳ‐G3

プリメルアモル Primer Amor（87 牡 Persian Bold）FR・SPA８勝，P
. Gobierno Vasco‐L（２回），P. Banco de Credito Agricola‐L，
P. Sar Principe de Asturias‐L ３着，種牡馬

［曾孫］ アステア Astaire（11 牡 Intense Focus）GB・IRE５勝，ミドルパークＳ
‐G1，ジムクラックＳ‐G2，アバーナントＳ‐G3，etc.

ラフィニー Raphinae（11牝 Dubawi）GB・FR・GER２勝，Kolner H
erbst‐Preis‐L，P. Isola Bella‐L ３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

602 ディーズフェイク２０２１ �・青鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジディーズフェイク ＊アサティス

��
��
�ファイトソング青鹿 2015 ＊ジグズアンドリールズ

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ティンクルチャーミ（07芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（６）〕
メイショウオオヨド（14牡芦 メイショウサムソン）入着２回，�１勝�入着
フォーアネーム（16牝鹿 ＊ワークフォース）入着，��４勝�入着２回
メモワールミノル（17牡芦 ＊ノヴェリスト）２勝，��出走��出走
スカーレットジンク（18牡芦 ミッキーアイル）�１勝，��１勝
サクセスミノル（19牡芦 ラブリーデイ）�１勝
ゴコウサス（20牡黒鹿 ラブリーデイ）�出走

２代母 ピサノベネチアン（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特別，

筥崎特別，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
スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，ポプ

ラ特別２着，大倉山特別２着，舞鶴特別２着，etc.，�３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

バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３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： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

603 ティンクルチャーミ２０２１ 牡・芦 ５／１３
＊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ディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceティンクルチャーミ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノベネチアン芦 2007 ＊ストームザミント

2s
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ディミータ（07黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
クナップフラウ（15牝黒鹿 ルーラーシップ）入着，��３勝���
ジュンコメタ（19牡鹿 ルーラーシップ）�出走
カルツェッタ（20牝鹿 ビッグアーサー）���出走

２代母 ＊レッドキャット（95 USA栗 Storm Cat）USA５勝，Bayou H‐L，Furl
Sail H‐L，Bryan Station S‐L ２着，Pan Zareta S‐L ２着，Prestonw
ood Distaff H‐L ２着，etc.
レッドハッピーRed Happy（02牝 A.P. Indy）FR・IRE２勝

レッドラヴRed Love（07牝 GoneWest）FR２勝
レッドライン Red Line（15牝 Sageburg）FR４勝，P. Aymeri de Maule
on‐L，P. des Jouvenceaux et Jouvencelles‐L ２着

ヘイアンルモンド（03牡 Kingmambo）３勝，千葉ＴＶ杯２着，ＴＶ埼玉杯２着，
富嶽賞３着

ダイレクトキャッチ（04牡 スペシャルウィーク）１勝，中日新聞杯‐Jpn3 ２着，共
同通信杯‐Jpn3 ２着，垂水Ｓ２着，新潟日報賞３着

ボンバルリーナ（06牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，檜原湖特別，矢車賞２着，くち
なし賞３着

ステラロッサ（08牡 ハーツクライ）５勝，スプリングＳ‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２
着，メイＳ‐OP ２着，初富士Ｓ，府中Ｓ，etc.

イルーシヴキャット（11牝 キングカメハメハ）２勝
イルーシヴパンサー（18牡 ハーツクライ）�５勝，東京新聞杯‐G3，ノベンバ

ーＳ，鷹巣山特別，フリージア賞２着，アスター賞２着
ミネット（13牝 ディープインパクト）３勝

３代母 レイディシャープ Lady Sharp（81 FR栗 Sharpman）FR１勝
レイディゴルコンダ Lady Golconda（92牝 Kendor）不出走

レイディヴェットーリ Lady Vettori（97 牝 Vettori）FR５勝，カルヴァドス賞
‐G3，Criterium du Bequet‐L，マルセルブサック賞‐G1 ３着，etc.
ローペデベガ Lope de Vega（07牡 Shamardal）FR４勝，仏ダービー
‐G1，仏２０００ギニー‐G1，フォンテヌブロー賞‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： 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

604 ディミータ２０２１ �・鹿 ２／２８

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイディミータ
＊ Storm Cat

��
��
�レッドキャット黒鹿 2007 Lady Sharp

11d
Nijinsky M4×S5 Literat S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ティンタジェル（09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－３（４）〕
ウワサノジョニー（14牡鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝�
ゴールデンスパロー（15牝栗 ＊タイキシャトル）��１勝�１勝
ボルゾーバー（18牡鹿 タニノギムレット）入着４回，��１勝

２代母 メジロシェダー（04鹿 アグネスタキオン）出走
イヴアルブ（10牡 ＊シニスターミニスター）��５勝，東京湾Ｃ３着
デラニュースター（13牝 ＊カジノドライヴ）�１勝�入着

３代母 ＊ニーニャデガルチ（93 CAN鹿 Gulch）４勝，オホーツクＨ，��入着，さき
たま杯‐Jpn3 ３着
ソロデビュー（00牡 ダンスインザダーク）１勝，ムーニーバレーレーシングクラブ

賞３着
チザルピーノ（01牡 スペシャルウィーク）４勝，彦星賞，柏崎特別３着

４代母 ディーヴァズデビューDiva's Debut（86 CAN鹿 Deputy Minister）USA７
勝，Etobicoke H‐L，Whimsical S‐L，John Reading S，ジェニュイ
ンリスクＳ‐G2 ２着，Berlo H‐L ２着，etc.
［子］ キャプディヴァ Capdiva（94牝 Capote）USA４勝，Canadian Oaks

‐R，Fury S‐R
［孫］ リバティラヴァー Liberty Lover（12 牡 Diabolical）USA８勝，New

Mexico Classic Cup Juvenile‐R，Red HedemanMile S‐R，P
epsi Cola S‐R ３着，etc.

ダイアボリカルキングDiabolical King（13	 Diabolical）�USA６勝，
Mountain Top NewMexico Bred Futurity‐R，Rio Grande Se
nor Futurity‐R ２着

ホエアダズザキャッシュゴーWheredoesthecashgo（15	 Southwestern Heat）
�USA６勝，Rio Grande Senor Futurity‐R，O.D. McDonald S
‐R ３着

［曾孫］ アラセリスベイビーエメ Aracelis Baby M.（09 牝 Simon Pure）PR25 勝，
C. Ano Nuevo‐L，C. Dia de la Raza‐L，C. Dia de la Mujer
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲荻伏三好ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4051
生 産 牧 場： ㈲荻伏三好ファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

605 ティンタジェル２０２１ 牡・鹿 ４／１７
＊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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスティンタジェル アグネスタキオン

��
��
�メジロシェダー鹿 2009 ＊ニーニャデガルチ

15c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 テツムーン（09栗 アドマイヤムーン）�入着４回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
エターナルヴィテス（16牡鹿 トゥザグローリー）�３勝，ホンコンＪＣＴ
（芝 2000），阿武隈Ｓ（芝 2000）２着，鹿野山特別（芝 2000）３着

ベアレディ（18牝鹿 グランプリボス）��１勝�入着
アップフルーク（19牡鹿 トゥザグローリー）�出走
シゲルスコーピオン（20牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 シアトルビューティ（00鹿 ＊タイキブリザード）３勝
ハヤブサユウサン（10牝 スペシャルウィーク）１勝
ビューティガッキ（11牝 キングカメハメハ）�４勝�１勝��
シゲルノコギリザメ（13牡 スーパーホーネット）３勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，シ

ンザン記念‐G3 ３着，橘Ｓ‐OP ３着，房総特別，帆柱山特別２着，etc.

３代母 タイキビューティー（95栗 ＊ドクターデヴィアス）不出走
ゲットブラック（04牡 サクラバクシンオー）４勝，三河特別，中京スポーツ杯２着

４代母 ＊サウンドビューティ（88 IRE 栗 Be My Guest）１勝
［子］ タイキヘラクレス（96� ＊イブンベイ）３勝，障害１勝，�１勝�１勝

��，ダービーＧＰ‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1 ３着，etc.

タイキエンプレス（93牝 ＊トニービン）２勝，十和田湖特別２着，かもめ
島特別３着，堀川特別３着

［孫］ ユキノハボタン（05牝 バブルガムフェロー）５勝，醍醐Ｓ，河北新報杯，
納沙布岬特別，etc.

５代母 ハベサウンドHobe Sound（82 IRE 栗 Busted）GB５勝
［子］ レコードサウンド Record Sound（89牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・ITY

２勝，P. Avvocato Amedeo Peyron‐L，P. Giuseppe deMontel
‐L ３着

［孫］ テストボーイ Test Boy（03� Brahms）USA・CAN９勝，Speed To Spar
e S‐L，Don Fleming H‐L，RemingtonMile S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 櫛桁牧場＝浦河町野深 �0146-27-4411
生 産 牧 場： 櫛桁牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

606 テツムーン２０２１ 牡・栗 ５／１０

＊

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズテツムーン ＊タイキブリザード

��
��
�シアトルビューティ栗 2009 タイキビューティー

＊サウンドビューティ 21a
Ahonoora S4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 テンシンランマン（10黒鹿 ハーツクライ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
エーティーマクフィ（19牡鹿 ＊マクフィ）�１勝，コスモス賞‐OP（芝 1800）２着

２代母 ハナランマン（95栗 サクラユタカオー）３勝，石狩特別，二王子岳特別３着
デザートフラワー（03牝 ＊バチアー）�１勝
サダムリスペクト（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，中京日経賞，相馬特別，長篠

Ｓ３着，�２勝��４勝

３代母 ファイトボロン（86栗 ＊ミルジヨージ）入着
シロキタガンバ（91牡 サツカーボーイ）４勝，桶狭間Ｓ，陣馬特別，むらさき賞２着
スヴェルトアンジュ（93牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝，長岡特別２着

４代母 スプリーム（79鹿 ＊シーホーク）不出走
［子］ シングルホーク（83牝 ＊サンプリンス）１勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3

３着
トップペンダント（93牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，鳥羽特別，鳥羽特別２
着，十和田湖特別３着

アンクルスルー（96牡 ＊グルームダンサー）２勝，睦月賞２着，壇之浦特
別２着，ゆきやなぎ賞２着

［孫］ プレミアムプリンス（92牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，マーチＳ‐Jpn3 ２
着，比叡Ｓ，etc.，��入着４回，埼玉新聞杯３着

テイエムダイオー（96牡 ＊ノーザンテースト）２勝，君子蘭賞３着，障害
３勝，京都ハイジャンプ‐JG2，阪神ジャンプＳ‐JG3

エイシンセンネン（91牝 アンバーシヤダイ）２勝，若駒Ｓ‐OP，コスモス賞‐OP
ビューティグロー（96牝 サツカーボーイ）４勝，クロッカスＳ‐OP ３着，
フローラＳ‐OP ３着，稲村ヶ崎特別２着，etc.

ヤマイチパートナー（10牡 サムライハート）４勝，北海Ｈ，支笏湖特別，
大森浜特別，etc.

［曾孫］ プレミアムブルー（09牡 サムライハート）３勝，シンザン記念‐G3 ３着，
小豆島特別２着，黄菊賞２着，etc.

ミストフェリーズ（94� ＊キャロルハウス）�15 勝��２勝�入着	
，
マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着，高知県知事賞２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

607 テンシンランマン２０２１ �・黒鹿 ２／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンステンシンランマン サクラユタカオー

��
��
�ハナランマン黒鹿 2010 ファイトボロン

＊フロリースカツプ 3l
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 パワフルラリマー（09栗 サクラバクシンオー）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ルナフラッシュ（16牝栗 ＊キングズベスト）入着，��出走�２勝��入着２回

２代母 ルピナスレイク（98鹿 ＊キンググローリアス）３勝
ハニーゴーオン（06牝 ステイゴールド）��５勝
ギガワット（07� ＊ストラヴィンスキー）２勝，�３勝��４勝
ロイヤルクレスト（08牡 ＊ロージズインメイ）７勝，マリーンＳ‐LR，大沼Ｓ‐OP，

秋嶺Ｓ，釧路湿原特別，隅田川特別，etc.，�１勝���
トキハイマ（11牝 ＊ケイムホーム）	７勝
マハロマナ（12牝 ＊エンパイアメーカー）４勝，鶴ヶ城特別
ペプチドシャプネス（15牡 ＊ロージズインメイ）１勝，�１勝��
クイーンズクレスト（16牝 ゴールドアリュール）	３勝


３代母 ユメノトビラ（89鹿 ダイナガリバー）３勝，北海Ｈ２着，赤松賞２着
ヤングワンガンボ（95牡 ミホノブルボン）４勝，鎌倉特別，鹿島特別３着，葛飾特

別３着

４代母 ドリーミングウエイ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）不出走
［子］ ナモンレグラス（94牡 ＊アジュディケーティング）４勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3

２着，マーチＳ‐Jpn3 ２着，神無月Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着３回
チェクライン（92牡 ＊リンバアダンサー）�20 勝�２勝�１勝，尊氏賞，
カネユタカオー記念３着

５代母 ＊ダブルドア（64 USA黒鹿 Sir Gaylord）USA３勝
［孫］ シルヴァーグリンプス Silver Glimpse（76牝 Petingo）GB・FR２勝，

P. de l'Obelisque，P. des Lilas２着
フーリッシュインテンションズ Foolish Intentions（81 牝 Full Intent）
USA４勝，Queenstown S，Rose S‐L ２着，Yankee Girl S
‐L ２着

［曾孫］ パーティングモーメント Parting Moment（87 牡 The Minstrel）GB・F
R・IRE・GER・ITY４勝，伊セントレジャー‐G3，Coupe des Troi
s Ans‐L，Curragh C‐L ２着，etc.，種牡馬

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

608 パワフルラリマー２０２１ 牡・栃栗 ２／１０

＊

＊ 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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモパワフルラリマー ＊キンググローリアス

��
��
�ルピナスレイク栗 2009 ユメノトビラ

＊ダブルドア 4r
ノーザンテーストM4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊トゥービーハッピー（10 USA鹿 Bernardini）��４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
クールライズ（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�１勝
アンプレッセシチー（20牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 フェスティバル（99鹿 ＊アサティス）２勝，�２勝��，北海道２歳優駿
‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，USA１勝，ダリアＨ‐G3
ハヤブサザムライ（14牡 ＊サウスヴィグラス）�９勝��３勝�１勝
テイクユアハート（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��３勝�１勝�
ハクナマタタ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，�３勝�入着��
ディーエスノレッジ（17牡 ゴールドアリュール）��１勝
スティールストーム（18牡 ＊シニスターミニスター）��２勝��３勝

３代母 ノースケープ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）出走
ベイブルーム（89牝 ＊ノーザンディクテイター）不出走

ワンモアヒット（95牝 ＊アサティス）４勝，北斗賞，白鳥大橋特別２着，七重浜
特別２着，etc.，	３勝�３勝��

バーナードスター（92牡 ＊アサティス）４勝，清里特別２着，霞ケ浦特別２着，セン
トポール賞３着，etc.

オーバーラップ（94牡 サツカーボーイ）
13 勝�３勝���，中津大賞典，中津記
念２着

タマモノンストップ（96牡 ＊アサティス）４勝，吹田特別，久留米特別，鷹取特別２
着，etc.

スリーケープ（97牝 ＊ミシル）１勝
スリーオペレーター（03牡 ＊オペラハウス）入着２回，障害２勝，阪神スプリン

グジャンプ‐JG2
スリーオリオン（05牡 ＊オペラハウス）５勝，万葉Ｓ‐L ３着，日本海Ｓ，恋路

ケ浜特別，etc.
サントシエロ（98� ＊アサティス）２勝，千歳特別３着，�２勝

４代母 イーグランド（72鹿 ＊ヴエンチア）２勝
［子］ カリスタカイザー（83牡 ＊ノーザリー）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，京成杯

３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�９勝��入着

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

609 トゥービーハッピー２０２１ �・鹿 ４／１５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊

ベルナルディーニ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Bernardini Cara Rafaelaトゥービーハッピー ＊アサティス

��
��
�フェスティバル鹿USA 2010 ノースケープ

＊アマリテユード 2f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 トウバレリーナ（12青 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ビックバレリーナ（17牝黒鹿 トゥザワールド）��７勝�，東海クイーンＣ
（Ｄ1800），梅桜賞（Ｄ1800）２着，ライデンリーダー記念（Ｄ1600）２着，新緑
賞（Ｄ1600）３着

ミラクルキャッチ（18牝青鹿 ＊サウンドボルケーノ）��５勝
サンコーチ（19牡青鹿 サンカルロ）��２勝

２代母 オルターネイティヴ（00青鹿 ＊タイキシャトル）３勝，桜草特別
リア（07牝 ＊トワイニング）�１勝
ロジハーツ（08牡 ハーツクライ）２勝，新発田城特別２着
マイネルフェイブル（09牡 ハーツクライ）入着，��８勝
ジュンハーツ（14牝 ハーツクライ）入着３回，�７勝��入着
ミナミン（17牝 スピルバーグ）���２勝，ローレル賞３着，鎌倉記念３着
セブンゴー（18牡 ヴィクトワールピサ）���１勝

３代母 ＊リスクアタッチ（91 USA鹿 Private Account）USA２勝
シャレーポピー（02牝 ＊サンデーサイレンス）出走

シャレーストーン（06牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��４勝�１勝�，羽田盃
２着，京浜盃２着，ニューイヤーＣ２着，etc.

４代母 アンバサダーオヴラック Ambassador of Luck（79 USA鹿 What Luck）U
SA14 勝，マスケットＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，バレリーナＳ‐G3，D
uchess S，Martha Washington S，etc.
［子］ アリダヴィド Alydavid（88 牡 Alydar）USA５勝，ダービートライアル

Ｓ‐G3，シェリダンＳ‐G3 ２着，種牡馬
ザヒール Zakhir（86	 Topsider）GB・USA７勝，Cock of the North S
‐L，リッチモンドＳ‐G2 ２着

［孫］ プラタ Plata（01 牝 Skip Away）USA７勝，Stefanita S‐L，Northv
iew Stallion Station S‐R，Conniver S‐R ２着，etc.

アラムラム Aramram（99牡 Danzig）GB・FR・UAE２勝，Thirsk Cl
assic Trial‐L，セントジェイムズパレスＳ‐G1 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 海馬沢 明＝新冠町大狩部 �090-2695-1388
生 産 牧 場： 海馬沢 明
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

610 トウバレリーナ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジトウバレリーナ ＊タイキシャトル

��
��
�オルターネイティヴ青 2012 ＊リスクアタッチ

23b
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 トゥルヴァーユ（10芦 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
スズジャッカル（18牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）入着３回，��１勝
アグリシュブール（19牡芦 ロゴタイプ）��１勝
ベアデブリン（20牡青鹿 サトノクラウン）���入着

２代母 グランバザール（99芦 タマモクロス）２勝
ディーエスジャック（06牡 ＊マイネルラヴ）入着２回，��２勝
ダルニム（07牝 ＊ワイルドラッシュ）２勝
コスモアメシスト（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�１勝��
セレッソブランコ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝

３代母 マルゼンカーニバル（93鹿 マルゼンスキー）不出走
ロクコーピロウイナ（97牡 ニホンピロウイナー）４勝，帆柱山特別，伊吹山特別３着
グレカーレ（10牝 サムライハート）２勝，種市特別，驀進特別２着，邁進特別３着

４代母 ＊カーニバルⅡ（85 NZ青鹿 Racing Is Fun）NZ４勝
［子］ サーストンフライト（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）６勝，アメジストＳ，

寿Ｓ，宝ケ池特別，etc.，障害２勝

５代母 モルトMalt（78 NZ黒鹿 Moss Trooper）不出走
［子］ ホーリックス Horlicks（83 牝 Three Legs）１勝，AUS・NZ16勝，ＤＢ

ドラフトクラシック‐G1（２回），ＴＶニュージーランドＳ‐G1（２回），
ＶＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，etc.

［孫］ ブルー Brew（94� Sir Tristram）AUS・NZ７勝，ＶＲＣメルボルンＣ
‐G1，ＶＲＣホザムＨ‐G2，VRC Japan Trophy‐L，etc.

バブル Bubble（93 牝 Sir Tristram）AUS・NZ４勝，エイヴォンデイル
ギニーズ‐G2，オークランドクラシック‐G1 ２着，エイヴォンデイ
ルＧＣ‐G1 ２着，etc.

ジエンパシー The Embassy（05� Danasinga）AUS・NZ・SIN・MA
L８勝，ＡＴＣランドウィックシティＳ‐G3，Perak Derby‐L，
Piala Emas Sultan Selangor‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

611 トゥルヴァーユ２０２１ �・黒鹿 ３／２６

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケトゥルヴァーユ タマモクロス

��
��
�グランバザール芦 2010 マルゼンカーニバル

＊カーニバルⅡ 10d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トロピカルガーデン（12鹿 ハイアーゲーム）３勝，クリスマスローズＳ‐OP
（芝 1200）３着，カンナＳ‐OP（芝 1200）３着，すずらん賞‐OP（芝 1200）３着，長
万部特別（芝 1200），ＳＴＶ杯（芝 1200）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：１〕
トロピカルヒーロー（20牡鹿 ビッグアーサー）�出走

２代母 ＊ウディバードソング（99 USA鹿 Woodman）入着，�１勝��
マルターズウディー（05牡 ＊マルターズライオン）１勝，��２勝
ウッディームーン（06牝 ＊ムーンバラッド）��５勝
マルターズグロウヴ（08牡 ＊アポインテッドデイ）２勝，二王子特別２着
キャラヴェル（09牝 ＊シベリアンホーク）�３勝
スウィープアウェイ（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，北陸Ｓ
ウッディタイガー（13牡 ローレルゲレイロ）�４勝��３勝�
マプチートカーユ（15牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��１勝
メシアン（17牝 エスポワールシチー）�１勝
スターリーソング（18牝 エスポワールシチー）��１勝�入着
グリーンモンスター（19牡 ＊キンシャサノキセキ）��１勝

３代母 オールフォーエリカAll for Erika（95 USA鹿 Capote）USA入着３回

４代母 ウィーバーシティミスWeber City Miss（77 USA黒鹿 Berkley Prince）U
SA17 勝，ベルダムＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，ブラックアイドスーザンＳ
‐G2，ホーソーンＨ‐G3，Geisha H‐LR，etc.
［子］ スル－シティスルー Slew City Slew（84牡 Seattle Slew）USA11 勝，

オークローンＨ‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，サルヴェイタ
ーマイル‐G3，etc.，種牡馬

シティダンス City Dance（89牝 Seattle Slew）USA２勝，Plankton
S‐L，カムリーＳ‐G2 ２着，ブシャーＨ‐G3 ３着，etc.

［孫］ ＊トーヨーシアトル（93牡 Deputy Minister）５勝，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，
��１勝�１勝�，東京大賞典‐Jpn1，東海菊花賞‐Jpn2，etc.，Ｄ
Ｇ優秀，種牡馬

ブラックロックデザート Black Rock Desert（96 牡 Danzig）FR・IRE２
勝，サンジョルジュ賞‐G3

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

612 トロピカルガーデン２０２１ 牡・鹿 ４／１８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハイアーゲーム ＊ファンジカトロピカルガーデン
＊ Woodman

��
��
�ウディバードソング鹿 2012 All for Erika

20
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 デネブ（13青鹿 ハーツクライ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アルビレオ（18牡青鹿 リーチザクラウン）��２勝
シグナス（19牡黒鹿 サトノアラジン）�出走
ノーザンクロス（20牡鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ＊ウェルシュステラ（99 IRE 栗 Zafonic）３勝，大森浜特別，昇仙峡特別２着，
トウカイテイオーメモリアル２着，東雲賞２着，臥牛山特別２着，etc.
ステラリード（07牝 スペシャルウィーク）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3

パラスアテナ（17牝 ルーラーシップ）�２勝，紫苑Ｓ‐G3 ２着，秋華賞‐G1
４着，カーネーションＣ，アメジストＳ３着

カイザーノヴァ（18牡 モーリス）�２勝，クローバー賞‐OP
キングエルメス（19牡 ロードカナロア）�２勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，アーリン

トンＣ‐G3 ３着
ゴッドフロアー（10牝 ハーツクライ）３勝，阿寒湖特別，富良野特別
レトロクラシック（12牝 ディープインパクト）３勝，カーネーションＣ

３代母 ＊カタリスト（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
ヒカルドウキセイ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，トウカイテイオーメモリアル，

江の島特別３着，早春賞３着，etc.
アドマイヤコング（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，エリカ賞２着
リアクションレート（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着，フローラ

ルＣ２着

４代母 ウェルシュラヴWelsh Love（86 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）IRE１勝，Dia
mond S‐L ２着
［子］ セカンドエンパイア Second Empire（95 牡 Fairy King）GB・FR・IRE

・USA４勝，仏グランクリテリヨム‐G1，デズモンドＳ‐G3，シェー
ヌ賞‐G3，etc.，種牡馬

バレストリニ Balestrini（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA２勝，
バリーサックスＳ‐G3，ベイメドーズＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ ベレヌス Belenus（02 牡 Dubai Millennium）GB３勝，ソヴリンＳ‐G3，
Hampton Court S‐L ２着，Steventon S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱木部ファーム＝日高町富川北 �080-6758-1207
生 産 牧 場： ㈱木部ファーム
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

613 デネブ２０２１ �・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスデネブ
＊ Zafonic

��
��
�ウェルシュステラ青鹿 2013 ＊カタリスト

2f
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 トーワフォーチュン（03鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－９（45）〕
シゲカツワンダフル（07牡芦 アドマイヤコジーン）入着，��１勝�５勝
メトログリペン（08牡鹿 リンカーン）入着４回，�１勝�１勝��
イナズマソリオ（09牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着２回，��５勝�１勝
ラサイニ（10牝黒鹿 ＊ムーンバラッド）入着２回，�１勝��
イナズマアリオーン（12牡鹿 カネヒキリ）�２勝��２勝�３勝
マイネルラック（13牡鹿 オレハマッテルゼ）４勝，鈴鹿特別（Ｄ1400），アクアライ

ンＳ（Ｄ1200）３着，貴船Ｓ（Ｄ1400）３着，高砂特別（Ｄ1200）３着，	�８勝
アタミ（14牡黒鹿 メイショウボーラー）１勝，	�４勝
ポステリタス（15牝鹿 ＊グラスワンダー）��２勝�６勝
ゲッテルフンケン（16牝鹿 ストロングリターン）�１勝��２勝，リリーＣ
（Ｄ1200）２着

ツリーラッキーヒメ（20牝鹿 コパノリッキー）	地方未出走

２代母 ＊グリーングッズ（86 USA鹿 Clever Trick）USA１勝
シューシャ（91牝 ニホンピロウイナー）出走

シュロ（05牡 フサイチソニック）
９勝��，金杯２着
トーワイグザンプル（94牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，槍ヶ岳特別，瀬戸特別３着
トーワトレジャー（97牝 ＊トニービン）５勝，新潟記念‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ３着，ロ

ーズＳ‐Jpn2 ３着，函館記念‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，etc.
トーワイートゥー（01牝 ＊ジョリーズヘイロー）１勝

３代母 ベアエッセンス Bare Essence（81 USA鹿 Youth）USA４勝，Meadowla
rk S‐R ２着

４代母 ボールドイグザンプル Bold Example（69 USA鹿 ＊ボールドラツド）USA３
勝，Blue Hen S２着，Polly Drummond S２着
［孫］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

＊オウインスパイアリング（86牡 Slew o' Gold）USA７勝，フラミンゴＳ‐G1，
アメリカンダービー‐G1，ジャージーダービー‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

614 トーワフォーチュン２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceトーワフォーチュン
＊ Clever Trick

��
��
�グリーングッズ鹿 2003 Bare Essence

8h
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ガルノーヴァ（12鹿 ＊スタチューオブリバティ）��１勝・５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
グリンヴァ（18牝鹿 ローエングリン）��１勝�２勝��
トキメキパラダイス（20牝黒鹿 サトノクラウン）���入着

２代母 ポートガルチ（00鹿 ＊サンダーガルチ）２勝
ポートポケット（09牡 ジャングルポケット）�４勝
ガルレディー（13牝 ビービーガルダン）�２勝�入着２回	
ガルガルガルチ（14牡 フサイチリシャール）
１勝�入着

３代母 ファンドリポポ（86黒鹿 ホスピタリテイ）５勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，北九州記念‐Jpn3 ２着，etc.
ファンドリリョウマ（93牡 ＊モガミ）８勝，関越Ｓ‐OP，灘Ｓ‐OP，etc.，�入着�，

名古屋大賞典‐Jpn3 ３着
ポートエレガント（03牡 ＊デヒア）２勝，きんもくせい特別３着，障害１勝

４代母 フアンドリパール（80黒鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）１勝
［子］ ポートブライアンズ（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，福島記念‐Jpn3，

中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，オーストラリアＴ‐OP，etc.
ファンドリミラクル（96牡 ＊キンググローリアス）２勝，十和田湖特別２
着，恵山特別３着，桧山特別３着

［孫］ ファンドリフラワー（93牝 メジロテイターン）１勝，都井岬特別３着
［曾孫］ ノゾミダイヤ（11牡 メイショウサムソン）�20 勝，白銀争覇，東海ゴール

ドＣ，岐阜金賞，etc.

５代母 フアンドリクイン（68鹿 ＊シヤミエ）２勝
［子］ ファンドリペンダス（78牡 ＊ステユーペンダス）６勝，鞍馬特別，ディセ

ンバーＨ，アルメリア賞
フアンドリルビー（79牝 ＊リマンド）２勝，すずかけ賞

［孫］ ファンドリモアー（90牝 ヤマニンスキー）４勝，帆柱山特別２着，瀬戸特
別２着，ゆうすげＳ２着，etc.

ファンドリミシー（88牝 ＊ゲイメセン）１勝，有田特別３着，筑紫特別３着

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

615 ガルノーヴァ２０２１ �・鹿 ３／１９

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieガルノーヴァ ＊サンダーガルチ

��
��
�ポートガルチ鹿 2012 ファンドリポポ

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5 Storm Bird S4×M4×M5
Northern Dancer S5×S5×M5 Buckpasser S5×M5 Secretariat S5×M5
価格： 購買者：



母 コウエイテンプウ（06鹿 ＊デヒア）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（７）〕
バイラ（15牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400），天王山Ｓ‐OP

（Ｄ1200）３着，ポラリスＳ‐OP（Ｄ1400）３着，ごぎょう賞（Ｄ1200）２着，��２勝��
タゴム（16�黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，�３勝
バトル（17牡鹿 トランセンド）�２勝
バイス（18�鹿 ホッコータルマエ）�１勝
シダー（19牝鹿 ホッコータルマエ）�２勝

２代母 ＊リベラノ（99 USA栗 Rubiano）USA２勝
ミコノス（05牝 With Approval）３勝，ＴＶＱ杯３着
タガノジョーカー（07牝 ＊バゴ）３勝，中京スポーツ杯
タガノリベラノ（08牝 マンハッタンカフェ）４勝
ポレイア（09牝 ゴールドアリュール）２勝
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
ニューヘリテージ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝

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
タガノヴィヴィアン（00牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
ダノンヴィッター（04牡 スペシャルウィーク）２勝，山吹賞

キタサンバースデー（04牝 ＊マリエンバード）出走
シンネン（10牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞

＊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

＊ジョイオブフライト（96牝 Silver Hawk）不出走
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

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： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

616 コウエイテンプウ２０２１ �・黒鹿 ４／２８

＊

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotコウエイテンプウ
＊ Rubiano

��
��
�リベラノ鹿 2006 Skillful Joy

11g
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノエンジェル（11鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハタノゼフィル（17牝黒鹿 ネオユニヴァース）�１勝�

２代母 ＊ヴィヴィッドエンジェル（95 USA鹿 Septieme Ciel）USA３勝，オークリー
フＳ‐G1，デルマーデビュタントＳ‐G2，サンタイネスＳ‐G3 ３着
ナンバーワンキャットNumber One Cat（99 牝 Storm Cat）USA３勝

スモーキングキティ Smoking Kitty（06 牝 Macho Uno）USA１勝
スモーキンパディラッシー Smokinpaddylassie（15 牝 Paddy O'Prado）
USA５勝，Beyond theWire S，New Start S‐R ２着，Lypha
rd S‐R ３着

ティズファースト Tizfirst（09 牝 Tiznow）USA１勝，Junior Champion S
３着

レオゲッツ Leo Getz（02 牡 ＊ワイルドラッシュ）USA２勝，Alcatraz Breeders'
Cup S‐L ２着，Oceanside S‐R ３着

マイエインジェルMy Angel（05 牡 ＊シルバーチャーム）USA５勝
ハタノデジール（09� Ghostzapper）�１勝�１勝�
ハタノゼーレ（10牡 サクラバクシンオー）�２勝�入着
ハタノリヴィール（13牡 ＊フレンチデピュティ）��２勝�１勝��２勝�４勝	２

勝�，マーチＣ，ウインター争覇，マーチＣ２着，東海ゴールドＣ３着
ブルベアハーブ（15牡 ゴールドアリュール）�
１勝��１勝
ヴィヴィッドパール（19牝 ＊アイルハヴアナザー）�	１勝�入着

３代母 セッティング Setting（83 USA鹿 Exclusive Native）USA入着６回
ヘヴンキャンウェイト Heaven CanWait（93 牝 Septieme Ciel）USA３勝，L

ady Ladbroke H３着

４代母 ラウンドパール Round Pearl（65 USA鹿 Round Table）USA10 勝，Pan
Zareta H，Pan Zareta H２着，Starlette H３着
［孫］ イレクトリックフラッシュ Electric Flash（86牡 Fappiano）USA２勝，ス

ウィフトＳ‐G3，ジェロームＨ‐G1 ４着，ベストターンＳ‐G3 ３着
ファイネンマジェスティク Fine n'Majestic（92 牡 Majestic Light）USA２
勝，カリフォルニアダービー‐G3，Pirate Cove S‐R ２着，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： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

617 ハタノエンジェル２０２１ �・鹿 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayハタノエンジェル
＊ Septieme Ciel

��
��
�ヴィヴィッドエンジェル鹿 2011 Setting

1s
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ハヤブサユウサン（10鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビクトリーゴールド（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
ラッセルリー（18牝黒鹿 キズナ）�３勝
ラドリオ（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�地方未出走

２代母 シアトルビューティ（00鹿 ＊タイキブリザード）３勝
テツムーン（09牝 アドマイヤムーン）�入着４回

エターナルヴィテス（16牡 トゥザグローリー）�３勝，ホンコンＪＣＴ，阿武
隈Ｓ２着，鹿野山特別３着

ビューティガッキ（11牝 キングカメハメハ）�４勝�１勝��
シゲルノコギリザメ（13牡 スーパーホーネット）３勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，シ

ンザン記念‐G3 ３着，橘Ｓ‐OP ３着，房総特別，帆柱山特別２着，etc.

３代母 タイキビューティー（95栗 ＊ドクターデヴィアス）不出走
ゲットブラック（04牡 サクラバクシンオー）４勝，三河特別，中京スポーツ杯２着

４代母 ＊サウンドビューティ（88 IRE 栗 Be My Guest）１勝
［子］ タイキヘラクレス（96� ＊イブンベイ）３勝，障害１勝，�１勝	１勝

��，ダービーＧＰ‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1 ３着，etc.

タイキエンプレス（93牝 ＊トニービン）２勝，十和田湖特別２着，かもめ
島特別３着，堀川特別３着

［孫］ ユキノハボタン（05牝 バブルガムフェロー）５勝，醍醐Ｓ，河北新報杯，
納沙布岬特別，etc.

５代母 ハベサウンドHobe Sound（82 IRE 栗 Busted）GB５勝
［子］ レコードサウンド Record Sound（89牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・ITY

２勝，P. Avvocato Amedeo Peyron‐L，P. Giuseppe deMontel
‐L ３着

［孫］ テストボーイ Test Boy（03� Brahms）USA・CAN９勝，Speed To Spar
e S‐L，Don Fleming H‐L，RemingtonMile S‐L，etc.

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

618 ハヤブサユウサン２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハヤブサユウサン ＊タイキブリザード

��
��
�シアトルビューティ鹿 2010 タイキビューティー

＊サウンドビューティ 21a
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 トップオブザヘヴン（07黒鹿 キングカメハメハ）２勝，香嵐渓特別（Ｄ1400）２着，
尾頭橋特別（Ｄ1200）３着，播磨特別（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（９）〕
テイクファイヴ（17牝栗 スズカコーズウェイ）��８勝��１勝
スリートップキズナ（18牡黒鹿 キズナ）�２勝
ゴールドルパン（19牡栗 オルフェーヴル）�出走

２代母 ＊アイアンドユー（94 USA栗 Silver Hawk）１勝
アドマイヤハート（04牡 フジキセキ）１勝，�２勝
アドマイヤフォース（05牡 ＊タイキシャトル）１勝
スズカアドニス（10牡 スズカフェニックス）２勝，濃尾特別３着，鷹取特別３着
ラブユアマン（12牡 ステイゴールド）２勝
ノーブルマーズ（13牡 ジャングルポケット）５勝，宝塚記念‐G1 ３着，目黒記念

‐G2 ２着，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ３着，メトロポリタンＳ‐L ２着，若駒Ｓ
‐LR ２着，etc.，���出走

３代母 ターバ Taba（73 ARG鹿 Table Play）USA・ARG３勝，亜１０００ギニー‐G1，
ホルヘデアトゥーチャ賞‐G3
ターコマン Turkoman（82牡 Alydar）USA８勝，マールボロＣ‐G1，ワイドナー

Ｈ‐G1，オークローンＨ‐G2，etc.，種牡馬
ナウゴーNowGo（83牝 Exclusive Native）不出走

ナウダンスNowDance（89牝 Sovereign Dancer）USA５勝，Sabin H
‐L，ファンタジーＳ‐G2 ３着，Florida Oaks‐L ２着

スローフューズ Slow Fuse（85牡 Fluorescent Light）USA６勝，Sam Houston S
‐L，ローレンスアーマーＨ‐G3 ２着，フロリダターフＣ‐G3 ２着，種牡馬

ターバダンスTaba Dance（88牝 Sovereign Dancer）USA出走
ターバダバード Tabadabado（97牝 Gilded Time）USA４勝，Kentucky C

up Ladies Turf H‐L ３着
サンダーメイドThunder Maid（89牝 Alydar）USA１勝

＊サーガノヴェル（99牝 Boundary）４勝，クリスタルＣ‐Jpn3，フェアリーＳ
‐Jpn3，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，etc.

レッドスター Red Star（91 牝 Relaunch）USA５勝，Rolling Meadows S‐L
３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

619 トップオブザヘヴン２０２１ �・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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 ＊マンファストップオブザヘヴン
＊ Silver Hawk

��
��
�アイアンドユー黒鹿 2007 Taba

1s
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ナガラフラワー（12鹿 ダンスインザダーク）４勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，タンザナ
イトＳ‐OP（芝 1200）２着，エルフィンＳ‐OP（芝 1600）２着，彦根Ｓ（芝 1200），
甲東特別（芝 1600），etc.
〔産駒馬名登録数：１〕
サンティーテソーロ（20牝鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ガリカローズ（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
トルシュローズ（13牝 ＊アグネスデジタル）２勝，おおぞら特別３着
ロックイット（14牡 ナカヤマフェスタ）�３勝��
スカーレットベルン（15牝 ヴァーミリアン）�２勝��入着２回
メイショウミチノク（16牝 ＊ダンカーク）�１勝，�３勝
ナガラローズ（17牝 ブラックタイド）�３勝
カンノンアラシ（18牡 ワールドエース）��１勝��入着

３代母 ＊カイロローズ（01 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
メイショウカマクラ（13牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，西湖特別，��２勝�２勝

４代母 インシニュエイト Insinuate（96 USA栗 Mr. Prospector）GB１勝，Swin
ley S‐L，Fern Hill S‐L ３着
［子］ ストロングホールド Stronghold（02 牡 ＊デインヒル）GB５勝，シュプリ

ームＳ‐G3，Paradise S‐L，ハンガーフォードＳ‐G2 ３着，etc.，
種牡馬

コンヴェイ Convey（12� Dansili）GB・HKG４勝，ウィンターダービ
ー‐G3，Pomfret S‐L，ジョンオヴゴーントＳ‐G3 ２着，etc.

テイクザヒント Take The Hint（06 牝 Montjeu）GB・FR２勝，Prett
y Polly S‐L

［孫］ ラニーミード Runnymede（16� Dansili）�FR・GER・ITY７勝，カル
ロヴィッタディーニ賞‐G3，Rottgen Cup‐L，マイレントロフィ
‐G3 ２着

スティピュレイト Stipulate（09� Dansili）GB・IRE・AUS３勝，Au
stralian Thoroughbred Bloodstock S‐L，Feilden S‐L，セレブ
レイションマイル‐G2 ２着，etc.

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 �0146-25-2416

620 ナガラフラワー２０２１ �・鹿 ２／１８

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイナガラフラワー ＊ロックオブジブラルタル

��
��
�ガリカローズ鹿 2012 ＊カイロローズ

8h
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5 Danzig S5×M5
価格： 購買者：



母 ナナヨーティアラ（02鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，千種川特別（芝 1200），六甲アイ
ランドＳ（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－６（19），地方－２（４）〕
メイショウライナー（10牡鹿 キングヘイロー）５勝，鞍馬Ｓ‐OP（芝 1200）３着，北九

州短距離Ｓ（芝 1200），鷹ケ峰特別（芝 1400），合馬特別（芝 1200）２着，障害２勝
プラチナティアラ（11牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着
ポムフィリア（12牝鹿 ＊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
シルヴィーボーテ（13牝鹿 キングカメハメハ）入着３回，�２勝
イリスファルコン（14牝鹿 ダイワメジャー）３勝，合馬特別（芝 1200），千歳特別
（芝 1200）３着

バイオスパーク（15牡黒鹿 オルフェーヴル）�５勝，福島記念‐G3，都大路Ｓ‐L
（芝 1800）２着，函館記念‐G3 ３着（２回），飛鳥Ｓ（芝 1800），嵯峨野特別
（芝 2000），三春駒特別（芝 2000），明石特別（芝 2000）２着，浦佐特別
（芝 2000）２着，京橋特別（芝 2000）３着，ホンコンＪＣＴ（芝 2000）３着

ヘルムヴィーゲ（16牝栗 ジャスタウェイ）�２勝��入着２回
マイネルクロンヌ（17牡鹿 オルフェーヴル）�３勝，五泉特別（Ｄ1800），宝満山

特別（芝 2600）３着
メジャーベルン（18牝鹿 ダイワメジャー）��出走
コスモダークナイト（19牡黒鹿 ハーツクライ）�出走
オースピス（20牝鹿 ＊ハービンジャー）�入着

２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

３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.
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
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

販売申込者・所有者： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2505
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

621 ナナヨーティアラ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２１

＊

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

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyナナヨーティアラ ＊セレスティアルストーム

��
��
�ナナヨーストーム鹿 2002 ナナヨーアトラス

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ネバーエンディング（02鹿 ＊エンドスウィープ）２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－５（27）〕
メイスンウォー（10牡鹿 ＊ウォーエンブレム）４勝
エンドゾーン（11牝鹿 フジキセキ）�１勝�３勝��入着２回�
シースレス（12牡黒鹿 ＊ウォーエンブレム）�８勝��１勝�２勝
マサノホウオウ（14牡黒鹿 アーネストリー）入着，２０１７ＹＪＳＦＲ中山１戦
（芝 2000）２着，�２勝��５勝

グラビテーション（16牡鹿 ベルシャザール）��１勝，ハイセイコー記念
（Ｄ1600）３着，鎌倉記念（Ｄ1500）３着

トーホウノーヴァ（18牡栗 トーホウジャッカル）��入着４回
ジョーストーリー（19牝栗 エスポワールシチー）���４勝，ユングフラウ賞
（Ｄ1400）２着，ローレル賞（Ｄ1600）３着

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

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

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

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

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

セブンサミッツ（06牡 フジキセキ）４勝，猪苗代特別，野分特別３着

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

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

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

622 ネバーエンディング２０２１ �・栗 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceネバーエンディング ＊ノーザンテースト

��
��
�マキシマムデニール鹿 2002 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンモンロー（09鹿 ＊ザール）�４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
クラウンクラシック（15牡芦 アドマイヤコジーン）１勝，��８勝
プリティアイドル（17牝芦 アドマイヤコジーン）��２勝

２代母 ＊フェンスイ（02 UAE鹿 ＊ティンバーカントリー）GB１勝
キタサンハリケーン（07牡 Singspiel）��４勝
アウグル（11牝 ジャングルポケット）�１勝
フェンリル（12牡 タニノギムレット）�３勝��
フジノオリーブ（15牝 エイシンフラッシュ）�１勝�入着�
プッシーウィロー（16牝 ブラックタイド）入着，�１勝�
ナイトコマンダー（17牡 スピルバーグ）�１勝

３代母 クリスタルゲイジング Crystal Gazing（88 USA鹿 El Gran Senor）GB・U
SA３勝，ネルグウィンＳ‐G3，ロックフェルＳ‐G3，英１０００ギニー‐G1 ３着，
ラスシエネガスＨ‐G3 ３着，モンロヴィアＨ‐G3 ３着，etc.
ダークヴェイルDark Veil（97 牝 Gulch）IRE１勝

ラメンテイション Lamentation（04牝 Singspiel）ITY・USA２勝，ラプレヴォワ
イヤントＨ‐G2 ３着，オーキッドＳ‐G3 ２着，P. Baggio‐L ２着，etc.
エレジャイアク Elegiac（15 牡 Farhh）GB５勝，Further Flight S‐L

コンロイ Conroy（98	 GoneWest）USA・UAE７勝，マハブアルシマール‐G3
（２回），Jebel Ali Sprint‐L，Mahab Al Shimaal‐L，etc.

４代母 クリスタルブライトCrystal Bright（79 GB鹿 Bold Lad）GB・USA１勝
［孫］ キリーベグズ Killybegs（03 牡 Orpen）GB・IRE・UAE３勝，クレイヴ

ァンＳ‐G3，セレブレイションマイル‐G2 ２着，英チャレンジＳ
‐G2 ２着，etc.

シャマニック Shamanic（92	 Fairy King）GB・FR３勝，英ノーフォー
クＳ‐G3 ２着，Woodcote S‐L ２着

５代母 ブリリアントリエイBrilliant Reay（72 GB栗 ＊リベロ）GB１勝
［孫］ ボレアス Boreas（95	 In TheWings）GB・FR・IRE６勝，ドンカス

ターＣ‐G3，ロンズデイルＳ‐G3，Serlby S‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �080-1718-2000

623 クラウンモンロー２０２１ 牡・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ヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeクラウンモンロー
＊

＊ティンバーカントリー

��
��
�フェンスイ鹿 2009 Crystal Gazing

1w
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ティアップアーリー（11栗 ゴールドアリュール）�４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ブラウンインディ（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝

２代母 フォーティエース（97鹿 ＊フォーティナイナー）５勝，やまもも賞，藤森特別３着
アグネスラナップ（05牡 アグネスタキオン）３勝，舞鶴特別３着，障害３勝，阪神

スプリングジャンプ‐JG2 ２着
ティアップワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）９勝，カペラＳ‐G3 ２着（２回），etc.，

障害１勝，�１勝�１勝����入着３回�，かきつばた記念‐Jpn3，兵庫ゴー
ルドＴ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3 ２着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.

エスポワールエース（07牡 ＊タイキシャトル）��２勝
ロックフォーティ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）不出走

バトルカグヤ（17牝 アドマイヤムーン）１勝，春菜賞３着
フォースライト（09牝 マンハッタンカフェ）２勝，苗場特別３着
ティアップブロンド（12牝 ゴールドアリュール）２勝
ヴィジャランス（15牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ゴーゴーレイワ（17牝 ＊パイロ）２勝

３代母 ＊ピンクシェイド（91 USA青鹿 Lyphard）FR入着３回
ピンクピンク（96牝 ＊リンドシェーバー）��３勝

フミノポールスター（09牡 ゴールドアリュール）２勝，若戸大橋特別

４代母 ピンクヴァリー Pink Valley（75 USA黒鹿 Never Bend）FR３勝，P. d'A
umale，P. Yacowlef３着
［子］ ピンク Pink（81 牡 Northern Dancer）FR・USA８勝，シュマンドフェル

デュノール賞‐G3，ミュゲ賞‐G3，ロンポワン賞‐G3，etc.，種牡馬
リングピンク Ring Pink（90 牝 Bering）FR・ITY４勝，P. de la Pepinie
re‐L，P. Joubert‐L，エヴリ大賞‐G2 ３着，etc.

リピンク Lypink（93 牝 Lyphard）FR３勝，P. Charles Laffitte‐L，
P. Melisande‐L

［曾孫］ セヴィルオレンジ Seville Orange（15牝 Duke of Marmalade）SAF４
勝，トラックアンドボールオークス‐G3，サウスアフリカンオークス
‐G2 ３着，South African Oaks Trial‐L ２着

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

624 ティアップアーリー２０２１ 牡・栗 ４／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤティアップアーリー ＊フォーティナイナー

��
��
�フォーティエース栗 2011 ＊ピンクシェイド

16c
Nureyev S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 デルマオサキ（10鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ハーキーステップ（16牡青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，桑名特別
（芝 1200），�１勝�２勝

ユーメイドリーム（17牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���出走�入着２回
フィーネ（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝
メイショウイタマエ（19牡鹿 メイショウボーラー）�出走
ミトノライメイ（20牡鹿 ＊ベーカバド）���出走

２代母 ジェミードレス（97黒鹿 ＊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，福島ＴＶＯＰ‐OP，都大路Ｓ‐OP ２着，etc.
センシュアルドレス（04牝 アグネスタキオン）２勝，セレブレイション賞２着，汐

留特別３着，春菜賞３着
スクエアフォールド（13� ＊シンボリクリスエス）３勝，尾張特別，尾張特別２

着，松島特別２着，フルーツラインＣ２着，中京スポニチ賞３着，etc.
ダークジャケット（05牡 ダンスインザダーク）１勝
ドレスアフェアー（07牡 スペシャルウィーク）２勝，	４勝��
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，ベゴニア賞２着
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，両国特別３着，�入着４回	，佐賀オータムス
プリント２着

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
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

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.

テイラーバートン（07牝 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，etc.

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

625 デルマオサキ２０２１ �・黒鹿 ４／３０
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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスデルマオサキ ＊トニービン

��
��
�ジェミードレス鹿 2010 ブリリアントカット

＊ジエヌインダイアモンド 11
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ビーウインド（01鹿 ＊スピニングワールド）入着２回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－５（14），地方－４（12）〕
マジックウインド（07牝青 ネオユニヴァース）�１勝�２勝
ステラウインド（09牡黒鹿 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L（芝 3000），青葉賞

‐G2 ３着，七夕賞‐G3 ２着，函館記念‐G3 ３着，ジューンＳ（芝 2000），稲
村ヶ崎特別（芝 2000），陣馬特別（芝 2400），クリスマスＣ（芝 2200）２着，精進
湖特別（芝 2000）２着

ペプチドウインド（10牡鹿 ダンスインザダーク）１勝，�２勝�
エイユービリオネア（11牡栗 ＊ヨハネスブルグ）２勝
スマートルビー（13牝栗 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
ジュンエスポワール（15牡黒鹿 ハーツクライ）入着，�１勝�１勝�１勝
ベルウインド（16牡栗 オルフェーヴル）�４勝��
ムーンライト（17牝青 ハーツクライ）	２勝，豊橋特別（芝 1400）２着，御宿特別
（芝 1600）３着

２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

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
パーフェクトライフ（97牝 ＊ポリッシュパトリオット）１勝

３代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
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.
シマノビューティー（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）３勝

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

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，天皇賞（秋）‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2（２回），阪神大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，etc.，
優３牡，年代表，優古牡，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

626 ビーウインド２０２１ 牡・黒鹿 ４／２７
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�スピニングワールド Imperfect Circleビーウインド バンブーアトラス

��
��
�ビクトリーマッハ鹿 2001 ＊ワンスウエド

4m
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 パストゥレイユ（15黒鹿 ダノンシャンティ）入着２回
本馬の他に産駒あり

２代母 カドリーユ（10鹿 Dalakhani）出走

３代母 ＊ダンスザクラシックス（04 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・IRE１勝
コールトゥバトル Call To Battle（09� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝，Eyre

field S‐L，バリーサックスＳ‐G3 ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
カレンラヴニール（14牡 ルーラーシップ）�５勝��２勝，土佐秋月賞，黒潮菊花

賞２着

４代母 ヘッドインザクラウズ Head in the Clouds（98 IRE 鹿 RainbowQuest）
GB・FR２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ２着，セントサイモ
ンＳ‐G3 ２着
［子］ ロージズフォーザレイディ Roses For The Lady（06牝 Sadler's Wells）

GB・IRE２勝，Vintage Crop S‐L，愛オークス‐G1 ２着，Fin
ale S‐L ２着，etc.

［孫］ レイディオヴデュバイ Lady Of Dubai（12 牝 Dubawi）GB・IRE２勝，
Height of Fashion S‐L，英オークス‐G1 ３着，Montrose Fillie
s S‐L ２着

リトルホワイトクラウド Little White Cloud（10� Dalakhani）IRE・
AUS２勝，愛ダービートライアルＳ‐G2 ３着，ガリニュールＳ‐G3
２着，Pakenham RCWerribee C‐L ３着

［曾孫］ テンプスイッガナドゥ Tempus Iggannadu（16牡 Holy Roman Emperor）
�ITY４勝，P. Pisa‐L ３着，P. Mauro Sbarigia‐L ３着

５代母 バレリーナBallerina（91 IRE 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
［子］ ミレナリーMillenary（97 牡 RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・I

TY12 勝，英セントレジャー‐G1，ドンカスターＣ‐G2（２回），ロン
ズデイルＣ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ ナイトトゥビホールド Knight To Behold（15 牡 Sea The Stars）GB・
FR・IRE３勝，ギヨームドルナーノ賞‐G2，Lingfield Derby Trial S
‐L，ヨークＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

627 パストゥレイユ２０２１ �・鹿 ５／２５

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットパストゥレイユ Dalakhani

��
��
�カドリーユ黒鹿 2015 ＊ダンスザクラシックス

1l
Northern Dancer S4×M5 Darshaan M4×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ハヤブサプリプリ（13鹿 キングカメハメハ）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
カマポコショクニン（19牝鹿 イスラボニータ）��入着６回�

２代母 ＊プリモウェイ（05 USA栗 Giant's Causeway）USA入着２回
＊キャバーン（10牡 Any Given Saturday）入着，��８勝�
タイトロープウィン（16牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝，ポプラ特別３着
プリンサン（17牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��入着２回��
シャンパンファイト（20牡 エスポワールシチー）��１勝

３代母 プリエミネンス（97鹿 ＊アフリート）６勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��６勝
�１勝�	
�入着５回，彩の国浦和記念‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，マリ
ーンＣ‐Jpn3（２回），スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.

＊ハヤブサエミネンス（07牝 Medaglia d'Oro）２勝
ハヤブサマカオー（15牡 ＊シニスターミニスター）２勝，エニフＳ‐L ２着，な

でしこ賞，��５勝�１勝��入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2
＊ヴィットリオドーロ（09牡 Medaglia d'Oro）４勝，小金井特別３着，種牡馬
ホールドミータイト（11牝 ＊コマンズ）入着３回

スティールペガサス（17牡 ＊サウスヴィグラス）��５勝��２勝�入着�，道
営スプリント２着，エトワール賞２着，南部駒賞２着，etc.

イージーナウ（16牝 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝，ブロッサムＣ

４代母 アジテーション（89鹿 Caerleon）入着３回
［子］ スタートマーチ（96牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２

着，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.
［孫］ タキオンバッハ（03牡 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別２着

グランドヴィーナス（11牝 ＊ストーミングホーム）�１勝�２勝��入着
�，佐賀桜花賞３着

５代母 ＊ランザリスク（76 GB鹿 Run the Gantlet）GB出走
［子］ リスクミ－Risk Me（84牡 Sharpo）GB・FR・IRE・USA５勝，パリ大

賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，グリーナムＳ‐G3，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

628 ハヤブサプリプリ２０２１ 牡・鹿 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハヤブサプリプリ
＊ Giant's Causeway

��
��
�プリモウェイ鹿 2013 プリエミネンス

＊ランザリスク 5d
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ハタノフォルトゥナ（14鹿 ＊グラスワンダー）�４勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ヤマイチリッキー（19牝鹿 コパノリッキー）��入着
アオバノキセキ（20牝鹿 グレーターロンドン）��出走

２代母 アイルゴーバック（09黒鹿 アッミラーレ）�２勝��入着
ティーズブラッド（13� ＊タイキシャトル）�１勝��３勝
フロイデ（15� カネヒキリ）入着４回，���３勝
アイアス（16� カネヒキリ）��入着�１勝��１勝�１勝
カイザークリスエス（17牡 ＊シンボリクリスエス）���１勝�２勝
ノーヴイー（18牡 ハタノヴァンクール）�３勝

３代母 ブッチ（00黒鹿 ヤシマソブリン）出走
サンマルクリス（06牝 ＊クリストワイニング）�２勝
パワークラウン（07牡 スターリングローズ）�２勝�１勝
マヤリッシュ（08牝 ＊イーグルカフェ）１勝

クラールハーモニー（14牡 フリオーソ）��７勝�１勝��４勝，北國王冠２着
リンダーホーフ（15牝 フリオーソ）��１勝
ワークアンドリッチ（16牡 ＊パイロ）入着，�６勝��
ガイストフォル（17牡 キングヘイロー）���５勝
ピエールジャガー（18牡 ＊モンテロッソ）�１勝�

リュウトステラ（10牡 ＊ルールオブロー）��３勝
サーベイヤー（14牡 フリオーソ）��２勝�１勝

４代母 シンディーメモリー（87鹿 トウシヨウルチエー）不出走
［子］ キングメモリー（03牡 ＊テンビー）�１勝

スーパーアクセス（97牝 ＊ヒシマサル）��１勝
イクゼーゲンサン（95牡 ＊ビシヨツプボブ）��１勝

５代母 ヒカリパンパード（80鹿 ＊パーソロン）不出走
［子］ アイドルキング（88牡 ＊ダンサーズイメージ）２勝
［孫］ ジーナ（97牝 ＊モガンボ）入着２回，�１勝�５勝	
５勝��，端午賞３着

クニノカネオー（88牡 ＊カジユン）１勝

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

629 ハタノフォルトゥナ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraハタノフォルトゥナ アッミラーレ

��
��
�アイルゴーバック鹿 2014 ブッチ

＊パンパードメリー 13e
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 バトルキクヒメ（07芦 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
トモジャヴェール（14牡芦 ＊エイシンアポロン）�２勝��
ブルベアナガイモ（15牡鹿 ローエングリン）�２勝��３勝�入着２回�
ドラゴンウォリアー（17牡鹿 アンライバルド）１勝，��１勝�１勝，ぎふ清流Ｃ
（Ｄ1400）３着

２代母 キクノトッポリーノ（89芦 ＊クリスタルパレス）入着
マロンスラヴィック（94牡 ＊スラヴィック）	
10 勝
クリスタルステージ（95牡 メリーナイス）�３勝�入着
サミットロード（97牝 ＊スキーキャプテン）�１勝
トーセンダンディ（98牡 ＊ホワイトマズル）６勝，オールカマー‐Jpn2，七夕賞

‐Jpn3 ２着，新潟記念‐Jpn3 ３着，古都Ｓ，清滝特別，etc.，�２勝
コスモインベイダー（00牡 ＊ミシル）１勝
フジジェニュイン（01牡 ジェニュイン）��２勝
シロワイン（02牝 エアジハード）�２勝��
トーセングッジョブ（04牡 マンハッタンカフェ）��７勝
トーセンスウィング（05牡 フサイチソニック）１勝

３代母 ヒロノホーマー（81鹿 ＊リイフオー）３勝，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着，高砂特別
ユニコーン（87牡 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，逢坂山特別２着，金華山特別３着
ユウライジン（88牡 ＊パークリージエント）３勝，粟島特別３着，小牧特別３着，�２勝
ドラゴンジェイ（93牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，��７勝�11 勝��入着３回，Ｔ

Ｖ埼玉杯２着

４代母 ヒデコトブキ（66鹿 コダマ）５勝，桜花賞，阪神４歳牝馬特別，阪神３歳Ｓ２
着，サンケイ大阪杯３着，紅梅賞‐OP，etc.
［子］ ミョウコウハヤテ（75牡 ＊イエローゴツド）３勝，水仙賞
［孫］ ハギノレジェンド（87牡 ハギノカムイオー）２勝，京都４歳特別‐Jpn3

３着，菩提樹Ｓ，渡月橋Ｓ２着，etc.

５代母 ミスケイコ（58青 ＊ライジングフレーム）15勝，京都盃，阪急杯，大阪杯３着
（２回），阪神牝馬特別２着，阪急杯３着，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �090-3391-7161
生 産 牧 場： 小倉 光博
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

630 バトルキクヒメ２０２１ �・鹿 ５／１７

＊

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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeバトルキクヒメ ＊クリスタルパレス

��
��
�キクノトッポリーノ芦 2007 ヒロノホーマー

＊アストニシメント 7c
Lyphard M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 パッションエレナ（12栗 ディープスカイ）�入着４回�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ビューチーセダン（18牡栗 リヤンドファミユ）�１勝
ゴールドマルタン（19牡栗 ゼンノロブロイ）���未出走�１勝

２代母 ＊ヴァレンティン（02 IRE 栗 ＊キングオブキングス）GB１勝，プリンセスマー
ガレットＳ‐G3 ２着
レッドルシファー（11牡 ディープインパクト）１勝

３代母 スリップアショア Slip Ashore（88 IRE 鹿 Slip Anchor）不出走
ストームアショア Storm Ashore（92 牡 Storm Cat）IRE・USA３勝，Ruby S

‐L ３着，種牡馬

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

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

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

ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイ
ルフィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３
着，etc.，優２牝

［曾孫］ サミットストーン（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，�７勝��３勝�，
浦和記念‐Jpn2，東京大賞典‐G1 ３着，川崎記念‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ
‐G3，ATC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L
２着，etc.

トラキチシャチョウ（11牡 マヤノトップガン）５勝，福島民友Ｃ‐L，師走
Ｓ‐OP ２着，上賀茂Ｓ，etc.，�１勝�３勝�

販売申込者・所有者： 沖田 哲夫＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2858
生 産 牧 場： 沖田 哲夫
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

631 パッションエレナ２０２１ 牡・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビパッションエレナ
＊

＊キングオブキングス

��
��
�ヴァレンティン栗 2012 Slip Ashore

4d
サンデーサイレンス S3×M4 Sadler's Wells S4×M4
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 バトルエニシ（14鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
グレートバリア（19�黒鹿 ホッコータルマエ）出走，�地方未出走

２代母 ＊バルドネキア（95 IRE 栗 Indian Ridge）FR・ITY４勝，プシュケ賞‐G3，
P. Archidamia‐L，P. Torricola‐L，伊オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2
２着，etc.
タヤスターゲット（01牡 Ashkalani）３勝，成田特別，甲斐路特別，丹沢Ｓ２着，江

戸川特別２着，柳都Ｓ３着，��２勝�入着
アルテシア（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ベリアル（08牡 タニノギムレット）１勝，湯沢特別２着
ミュゼダルタニアン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，長良川特別２着，水仙賞３着

プラジェラート（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，岡崎特別２着
イタリアンネオ（11牡 ネオユニヴァース）３勝，三春駒特別，若竹賞

イタリアンレッド（06牝 ネオユニヴァース）８勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉記念‐G3，
七夕賞‐G3，ムーンライトＨ，西海賞，etc.
バレーノロッソ（15牡 ＊ノヴェリスト）３勝，鴨川特別，脊振山特別，��入着３回

リンゴット（08� デュランダル）３勝，ＴＶ山梨杯
ファイトアローン（15牡 ヴィクトワールピサ）２勝

３代母 ローザデカーリアン Rosa de Caerleon（86 IRE 芦 Caerleon）ITY６勝，バ
グッタ賞‐G3，ロイヤルメアズ賞‐G3，P. Pietro Bessero‐L，P. Seregno
‐L，Criterium Nazionale‐L，etc.
ドゥドゥDudu（91牝 Law Society）ITY１勝，P. Baggio‐L ３着
マジュストリナMagiustrina（96 牝 Indian Ridge）ITY４勝，Criterium Femmi

nile‐L，P. Gino Mantovani‐L，P. Repubbliche Marinare‐L ２着，etc.
イルスプレーモ Il Supremo（08牡 Daggers Drawn）ITY８勝，P. Emirates

Airline‐L
ダークレイDark Ray（09牝 Dark Angel）ITY６勝，P. Buontalenta‐L，

Criterium Partenopeo‐L ２着，P. Buontalenta‐L ３着
オロパOropa（99牝 Indian Ridge）ITY１勝，P. Fia European Breeders Fund

‐L ２着，P. Terme di Merano‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233
生 産 牧 場： ㈱小国スティーブル
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

632 バトルエニシ２０２１ �・鹿 ３／１９

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスバトルエニシ
＊ Indian Ridge

��
��
�バルドネキア鹿 2014 Rosa de Caerleon

20c
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ハレイワクィーン（10黒鹿 キングカメハメハ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
レインボーシャーク（15牝黒鹿 サムライハート）��４勝
ヴィクトリアループ（16牝黒鹿 ハイアーゲーム）��２勝
エナサン（17牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
スマイルキューティ（18牝鹿 エスポワールシチー）���３勝�１勝
ロンバルディ（20牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ＊ユメノラッキー（98 USA栗 Salt Lake）３勝，立待岬特別，下北半島特別，
長万部特別２着，基坂特別２着
ラッキーフラワー（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝，�５勝��入着，園田ＣｈＣ２着
ラッキーツー（07牝 ＊アグネスデジタル）入着，��４勝�入着２回�
シャーク（09� デュランダル）	31 勝��，あすなろ賞３着
ラッキーハンター（11牡 ハーツクライ）��２勝
イキオイ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，長万部特別，ＵＨＢ杯２着，河北新報杯２

着，潮騒特別３着，道新スポーツ杯３着，etc.
サイタスリーレッド（13牡 ダノンシャンティ）６勝，栗東Ｓ‐L，カペラＳ‐G3 ２着，etc.，

��１勝	�入着２回�，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3，兵庫ゴールド
Ｔ‐Jpn3 ３着，クラスターＣ‐Jpn3 ３着

エンパシー（14牡 メイショウボーラー）１勝，�
５勝�４勝�
ラッキーユー（15� ショウナンカンプ）���９勝�

３代母 トレイシーズシークレットTracey's Secret（85 USA栗 Riverman）USA出走

４代母 ラッキースペル Lucky Spell（71 USA鹿 Lucky Mel）USA12 勝，ラスパル
マスＨ‐G3，プリンセスＳ‐G3，Las Flores H，Linita S，Time To Lea
ve S，etc.
［子］ マーリンズチャームMerlins Charm（79牝 Bold Bidder）GB２勝，ジャー

ジーＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，Kiveton Park S２着，etc.
［孫］ アンブライドルズソングUnbridled's Song（93牡 Unbridled）USA５勝，

ＢＣジュヴェナイル‐G1，フロリダダービー‐G1，ウッドメモリア
ルＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115
生 産 牧 場： ㈲カタオカファーム
飼 養 者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115

633 ハレイワクィーン２０２１ �・黒鹿 ３／２５

＊

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 ＊マンファスハレイワクィーン
＊ Salt Lake

��
��
�ユメノラッキー黒鹿 2010 Tracey's Secret

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

価格： 購買者：



母 ハワイアンスマイル（11鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
フェアリースキップ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝���入着３回
レイワフリューゲル（18�黒鹿 ブラックタイド）��入着２回

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
ペブルガーデン（12牝 ディープインパクト）出走

ミサキシャンティ（17牡 ＊エスケンデレヤ）�１勝
グラティトゥー（18牡 エピファネイア）�１勝，あすなろ賞２着，紫菊賞２着

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： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

634 ハワイアンスマイル２０２１ 牡・鹿 ４／２１
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハワイアンスマイル
＊ Wagon Master

��
��
�ワシントンシティ鹿 2011 Tallahassee

1d
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 バンパークロップ（14栗 ＊クロフネ）３勝，西湖特別（Ｄ1600）３着
初仔

２代母 グレートハーベスト（03栗 ＊サンデーサイレンス）出走
レーザーブレイド（07牡 キングカメハメハ）１勝，�６勝，黒潮スプリンターズＣ３着
マイネルクロップ（10牡 ＊クロフネ）６勝，マーチＳ‐G3，アルデバランＳ‐OP ２

着，若駒Ｓ‐OP ２着，etc.，障害２勝，�１勝��，佐賀記念‐Jpn3，佐賀記
念‐Jpn3 ２着

ザナイトビフォー（11牝 ＊クロフネ）�２勝�入着２回
クロコダイルロック（13牡 ＊ハービンジャー）入着４回，�３勝�１勝�１勝��入着
ローザーブルー（15牝 ＊サウスヴィグラス）�	５勝�３勝��１勝�入着４回，花

吹雪賞
ウォールフラワー（17牝 スズカコーズウェイ）�１勝�	入着４回
，金杯３着
カーラミーア（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）���１勝

３代母 ＊チーター（92 USA栗 Seeking the Gold）３勝，喜多方特別３着，里見特別３着
ナリタヘリオス（99牡 ＊ラムタラ）２勝，新津特別３着
プリモスター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，大倉山特別，朝里川特別，札幌日

刊スポーツ杯２着，etc.
スザク（11牡 キングカメハメハ）２勝，	���入着３回，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ２着
バンドマスター（02牡 ＊パントレセレブル）３勝，成田特別３着，甲斐路特別３着，

�４勝�１勝
３勝��入着４回
マイニングゴールド（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，くるみ賞２着，�７勝��

入着��
タイキジャガー（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，滝桜賞２着，種牡馬
アフリカンハンター（08牡 アグネスタキオン）４勝，�１勝	１勝�，すずらん賞

３着，岩鷲賞３着，早池峰賞３着

４代母 ステッピングハイ Stepping High（69 USA鹿 No Robbery）USA４勝，メ
イトロンＳ２着，アルシバイアディズＳ３着
［子］ バッカルー Buckaroo（75牡 Buckpasser）USA５勝，サラナクＳ‐G2，

ピーターパンＳ‐G3，ホイットニーＳ‐G2 ２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

635 バンパークロップ２０２１ 牡・黒鹿 １／１１

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューバンパークロップ ＊サンデーサイレンス

��
��
�グレートハーベスト栗 2014 ＊チーター

11g
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノファベルジェ（08鹿 Lemon Drop Kid）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ハタノソルプレーザ（12牡鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝�２勝
ハタノコンフリクト（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�入着�
ヴィーヴァステラ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）���１勝
ミステール（17牝鹿 ネオユニヴァース）�１勝
ラウルス（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）��入着
ベルウッドタイガー（20牡黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊クラスター（97 USA黒鹿 Danzig）USA出走
アーバンウォリアーUrbanWarrior（01 牡 Cape Town）USA６勝，Chenery

S，種牡馬
ハタノアブソルート（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�１勝��入着，大

村湾賞，水無月賞２着，志布志湾賞３着
テイエムイナズマ（10牡 ブラックタイド）５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，小倉日経

ＯＰ‐LR，大阪城Ｓ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，六甲Ｓ‐LR ２着，etc.
ハタノガイスト（12	 サクラバクシンオー）１勝
ハタノインサイト（13牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ノット Knot（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA２勝，Churchill Downs
Debutante S
ブレイドBraid（88 牝 Devil's Bag）不出走

ロードウェスト LordWest（96 牡 West byWest）USA３勝，Summit Silv
er Cup H‐R ３着

ヒッチ Hitch（89牝 Cox's Ridge）USA９勝，HBPA H‐L，Dogwood S‐L，
Clipsetta S‐L，etc.
スティント Stint（96 牝 Wild Again）USA３勝，Thelma S‐L ３着
＊バロンカラノテガミ（00牡 ＊コロナドズクエスト）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3

３着，越後Ｓ‐OP ３着，ＴＶ埼玉杯，etc.
スレッド Thread（91牝 Topsider）USA６勝，Audubon Oaks‐L，Palisade

s S‐L，Regret S‐L ２着，etc.
ウェンドWend（01牝 Pulpit）USA７勝，ジェニーワイリーＳ‐G2，ニューヨ

ークＨ‐G2，ハニーフォクスＨ‐G3，etc.

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

636 ハタノファベルジェ２０２１ �・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

レモンドロップキッド Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Lemon Drop Kid Charming Lassieハタノファベルジェ
＊ Danzig

��
��
�クラスター鹿 2008 Knot

16g
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ピアノボレロ（07鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ドルフィンキック（14牡栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝
メイショウマユズミ（15牝栗 ＊タートルボウル）�５勝
マイネルボレロ（17牡鹿 エピファネイア）��入着９回
フリッパー（20牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 ＊ベルピアノ（91 USA鹿 Fappiano）USA入着
ベルクラシック（96牝 A.P. Indy）１勝

ケイアイカイト（08牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，フィリピンＴ，市原特別３
着，�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

ベルフォルテ（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，��入着３回����，中島記念３着
ベルシンフォニー（01牝 ＊エリシオ）１勝
グロッケンライン（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，障害１勝
ドラゴンヴォイス（08牡 ハーツクライ）４勝，柏崎特別，松戸特別３着，��２勝

３代母 ベルシーバ Bel Sheba（70 USA鹿 Lt. Stevens）USA５勝，アディロンダッ
クＳ３着
ポートマスター Port Master（76 牡 Raise a Native）USA11 勝，Fair Play S，

Col. R. S. McLaughlin H，Swynford S，etc.，種牡馬
グラベルストGrabelst（81 牝 Graustark）ITY・USA１勝，P. Tullio Righetti‐L

エンドリ Endoli（87 牡 Assert）GB３勝，Aston Park S‐L，George Stub
bs S‐L ２着，種牡馬

アリシーバ Alysheba（84牡 Alydar）USA11 勝，ケンタッキーダービー‐G1，プリー
クネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，スーパーダービー‐G1，チャールズＨスト
ラブＳ‐G1，フィリップＨアイズリンＨ‐G1，ウッドワードＨ‐G1，メドーラン
ズＣ‐G1，サンタアニタＨ‐G1，サンベルナルディノＨ‐G2，etc.，種牡馬

アリーズベル Alysbelle（89 牝 Alydar）USA４勝，ラカニャーダＳ‐G2，Variet
y Queen S‐R，ハリウッドオークス‐G1 ３着，etc.

＊マチカネキンノホシ（96牡 Seattle Slew）４勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

エンジョイプラン Enjoy Plan（90牡 Alydar）FR４勝，P. Lovelace‐L，メシ
ドール賞‐G3 ３着，P. Herod‐L ３着，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

637 ピアノボレロ２０２１ �・鹿 ２／２７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイピアノボレロ
＊ Fappiano

��
��
�ベルピアノ鹿 2007 Bel Sheba

20
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピエールナオチャン（09青鹿 ＊ケイムホーム）�５勝��入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（17）〕
リンノレジェンド（16牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）��６勝��２勝�１勝�１勝，

道営記念（Ｄ2000），ダービーＧＰ（Ｄ2000），黒潮盃（Ｄ1800），瑞穂賞
（Ｄ1800），赤レンガ記念（Ｄ2000），イヌワシ賞（Ｄ2000），北海優駿
（Ｄ2000）２着，王冠賞（Ｄ1800）３着

サンディロン（17牝青鹿 ベルシャザール）���２勝�２勝�
ナックタイガー（18牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）�２勝
ミトノシャルマン（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��１勝

２代母 ピアソニック（93青鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
エニーモア（02牝 ＊スキャン）�１勝
キクノソニック（03牡 ＊ボストンハーバー）	12 勝�
ピアアゼリア（04牝 ブラックタキシード）�１勝��１勝

３代母 ＊ルウイーダ（84 USA黒鹿 In Reality）GB出走
ピアルピナス（90牝 Northern Baby）２勝，��１勝

タガノリファール（00牡 ロイヤルタッチ）３勝，城崎特別，桜島特別２着，秋
分特別３着

ジェンツブレイド（97
 ＊アジュディケーティング）３勝，尾瀬ケ原特別，渡利特別
３着，白井特別３着，etc.

４代母 ミセズウォレンMrs. Warren（74 USA黒鹿 Hail to Reason）USA７勝，
メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，フィレンツェＨ‐G2，スカイラヴィル
Ｓ‐G3，マザーグースＳ‐G1 ２着，etc.
［子］ ミセズフラグラーMrs. Flagler（81 牝 Hoist the Flag）USA３勝，Tinicu

m S，アディロンダックＳ‐G3 ３着，Fallsington H３着，etc.
［孫］ テンペランストゥー Temperence Two（89牡 Temperence Hill）USA

７勝，Burnaby H，Ascot Graduation Breeders' Cup S，St
epping Stone S，etc.，種牡馬

［曾孫］ スワッグダディ Swag Daddy（09牡 Scat Daddy）USA３勝，Damon Ru
nyon S‐R，Restrainor S‐R，Sweet Envoy S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

638 ピエールナオチャン２０２１ 牡・青鹿 ３／２６

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayピエールナオチャン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ピアソニック青鹿 2009 ＊ルウイーダ

4r
In Reality M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ビオレント（11栗 ゼンノロブロイ）１勝，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ジュニパーダンス（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝
ワイルドソニック（20牡栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊スターオブジュニパー（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
フルヒロボーイ（09牡 ＊ファスリエフ）４勝，初霞賞，春風Ｓ２着，ブラッドストー

ンＳ２着，陽春Ｓ３着，初春賞３着
クリノサンスーシ（13牝 ＊ベーカバド）３勝，八雲特別２着，恵山特別３着，青島特

別３着，障害１勝
ペプチドオリバー（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝

３代母 グッドラックチャームGood Luck Charm（86 USA栗 Caro）不出走
ロツィムベッロ Lo Zimbello（97 牝 Polish Laughter）不出走

レアダイアモンド Rare Diamond（05牝 Redoute's Choice）AUS８勝，Ju
anmo H‐L

ダヒラーDhakhirah（00牝 Sadler's Wells）GB・IRE入着３回
ステップストゥフリーダム Steps To Freedom（06� ＊スタチューオブリバティ）

GB・IRE３勝，Alleged S‐L ３着，Challenge S‐L ３着，Vint
age Crop S‐L ３着，GB・IRE障害５勝

４代母 ズメルードZummerudd（81 IRE 鹿 Habitat）GB出走
［子］ ＊キングオブキングス（95牡 Sadler's Wells）GB・IRE５勝，英２０００ギニー

‐G1，愛ナショナルＳ‐G1，レイルウェイＳ‐G3，etc.，種牡馬
ジェネラルモナシュGeneral Monash（92牡 Thorn Dance）GB・FR・
IRE５勝，ロベールパパン賞‐G2，Haydock Spring Trophy‐L ２
着，英ノーフォークＳ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ シャドゥン Shadn（17牝 No Nay Never）�GB・FR・USA３勝，クリ
テリヨムドメゾンラフィット‐G2，Rose Bowl S‐L，ミルリーフ
Ｓ‐G2 ３着，etc.

チャイナヴィジット China Visit（97 牡 Red Ransom）GB・FR・USA
・UAE・HKG４勝，ロンポワン賞‐G2，Sheikh Maktoum Al Makt
oum Challenge R1‐L，UAE Derby‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱モルツ＝茨城県稲敷郡 �0297-86-2158
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

639 ビオレント２０２１ 牡・鹿 ４／ ３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルビオレント
＊ Sadler's Wells

��
��
�スターオブジュニパー栗 2011 Good Luck Charm

7
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ピッチシフター（10鹿 スズカマンボ）�２勝�８勝�１勝�１勝�入着���，サマ
ーＣｈ‐Jpn3 ２着，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ５
着，秋桜賞（Ｄ1400）（２回），名港盃（Ｄ1900），etc.，ＮＡＲ優３牝，ＮＡＲ優古牝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
ミラバーグマン（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）	��４勝�入着，若草賞（Ｄ1400）２着
アーリーレッグ（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）１勝，	��出走
ヨモギネス（20牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）	�出走

２代母 ＊サンディシフター（99 USA栗 Crafty Prospector）USA１勝
メイキングザヘヴン（04牝 Buddha）出走

ヘヴンズパワー（09牡 ＊サウスヴィグラス）入着，�２勝�入着��，南部駒賞２着
ルックスグー（12牝 メイショウサムソン）�１勝�２勝��５勝�，新緑賞２

着，駿蹄賞３着，スプリングＣ３着
フィールドダンス（06牡 ダンスインザダーク）入着，�８勝
ブユウデン（07
 ダンスインザダーク）�２勝�15 勝
アントウェルペン（08牡 ゼンノロブロイ）３勝，市原特別２着
エネルジコ（09牡 スズカマンボ）�３勝
サッキーシフター（11牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ホープフルシフター（13牝 ＊プリサイスエンド）��２勝
メモリーダンス（14牡 カネヒキリ）�４勝，知床賞２着，南部駒賞３着
カシマジョセツ（16牝 ＊シニスターミニスター）��１勝
サンヨースマイル（19牝 ＊アジアエクスプレス）	�２勝，九州ジュニアＣｈ３着

３代母 タイド Tide（82 USA鹿 Coastal）USA８勝，Bowl of Flowers S，Bu
dweiser Breeders' Cup H，アーリントンメイトロンＨ‐G2 ３着，バドワイザー
Ｈ‐G3 ２着，Fleur de Lis H‐L ２着，etc.
テテュス Tethys（91 牝 Topsider）GB４勝，英ジョッキークラブＣ‐G3 ３着

ソイビーナー Soybeaner（97
 Devil's Bag）USA７勝，Saguaro S３着
ゴールデンティケットGolden Ticket（98
 Deposit Ticket）USA６勝，Gree

nwood Cup H‐L，ハリウッドフュチュリティ‐G1 ３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

640 ピッチシフター２０２１ �・鹿 ３／３１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボピッチシフター
＊ Crafty Prospector

��
��
�サンディシフター鹿 2010 Tide

5i
Mr. Prospector S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 ピンクベリーニ（11鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
ピンクキャンディー（16牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��７勝
アンストッパブル（17�鹿 ＊ノヴェリスト）入着４回，���入着４回�３勝
サンアマリリス（20牝鹿 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 ＊フラライン（05 USA栗 Distorted Humor）入着
キララアモーレ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）１勝
オーバーリミット（17牡 キングカメハメハ）�１勝，�２勝

３代母 コールミーグラニーCall Me Granny（92 USA鹿 Slew City Slew）USA５勝

４代母 グラニーコーリングGranny Calling（84 USA鹿 Blade）USA６勝，Win
dy City S‐R ３着
［子］ グレイシャスグラニーGracious Granny（91牝 Lost Code）USA10 勝，

Chou Croute H‐L，Wilma C. Kennedy S‐L，Dahlia S，etc.
［孫］ ＊オリジナルスピンⅡ（03牝 Distorted Humor）USA２勝，アーリントン

ワシントンラッシーＳ‐G3，テストＳ‐G1 ２着，ＢＣジュヴェナイ
ルフィリーズ‐G1 ３着

ヒューマーアットラスト Humor At Last（02� Distorted Humor）US
A８勝，Tex's Zing S‐R，Sun Power S‐R，ケンタッキーＣス
プリントＳ‐G3 ２着，etc.

ラストグランスタンディング Last Gran Standing（03� Distorted Humor）
USA・CAN８勝，Sun Power S‐R，Zen S‐R ２着，Illinoi
s Futurity‐R ２着，etc.

グラニーズプライドGranny's Pride（01 牝 Broad Brush）USA４勝，
Pan Zareta S２着

［曾孫］ スペシャルリザーヴ Special Reserve（16� Midshipman）�USA８勝，
フィーニクスＳ‐G2，メリーランドスプリントＳ‐G3，Iowa Spri
nt S，etc.

ウノマスモデロUnoMas Modelo（13� Macho Uno）USA10 勝，B
et On Sunshine S

販売申込者・所有者： ㈲五丸農場＝新冠町大富 �0146-47-4376
生 産 牧 場： ㈲五丸農場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

641 ピンクベリーニ２０２１ �・鹿 ３／２５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーピンクベリーニ
＊ Distorted Humor

��
��
�フラライン鹿 2011 Call Me Granny

2o
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 パワーアン（03鹿 ＊ディアブロ）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
パーシモンアロー（08牡鹿 ウイングアロー）���１勝・４勝
ダイレクトヒット（10牡鹿 スターリングローズ）�２勝
エムティシルバー（15牡芦 ＊シルバーチャーム）�２勝��入着２回��
スターオブブーケ（18牝鹿 ＊バトルプラン）���入着２回�２勝
ロバリアワールド（19牝黒鹿 ベルシャザール）��入着

２代母 パワーアンノウン（98鹿 ＊コマンダーインチーフ）不出走

３代母 ダイナシルエツト（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，
エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，石打特別
イタリアンモダン（91牝 ＊トニービン）１勝

モードマニア（99牝 フジキセキ）入着
オオタニジムチョウ（09牡 ＊スターオブコジーン）３勝，七重浜特別，潮騒
特別３着，福島中央ＴＶ杯３着

４代母 ユアースポート（72鹿 ＊バウンテイアス）出走
［子］ ダイナガリバー（83牡 ＊ノーザンテースト）５勝，日本ダービー‐Jpn1，有

馬記念‐Jpn1，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
カズシゲ（77牡 ＊ボールドアンドエイブル）３勝，高松宮杯，マイラーズ
Ｃ，函館記念，etc.，���15 勝

ショーアップ（90牝 ＊スリルシヨー）４勝，北上特別
アトミックダイナ（82牡 ＊ノーザンテースト）３勝，渥美特別，平尾台特
別２着

スポーツイベント（85牡 ＊ノーザンテースト）１勝，ガーベラ賞３着
［孫］ テレジェニック（00� サクラバクシンオー）入着３回，障害３勝，東京ハ

イジャンプ‐JG2 ２着，東京オータムジャンプ‐JG3 ２着，中山グラ
ンドジャンプ‐JG1 ３着

マルチゴールド（09牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�２勝	入
着，園田ユースＣ２着，ゴールドジュニア３着

［曾孫］ ミコシMikoshi（06� Orientate）USA・CAN５勝，Lure S‐L ２着，
Tall Ships S‐L ２着，Sussex S‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-6777
生 産 牧 場： ㈲キヨタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

642 パワーアン２０２１ 牡・黒鹿 ５／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionパワーアン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�パワーアンノウン鹿 2003 ダイナシルエツト

＊レデイスラー 16h
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ボンネット（15栗 ＊アポロキングダム）�８勝
初仔

２代母 イカガデスカ（04鹿 ＊デヒア）３勝
オイシイナア（16牝 サムライハート）１勝
オドルキツネ（17牡 サンライズペガサス）�３勝

３代母 マナーリー（91鹿 ラグビーボール）１勝
カゼニフカレテ（99牡 サニーブライアン）３勝，愛知杯‐Jpn3，きさらぎ賞‐Jpn3

３着，野路菊Ｓ‐OP ２着，etc.

４代母 ノスタルジア（83鹿 ＊サンプリンス）７勝，札幌日経賞‐OP ３着，梅田Ｓ，鳴
門Ｓ，原町特別３着
［子］ コーヒーブレイク（92牡 ラグビーボール）５勝，中京３歳Ｓ‐OP ３着，

フィリピンＴ，阿武隈Ｓ２着，etc.，�１勝����入着４回
オジャマシマス（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，瀬戸特別３着

［孫］ サウンドバスター（08牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，京都新聞杯‐G2
３着，フリージア賞

セイシュンジダイ（01牡 フジキセキ）２勝，さざんかＳ‐OP ２着，鳥取
特別２着，マカオＪＣＴ３着，etc.

テイエムレンジャー（10牡 ローエングリン）２勝，足立山特別２着，小峰
城特別２着

コスモグレースフル（09牡 ラスカルスズカ）４勝，オリエンタル賞３着，
精進湖特別３着，いわき特別３着，etc.

［曾孫］ オリオンジャック（05牡 ラスカルスズカ）�15 勝，新春ペガサスＣ２着

５代母 ＊サイドウオーク（70 IRE 鹿 ＊タカウオーク）GB１勝
［子］ キヨウエイウオーク（76牝 ＊ネヴアービート）７勝，短距離特別，白鷺特

別，短距離特別，etc.
キョウエイポート（81牡 ＊ネヴアービート）２勝，筑紫特別２着

［孫］ ニューシティボーイ（92牡 ダイナコスモス）４勝，早鞆特別，大雪Ｈ３着，
	３勝
１勝��，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

643 ボンネット２０２１ �・栗 ３／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊ Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�

��
��

�アポロキングダム Bella Gattoボンネット ＊デヒア

��
��
�イカガデスカ栗 2015 マナーリー

＊サイドウオーク 13c
Kingmambo S3×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ミヤビキャッスル（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ブラウンザウバー（18牡栗 ＊タートルボウル）���入着３回�１勝
ネイチャーミヤビ（19牝鹿 スマートファルコン）�入着

２代母 アステオン（96鹿 ホリスキー）１勝
ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記念‐G2，七

夕賞‐G3（２回），ＡＪＣＣ‐G2 ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，etc.
ミヤビベガ（05牡 アドマイヤベガ）４勝，佐渡特別，松島特別２着，安房特別２着，

陣馬特別３着，山吹賞３着，etc.
ミヤビタカラオー（06牡 ゴールドアリュール）１勝
ミヤビリーティー（07牝 ＊ロージズインメイ）��５勝
ミヤビエスペランサ（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝
ミヤビクロタカ（12牡 ハーツクライ）�２勝��入着５回
ミヤビパーフェクト（16� ルーラーシップ）３勝，両国特別，若戸大橋特別，美浦

Ｓ２着，壇之浦特別２着，逢坂山特別３着，etc.
グリーシアンギフト（17� ゼンノロブロイ）�１勝

３代母 ピアレスレデイ（79鹿 ＊テスコボーイ）４勝，ターコイズＳ‐OP，錦秋特別，
習志野特別
ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3 ３着，ク

リスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）
ノアピアレス（89牝 ＊グランデイ）２勝，八雲特別２着，尾瀬特別３着
マイネルレイザー（97牡 ＊リンドシェーバー）３勝，鷹ケ峰特別，別府特別３着，九

重特別３着，etc.
フィオリトゥーラ（98牝 ＊ウォーニング）１勝

ローザペルラ（07牝 マーベラスサンデー）１勝，小郡特別３着

４代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521
生 産 牧 場： ㈲金石牧場
飼 養 者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521

644 ミヤビキャッスル２０２１ 牡・青鹿 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジミヤビキャッスル ホリスキー

��
��
�アステオン黒鹿 2014 ピアレスレデイ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ブルーミングブーケ（16鹿 ＊ワークフォース）�２勝
初仔

２代母 オメガフレグランス（07鹿 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，

平安Ｓ‐G3，シリウスＳ‐G3，etc.，��５勝�入着，東京大賞典‐G1
（４回），帝王賞‐Jpn1，etc.，ＤＧ特別

エクストラノート（17牡 ＊アイルハヴアナザー）�出走，��３勝
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

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.
フェイマステイル（06牡 ＊グラスワンダー）４勝，五条坂特別２着，彦星賞２着，

ホンコンＪＣＴ３着
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
ファンドリカップ（06牡 ＊クロフネ）４勝，角田浜特別２着，苗場特別２着，阪

神ウェルカムプレミアム３着，�２勝�入着４回��
ビービースペース（14牝 ＊カジノドライヴ）�３勝��１勝�２勝	入着，ひま

わり賞
ギガキング（18牡 キングヘイロー）���５勝�１勝�２勝，報知ＧＰＣ，ダ

ービーＧＰ，東京湾Ｃ，etc.
ダイワジェラート（04牝 フジキセキ）１勝

エテルナミノル（13牝 ＊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，etc.

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
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

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

645 ブルーミングブーケ２０２１ 牡・鹿 ３／２０

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonブルーミングブーケ ゴールドアリュール

��
��
�オメガフレグランス鹿 2016 ビューティーメイク

＊セイリングビユーテイ 14c
Sadler's Wells S3×M4 Allegretta S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 フラワーファースト（13鹿 ネオユニヴァース）入着３回，��１勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
トリデンテ（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�出走

２代母 ウィストラム（02鹿 ＊フレンチデピュティ）３勝，西湖特別，麒麟山特別２着，
鎌倉特別２着，妙高特別２着，両津湾特別３着
ロレーヌクロス（10牡 マンハッタンカフェ）２勝
マレーナ（11牝 ダイワメジャー）３勝，舞浜特別２着

レッドゲイル（19牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，三浦特別２着
ハーツキー（12牝 ハーツクライ）�５勝
アウトライアーズ（14牡 ヴィクトワールピサ）４勝，スプリングＳ‐G2 ２着，小倉

記念‐G3 ３着，関門橋Ｓ，松島特別，ひいらぎ賞，etc.
ドゥリトル（15牡 トーセンホマレボシ）�２勝，浜名湖特別３着
ヴァルドワーズ（16牝 ダノンシャンティ）１勝
ララパピヨンドメル（18牝 ヴィクトワールピサ）入着４回，��１勝

３代母 ＊リュドゥパーム（87 USA黒鹿 Icecapade）USA２勝，デルマーデビュタント
Ｓ‐G2，デルマーフュチュリティ‐G1 ２着

＊パームシャドウ（94� A.P. Indy）３勝，マーガレットＳ‐OP，いちょうＳ‐OP ３
着，山藤賞，etc.

サウンドバイト（03牝 ＊ホワイトマズル）１勝
ダイワミストレス（09牝 ダイワメジャー）１勝，フェアリーＳ‐G3 ３着，黒松

賞２着
コマビショウ（15牡 ＊エンパイアメーカー）４勝，鳳雛Ｓ‐LR ３着，伏竜Ｓ

‐OP ３着，平城京Ｓ，etc.，���入着

４代母 アムリーズナブルAm Reasonable（72 USA芦 Turn to Reason）USA９勝
［子］ アムケイパブル AmCapable（80 牝 Icecapade）USA12 勝，アフェクシ

ョネトリーＨ‐G3，ディスタフＨ‐G3，Interborough H‐L，etc.
［孫］ アールトン Erlton（96牡 Buckaroo）USA８勝，Hirsch Jacobs S‐L，

Dover S‐L，Victoria S‐L，etc.，種牡馬
イロクオイパーク Iroquois Park（88 牡 Chief's Crown）USA４勝，
De Anza S‐L，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

646 フラワーファースト２０２１ �・鹿 ３／３１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスフラワーファースト ＊フレンチデピュティ

��
��
�ウィストラム鹿 2013 ＊リュドゥパーム

14f
Halo M4×S5 Boulevard S5×M5

価格： 購買者：



母 プレイフォーマザー（11鹿 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ブルースワット（20牡鹿 ＊ケープブランコ）�未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

タイセイトレイル（15牡 ハーツクライ）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，メト
ロポリタンＳ‐L ３着，札幌日経ＯＰ‐L ３着，万葉Ｓ‐OP ３着，丹頂Ｓ
‐OP ３着（２回），etc.，障害１勝

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着

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

647 プレイフォーマザー２０２１ �・鹿 ２／２１
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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビプレイフォーマザー
＊ Caerleon

��
��
�シンコウラブリイ鹿 2011 ＊ハッピートレイルズ

4d
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 フクシア（08鹿 ゴールドアリュール）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（23）〕
ジツリキヤシャ（13牝栗 ＊プリサイスエンド）�２勝��５勝
ニューミレニアム（14牡栗 キングヘイロー）入着２回，��１勝��入着２回
ダモンデ（15牡栗 ＊プリサイスエンド）�８勝��２勝�１勝，南部駒賞（Ｄ1600），

ハヤテスプリント（Ｄ1200）２着
フクヒコ（16牡青鹿 エイシンフラッシュ）�２勝
ジンフラッシュ（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
フレーシア（19牝鹿 ＊クロフネ）��２勝
マーゴットミニモ（20牝鹿 サトノダイヤモンド）�未出走

２代母 カミノスルスミ（93鹿 マルゼンスキー）入着
ワンフォアオール（97牝 ＊スリルシヨー）�１勝	入着２回
ダイワカーメル（01牡 フジキセキ）２勝，いちょうＳ‐L ２着，白山特別，山中湖特

別３着
チャレンジシチー（02牡 キングヘイロー）４勝，越後Ｓ２着，七重浜特別２着，安

芸Ｓ３着
インディアインク（03
 ＊ハンセル）�１勝�７勝��

３代母 カミノポイント（78鹿 ＊ネヴアービート）不出走
クイックワーカー（90牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，�６勝�入着４回，新春ＧＰ２

着，ダイヤモンドＣ３着
ターフオーシャン（94牝 ＊スキャン）１勝

エクセルチェイサー（07牡 キングヘイロー）��１勝�入着，北海優駿２着
リジョウクラウン（08牝 ＊チーフベアハート）�６勝１勝�入着���，若草

賞，園田プリンセスＣ，兵庫サマークイーン賞３着（２回），etc.

４代母 オカクモ（65鹿 ＊ライジングフレーム）４勝，阪神牝馬特別２着，毎日杯２着，
牝馬特別‐OP，４歳牝馬特別‐OP
［孫］ ダイアナソロン（81牝 ＊パーソロン）５勝，桜花賞‐Jpn1，サファイヤＳ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.，優３牝
［曾孫］ デーエスソロン（89牝 ＊ノーザンテースト）３勝，赤穂特別，長篠特別，

ＨＢＣ杯２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

648 フクシア２０２１ �・黒鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤフクシア マルゼンスキー

��
��
�カミノスルスミ鹿 2008 カミノポイント

＊星若 3
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 フラッパーウィング（07黒鹿 スペシャルウィーク）２勝，南港特別（芝 1600），汐
留特別（芝 1600）２着，国東特別（芝 1800）２着，奥只見特別（芝 1700）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
アルコバッサ（13牝黒鹿 ＊ファルブラヴ）�８勝�２勝
メイショウワシュウ（17牡栗 ＊アイルハヴアナザー）�３勝
トゥインクルタワー（18牡栗 モーリス）���１勝�２勝
シンゼンハット（19牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�出走

２代母 ＊ニホンピロウイング（95 IRE 鹿 In TheWings）不出走
ジャンヌバニヤン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

マインダンサー（10牡 フジキセキ）�１勝�６勝�，金の鞍賞，高知優駿２着，
土佐春花賞３着

３代母 レッドカムズアップRed Comes Up（80 USA黒鹿 Blushing Groom）FR
入着２回
カサーブ Kassab（90牡 Caerleon）GB・AUS５勝，クイーンズヴァーズ‐G3 ３着，

種牡馬
デインジャーポイントDanger Point（91� ＊デインヒル）GB・SWE１勝，Swe

dish OpenMile‐L ２着
レッドアフェア Red Affair（94 牝 ＊ジェネラス）IRE２勝，Mitsubishi Diamond

Vision S‐L
レッドリエゾン Red Liason（99牝 Selkirk）GB・GER３勝，Surrey S‐L，

ゴルデネパイチェ‐G2 ２着，ヘンケルレネン‐G2 ３着，etc.
レッドストーンダンサー Redstone Dancer（02 牝 Namid）GB・IRE６勝，ブ

ラウンズタウンＳ‐G3，ミンストレルＳ‐G3，オークトリーＳ‐G3 ３着
スカルペロッセ Scarpe Rosse（98 牝 Sadler's Wells）GB・IRE１勝

ルーラーオヴコース Ruler of Course（13� Roderic O'Connor）UAE・NO
R・SWE３勝，ストックホルムストゥーラプリス‐G3 ３着，Nickes Mi
nneslopning‐L ３着

バウチBauci（99 牝 ＊デザートキング）不出走
フェイスフィリー Faithfilly（10 牝 Red Clubs）GB・FR２勝，P. de la Valle

e d'Auge‐L，P. des Reves d'Or‐L ２着

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

649 フラッパーウィング２０２１ �・黒鹿 ４／２１
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールフラッパーウィング
＊ In TheWings

��
��
�ニホンピロウイング黒鹿 2007 Red Comes Up

14f
Blushing Groom S4×M4 I Will Follow S4×M4

価格： 購買者：



母 ファゴット（15黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
スピーダー（20牡鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 ＊クラリネット（07 USA鹿 Giant's Causeway）USA・CAN４勝，Flamin
g Page S‐L
シャンブル（18牝 ハーツクライ）�３勝，柏崎特別
エコロデュエル（19牡 キタサンブラック）�１勝

３代母 レッグズロウラー Legs Lawlor（02 USA鹿 Unbridled）IRE１勝

４代母 イーヴィルイレイン Evil Elaine（84 USA鹿 Medieval Man）USA４勝，
Coronado S‐LR，Fleet Diver H２着，New Hope S２着，Schuylkill S
２着，ソレントＳ‐G3 ４着，etc.
［子］ フェイヴァリトトリック Favorite Trick（95 牡 Phone Trick）USA12 勝，

ＢＣジュヴェナイル‐G1，ホープフルＳ‐G1，ジムダンディＳ‐G2，etc.，
米年度代表馬，種牡馬

コールドンカルキュレイティング Cold n Calculating（92牡 It's Freezing）
USA15 勝，Bolsa Chica S‐R，Beau Brummel S‐L ２着，El
Cerrito H‐L ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ムーンシャインメモリーズMoonshine Memories（15 牝 Malibu Moon）
USA４勝，シャンデリアＳ‐G1，デルマーデビュタントＳ‐G1，プラ
イオレスＳ‐G2 ３着，etc.

フェイヴァリットテイル Favorite Tale（11� Tale of the Cat）USA
９勝，スマイルスプリントＳ‐G2，ギャラントボブＳ‐G3，Fabul
ous Strike H‐L，etc.

インディアンイヴニング Indian Evening（09牡 Indian Charlie）USA・CA
N２勝，Swynford S‐L，サラトガスペシャルＳ‐G2 ３着，種牡馬

［曾孫］ ティズフィズ Tizfiz（04 牝 Tiznow）USA７勝，サンゴルゴニオＨ‐G2，
Edward J. Debartolo Sr. Memorial H‐L，West Virginia Senate P
resident's S‐L，etc.

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 �090-1646-1707

650 ファゴット２０２１ �・青 ３／１７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアファゴット
＊ Giant's Causeway

��
��
�クラリネット黒鹿 2015 Legs Lawlor

9e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ファーゴ（09栗 ハーツクライ）３勝，村上特別（芝 1600），三条特別（芝 1600）２着，
松浜特別（芝 1600）２着，寺泊特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５）〕
ヴァルディゼール（16牡鹿 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L
（芝 1600）

ブレーナード（17牡鹿 ロードカナロア）２勝
ティーフォートゥー（19牝栗 ラブリーデイ）�出走

２代母 ＊マチカネササメユキ（93 USA栗 Woodman）２勝，富良野特別２着，インデ
ィアＴ３着，積丹特別３着，湯川特別３着
マチカネセンヒメ（99牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�１勝�

ノースノース（12牡 カネヒキリ）��４勝，ニューイヤーＣ２着
マチカネホシシロキ（00牝 サツカーボーイ）�入着�

インサイドザパーク（10牡 タイムパラドックス）��５勝�，ジャパンＤダー
ビー‐Jpn1 ４着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着，東京ダービー，平和賞，
鎌倉記念，etc.，ＮＡＲ優３牡

マチカネエンジイロ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
マデイラ（09牡 ＊クロフネ）４勝，七夕賞‐G3 ３着，下鴨Ｓ，稲荷特別，北大

路特別２着，臥牛山特別２着
ゴットフリート（10牡 ローエングリン）３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1

３着，共同通信杯‐G3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，きんもくせい
特別，立冬特別２着，etc.，�５勝

アカネイロ（11牝 ＊クロフネ）４勝，野島崎特別，遊楽部特別，日田特別，博多
Ｓ２着，かもめ島特別２着，etc.

マチカネゲンジ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，湯川特別，五稜郭特別２着，葉
牡丹賞２着，習志野特別３着，ライラック賞３着，etc.

マチカネアマテラス（04牝 ＊グラスワンダー）２勝，カーネーションＣ
スノーストーム（10牡 リンカーン）３勝，燧ヶ岳特別，駒ケ岳特別２着，磐梯山特

別３着，駒ケ岳特別３着

３代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballycullen S

‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬

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

651 ファーゴ２０２１ 牡・栗 ５／２３

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスファーゴ
＊ Woodman

��
��
�マチカネササメユキ栗 2009 Russian Ballet

8f
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5
Buckpasser M5×M5
価格： 購買者：



母 ヨウヨウ（02栗 マヤノトップガン）�２勝��１勝，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３
着，桜花賞（Ｄ1600）２着，フローラルＣ（Ｄ1500）
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（28）〕
オープンザウェイ（12�栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�１勝
ゴールデンアイ（13牝栗 ゴールドアリュール）��１勝�入着３回
バトルオサンナ（14牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）���８勝�４勝	
ダイシンカローリ（15牡栗 ゴールドアリュール）�２勝
イスモイルテソーロ（16牡栗 ＊ヨハネスブルグ）�
未出走�６勝��６勝
ユメノタスキ（18牝栗 ディープブリランテ）��１勝�入着５回
ベストリオン（19牡黒鹿 リオンディーズ）���１勝�入着３回
コスモアバンサ（20牡鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 フィジーガール（96鹿 ＊カコイーシーズ）�３勝
ベストオーカン（05� マヤノトップガン）２勝，霊山特別（２回），潮来特別３着，

�１勝
ナカヤマナイト（08牡 ステイゴールド）６勝，中山記念‐G2，オールカマー‐G2，

共同通信杯‐G3，ディセンバーＳ‐L，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，etc.
サウスパシフィック（09牡 ステイゴールド）２勝，�８勝��
�，中島記念，雷

山賞，阿蘇山賞，高千穂峰賞，六角川賞，etc.
ラヴィアンフルール（10牝 ステイゴールド）出走

ネガイ（16牝 ルーラーシップ）２勝，潮来特別３着
リスペクト（17牡 エピファネイア）２勝，開成山特別，新緑賞２着，山吹賞２着
アップデート（19牡 エピファネイア）�１勝，アザレア賞３着

３代母 ツバキヒメ（84鹿 マルゼンスキー）１勝
スマイルフォーミー（90牝 ＊ベリフア）�入着

カオリスマイル（96牝 ＊シャンハイ）入着２回，�７勝���
アグリフェスタ（04牝 ウイングアロー）�２勝��４勝，エーデルワイス
賞‐Jpn3 ２着，リリーＣ２着

スピニングアロー（98牡 ＊アフリート）６勝，栗東Ｓ‐L ３着，etc.，��３勝	，
サンタアニタＴ，アフター５スター賞２着

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

652 ヨウヨウ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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズヨウヨウ ＊カコイーシーズ

��
��
�フィジーガール栗 2002 ツバキヒメ

＊ロージズデー 6a
Mr. Prospector S4×S5 Raise a Native S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 レッドテオドーラ（15鹿 ディープインパクト）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リネンプラン（20牝鹿 ＊バトルプラン）�未出走

２代母 ＊レッドガナドーラ（09 USA黒鹿 Bernardini）入着，��２勝

３代母 ゾフィーZophie（95 USA黒鹿 ＊ホークスター）USA５勝
アピーリングゾフィー Appealing Zophie（04 牝 Successful Appeal）USA３勝，

スピナウェイＳ‐G1，シルヴァーブレットデイＳ‐G3，Delta Princess S‐L
２着，etc.
ブルーアイヴィーBlue Ivy（09牝 Distorted Humor）不出走
ケナイボブ Kenai Bob（16� Shackleford）�USA７勝，Star of Texas
S‐R，Texas Horse Racing Hall of Fame S‐R ２着，Wayne Han
ks Memorial S‐R ３着，etc.

トーストオヴメイフェアToast of Mayfair（12 牝 Speightstown）USA１勝
ボヘミアンフロスト Bohemian Frost（19 牝 Frosted）�USA１勝，Ke
ntucky Juvenile S３着

タップリット Tapwrit（14 牡 Tapit）USA４勝，ベルモントＳ‐G1，タンパベ
イダービー‐G2，Pulpit S，etc.，種牡馬

ライドアコメット Ride a Comet（15 牡 Candy Ride）�USA・CAN８勝，ケネ
ディロードＳ‐G2，デルマーダービー‐G2，トロピカルターフＳ‐G3，etc.

インジェクト Inject（18 牝 Frosted）�USA３勝，Goldfinch S，ヴィクト
リーライドＳ‐G3 ３着

４代母 ソデオソデオ Sodeo Sodeo（89 USA黒鹿 Seattle Slew）不出走
［子］ ヤンキーモン Yankee Mon（01牡 Maria's Mon）USA５勝，Evan Shi

pman H‐R，Belmont Park Say Florida Sandy S‐R ３着，Gen
eral Douglas MacArthur H‐R ３着

５代母 メロディトリーMelody Tree（72 USA黒鹿 High Tribute）USA入着
［子］ クロエソ Croeso（80牡 Super Concorde）USA９勝，フロリダダービー

‐G1，Triple Bend H‐L ２着，El Camino Real Derby‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

653 レッドテオドーラ２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレッドテオドーラ
＊ Bernardini

��
��
�レッドガナドーラ鹿 2015 Zophie

19
A.P. Indy S3×M4 Seattle Slew S4×M5×M5 Silver Hawk S4×M5
Mr. Prospector S5×S5
価格： 購買者：



母 プリンセスドルチェ（03鹿 アドマイヤベガ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
シャインティアラ（13牝鹿 ＊カジノドライヴ）��１勝�入着
アドマイヤシナイ（14牡鹿 ローエングリン）３勝，クロッカスＳ‐OP（芝 1400）２

着，村上特別（芝 1600），八ヶ岳特別（芝 1800）２着，古作特別（芝 1600）２着，
葉山特別（芝 1600）３着，国分寺特別（芝 1400）３着，��未出走��出走

ケイティーズジョウ（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�出走

２代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ‐OP ２着，

日本海Ｓ，加治川特別，魚野川特別，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，京都記念‐G2，札幌記念‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，UAE・HK
G１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

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，青函Ｓ‐OP ２着，バレンタインＳ，etc.

ケイティーズギフト（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
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，信越Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.
ケイアース（04牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，牡丹賞，八重桜賞２着，初霜特別３

着，神奈川新聞杯３着
ケイティーズジェム（08牝 ディープインパクト）２勝，白菊賞２着
ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー

Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�６勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，天皇

賞（秋）‐G1，共同通信杯‐G3，日本ダービー‐G1 ２着，etc.，年代表，優３牡

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

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

654 プリンセスドルチェ２０２１ �・黒鹿 ４／３０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガプリンセスドルチェ
＊ Kris

��
��
�ケイティーズファースト鹿 2003 Katies

7f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フェアリーロンド（09鹿 ゴールドアリュール）入着２回，�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
トミケンアラバール（17牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��７勝
ナヴィゲイター（19牡栗 ドリームジャーニー）出走，�地方未出走

２代母 ＊フェアリーワルツ（99 USA鹿 Lear Fan）出走
フェアリーノート（04牡 アドマイヤコジーン）��７勝
オーロマイスター（05牡 ゴールドアリュール）６勝，エルムＳ‐G3 ２着（２回），根

岸Ｓ‐G3 ３着，欅Ｓ‐L ３着，etc.，�１勝���，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1 ５着

テーオーストーム（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，富良野特別，アカシヤ特別２
着，許波多特別２着，羊蹄山特別３着

サイモンドルチェ（07牝 ジャングルポケット）入着
サイモンサーマル（15� エイシンフラッシュ）�１勝，�１勝��
サンライズオネスト（17牡 ダイワメジャー）�５勝，阪急杯‐G3 ３着，カーバ

ンクルＳ‐OP，水無月Ｓ，志摩Ｓ３着
テーオーアポロン（08牡 ハーツクライ）	２勝
サイモンジャスミン（11牝 ネオユニヴァース）入着，�１勝
ケワロス（15牝 ダイワメジャー）２勝，紫川特別２着，中京スポーツ杯３着
シゲルグリンダイヤ（16牡 ジャスタウェイ）入着６回，�
出走	６勝��，オー

タムＣ２着

３代母 クイックアンドスムーズQuick and Smooth（92 USA鹿 Crafty Prospector）
USA入着２回

４代母 ミズボールディングMs. Balding（76 USA鹿 Sir Ivor）USA７勝，Tusca
rora H，ネクストムーヴＨ‐G3 ３着
［子］ ダンスウィズフランセスDanceWith Frances（90 牝 Green Dancer）

USA６勝，Misty Isle S‐L，Furl Sail H，Indian Maid H，etc.
シチズンズアレスト Citizen's Arrest（95� Silver Deputy）USA７勝，
Claiming Crown Express S‐R ３着

＊ウインテイクハート（96牡 ＊オジジアン）３勝，八坂特別２着，多治見特
別２着，利根川特別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： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596

655 フェアリーロンド２０２１ 牡・鹿 ４／１８
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤフェアリーロンド
＊ Lear Fan

��
��
�フェアリーワルツ鹿 2009 Quick and Smooth

A1
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 フジノトップガン（06鹿 ネオユニヴァース）�８勝���入着６回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ビシュラ（16牝鹿 ストロングリターン）�７勝，金沢プリンセスＣ（Ｄ1400）２着
コスモトップガン（17牡黒鹿 ストロングリターン）��入着２回�２勝
マッドヴィーナス（19牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���１勝

２代母 スギヤマワッスル（93鹿 ＊ワツスルタツチ）��６勝�入着４回，ロジ－タ記
念，東京プリンセス賞，トゥインクルレディ賞３着
テイエスハツヒメ（99牝 ＊アフリート）��４勝
テイエスジョオー（01牝 ＊ティンバーカントリー）��４勝
テイエスサクランボ（03牝 ＊アフリート）��５勝

３代母 ハヤブサアラナス（74黒鹿 ＊アラナス）出走
ダイワハヤブサ（79牡 ＊ダストコマンダー）２勝，朝日杯３歳Ｓ５着，白菊賞
ダイワウインザー（83牡 ＊ナイスダンサー）５勝，猪苗代特別，江戸川特別，八海山

特別，etc.，	
７勝

４代母 ＊ミスハワイ（52 USA黒鹿 Bel Canto）２勝
［子］ キンテキ（58牡 ＊タークスリライアンス）３勝，京成杯２着，セントライ

ト記念３着，朝日杯３歳Ｓ５着，etc.，�
ヒシチヨダ（60牝 ＊マイナーズランプ）２勝，四歳特別
ウメノオー（61牡 ＊タークスリライアンス）３勝，四歳中距離特別
セブンハワイ（65牝 ＊パーソロン）２勝，短距離特別

［孫］ ミスジュニヤス（86牝 ＊ジユニアス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，３歳抽せん馬特別，りんどう賞２着，�１勝�入着

［曾孫］ キョウエイタップ（87牝 ＊タツプオンウツド）５勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，ターコイズＳ‐OP，etc.

ゴールデンアワー（87牡 アンバーシヤダイ）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，産
經大阪杯‐Jpn2 ２着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.

インターシオカゼ（84牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，フェブラリーＨ‐Jpn3
２着，根岸Ｓ‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�３勝��

ダンディロイヤル（91牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，フェニックス賞‐OP ２着，樅の木賞

販売申込者・所有者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979
生 産 牧 場： 川島 正広
飼 養 者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979

656 フジノトップガン２０２１ 牡・鹿 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスフジノトップガン ＊ワツスルタツチ

��
��
�スギヤマワッスル鹿 2006 ハヤブサアラナス

＊ミスハワイ 11c
サンデーサイレンスM3×S4 CosmahM5×M5

価格： 購買者：



母 プシュケ（16青鹿 ＊ノヴェリスト）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ステラリード（07栗 スペシャルウィーク）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3
ステラバレット（14牝 ＊シンボリクリスエス）�６勝��
パラスアテナ（17牝 ルーラーシップ）�２勝，紫苑Ｓ‐G3 ２着，秋華賞‐G1 ４着，

カーネーションＣ，アメジストＳ３着
カイザーノヴァ（18牡 モーリス）�２勝，クローバー賞‐OP
キングエルメス（19牡 ロードカナロア）�２勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，アーリントン

Ｃ‐G3 ３着

３代母 ＊ウェルシュステラ（99 IRE 栗 Zafonic）３勝，大森浜特別，昇仙峡特別２着，
トウカイテイオーメモリアル２着，東雲賞２着，臥牛山特別２着，etc.
ゴッドフロアー（10牝 ハーツクライ）３勝，阿寒湖特別，富良野特別
レトロクラシック（12牝 ディープインパクト）３勝，カーネーションＣ

４代母 ＊カタリスト（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
［子］ ヒカルドウキセイ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，トウカイテイオー

メモリアル，江の島特別３着，早春賞３着，etc.
アドマイヤコング（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，エリカ賞２着
リアクションレート（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着，
フローラルＣ２着

［孫］ ニコルハイウェイ（15牡 ブラックタイド）１勝，ひまわり賞‐OP ３着
ハイテルカイト（14牡 カネヒキリ）���６勝，勝島王冠３着
ショウナンラーゼン（15牡 キングカメハメハ）１勝，出雲崎特別，栗子特
別２着，�１勝

ボルドープリュネ（17牝 ワールドエース）��１勝�６勝�，クイーンＣ，
ライデンリーダー記念３着

モリノカンナチャン（18牝 ＊ハービンジャー）�３勝，山中湖特別２着，
北海Ｈ２着，釧路湿原特別３着

ササキンローズ（19牝 ＊ディスクリートキャット）���１勝�入着，プ
リンセスＣ２着

販売申込者・所有者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

657 プシュケ２０２１ 牡・鹿 １／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonプシュケ スペシャルウィーク

��
��
�ステラリード青鹿 2016 ＊ウェルシュステラ

2f
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 フィーリンググー（12鹿 ＊セイントアレックス）�１勝��４勝，栄冠賞
（Ｄ1200）２着，フローラルＣ（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミスズフィーリング（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）入着２回，��１勝
ハルノスター（19牝栗 ＊シニスターミニスター）��入着３回
インプローヴィング（20牝鹿 コパノリッキー）��入着２回

２代母 スマートダズル（06鹿 スマートボーイ）２勝
モダンウーマン（13牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��５勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，桜花賞，ユングフラウ賞，東京２歳優駿牝馬，ローレル賞，etc.
エグジビッツ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝�２勝�２勝	�入着３回��，留守杯

日高賞，プリンセスＣ，若草賞２着，徽軫賞３着，ラブミーチャン記念３着，etc.
マイネルバトゥータ（16牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，���入着�
マルベルタ（17牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝��４勝�

３代母 ヨシファンタジア（97鹿 ＊アフリート）３勝
メタギャラクシー（07牡 ネオユニヴァース）３勝，八女特別，晩秋Ｓ３着，オーク

ランドＲＣＴ３着，etc.

４代母 ＊シアトルシンフォニー（88 USA鹿 Seattle Slew）USA３勝，デルマーオーク
ス‐G3 ２着，Debartolo Memorial Oaks‐L ２着
［子］ ミレニアムスズカ（98牡 ＊ラムタラ）障害４勝，阪神ジャンプＳ‐JG3，東

京ハイジャンプ‐JG2 ２着
ビッグマキバオー（95牡 Deputy Minister）４勝，吹田特別，ＴＶＫ賞，
障害４勝

［孫］ ロマ（06牝 ＊スキャターザゴールド）�１勝��１勝
入着２回，鎌倉記
念２着

５代母 コルサージュCorsage（75 USA鹿 Native Royalty）USA２勝
［子］ トップコルサージュ Top Corsage（83牝 Topsider）USA15 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，フォールズシティＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，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

658 フィーリンググー２０２１ �・栗 ４／ ３
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormスズカコーズウェイ

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Afleet Alex

�
�
�
�
�

��
��

�セイントアレックス フェスティバルフィーリンググー スマートボーイ

��
��
�スマートダズル鹿 2012 ヨシファンタジア

＊シアトルシンフォニー 19
Seattle Slew S4×M5 アサティスM4×M4 アフリートM4×M5

価格： 購買者：



母 ブリッジポート（07鹿 ＊ロージズインメイ）�12 勝���入着５回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
エリーグランプリ（17牝鹿 グランプリボス）１勝，��出走��出走
サンエイウルフ（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝�
アセラ（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）���入着

２代母 カプティヴァン（99鹿 ダンスインザダーク）出走
マイネルサニベル（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，ききょうＳ‐OP，カ

ンナＳ‐OP ３着
ボニンブルー（05牝 ＊ボストンハーバー）��１勝
クレタ（08牝 ＊ファンタスティックライト）�２勝��

３代母 ＊カパルア（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
カパルアベイ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

メイショウツチヤマ（07牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，神無月Ｓ，両国特別，etc.，
�13 勝，トレノ賞，etc.

４代母 プラウドパティProud Pattie（72 USA栗 Noble Commander）USA６勝
［子］ フィエスタギャル Fiesta Gal（84 牝 Alleged）USA４勝，マザーグース

Ｓ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，エイコーンＳ‐G1 ２着，etc.
オステンシブルOstensible（83 牡 Alleged）GB・FR・IRE・AUS８勝，
ATC Craven Plate‐L，NSW Tattersalls Plate‐L，ＡＴＣク
イーンエリザベスＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ＊チャンジイ（90牝 El Gran Senor）IRE３勝，愛メイトロンＳ‐G3，Ro
chestown S‐L

シャルカ Sharka（86牝 Shareef Dancer）GB３勝，Princess Elizabeth S
‐L，Cheshire Oaks‐L ３着，Saxone Fillies S‐L ３着

［曾孫］ インサメイション In Summation（03牡 Put It Back）USA・CAN12勝，
ビングクロズビーＨ‐G1，パロスヴェルデスＨ‐G2，エルコネホＨ
‐G3（２回），etc.，種牡馬

ステイトブルー State Blue（06牝 National Assembly）SAF７勝，シャ
ンペインＳ‐G3，Lady's Pendant S‐L，East Cape Breeders S
‐L，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

659 ブリッジポート２０２１ 牡・栗 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretブリッジポート ダンスインザダーク

��
��
�カプティヴァン鹿 2007 ＊カパルア

2s
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ファーマシスト（14栗 Shamardal）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
メンコイクイン（19牝鹿 アドマイヤムーン）�１勝
スティールグレイス（20牝栗 ハタノヴァンクール）��２勝

２代母 ＊アポセカリー（09 GB青 Manduro）GB２勝
コンパウンダー（15牡 アドマイヤムーン）４勝，桂川Ｓ，帆柱山特別，巌流島特別，

皆生特別２着，周防灘特別３着，��入着
タガノルーキー（17� ＊キンシャサノキセキ）��11 勝
タガノポルトロン（18牡 ブラックタイド）��２勝

３代母 シスターマリア Sister Maria（04 USA黒鹿 Kingmambo）GB１勝

４代母 フロイライン Fraulein（99 GB黒鹿 Acatenango）GB・IRE・USA４勝，Ｅ
ＰテイラーＳ‐G1，Valiant S‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ３着，Upavon
Fillies S‐L ２着，Fairway S‐L ３着
［子］ ザットイズザスピリット That Is The Spirit（11� Invincible Spirit）�GB

・FR・IRE８勝，Haydock Spring Trophy‐L，Surrey S‐L
ククリ Khukri（14� Sepoy）IRE・MAC４勝，Committed S‐L，
Macau Sprint Trophy‐L

ミスチフメイキングMischief Making（05牝 Lemon Drop Kid）GB・F
R・GER４勝，River Eden Fillies' S‐L，サガロＳ‐G3 ２着，Pri
ncess Royal S‐L ３着

［孫］ ホースプレイ Horseplay（14牝 Cape Cross）GB・FR３勝，ランカシャー
オークス‐G2，Pretty Polly S‐L，ミドルトンＳ‐G2 ２着，etc.

モアミスチフMore Mischief（12 牝 Azamour）GB・IRE５勝，Hoppin
gs S‐L，Galtres S‐L ２着，Hoppings S‐L ２着，etc.

５代母 フランクフルター Francfurter（92 GB鹿 Legend of France）GB２勝
［孫］ フラッシュマンズペイパーズ Flashmans Papers（06牡 Exceed And Excel）

GB・USA・CAN16勝，Windsor Castle S‐L，Eddie Logan S，
ボールドウィンＳ‐G3 ２着，etc.

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： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

660 ファーマシスト２０２１ 牡・黒鹿 ２／１９
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiファーマシスト
＊ Manduro

��
��
�アポセカリー栗 2014 Sister Maria

7f
Kingmambo S3×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5 Konigsstuhl S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーバレット（10黒鹿 First Defence）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
アイウォール（19牡黒鹿 エスポワールシチー）����１勝・２勝�２勝�
ブルーミングヒル（20牝黒鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊エンゼルアーチ（04 USA鹿 Smart Strike）USA入着２回
サンズアウトガンズアウト Suns Out Guns Out（09 牡 ＊エンパイアメーカー）US

A４勝，種牡馬
エンゼルトリック（13牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝�２勝
サンピラー（14牝 ＊フィガロ）�１勝��１勝
サドンゲイル（17牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�１勝�入着５回

３代母 メイズブルームMaid's Broom（88 USA黒鹿 Deputy Minister）USA１勝
ダストアラウンドDust Around（94牝 Geiger Counter）USA６勝，Ann Arbor

S‐R，Michigan Oaks‐R ２着，Plymouth S‐R ２着，etc.
オーヴァーライドバトルOverride Battle（95 牡 Conquistador Cielo）USA12 勝，

Dowling S‐R，Mackinac H‐R，Spartan H‐R，etc.，種牡馬
イッツアスイープ It's a Sweep（96� ＊ジェイドハンター）USA13 勝，Frontier H

‐R，Grand Haven H，Michigan Breeders' Governor's Cup H‐R
テンピンズ Tenpins（98 牡 Smart Strike）USA９勝，ワシントンパークＨ‐G2，フ

ィリップＨアイズリンＢＣＨ‐G3，プレーリーメドーズコーンハスカーＨ‐G3，etc.，
種牡馬

４代母 オーヴァリアクションOverreaction（80 CAN栗 Nodouble）USA４勝，
Elmwood Park S，ポインセティアＳ‐G3 ２着，Levee S２着

５代母 バンビーティーティーBambee T.T.（73 USA栗 Better Bee）USA２勝
［子］ プティルー Petit Loup（89牡 Danzig）GB・FR・GER・ITY・USA・S

PA14 勝，ミラノ大賞‐G1，ジャンドショードネイ賞‐G2，エドゥヴ
ィル賞‐G3，etc.，種牡馬

バウンディングアウェイ Bounding Away（81牝 Vice Regent）USA６
勝，Breeders' S‐LR，La Prevoyante S‐LR，Wonder Whe
re S‐LR，etc.

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

661 ブルーマウンテン �・黒鹿 ４／ ３

＊

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

ファーストディフェンス Unbridled's Song

�
�
�
�
�

��
��

�First Defence Honest Ladyブルーバレット
＊ Smart Strike

��
��
�エンゼルアーチ黒鹿 2010 Maid's Broom

9
Seattle Slew S4×M4 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ブルーベルベット（03栗 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（６）〕
ブルーハーツクライ（09牡栗 ハーツクライ）３勝，六波羅特別（芝 1600）３着
ブルーグランツ（10牡鹿 ダンスインザダーク）�３勝
ゲンパチケンザン（11牡栗 ゴールドアリュール）１勝
ボニートラボ（14牡芦 ＊クロフネ）�２勝
プラチナヴルール（17�芦 ゴールドシップ）�１勝
ベストフェローズ（20牡栗 エスポワールシチー）��入着

２代母 ウメノアスコット（89鹿 ＊ラツキーソブリン）１勝
ウメノダンサー（94牝 サクラユタカオー）４勝，三面川特別，晩秋特別，天の川Ｓ

２着，日本海Ｓ２着，フリーウェイＳ２着，etc.
マイネルキーロフ（04牡 マンハッタンカフェ）５勝，五稜郭Ｓ，秋嶺Ｓ，白井

特別，アザレア賞２着，むらさき賞３着
サダムイダテン（05牡 ＊フォーティナイナー）１勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ

‐Jpn3 ２着
レーヴムーン（13牡 アドマイヤムーン）４勝，福島中央ＴＶ杯，西部日刊スポ

ーツ杯，船橋市市制施行８０周年記念２着，アクアマリンＳ２着，道新スポ
ーツ杯２着，etc.

マルタカブライアン（96牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3，シリウ

スＳ‐Jpn3，etc.，��２勝�１勝，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，
黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

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.

販売申込者・所有者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633
生 産 牧 場： ㈲加野牧場
飼 養 者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633

662 ブルーベルベット２０２１ �・鹿 ４／１５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileブルーベルベット ＊ラツキーソブリン

��
��
�ウメノアスコット栗 2003 ハギノトツプレデイ

＊マイリー 7e
Mr. Prospector M3×S4×S5

価格： 購買者：



母 ブルーボンボヤージ（10鹿 Medaglia d'Oro）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
ワンダーコノシュア（16牡黒鹿 ブラックタイド）３勝，奥の細道特別（芝 2400），

安房特別（芝 2500）２着
ワンダーキサラ（19牝鹿 ＊ザファクター）�１勝
コウエイダイヤ（20牝鹿 サトノダイヤモンド）�未出走

２代母 ＊ステディプロスペクト（05 USA栗 A.P. Indy）USA１勝
ビッザーロ（14牝 ＊クロフネ）２勝

３代母 ステディキャット Steady Cat（93 USA鹿 Storm Cat）USA５勝，アディロ
ンダックＳ‐G2 ２着，シャーリージョーンズＨ‐G3 ２着，West Long Branch
S２着，Dahlia S３着，Spring Fever S３着
ジャンプスタート Jump Start（99 牡 A.P. Indy）USA２勝，サラトガスペシャルＳ

‐G2，米シャンペインＳ‐G1 ２着，種牡馬
ステディコース Steady Course（01 牝 Old Trieste）USA２勝

クリアセイリング Clear Sailing（06 牝 ＊エンパイアメーカー）USA４勝，P
elleteri S

マスタリーMastery（14 牡 Candy Ride）USA４勝，キャッシュコールフュチ
ュリティ‐G1，サンフェリペＳ‐G2，ボブホープＳ‐G3，種牡馬

ラスティングアピール Lasting Appeal（03 牝 A.P. Indy）USA１勝
エンドレスファンシーEndless Fancy（08牝 Ghostzapper）USA１勝
ファンシーキテン Fancy Kitten（14牝 Kitten's Joy）USA１勝，Marth
a Washington S３着

マニーグラバーMoneygrabber（10 牝 Awesome Again）USA３勝
マダーナスMadarnas（15� Midnight Lute）USA２勝，Buffalo Man S
２着

コンクエストウィンディシティ ConquestWindycity（13� Tiznow）USA・
CAN７勝，ピムリコスペシャルＨ‐G3 ３着，James W. Murphy S‐L
３着，Alydar S‐R ３着

デアリングデヴィルDaring Devil（17 牡 Daredevil）�PAN３勝，P. Bartol
omeMafla Herrera‐L

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 �0146-25-2416

663 ブルーボンボヤージ２０２１ �・鹿 ２／２５
＊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

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayブルーボンボヤージ
＊ A.P. Indy

��
��
�ステディプロスペクト鹿 2010 Steady Cat

16g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブラックピクシー（15黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
初仔

２代母 ストームクオリティ（05黒鹿 Elusive Quality）出走
ノースゴールド（10牡 スズカマンボ）�２勝
サンレイデジタル（11牡 ＊アグネスデジタル）１勝
アルメニアンダンス（12牝 キングヘイロー）�１勝
ハロークオリティ（14牝 ＊タイキシャトル）�１勝
ルンルンクオリティ（16牝 ヴィクトワールピサ）１勝
ルナレインボー（18牝 ＊トビーズコーナー）�２勝�１勝�入着
メイショウクモジ（19牡 メイショウサムソン）��１勝

３代母 ＊ウイングドキャット（00 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
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，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，etc.

４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
［子］ 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，etc.
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

［孫］ 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

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.

マンチュリアンManchurian（00牡 Deputy Minister）USA３勝，Sty
mie H

バンクジエイト Bank the Eight（07� Distorted Humor）USA８勝，
Federico Tesio S

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

664 ブラックピクシー２０２１ 牡・黒鹿 ４／２１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジブラックピクシー Elusive Quality

��
��
�ストームクオリティ黒鹿 2015 ＊ウイングドキャット

13c
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ファイトユアソング（11鹿 スズカマンボ）３勝，��４勝，しらさぎ賞（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
トルズイーガー（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 ファイトソング（04鹿 ＊アサティス）１勝，��２勝
トゥータフ（12牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�入着９回，大観峰賞，筑紫野賞２着
グッドフォーユー（13牝 ディープスカイ）�１勝�３勝
エスケークラウン（14牡 リーチザクラウン）１勝，黄菊賞３着
ディーズフェイク（15牝 マンハッタンカフェ）２勝，ポプラ特別３着
スズカサウスソング（17牡 ＊サウスヴィグラス）�入着２回，�４勝
ビリーヴインミー（18牝 ＊サウスヴィグラス）入着５回，���２勝
ララランド（19牝 ＊シニスターミニスター）�１勝

３代母 ＊ジグズアンドリールズ（86 GB青鹿 Comedy Star）GB２勝
アイアイサー（91牝 Fairy King）１勝

モンキーフリップ（00牝 ＊アサティス）��９勝�入着，白百合特別２着
スナークレイアース（95牡 ＊アサティス）10勝，関越Ｓ‐L，etc.，	１勝
１勝�

����入着６回，マーキュリーＣ‐Jpn3，白山大賞典‐Jpn3，etc.
タマモビクトリー（99 ＊ミシル）３勝，三条特別２着，�５勝��，園田金盃３着，

六甲盃３着

４代母 シルネルタ Sirnelta（71 FR黒鹿 Sir Tor）FR３勝
［子］ デッドサーテンDead Certain（87 牝 Absalom）GB・FR５勝，チヴァリ

ーパークＳ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ バニスター Bannister（98 Inchinor）GB２勝，ジムクラックＳ‐G2

ロッツオヴマジック Lots of Magic（96 Magic Ring）GB３勝，ジャ
ージーＳ‐G3

プリメルアモル Primer Amor（87 牡 Persian Bold）FR・SPA８勝，P
. Gobierno Vasco‐L（２回），P. Banco de Credito Agricola‐L，
P. Sar Principe de Asturias‐L ３着，種牡馬

［曾孫］ アステア Astaire（11 牡 Intense Focus）GB・IRE５勝，ミドルパークＳ
‐G1，ジムクラックＳ‐G2，アバーナントＳ‐G3，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

665 ファイトユアソング２０２１ 牡・黒鹿 １／３０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボファイトユアソング ＊アサティス

��
��
�ファイトソング鹿 2011 ＊ジグズアンドリールズ

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ブリトン（02栗 サクラローレル）３勝，オークス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP
（芝 2000）２着，摂津特別（芝 1600），君子蘭賞（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－７（39）〕
バンブーチェルシー（08牡青鹿 ネオユニヴァース）２勝
マイアイステラ（09牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
バンブーバッジョ（10牡栗 デュランダル）入着，�２勝�４勝���
バンブーカッサーノ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�３勝
ペッシュカネル（13牝栗 ダンスインザダーク）入着，�３勝�１勝�入着�
クリノヒビキ（15	栗 バンブーエール）
�８勝�５勝�１勝�入着，ダービーＧ

Ｐ（Ｄ2000）２着，兵庫ダービー（Ｄ1870）２着，岐阜金賞（Ｄ1900），園田オー
タムＴ（Ｄ1700）

ロンギングルック（16牝栗 グランプリボス）�９勝，徽軫賞（Ｄ1500），加賀友禅
賞（Ｄ1400），石川ダービー（Ｄ2000），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）２着，中日
杯（Ｄ2000）３着，サラブレッド大賞典（Ｄ2000）３着，北日本新聞杯（Ｄ1700）
３着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）３着

サムライバカンス（19牝栗 バンブーエール）
�１勝
マナフラッシュ（20牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）
地方未出走

２代母 スイートバンブー（94栗 ＊スキャン）４勝，浦安特別，江戸川特別２着，釧路
特別２着，噴火湾特別３着，駒ケ岳特別３着，etc.
チリビリビン（01牝 ＊ブロッコ）入着，�１勝��

バンブーリバプール（08牡 マンハッタンカフェ）２勝，雅Ｓ２着，鳥取特別２
着，北山Ｓ３着，皆生特別３着，�８勝�１勝��，九州オールカマー

バンブージェイ（03牡 ＊デザートキング）２勝
バンブーアズーリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，大津特別２着，�１勝��，尾

張名古屋杯
バンブーレアル（06	 ジャングルポケット）入着３回，��３勝

３代母 ＊サブリーナ（84 USA栗 Green Forest）FR入着
タイセイブレーヴ（01牡 サクラバクシンオー）３勝，すずらん賞‐OP，バイオレッ

トＳ‐OP ２着，�１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

666 ブリトン２０２１ �・鹿 ４／２８

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラブリトン ＊スキャン

��
��
�スイートバンブー栗 2002 ＊サブリーナ

3d
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フレンチナデシコ（09鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝，�６勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
ビーコンプリート（16牝鹿 ディープブリランテ）��３勝�２勝����
ジャマティーボ（17牝黒鹿 フェノーメノ）�２勝��
ミールム（18牝鹿 フェノーメノ）���１勝
ウインイノセンス（19牡鹿 ペルーサ）��３勝

２代母 マーブルシーア（02鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
セイウンウェリナ（07牝 サニーブライアン）�１勝�入着４回
ジャグラーメガミ（08牝 ＊グラスワンダー）�３勝	

カーボンタイクーン（11牡 ＊フォーティナイナーズサン）入着，��２勝
アウトドライブ（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�１勝��

ムサシトレジャー（13牡 ＊プリサイスエンド）��４勝

３代母 シマガミモンロー（84鹿 マルゼンスキー）１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
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
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.
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

４代母 パーソロツク（70鹿 ＊パーソロン）１勝
［子］ ヤマノタンポポ（86牝 トウシヨウボーイ）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3
［孫］ 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.
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

［曾孫］ ヤマノラヴ（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着，菜
の花賞，	１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

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

667 フレンチナデシコ２０２１ 牡・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチナデシコ ＊コマンダーインチーフ

��
��
�マーブルシーア鹿 2009 シマガミモンロー

＊トルースピアー C6
Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 フロンサック（16鹿 ＊ワークフォース）出走
初仔

２代母 サンテミリオン（07黒鹿 ゼンノロブロイ）４勝，オークス‐G1，フローラＳ
‐G2，フラワーＣ‐G3 ３着，若竹賞
ポムロール（15牝 ＊ノヴェリスト）�１勝
アントルドゥメール（17牝 ＊ノヴェリスト）�２勝�
シャドウモノリス（18牡 ロードカナロア）���４勝

３代母 ＊モテック（95 FR鹿 ＊ラストタイクーン）FR４勝，フロール賞‐G3，P. Char
les Laffitte‐L，コリーダ賞‐G3 ３着，P. des Tourelles‐L ３着
モーディッシュ（01牝 Singspiel）�１勝

スティンライクビー（12� ＊キンシャサノキセキ）３勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，etc.，
��７勝�入着����，赤松杯２着，白銀争覇２着，etc.

テクニカルラン（06牝 アグネスタキオン）３勝，南港特別，舞浜特別３着
セイイーグル（14� ローエングリン）�２勝，豊川特別２着，寺泊特別２着，

青島特別３着，etc.
レコンダイト（10牡 ハーツクライ）５勝，目黒記念‐G2 ２着，大阪―ハンブルクＣ

‐L ２着，中日新聞杯‐G3 ３着，etc.

４代母 スダカ Sudaka（86 FR鹿 Garde Royale）FR１勝，クレオパトル賞‐G3

５代母 ディディアクララDidia Clara（78 FR栗 Sea Break）FR６勝，H. de l'Esso
nne２着，P. des Belles Filles２着，P. des Chenettes２着
［子］ ラファヴォリータ La Favorita（89 牝 Nikos）FR・USA４勝，P. de la

Calonne‐L，Ladyhawke Ranch H‐R，オペラ賞‐G2 ２着，etc.
クローディオン Clodion（96� Nikos）GB・FR・UAE７勝，Jebel Ali S
‐L，Al Rashidiya‐L ３着（２回），Predominate S‐L ３着

カリマラ Calimala（88 牝 Son of Silver）FR１勝，P. Isonomy‐L
２着

［孫］ マンアマングメンMan Among Men（00� Gentlemen）USA・CAN４
勝，Pinjara S‐R

ガルマGalma（03牝 Goldneyev）FR７勝，P. des Lilas‐L ２着

販売申込者・所有者： 沖田 忠幸＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2857
生 産 牧 場： 沖田 忠幸
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

668 フロンサック２０２１ �・黒鹿 ４／１３
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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonフロンサック ゼンノロブロイ

��
��
�サンテミリオン鹿 2016 ＊モテック

16g
ラストタイクーン S3×M4 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 プリンシパルハニー（11栗 ゴールドアリュール）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
ピスタロッソ（16牡栗 ナカヤマフェスタ）���入着２回�７勝
エムオークリスタル（19牝鹿 タニノギムレット）���１勝�１勝

２代母 プリンシパルマーゴ（95栗 ＊ヘクタープロテクター）入着
プリンシパルリバー（99牡 ＊ホワイトマズル）入着２回，サウジアラビアＲＣ‐L ２着，

マリーンＳ‐L ３着，�３勝��２勝�１勝，全日本２歳優駿‐Jpn2，ジャパ
ンＤダービー‐Jpn1 ３着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優２歳

ゴールドブーケ（03牝 ステイゴールド）�２勝�
プリンシパルナイト（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�１勝��１勝
トウケイプリンス（07牡 ネオユニヴァース）��３勝
マイネルマルゴー（08牡 ダンスインザダーク）１勝

３代母 プリンセスアーニャ（86鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ノンタ（96牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝，多摩川特別３着

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）

［孫］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

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

［曾孫］ スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

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

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

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

669 プリンシパルハニー２０２１ �・栗 ２／２８
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤプリンシパルハニー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�プリンシパルマーゴ栗 2011 プリンセスアーニャ

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×S5 モデルスポートM4×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ベルモントピノコ（02黒鹿 ＊アジュディケーティング）２勝，汐留特別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－１（３）〕
ワキノキセキ（10牡黒鹿 フジキセキ）２勝，ハッピーエンドＣ（芝 1200）２着，シ

ンザンＣ（芝 1400）３着，からまつ賞（芝 1400）３着
ベルモントラハイナ（11牝鹿 スウィフトカレント）４勝，飛翼特別（芝 1000），初

風特別（芝 1200）２着，会津特別（芝 1200）２着，小樽特別（芝 1200）２着，飯坂
温泉特別（芝 1200）３着，立待岬特別（芝 1200）３着

ジャスティス（13牡青鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝��２勝�入着，金沢ヤング
Ｃｈ（Ｄ1700）３着

カクカクシカジーカ（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
リアルシング（17牡黒鹿 リアルインパクト）�１勝
ヒロシゲダンディ（19牡鹿 ビッグアーサー）�入着
エースオブスペーズ（20牡鹿 ヤマカツエース）�未出走

２代母 スターリーナイト（96黒鹿 ＊スターオブコジーン）不出走
ベルモントソレイユ（00牡 ＊アジュディケーティング）��７勝�入着��，ＴＶ埼

玉杯，サンタアニタＴ２着，報知ＧＰＣ２着，京浜盃２着，ハイセイコー記念
２着，etc.

ベルモントバレット（03牡 ＊アジュディケーティング）１勝，��１勝
ベルモントオメガ（04牡 ＊アジュディケーティング）��７勝�２勝�	�入着３回

�，岩鷲賞２着
ベルモントナイト（11牝 タニノギムレット）��10 勝�３勝
入着 12回，黒髪山賞

２着，吉野ヶ里記念３着（２回）

３代母 ＊ウィシングフォーアスター（87 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，Likely
Exchange S３着
ワルツダンサー（95牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，キーンランドＣ‐OP ２着，み

ちのくＳ，市川Ｓ，etc.
ワイルドワンダー（02牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，根岸Ｓ‐G3，プロキオン

Ｓ‐G3，アンタレスＳ‐G3，etc.，���入着３回，種牡馬
ラストダンサー（11牡 キングカメハメハ）６勝，霜月Ｓ‐L，グリーンチャンネ

ルＣ‐L ３着，ＴＶ静岡賞

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 猛
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

670 ベルモントピノコ２０２１ 牡・鹿 ５／ ８

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverベルモントピノコ ＊スターオブコジーン

��
��
�スターリーナイト黒鹿 2002 ＊ウィシングフォーアスター

12b
Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ピサノグレース（05栗 ＊フレンチデピュティ）�入着３回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－５（15）〕
パープルヘイズ（11牝栗 ネオユニヴァース）�４勝�１勝�３勝�入着２回
ブルースブレイカー（12牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝，��１勝�１勝�
ホイールバーニング（13牡栗 ヴィクトワールピサ）３勝，火打山特別（Ｄ1200）３

着，�１勝�入着�
ピサノベルベット（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝，�１勝��
ナポリタン（15牝鹿 ヴィクトワールピサ）�３勝
テリーヌ（18牝鹿 ダノンシャーク）	２勝
プリティプリティー（19牝栗 イスラボニータ）	出走

２代母 ブルックリンハイツ（96栗 ＊ドクターデヴィアス）５勝，桶狭間Ｓ，別府特別，
筑紫特別，シドニーＴ２着，かえで賞２着，etc.
モンテアルベルト（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，浅草特別，香取特別２着，ア

プローズ賞３着
ピサノユリシーズ（07
 アグネスタキオン）１勝
ホイップクリーム（09牝 アグネスタキオン）�２勝
アキトプレスト（12
 ゼンノロブロイ）１勝

３代母 キャスリーン（89芦 ＊ノーザンテースト）入着
シルバーアロー（97
 ＊サンデーサイレンス）４勝，大日岳特別，壇之浦特別２着，

美利河特別２着，etc.

４代母 スノーシヨツト（73芦 ＊フオルテイノ）２勝，プラタナス賞
［子］ シンウルフ（79牡 ＊ラツキーソブリン）７勝，スプリンターズＳ，淀短距

離Ｓ‐OP（２回），短距離Ｓ，etc.，�１勝，種牡馬
トップポジション（88牝 ＊グランデイ）４勝，火の山特別
ハギノエーワン（85牡 ＊リマンド）２勝，国東特別，新春賞２着，仁山特
別２着，etc.

ジョリーコンサート（87牝 ＊モガミ）１勝，粟島特別２着
［孫］ スリルファイター（94牡 ＊スリルシヨー）５勝，虹の松原Ｓ，猪名川特別，

千葉Ｓ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

671 ピサノグレース２０２１ �・青鹿 ５／１１
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandピサノグレース ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ブルックリンハイツ栗 2005 キャスリーン

＊フロリースカツプ 3l
フオルテイノ S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハルノサキガケ（11青鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ハルホンバン（16牝鹿 ＊モンテロッソ）�１勝
テンペスタース（18牡鹿 ＊ダンカーク）���入着
フレッシュバンク（19牡黒鹿 ルーラーシップ）�２勝
ハコスカ（20牡黒鹿 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ニシノビギン（01黒鹿 ＊パラダイスクリーク）２勝，美濃特別３着
ニシノコイシクテ（08牝 サクラプレジデント）�１勝
ニシノビークイック（09� デュランダル）５勝，タンザナイトＳ‐OP ２着，野路菊

Ｓ‐OP ２着，仲秋Ｓ，浜松Ｓ，羊ヶ丘特別，etc.
ソロモンノユビワ（13牡 マヤノトップガン）�１勝�入着
オーロスターキス（15牝 ＊ヘニーヒューズ）１勝，なでしこ賞２着，ヤマボウシ賞２着
シシリエンヌ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，八幡特別３着，���出走
テイエムイダテン（17牡 ロードカナロア）�３勝，耶馬渓特別

３代母 ニシノファイナル（93黒鹿 ＊マラキム）４勝，シリウスＳ‐OP，北九州短距離
Ｓ‐OP ２着，鞍馬特別，逆瀬川Ｓ２着，うずしおＳ２着，etc.
ニシノアンサー（03牡 スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ‐L，クローバー賞

‐L ２着，木更津特別２着，etc.，�１勝��
ニシノフェミニン（07牝 キングカメハメハ）１勝，水上特別３着

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

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

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

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

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

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

672 ハルノサキガケ２０２１ 牡・鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルハルノサキガケ ＊パラダイスクリーク

��
��
�ニシノビギン青鹿 2011 ニシノファイナル

＊デユプリシト 2s
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノサンドリヨン（15鹿 ＊ヨハネスブルグ）�１勝��２勝��入着２回，ロー
レル賞（Ｄ1600）２着
初仔

２代母 ハタノメドゥーサ（08鹿 ダンスインザダーク）出走
ハタノキセキ（13牡 カネヒキリ）��16 勝�２勝，園田ウインターＣ２着，園田ウ

インターＣ３着
ティーズビーチ（16牝 カネヒキリ）�１勝��入着２回�
ニネンビーグミ（19牝 ホッコータルマエ）��４勝，のじぎく賞，兵庫クイーンセ

レクション

３代母 ＊ハローソーソー（96 IRE 鹿 Alzao）FR・USA２勝，P. des Jouvenceaux et J
ouvencelles‐L，ダイアナＨ‐G2 ３着，ヴァントー賞‐G3 ２着，ボールストン
スパＨ‐G3 ３着，オマール賞‐G3 ３着

４代母 シルヴァーエコー Silver Echo（85 IRE 鹿 Caerleon）不出走
［子］ アルテマ Artema（91牡 Common Grounds）IRE・USA６勝，愛ダービ

ートライアルＳ‐G3，Edmond H‐L，Remington Green H‐L，etc.，
種牡馬

グレンロージーGlen Rosie（97 牝 Mujtahid）GB・FR１勝，フレッドダ
ーリングＳ‐G3 ２着

［孫］ ジャースース Jaasoos（04� Noverre）GB・UAE７勝，His Highness
The President Cup‐L，National Day Cup‐L（２回），Nation
al Day Cup‐L ２着（２回），etc.

キングズクウェイ Kings Quay（02牡 Montjeu）GB・FR３勝，Wash
ington Singer S‐L，Feilden S‐L ２着，Steventon S‐L ３
着，GB障害６勝

［曾孫］ ヘイゼルレイヴァリー Hazel Lavery（09 牝 Excellent Art）GB３勝，セン
トサイモンＳ‐G3，Aphrodite S‐L，パークヒルＳ‐G2 ２着，etc.

レオガリー Leo Gali（07 牝 Galileo）IRE・ITY・CZE・SVK５勝，P.
Terme di Merano‐L，伊セントレジャー‐G3 ２着，ギヴサンクスＳ
‐G3 ２着，etc.

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

673 ハタノサンドリヨン２０２１ �・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythハタノサンドリヨン ダンスインザダーク

��
��
�ハタノメドゥーサ鹿 2015 ＊ハローソーソー

8c
サンデーサイレンス S3×M4 Storm Cat S4×M4

価格： 購買者：



母 ペプチドリリー（14黒鹿 ダイワメジャー）１勝，�１勝
初仔

２代母 レッドクローシュ（00鹿 ＊トニービン）出走
ファイアレッド（05牡 フジキセキ）２勝，遠賀川特別，シドニーＴ２着，丹波特別

２着，積丹特別２着，富良野特別２着，etc.
オーゾラヲマウトキ（06牝 ゴールドアリュール）１勝
エイユーラズリー（09牝 ＊タイキシャトル）�１勝
ペプチドアマゾン（10牡 アグネスタキオン）２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，日本ダー

ビー‐G1 ４着，あずさ賞，木曽川特別３着
ドルフィンマーク（13� ヴィクトワールピサ）１勝
ペプチドアスカ（16牡 オルフェーヴル）�３勝�

３代母 ターキーレッド（87栗 ＊ノーザンテースト）５勝，マリーンＳ‐OP，朱鷺Ｓ
‐OP ３着，白河特別，五頭連峰特別２着，富嶽賞３着
サンフレア（95牡 ＊トニービン）５勝，キャピタルＳ，ＴＶＫ賞，二王子岳特別，etc.
レッドレターデイ（97牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

レッドターキー（05牝 ＊トワイニング）３勝，七重浜特別，浦安特別２着，真駒
内特別３着
レノーア（16牝 スクリーンヒーロー）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，ダリア賞‐OP
３着，由比ヶ浜特別，etc.

ラブコール（11牝 ＊チチカステナンゴ）入着２回，西郷特別３着，�４勝��入
着２回

ターキーストーン（03牡 スペシャルウィーク）２勝，南相馬特別，豊栄特別３着

４代母 ＊ハマナスⅡ（75 USA鹿 Lt. Stevens）不出走
［子］ シヤダイハマナス（82牝 ＊ノーザンテースト）６勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２

着，巴賞‐OP ２着，春風賞，etc.
［曾孫］ ナオミシャイン（95牝 ＊トニービン）４勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2

３着，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.
アドマイヤマジック（01牝 バブルガムフェロー）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3 ３着，郡山特別

販売申込者・所有者： ㈲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

674 ペプチドリリー２０２１ �・黒鹿 ３／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケペプチドリリー ＊トニービン

��
��
�レッドクローシュ黒鹿 2014 ターキーレッド

＊ハマナスⅡ 17b
サンデーサイレンスM3×S4 トニービンM3×S4 ノーザンテーストM4×M4

価格： 購買者：



母 ペイデュソレイユ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（２）〕
ナゴミ（12牝鹿 ＊バゴ）�１勝
テイエムソレイユ（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝，開聞岳特別（Ｄ1700），湯浜特

別（Ｄ1700）３着，木古内特別（Ｄ1700）３着
スイゲツ（16牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝
オンリーワンボーイ（17牡青鹿 カレンブラックヒル）�２勝，五泉特別（Ｄ1800）３着
メイマックス（19�鹿 シビルウォー）�出走

２代母 シャイニンググラス（98青鹿 ＊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，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）�15 勝�13 勝，池田湖賞，春望賞，

長月賞，高知優駿，六角川賞２着，etc.
ダイワダルタニアン（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
アサクサリーダー（12� メイショウサムソン）１勝，障害１勝
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別

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.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ

‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フェラーリファイブ（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： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �090-3468-0027
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

675 ペイデュソレイユ２０２１ �・黒鹿 ４／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayペイデュソレイユ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンググラス黒鹿 2007 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ヘヴンリーウインド（16鹿 ダイワメジャー）入着２回
初仔

２代母 ＊グリントインハーアイ（96 USA鹿 ＊アラジ）GB出走
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，クイーンアンＳ‐G1
２着，サセックスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

＊ティアモブリーオ（07牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，麦秋Ｓ，テレ玉杯，�２勝�
１勝��入着２回，梅見月杯３着

＊フィオリア（08牡 Dynaformer）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

オンファイア（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，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： 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

676 ヘヴンリーウインド２０２１ 牡・栗 ５／１２

＊

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ヘヴンリーウインド
＊

＊アラジ

��
��
�グリントインハーアイ鹿 2016 ＊ウインドインハーヘア

2f
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ベルモンタージュ（08鹿 ＊アフリート）��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
アメノムラクモ（15牡鹿 ブラックタイド）１勝
ネクサスエッジ（17牝栗 メイショウボーラー）���２勝�１勝�２勝�１勝，加

賀友禅賞（Ｄ1400）３着
アンパラレルド（18牝鹿 アンライバルド）���１勝
レオプレシード（19牡鹿 エスポワールシチー）�入着

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
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

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

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

販売申込者・所有者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673
生 産 牧 場： オークツリーファーム
飼 養 者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673

677 ベルモンタージュ２０２１ �・鹿 ３／２８
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyベルモンタージュ ＊フェアジャッジメント

��
��
�フラワーブリーズ鹿 2008 ノーザンフエロー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ブリーズヴェール（12黒鹿 ＊バゴ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
メイショウエニシア（18牝青鹿 リアルインパクト）�２勝，ＳＴＶ杯（芝 1200）２

着，小郡特別（芝 1200）２着
ゴールドユキ（20牝鹿 ダノンシャーク）��１勝

２代母 レディフューチャー（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
レディエレガンス（02牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
ロードキャニオン（04� ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別，熊野特別２着，晩

秋特別３着，���入着３回，報知オールスターＣ２着
レディリバティー（05牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ロードオブザリング（07牡 ＊ホワイトマズル）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，アン

ドロメダＳ‐L ３着，垂水Ｓ，許波多特別，ドンカスターＣ，etc.
ミライポケット（08牝 ジャングルポケット）入着２回，�７勝��
フューチャーセイル（09牝 ＊クロフネ）出走

ハリオアマツバメ（17牝 フリオーソ）�	８勝，園田クイーンセレクション２着
プロテクション（11牝 ジャングルポケット）入着，
４勝��
ロードインスパイア（13� ＊ロードアルティマ）１勝
ユメニカケル（14牝 ＊ロードアルティマ）�１勝�

３代母 アンフイニイ（82黒鹿 マルゼンスキー）３勝，エイプリルＳ‐OP ３着，上総
特別，里見特別，仲春賞２着，隅田川特別２着，etc.
マイヨジョンヌ（90牡 ＊リヴリア）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），福島記念

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スノーフレーク（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，ひいらぎ賞３着
ユーワケリガン（92牝 ＊カコイーシーズ）４勝，カーネーションＣ‐OP ２着，晩秋

特別，グローバルＣ，etc.
アンソレイユ（93牝 ＊リズム）出走

グラスポジション（99牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ホープフルＳ‐OP ２着，ニューマーケットＣ，etc.

メイショウデンゲキ（94牡 ＊リヴリア）４勝，石清水Ｓ，春菜賞，こぶし賞３着
シャワーパーティー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，京都３歳Ｓ‐OP，六甲アイ

ランドＳ，黄菊賞，etc.，	４勝���

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

678 ブリーズヴェール２０２１ �・黒鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxブリーズヴェール ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディフューチャー黒鹿 2012 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5 Highclere S5×M5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊プリモスペード（16 USA鹿 Tiznow）入着
初仔

２代母 テンペスタTempestra（03 USA鹿 Tale of the Cat）USA入着
トラベスーラ Travesura（10 牝 Limehouse）USA２勝，ミエスクＳ‐G3

プラクティカルジョークPractical Joke（16 牝 Deep Field）�AUS１勝
シュアアムインヴィンシブル Sure Am Invincible（17 牝 I Am Invincible）

�AUS１勝
タッチダウントロージャンズ Touchdown Trojans（15 牝 ＊シャンハイボビー）US

A１勝，Permian Basin S２着

３代母 ケリグマ Kerygma（84 USA黒鹿 Drone）USA15 勝，Jacob France H‐L，
My Juliet H‐L，Pinafore H‐L，Straight Deal H‐L，Francis Scott
Key S，etc.
ナイズナリリーKnysna Lily（96 牝 Kris S.）GB・IRE１勝
ヘローアメリカHello America（97 牝 Quiet American）USA１勝
シュラブズ Shrubs（99 牡 Forest Wildcat）USA１勝，種牡馬
マイティペイシェントMighty Patient（01� Touch Gold）USA２勝
カマクスマグニフィセント Camacthmagnificent（04 牡 Mr. Nugget）USA９勝，

New Jersey Futurity‐R

４代母 シルヴァンミス Sylvan Miss（76 USA鹿 Swift Pursuit）USA５勝，Pene
lope S２着
［子］ レイディアナライア Lady Analia（86 牝 Native Uproar）USA・PAN

３勝，Copa Seguro la Previsora‐L
［曾孫］ エバーローズ（09牝 ウインクリューガー）４勝，轟Ｓ，稲妻特別

５代母 ウッドバインレイディWoodbine Lady（67 CAN鹿 Nearctic）USA３勝
［子］ イリフェチット Ilefetchit（72 牡 Grey Dawn）USA14 勝，Miami Beac

h H
［孫］ ワンリッチレイディOne Rich Lady（94牝 Air ForbesWon）USA・S

AU12勝，Charon H‐R，パーソナルエンサインＨ‐G1 ３着，ル
イヴィルＢＣＨ‐G2 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

679 プリモスペード２０２１ �・鹿 ２／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

ティズナウ Cee's Tizzy

�
�
�
�
�

��
��

�Tiznow Cee's Songプリモスペード テンペスタ Tale of the Cat

��
��
�Tempestra鹿USA 2016 Kerygma

4k
Storm Cat S3×M4 Lyphard S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ホリデイトウショウ（08鹿 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（24）〕
アスヘノキボウ（14牝鹿 スズカマンボ）���11 勝�２勝
ペルランドール（15牡鹿 スマートファルコン）�10 勝
トモエタカ（17牡鹿 マツリダゴッホ）���１勝
ディヴァインギフト（18牝黒鹿 フェノーメノ）��出走�入着３回
グリジー（19牡鹿 トーセンラー）���入着２回

２代母 オーロラトウショウ（94黒鹿 ＊キンググローリアス）入着３回
トウショウバスター（99牡 サクラバクシンオー）入着２回，�	２勝��
トウショウムトンボ（00牡 アンバーシヤダイ）１勝
トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，福島民報杯

‐L ３着，新潟日報賞，由比ヶ浜特別，六社特別３着，��１勝�１勝�１勝�入着
ピークトウショウ（05牝 ＊ティンバーカントリー）�２勝����
トウショウジオン（06牡 ジェニュイン）�２勝�11 勝�入着��，白銀争覇３着
カリズマトウショウ（07牝 ＊カリズマティック）�５勝��３勝�
ラピッズトウショウ（10牝 ゴールドアリュール）�７勝��
トウショウヴォワ（11牡 ＊ファスリエフ）�３勝�３勝��入着
トウショウレイダー（13牡 ＊ファルブラヴ）�９勝��

３代母 カメリアトウシヨウ（82栗 ＊ハンザダンサー）不出走
トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯‐Jpn3，

七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
パメラトウショウ（87牝 アンバーシヤダイ）不出走

ダイワハンニバル（93牡 ＊ブレイヴエストローマン）入着，�	４勝�18 勝
，
東北サラブレッド大賞典

マインスイーパ（94� タマモクロス）１勝，積丹特別
ジュエルトウショウ（88牝 ＊ノーザンディクテイター）２勝，陸奥湾特別２着

デルマカミカゼ（95牡 ミホノブルボン）３勝，千歳特別，猪苗代特別３着

４代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
［曾孫］ サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オー

ストラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，etc.

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

680 ホリデイトウショウ２０２１ 牡・栗 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スピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンホリデイトウショウ ＊キンググローリアス

��
��
�オーロラトウショウ鹿 2008 カメリアトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Halo S4×M4 Mr. Prospector S4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ムーンスピーク（16黒鹿 アドマイヤムーン）出走
初仔

２代母 ＊チャタラティ（09 USA黒鹿 Street Cry）GB１勝
スピンドクター（15� ＊ハードスパン）２勝，���２勝

３代母 メリョールアインダMelhor Ainda（02 USA黒鹿 Pulpit）USA５勝，サンズ
ポイントＳ‐G3，Appalachian S‐L，Miss Grillo S‐L，Capades S，
アメリカンオークス‐G1 ２着，etc.
コンヴァセリーConversely（14 牝 Shamardal）IRE 入着３回

コンヴァージ Converge（18� Frankel）�AUS４勝，ＡＴＣランドウィックギ
ニーズ‐G1，ＢＲＣＪＪアトキンスＳ‐G1，ATC Fernhill H‐L，etc.

４代母 ポトリネール Potrinner（93 ARG黒鹿 Potrillazo）ARG３勝，サンイシドロ
１０００ギニー‐G1，フランシスコＪベアスレイ賞‐G2，エンリケアセバル大賞‐G1
２着，亜オークス‐G1 ２着
［子］ ＊ダノンゴーゴー（05牡 ＊アルデバランⅡ）３勝，ファルコンＳ‐Jpn3，Ｎ

ＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，さざんかＳ‐OP ２着，etc.，種牡馬
［孫］ ニューヨークグルーヴNew York Groove（17牝 Verrazano）USA・CAN

４勝，Glorious Song S‐L，Presque Isle Debutante S
ラジーナ Razeena（16牝 Malibu Moon）USA・CAN・UAE２勝，ＵＡ
Ｅオークス‐G3 ３着

５代母 カルディー Chaldee（78 ARG栗 Banner Sport）ARG４勝，ベネスエラ賞
‐G2 ３着
［子］ ポトリディー Potridee（89牝 Potrillazo）USA・ARG７勝，ヴァニティＨ

‐G1，ＣＥポトランカス‐G1，ホルヘデアトゥーチャ大賞‐G1，etc.
＊ポトリザリス（95牝 Potrillazo）USA・ARG・PER・UAE４勝，ナシオ

ナル大賞‐G1，亜オークス‐G1
ポトリカル Potrichal（88 牝 Potrillazo）USA・ARG４勝，銀杯大賞‐G1，
ラモンビアウス賞‐G2，フランシスコＪベアスレイ賞‐G2 ３着，etc.

ポトロレックス Potro Rex（00牡 Potrillon）ARG５勝，サンマルティン
将軍賞‐G1，ペルー賞‐G2 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

681 ムーンスピーク２０２１ 牡・黒鹿 ２／１４

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズムーンスピーク
＊ Street Cry

��
��
�チャタラティ黒鹿IRE 2016 Melhor Ainda

2u
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ラパージュ（09青鹿 ダイワメジャー）１勝，種市特別（芝 1200）２着，平ヶ岳特別
（芝 1200）２着，古町特別（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ポートメイリオン（17牝青 スクリーンヒーロー）��３勝�
ロードアライアンス（19牡青鹿 キズナ）�入着

２代母 ＊サッカーマム（00 USA鹿 Kingmambo）不出走
レディルージュ（06牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，

京阪杯‐G3 ２着，北九州記念‐G3 ２着，葵Ｓ‐L ２着，淀短距離Ｓ‐L ３着，etc.
ロードラズライト（15� ロードカナロア）�４勝，千葉Ｓ‐OP ３着，ジャニュ

アリーＳ‐OP ３着，室町Ｓ‐OP ３着，初風Ｓ，橿原Ｓ２着，etc.
リラコサージュ（10牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，スイートピーＳ‐LR，秋華賞

‐G1 ３着，フラワーＣ‐G3 ３着
ロードサージュ（18牡 ダイワメジャー）�２勝，リボン賞２着

ロードフォワード（11牡 ネオユニヴァース）４勝，西湖特別，中ノ岳特別，内房Ｓ
２着，赤穂特別２着，雅Ｓ３着，��２勝�

ルアンジュ（12牝 マンハッタンカフェ）２勝，堀川特別３着，日田特別３着
ロードゴラッソ（15牡 ハーツクライ）５勝，シリウスＳ‐G3，etc.，���１勝�

１勝��入着２回	，名古屋大賞典‐Jpn3，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，浦和記
念‐Jpn2 ３着，佐賀記念‐Jpn3 ２着，etc.

３代母 トラヴァースシティ Traverse City（90 USA黒鹿 Halo）USA10 勝，インタ
バラＨ‐G3，Correction H‐L，La Troienne S‐L，Four Winds S，デ
ィスタフＨ‐G2 ２着，etc.
ジュービラントレイディ Jubilant Lady（07牝 Aptitude）GB出走

フラワーパーティ Flower Party（15 牝 Duke of Marmalade）ITY・USA６勝，
ヴェルジェール賞‐G3，P. Archidamia‐L，伊オークス‐G2 ２着，etc.

バースデイパーティ Birthday Party（16 牝 ＊ロックオブジブラルタル）ITY３
勝，Criterium Femminile‐L，P. Mantovani‐L，P. Repubblich
e Marinare‐L ３着

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

682 ラパージュ２０２１ �・黒鹿 ３／２１

＊

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ラパージュ
＊ Kingmambo

��
��
�サッカーマム青鹿 2009 Traverse City

2p
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ヨユウノヨッチャン（08鹿 スターリングローズ）��８勝
〔産駒馬名登録数：２〕
セイテンタイセイ（18牡栗 タイセイレジェンド）���入着６回
セカンドレイヤー（19牝芦 ＊ダンカーク）���入着３回

２代母 アマツカゼ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着，��１勝
アスカシンノウ（07牡 ＊グランデラ）�２勝

３代母 ＊カーラー（86 GB鹿 Sadler's Wells）IRE２勝，Ballycorus S‐L ３着，
Emerald S‐L ３着
イエローサファイア（91牝 Law Society）不出走

コスモインペリアル（00牡 ＊タイトスポット）４勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，京成
杯‐Jpn3 ３着，いちょうＳ‐OP，etc.，�３勝��

４代母 アーンティ Aunty（80 FR栗 Riverman）FR１勝，エドモンブラン賞‐G3 ２
着，エクスビュリ賞‐G3 ２着，クレオパトル賞‐G3 ２着，P. Finlande‐L ２
着，フロール賞‐G3 ３着
［子］ デイムローラDame Laura（94牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB２勝，メ

イヒルＳ‐G3 ２着，クイーンメアリーＳ‐G3 ２着
［孫］ パートタイマー Part Timer（04� Mujadil）GB・USA12 勝，Tempe H

ドクトレイトDoctorate（01� Dr Fong）GB・USA５勝，Independ
ence Day S‐L ３着

ラーヒグ Laahig（06 牡 Medicean）GB・BHR４勝，Silver Tankard S
‐L ３着

プリティメイズ（99牝 ＊ゼネラリスト）５勝，桑名特別，中京日経賞，閃
光特別，etc.

［曾孫］＊カレドニアレディ（09牝 Firebreak）GB・FR３勝，サンダウンスプリントＳ
‐G3，Kilvington Fillies S‐L，Harry Rosebery S‐L，etc.

アフォード（08牡 サクラバクシンオー）７勝，春雷Ｓ‐L，ラピスラズリＳ
‐OP，みちのくＳ，etc.

スマッシングハーツ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，福島民友Ｃ‐L ３着，
アルデバランＳ‐OP，門司Ｓ‐OP ３着，etc.，��３勝

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

683 ヨユウノヨッチャン２０２１ �・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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズヨユウノヨッチャン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�アマツカゼ鹿 2008 ＊カーラー

1k
Danzig M4×S5 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マリアローザ（10青鹿 フジキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：５〕
エコロドラグーン（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）入着２回，�地方未出走
プレミアムマンゴー（19牝鹿 ラブリーデイ）出走，�地方未出走

２代母 ＊ブレンダ（06 USA鹿 ＊ロックオブジブラルタル）入着
レッドルグラン（12牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，加古川特別２着
レッドディオーサ（13牝 キングカメハメハ）３勝，リボン賞３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
ラブスピール（17牝 スピルバーグ）�２勝，西部スポニチ賞３着

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.
レジュールダムール（07牝 Kingmambo）３勝，福島放送賞
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.

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

［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： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
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

684 マリアローザ２０２１ 牡・栗 ３／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーマリアローザ
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�ブレンダ青鹿 2010 ＊フェアリーバラード

12c
Halo M4×M5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 マールデルプラタ（13鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ツネリュウオー（18牝鹿 リーチザクラウン）���出走�２勝�
トヨリュウオー（19牝芦 ＊ダンカーク）�出走
イントゥザファイア（20牡鹿 ベルシャザール）��出走

２代母 ＊データ（03 ARG栗 Roy）USA・ARG１勝，ホルヘデアトゥーチャ大賞‐G1
２着，エリセオラミレス大賞‐G1 ２着
アーカイブ（09牡 ディープインパクト）３勝，南相馬特別２着
トーセンジャステス（10牡 ディープインパクト）１勝，��１勝
ミッキーデータ（11� ディープインパクト）２勝，あずさ賞２着，高田城特別３着，

夏木立賞３着
レノヴァール（15牡 ハーツクライ）４勝，万葉Ｓ‐OP ３着，烏丸Ｓ，若竹賞，ｔｖ

ｋ賞３着，魚沼特別３着
アカノニジュウイチ（17牝 ブラックタイド）４勝，スイートピーＳ‐L ３着，ＴＶユ

ー福島賞，千葉日報杯
ラリュヌブランシュ（19牝 ワールドエース）���２勝

３代母 ダーマインペリアルDama Imperial（90 ARG栗 Mariache）ARG５勝，ロ
テリアナシオナル賞‐G3，トマスリオン賞‐G2 ３着，プロドゥクシオンナシオナ
ル賞‐G3 ２着，パナマ共和国賞‐G3 ２着，アルベアル将軍賞‐G3 ２着
デイニシュDanish（96 牡 Confidential Talk）ARG４勝，カピタル賞‐G2，ポル

テニョ賞‐G3 ３着，種牡馬
ダイアモンドDiamond（98� Roy）CHI３勝，ドスミルギニーズ‐G1 ３着，P.

Raul S. Carmona y Raul S. Urrutia‐L ３着

４代母 ダーマノルテーニャDama Nortena（79 USA栗 Majestic Prince）不出走
［子］ ダンディノルテーニョDandy Norteno（92牡 Ringaro）ARG２勝，エ

ドゥアルドカセイ賞‐G2，ミゲルカーネ賞‐G2 ３着，P. Jose B.Zub
iaurre‐L ３着，種牡馬

デクララードDeclarado（87牡 Cinco Grande）ARG５勝，ブエノスア
イレス馬主協会賞‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

685 マールデルプラタ２０２１ 牡・青鹿 ４／１６

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュマールデルプラタ
＊ Roy

��
��
�データ鹿 2013 Dama Imperial

5g
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 マイウィン（08黒鹿 タニノギムレット）�２勝��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
サードアイ（15牡黒鹿 スズカマンボ）�４勝
アキノヒーロー（17牡鹿 リアルインパクト）���１勝�１勝
カチグミ（19牝黒鹿 コパノリッキー）��出走

２代母 エクボ（94鹿 ＊リンドシェーバー）５勝，セプテンバーＳ，苗場特別，栃尾特別
セイチーズ（02牝 ＊フォーティナイナー）�６勝�３勝��

コスモガラサ（09牡 ブラックタキシード）１勝，	11 勝
��，玄界灘賞，志
布志湾賞，大村湾賞，鶴見岳賞，水無月賞，etc.

ルシナクィーン（03牝 サクラバクシンオー）１勝
ラキシスマキ（04牝 ＊カリズマティック）�２勝
コロナループ（06牡 ＊コロナドズクエスト）２勝
シゲルホウオウザ（10牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
ファニーフェロー（14牡 トーセンホマレボシ）入着３回，
４勝��
シャインベスト（16牝 ストロングリターン）��１勝��
エック（17牡 スズカコーズウェイ）�１勝��１勝

３代母 ＊オールウエイズアロン（85 GB鹿 Lomond）GB・IRE１勝
スティールアロン（90牡 ＊ステイールハート）２勝，柏崎特別３着
ウザンホマレオー（02牡 マーベラスサンデー）２勝，釧路湿原特別，花見山特別２

着，十和田湖特別２着

４代母 クレアローン Klairlone（69 GB黒鹿 Klairon）GB・IRE２勝，Mulcahy S
，愛１０００ギニー３着
［子］ アイリッシュハート Irish Heart（78 牡 ＊ステイールハート）GB・USA６

勝，Jockey Club Cup H，ホーソンゴールドＣ‐G2 ３着，ラトガ
ーズＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ポーラープリンス Polar Prince（93 牡 Distinctly North）GB・FR・IRE
・GER・ITY７勝，伊共和国大統領賞‐G1，ダイオメドＳ‐G3，P.
W.W.F.‐L，etc.，種牡馬

ゴールデンクレアGolden Klair（90 牝 ＊ダミスター）GB・USA10 勝，エ
イグリームＨ‐G2，ホーソーンＨ‐G2，シルヴァーベルズＨ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲加藤牧場＝日高町清畠 �01456-5-2480
生 産 牧 場： ㈲加藤牧場
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

686 マイウィン２０２１ �・鹿 ５／１４
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

＊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イウィン ＊リンドシェーバー

��
��
�エクボ黒鹿 2008 ＊オールウエイズアロン

2f
Raise a Native S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 マイスクエアワン（11黒鹿 Giant's Causeway）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（２）〕
ランスオブニンフ（17牝鹿 エピファネイア）��２勝
ランスオブアース（18牝青鹿 エピファネイア）�３勝，ネモフィラ賞（Ｄ1700），

���入着２回，関東オークス‐Jpn2 ３着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着

２代母 ＊シビサーバ（05 USA鹿 Dixieland Band）GB１勝
ロングサクセション（18牡 ミッキーアイル）��２勝��入着２回

３代母 ダンシングミラージュDancing Mirage（91 USA鹿 Alleged）USA５勝，
Sandy Blue H‐R，エイグリームＨ‐G2 ３着，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，
サンクレメンテＨ‐G3 ３着，Pine Tree Lane H‐L ３着，etc.

＊トゥルーサーパス（99牡 A.P. Indy）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，天の川Ｓ，ス
トークＳ，etc.

ジェミーリGemilli（02 牝 Lemon Drop Kid）USA１勝，Miss Grillo S‐L ２着
トスザフェザーToss the Feather（03 牝 Dixie Union）USA入着４回

クリスティナズジャーニー Cristina's Journey（12牝 Any Given Saturday）
USA２勝，ポカホンタスＳ‐G2

フリーティングミラージュ Fleeting Mirage（07牝 Afleet Alex）不出走
シークレットパワー Secret Power（19 牝 Native Khan）�TUR５勝，Turki

sh Oaks‐L，Disi Tay Deneme One Thousand Guineas‐L

４代母 フレイミングリーヴズ Flaming Leaves（75 USA栗 Olden Times）GB・U
SA６勝，Manta H，サンタマリアＨ‐G2 ２着，サンタモニカＨ‐G2 ３着，
Santa Lucia H２着
［子］ ライトオヴモーン Light of Morn（86牡 Alleged）GB・FR・USA９勝，

Dancing Spree H‐L，Pat O'Brien H‐L，Marshall S‐L，etc.，
種牡馬

［孫］ キンセイルキング Kinsale King（05� Yankee Victor）GB・USA・UA
E６勝，ドバイゴールデンシャヒーン‐G1，パロスヴェルデスＨ‐G2，
ヴァーノンＯアンダーウッドＳ‐G3，etc.

＊ヴィクトリアズワイルドキャット（08牝 Bellamy Road）USA３勝，エイ
トベルズＳ‐G3，Sometime Thing S３着

販売申込者・所有者： �ヒルヴァレーファーム＝浦河町絵笛 �090-5895-7141
生 産 牧 場： ㈲王蔵牧場
飼 養 者： �ヒルヴァレーファーム＝浦河町絵笛 �090-5895-7141

687 マイスクエアワン２０２１ �・青鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormマイスクエアワン
＊ Dixieland Band

��
��
�シビサーバ黒鹿 2011 Dancing Mirage

1o
Northern Dancer M4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 マウロア（12栗 キングカメハメハ）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
アゼリアグレート（18牡栗 トランセンド）���入着５回
ムサシグロリー（19牡鹿 トーセンジョーダン）���１勝
ロッソランパンテ（20牝鹿 エピファネイア）�１勝

２代母 レースドール（04芦 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ブライトクォーツ（14牡 ＊ワークフォース）入着６回，呼子特別２着，萬代橋特別２

着，障害１勝，中山大障害‐JG1 ２着，京都ジャンプＳ‐JG3 ２着，中山グラ
ンドジャンプ‐JG1 ３着

ショウナンマリブ（15牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３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，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

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，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，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，etc.
オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，�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

４代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
［子］ 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

［孫］ 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

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

688 マウロア２０２１ �・鹿 ３／ ３

＊

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 ＊マンファスマウロア ＊クロフネ

��
��
�レースドール栗 2012 ビスクドール

＊フェアリードール 9f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5
Nureyev M5×M5
価格： 購買者：



母 マキノクィーン（10鹿 ＊クロフネ）３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エクラプリエール（19牝鹿 ベルシャザール）��２勝
モンゲーチャンス（20牡鹿 ゴールドアクター）���出走

２代母 エクラドール（99栗 ＊サンデーサイレンス）出走
デライトシーン（04牝 サクラバクシンオー）４勝，アクアマリンＳ２着，飯豊特別

３着，鏑矢特別３着
カズノサイレンス（05牡 タニノギムレット）��１勝
マンシュウクロフネ（06牡 ＊クロフネ）�９勝
ゴールドパール（11牡 サクラバクシンオー）��18 勝�１勝
チムニーロック（13牡 ＊ファルブラヴ）�10 勝�５勝
エズ（14牝 ＊ファルブラヴ）�１勝
ツェレトナー（17牡 ストロングリターン）��13 勝��
プーフルフル（18牝 タイムパラドックス）��１勝
キキノロザリオ（19牝 タニノギムレット）��２勝

３代母 プリンセスシラオキ（92栗 ＊ミルジヨージ）入着４回
ブーケブラン（97牝 ＊カーネギー）２勝，カーネーション特別
ラヴィングサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アールロッソ（16牝 ＊サウスヴィグラス）３勝，大府特別，ヤマボウシ賞，�
��３勝，しらさぎ賞

プリンセスレビュー（00牝 ＊エリシオ）入着
ピーチフィズ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��３勝
ジュニエーブル（14牡 スズカフェニックス）２勝，浦佐特別２着，���出走
ジェラペッシュ（17牝 ワールドエース）�１勝，赤松賞３着

ブーケドレーヌ（03牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
ニコールバローズ（09牝 ゼンノロブロイ）４勝，紫川特別，下北半島特別，河

北新報杯２着，etc.
ピースキーパー（05牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，京都２歳Ｓ‐L ３着，初夢Ｓ，阪

神スプリングプレミアム３着，etc.

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

689 マキノクィーン２０２１ 牡・栗 ３／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマキノクィーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�エクラドール鹿 2010 プリンセスシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 マダムメガミ（03鹿 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（９）〕
プロフィール（08牝鹿 サクラバクシンオー）�３勝
オルカ（09牝鹿 ローエングリン）��１勝
スターシャ（13牝鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝�
リセンティート（14牡鹿 ヴァーミリアン）１勝
ビーヴェローチェ（15牡栗 ＊カジノドライヴ）�４勝

２代母 ホクセイファースト（89鹿 テユデナムキング）１勝
ポリッシュノース（94牡 ＊ポリッシュネイビー）�１勝
ウエストイーグル（95牡 アンバーシヤダイ）�12 勝�１勝，サラブレッド３歳優駿２着
リリーラブ（96牝 ＊スリルシヨー）�２勝
ジェドエフラー（99牡 ＊ダンシングパートナ）�９勝�８勝��入着��，さつき賞，

２歳優駿若駒賞，東北優駿２着
ハネダファースト（00牡 ＊エブロス）��１勝
サラジーン（01牝 ＊テンビー）�１勝
オレンジナッチャン（02牝 ＊ゴールデンフェザント）�２勝�
オグリハート（10牝 サムライハート）	１勝�入着３回
���

３代母 ホクセーミドリ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）４勝，Ｒたんぱ賞，オークス３着，阪
神４歳牝馬特別２着，ひいらぎ賞，さざんか賞
ホクセーチエリー（81牝 ＊パーソロン）不出走

メイショウベンハー（87牡 マルゼンスキー）３勝，平安Ｓ‐OP ３着，欅Ｓ２着，
長良川Ｓ３着

セブンレツトウ（84牝 ＊パーソロン）１勝
アインブライド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，

チューリップ賞‐Jpn3 ３着，野路菊Ｓ‐OP，優２牝
ハスラー（99牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，エイプリルＳ‐L ２着，ディセン

バーＳ‐L ２着，晩春Ｓ，etc.

４代母 ＊フエアリーテイル（61 BEL鹿 Sicambre）不出走
［孫］ メイショウホムラ（88牡 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，フェブラリー

Ｈ‐Jpn3，神無月Ｓ‐OP，武蔵野Ｓ‐OP，etc.，優ダート，種牡馬

販売申込者・所有者： 及川 ミツ子＝新ひだか町静内駒場 �0146-42-0293
生 産 牧 場： 及川 ミツ子
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

690 マダムメガミ２０２１ �・鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

�
�
�
�
�
�
�
�
� キャンペンガールリーチザクラウン Seattle Slew

��
��
�クラウンピース青鹿 2006 ＊クラシッククラウン

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズマダムメガミ テユデナムキング

��
��
�ホクセイファースト鹿 2003 ホクセーミドリ

＊フエアリーテイル 4j
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ママズディッシュ（07芦 ＊クロフネ）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
カスミポップコーン（13牡芦 ＊ベーカバド）�７勝���
アイスグレー（14牝芦 フリオーソ）入着，�３勝
ムーンアンドスター（15牡芦 アドマイヤコジーン）�１勝
ママズコフィ（18牝鹿 ＊カジノドライヴ）���１勝�３勝
ウイングボルドー（19牝鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 シラユキヒメ（96白 ＊サンデーサイレンス）入着
ユキチャン（05牝 ＊クロフネ）２勝，��３勝，関東オークス‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃

‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，クイーン賞‐Jpn3
２着，etc.，ＮＡＲ優牝馬
シロインジャー（13牝 ＊ハービンジャー）出走
メイケイエール（18牝 ミッキーアイル）�６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，
チューリップ賞‐G2，シルクロードＳ‐G3，ファンタジーＳ‐G3，小
倉２歳Ｓ‐G3，etc.

マシュマロ（09牝 ＊クロフネ）２勝
ハヤヤッコ（16牡 キングカメハメハ）�５勝，レパードＳ‐G3，ブラジルＣ‐L，

ＢＳＮ賞‐L ３着，スレイプニルＳ‐OP，総武Ｓ‐OP ２着，etc.
ピオノノ（17牡 キングカメハメハ）�２勝，チバテレ杯２着（２回），呉竹賞２

着，�入着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着
マーブルケーキ（11牝 キングカメハメハ）３勝
ブチコ（12牝 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，北國新聞杯２着，北山Ｓ３着

ソダシ（18牝 ＊クロフネ）�７勝，桜花賞‐G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，札幌記念‐G2，アルテミスＳ‐G3，etc.，
優２牝，優３牝

ママコチャ（19牝 ＊クロフネ）�２勝，エルフィンＳ‐L ２着，ファンタジーＳ
‐G3 ３着

シロニイ（14牡 キングカメハメハ）�４勝，くすのき賞，六社Ｓ２着，舞鶴Ｓ２着，
天草特別２着，樅の木賞２着，etc.

ブッチーニ（16牝 キングカメハメハ）�３勝，鎌倉Ｓ３着，銀蹄Ｓ３着，門松Ｓ３着

３代母 ＊ウェイブウインド（91 USA鹿 Topsider）不出走

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453

691 ママズディッシュ２０２１ 牡・芦 ４／ １

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューママズディッシュ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シラユキヒメ芦 2007 ＊ウェイブウインド

2w
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マルモセーラ（08黒鹿 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８）〕
マルモレイナ（14牝鹿 ＊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
マルモマリア（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝
マルモネオフォース（16牝鹿 ＊ワークフォース）�２勝，北國新聞杯（芝 1600）２着
マルモルーラー（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�１勝
マルモルミエール（20牡芦 エイシンヒカリ）�未出走

２代母 マイクロス（00鹿 タマモクロス）不出走
オースミカトレア（06牝 マヤノトップガン）�１勝�入着�
ナリタキョウジン（07牡 ＊グラスワンダー）�１勝
レオトリビュート（11牡 アドマイヤコジーン）�１勝
クインズウラヌス（13牡 ＊クロフネ）�４勝��５勝	入着２回�

３代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98
 トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），etc.，��５勝�����入着４回�
キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着

カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
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.

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.

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

４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

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

692 マルモセーラ２０２１ �・黒鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマルモセーラ タマモクロス

��
��
�マイクロス黒鹿 2008 ビーサイレント

＊ロイヤルアグリーメント 12f
サンデーサイレンス S3×M4 フオルテイノ S5×M5

価格： 購買者：



母 マレンカヤ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）入着２回，�３勝�入着��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ブラッドストーン（16牡黒鹿 ローズキングダム）１勝，汐留特別（芝 2000）２着，

夏木立賞（芝 2000）３着
ラシャトレーン（18牝黒鹿 ベルシャザール）��１勝�
ロザシアニン（19牝栗 グランプリボス）�未出走
シミーシェイク（20牝鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 アナステーシア（00鹿 ＊ソヴィエトスター）３勝，鶴ヶ城特別３着
マウントクイン（07牝 ＊アフリート）�２勝
マンハッタンヘンジ（11牡 ＊ザール）１勝，彦星賞，白河特別２着，�３勝，すみれ

賞，師走賞
キキズブルーム（13牝 ディープスカイ）�２勝�
サーカディアン（14牝 アドマイヤムーン）�２勝

３代母 イシノリード（95鹿 ＊コマンダーインチーフ）��入着

４代母 ＊ジェフォリー（87 USA栗 Alydar）USA３勝，ニジャナＳ‐G3，ハリウッド
オークス‐G1 ２着，モンマスオークス‐G2 ３着
［子］ イシノサンデー（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，皐月賞‐Jpn1，京都

金杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，�１勝��入着，種牡馬
ロイヤルエンデバー（98牡 ＊ラムタラ）��６勝	，全日本３歳優駿
‐Jpn2 ２着，ＴＶ埼玉杯，埼玉新聞杯，etc.

イシノダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）��16 勝，スパーキング
サマーＣ

イシノラピド（99牝 ＊ブライアンズタイム）��４勝，東京プリンセス賞
２着，ローレル賞３着

アリダースルー（92
 Seattle Slew）５勝，ウェルカムＳ，立冬特別，Ｓ
ＴＶ杯，etc.

イシノゼフィルス（01牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��12 勝��入着
３回�，九州記念３着

［孫］ ラブミーファルコン（14牝 スマートファルコン）�５勝�２勝４勝��，
フルールＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

693 マレンカヤ２０２１ �・黒鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodマレンカヤ ＊ソヴィエトスター

��
��
�アナステーシア鹿 2008 イシノリード

＊ジェフォリー 20
Halo S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 プレシャスヴィガー（11栗 ＊サウスヴィグラス）入着，��３勝�入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ミコノスフレイバー（18牡栗 スズカコーズウェイ）���５勝

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
プレシャスジェムズ（07牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，ながつきＳ，渡島特別，etc.，

��入着３回�，クイーン賞‐Jpn3 ２着，マリーンＣ‐Jpn3 ３着，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着
スマートパルフェ（18牝 ルーラーシップ）２勝，��出走

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�
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
オネストジョイ Honest Joy（79牝 Honest Pleasure）USA８勝，Mar
igold S

［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： ㈲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

694 プレシャスヴィガー２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタープレシャスヴィガー
＊ Storm Cat

��
��
�プレシャスキャット栗 2011 Nurse Lulu

9e
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウクサブエ（16鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
初仔

２代母 フォースライト（09黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，苗場特別３着
ジューンフォレスト（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�２勝
マルカアトラス（19牡 ＊シニスターミニスター）�２勝

３代母 フォーティエース（97鹿 ＊フォーティナイナー）５勝，やまもも賞，藤森特別３着
アグネスラナップ（05牡 アグネスタキオン）３勝，舞鶴特別３着，障害３勝，阪神

スプリングジャンプ‐JG2 ２着
ティアップワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）９勝，カペラＳ‐G3 ２着（２回），etc.，

障害１勝，�１勝�１勝����入着３回�，かきつばた記念‐Jpn3，
兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

ロックフォーティ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）不出走
バトルカグヤ（17牝 アドマイヤムーン）１勝，春菜賞３着

４代母 ＊ピンクシェイド（91 USA青鹿 Lyphard）FR入着３回
［孫］ フミノポールスター（09牡 ゴールドアリュール）２勝，若戸大橋特別

５代母 ピンクヴァリー Pink Valley（75 USA黒鹿 Never Bend）FR３勝，P. d'A
umale，P. Yacowlef３着
［子］ ピンク Pink（81 牡 Northern Dancer）FR・USA８勝，シュマンドフェル

デュノール賞‐G3，ミュゲ賞‐G3，ロンポワン賞‐G3，etc.，種牡馬
リングピンク Ring Pink（90 牝 Bering）FR・ITY４勝，P. de la Pepinie
re‐L，P. Joubert‐L，エヴリ大賞‐G2 ３着，etc.

リピンク Lypink（93 牝 Lyphard）FR３勝，P. Charles Laffitte‐L，
P. Melisande‐L

［曾孫］ セヴィルオレンジ Seville Orange（15牝 Duke of Marmalade）SAF４
勝，トラックアンドボールオークス‐G3，サウスアフリカンオークス
‐G2 ３着，South African Oaks Trial‐L ２着

ヴァリージェム Vally Jem（09牝 Dylan Thomas）FR３勝，P. Urban
Sea‐L，コリーダ賞‐G2 ２着，ヴィシー大賞‐G3 ２着，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

695 メイショウクサブエ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayメイショウクサブエ マンハッタンカフェ

��
��
�フォースライト鹿 2016 フォーティエース

＊ピンクシェイド 16c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ラストエンジェル（12鹿 ＊バゴ）�１勝��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
シャムエル（17牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）��２勝
サツキティアラ（18牝鹿 ＊バトルプラン）１勝
ヘイシリン（19牡黒鹿 メイショウボーラー）��２勝�１勝，ぎふ清流Ｃ
（Ｄ1400）２着

２代母 エンジェルスポート（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，ストークＳ３着
エルパライソ（01牝 タマモクロス）入着５回，�１勝
アキノキャプテン（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�３勝
ノヴェナ（05牝 ＊タイキシャトル）�３勝
ラヴェル（07牡 ＊ストラヴィンスキー）�１勝��８勝
マイネルパルフェ（08牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝�９勝��入着５回�	，

玄界灘賞，尾鈴山賞，阿蘇山賞，松浦川賞，九千部山賞，etc.
エーブドラゴンマン（10牡 ＊グラスワンダー）�３勝�
ショウカンロン（11牡 ＊クロフネ）
８勝�６勝

３代母 ヒンドムーリン（78黒鹿 ＊ムーリン）不出走
ストライカー（86牡 ホスピタリテイ）６勝，福島民報杯‐OP ２着，マーチＳ‐OP

２着，内外タイムス杯，etc.
ベッスルパワー（88牡 ＊サーペンフロ）３勝，�３勝�４勝，東海ゴールドＣ２着，

オグリキャップ記念２着，開設６５周年記念
ドラゴンダンディー（93牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，つわぶき賞２着
ターフプロテクター（95牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，天草特別２着

４代母 ヒンドライン（69鹿 ＊ボウプリンス）��４勝，桜花賞

５代母 ヒンドソネラ（60鹿 ＊ヒンドスタン）６勝，東京牝馬特別，日本経済賞２着，
目黒記念（秋）３着，オールカマー２着，クイーンＳ３着，etc.，��
［曾孫］ エイシンテンペスト（84牡 ＊ハビトニー）４勝，ペガサスＳ‐Jpn3，ジュ

ニアＳ‐OP，トパーズＳ‐OP ３着，etc.
エイシンリゲイン（83牝 アローエクスプレス）５勝，サファイヤＳ‐Jpn3，
高雄特別，清水特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲荻伏三好ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4051
生 産 牧 場： ㈲荻伏三好ファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

696 ラストエンジェル２０２１ �・黒鹿 ５／２９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxラストエンジェル ＊サンデーサイレンス

��
��
�エンジェルスポート鹿 2012 ヒンドムーリン

＊ソネラ 4r
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミスフーバフーバ（01 USA鹿 GoneWest）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（14）〕
ダノンフーバフーバ（06牡黒鹿 Vindication）１勝，きんもくせい特別（芝 1700）３着
ローザフィオーレ（07牝鹿 ダンスインザダーク）１勝
ダノンウィスラー（08牡鹿 ディープインパクト）３勝，対馬特別（芝 1700）２着，

障害１勝
ジェームズバローズ（09牡鹿 ディープインパクト）２勝，西部スポニチ賞
（芝 2000）２着，ムーニーバレーレーシングクラブ賞（芝 2400）３着

カカオフレイバー（11牝鹿 ダイワメジャー）��１勝�１勝�３勝��入着 10回
ラブエンジェル（12牝鹿 ＊ハービンジャー）�２勝�１勝�入着
ターキッシュバン（15牝鹿 ＊ハードスパン）�出走，�	１勝��５勝

２代母 ギャルインナラカスGal in a Ruckus（92 CAN栗 Bold Ruckus）USA５勝，
ケンタッキーオークス‐G1，Dogwood S‐L，Canadian Oaks‐R，モン
マスオークス‐G2 ２着，Educated Risk S‐R ２着
アワーギャルOur Gal（98 牝 A.P. Indy）不出走

ラッカスルールズ Ruckus Rules（05
 Monarchos）CAN３勝，Assiniboi
a Derby Trial S２着

ハーオウンタームズHer Own Terms（99牝 Storm Cat）USA出走
ストーミンモナルコ Stormin Monarcho（10
 Monarchos）USA・CAN14勝，

Swatara S‐L，Richard W. Small S，Manitoba Derby‐L ２
着，Alydar S‐R ２着，アーリントンＷフュチュリティ‐G3 ３着，etc.

ヴェリークラッシーギャルVery Classy Gal（03 牝 Giant's Causeway）USA出走
クラッシーココ Classy Coco（10牝 Not For Love）USA５勝，Maryland

Million Distaff H‐R，Dr. Teresa Garofalo Memorial S‐R，Maryla
ndMillion Lassie S‐R

スカイミッション Sky Mission（05
 Sky Mesa）USA２勝
アグレッシヴギャルAggressive Gal（07 牝 Monarchos）USA・CAN２勝
フライギャル Fly Gal（10 牝 Sky Mesa）USA１勝

３代母 キラモーQuillummo（81 USA栗 Gummo）USA１勝

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
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

697 ミスフーバフーバ２０２１ 牡・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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊

ゴーンウェスト Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�GoneWest Secrettameミスフーバフーバ ギャルインナラカス Bold Ruckus

��
��
�Gal in a Ruckus鹿USA 2001 Quillummo

23b
Raise a Native M4×M5 Bold Ruler M5×M5

価格： 購買者：



母 ミスライト（12鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
フルゴリラ（17牡栗 エスポワールシチー）���２勝�５勝�入着，黒潮皐月賞
（Ｄ1400）２着，土佐春花賞（Ｄ1300）２着，黒潮菊花賞（Ｄ1900）３着

スポッテッドレイク（19牝鹿 エスポワールシチー）��１勝�

２代母 ＊キャッツ（06 USA栗 Storm Cat）USA１勝
ダイシンインディー（16牡 ゴールドアリュール）�４勝，春光Ｓ，初凪賞，下総Ｓ

３着，�入着�，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着
エリオット（18牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，���出走

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

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

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

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

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

４代母 エインジエルフィーヴァ Angel Fever（90 USA鹿 Danzig）USA１勝，C
olleen S‐L ２着
［子］ フサイチペガサス Fusaichi Pegasus（97 牡 Mr. Prospector）USA６勝，

ケンタッキーダービー‐G1，ウッドメモリアルＳ‐G2，ジェローム
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ ブレイヴティンソールジャー Brave Tin Soldier（04 牡 Storm Cat）GB
・FR・IRE・USA・UAE４勝，クリフハンガーＳ‐G3，Blenheim
S‐L，ニッカボッカーＳ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �090-3391-7161
生 産 牧 場： 小倉 光博
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

698 ミスライト２０２１ �・鹿 ３／１７
＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlミスライト
＊ Storm Cat

��
��
�キャッツ鹿 2012 Blissful

8c
Northern Dancer S5×S5×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 ミリアム（06芦 キングカメハメハ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（９）〕
サイモンミラベル（14牝栗 ダイワメジャー）３勝
ナンヨーブルジョン（15�芦 ヴィクトワールピサ）�３勝�２勝��
オレンジジェム（16牝栗 ゴールドアリュール）��２勝
ライヴワッフル（18牝栗 ダイワメジャー）�２勝�

２代母 ＊ウェルカムミレニアム（00 FR芦 Kendor）FR・USA３勝，Criterium du Be
quet‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ２着，グロット賞
‐G3 ３着，P. La Camargo‐L ３着
グラスサミット（07牡 ＊クロフネ）１勝
ミレニアルドリーム（08牡 ゼンノロブロイ）１勝
ミレニアムゴールド（09牡 ゴールドアリュール）２勝
フェルクレール（13牝 ドリームジャーニー）１勝，医王寺特別３着

３代母 タンブーラTambura（92 FR芦 Kaldoun）FR１勝
タドルヌ Tadorne（97牝 Inchinor）FR３勝，P. La Sorellina‐L ２着，P. d'A

ngerville‐L ３着，Grand Criterium de Bordeaux‐L ３着
パンソン Pinson（02牡 Halling）GB・FR４勝，ギヨームドルナーノ賞‐G2，

ダフニス賞‐G3，ジョーエルＳ‐G3 ２着，種牡馬
アップトゥデイトUp to Date（98 牝 Valanour）FR２勝

ユフォローグUfologue（07� ＊ザール）FR２勝，P. du Pont‐Neuf‐L ３着
ヴィーヴァマリアViva Maria（99 牝 Kendor）GB・FR１勝

カイピリーニャ Caipirinia（06 牝 HawkWing）FR２勝，P. Delahante‐L
３着

ネイティヴハーンNative Khan（08牡 Azamour）GB・IRE３勝，クレイヴァ
ンＳ‐G3，ソラリオＳ‐G3，英２０００ギニー‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ジムビー Ximb（01� Septieme Ciel）FR７勝，P. du Haras de la Huderie‐L，
仏グランクリテリヨム‐G1 ３着

ヴェルバ Verba（05牝 Anabaa）GB・FR３勝，P. Altipan‐L，チャートウエル
Ｓ‐G3 ２着，P. Ceres‐L ２着，etc.

カムビュラ Kambura（14牝 Literato）FR２勝，Criterium de Lyon‐L，ミエス
ク賞‐G3 ２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

699 ミリアム２０２１ �・鹿 １／２８

＊

＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスミリアム
＊ Kendor

��
��
�ウェルカムミレニアム芦 2006 Tambura

16b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミヤコスマイル（15黒鹿 キングカメハメハ）�２勝��入着３回
初仔

２代母 シャイニンググラス（98青鹿 ＊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，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
ペイデュソレイユ（07牝 ＊シンボリクリスエス）出走

テイエムソレイユ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，開聞岳特別，湯浜特別３着，
木古内特別３着

オンリーワンボーイ（17牡 カレンブラックヒル）�２勝，五泉特別３着
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）�15 勝�13 勝，池田湖賞，春望賞，

長月賞，高知優駿，六角川賞２着，etc.
ダイワダルタニアン（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
アサクサリーダー（12� メイショウサムソン）１勝，障害１勝
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別

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.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ

‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

ールデンサドルＴ３着
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： �ニンバスファーム＝新ひだか町三石歌笛 �080-4537-9753
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

700 ミヤコスマイル２０２１ �・芦 ３／１０

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスミヤコスマイル ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンググラス黒鹿 2015 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
Mr. Prospector M4×S5 Le Fabuleux S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ミチル（14鹿 ＊ストリートセンス）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
コウユーママママ（18牝栗 スズカコーズウェイ）��１勝��
タイセイストラーダ（19牡黒鹿 カレンブラックヒル）�入着

２代母 ＊デザートチル（05 USA鹿 Red Ransom）GB・FR・GER２勝
ワクワクキリシマ（11牝 ＊ストーミングホーム）１勝，矢車賞３着
アイスコールド（13牝 タニノギムレット）２勝，桑折特別
アイスストーム（15牡 ＊ストーミングホーム）５勝，中日新聞杯‐G3 ３着，メイＳ

‐OP，垂水Ｓ，調布特別，石和特別３着，etc.
サンズオブタイム（18牡 ディープブリランテ）�１勝

３代母 ＊ストームソング（94 USA鹿 Summer Squall）USA４勝，フリゼットＳ‐G1，
ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，メイトロンＳ
‐G1 ２着，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
アナザーストームAnother Storm（99牝 GoneWest）USA１勝

アスペリティ Asperity（04 牡 War Chant）GB・FR・USA７勝，ポールドム
サック賞‐G3，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ３着，種牡馬

エインジェルテラス Angel Terrace（09牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，
ヴァリーヴューＳ‐G3，Kentucky Downs Ladies Marathon S，Rob
ert G. Dick Memorial S‐L ２着，etc.

オーダーオヴセントジョージOrder of St George（12牡 Galileo）GB・FR・
IRE13 勝，アスコットゴールドＣ‐G1，愛セントレジャー‐G1（２回），英
ＢＣロングディスタンスＣ‐G2，etc.，種牡馬

＊ストロベリーフェア（01牝 Kingmambo）GB入着
ミッドサマーフェア（09牝 タニノギムレット）３勝，フローラＳ‐G2，クイー

ンＳ‐G3 ３着，東風Ｓ‐L ３着，etc.
バラッドリー Balladry（08 牡 Unbridled's Song）USA・UAE・CHA３勝，サンフ

ェルナンドＳ‐G2 ２着，クーガーザセカンドＨ‐G3 ３着，Prove It S３着
トロージャンネイション Trojan Nation（13牡 Street Cry）USA１勝，ウッドメ

モリアルＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： カロッテファーム＝日高町庫富 �090-4676-9327
生 産 牧 場： カロッテファーム
飼 養 者： カロッテファーム＝日高町庫富 �090-4676-9327

701 ミチル２０２１ �・鹿 ２／１９
＊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ディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleミチル
＊ Red Ransom

��
��
�デザートチル鹿 2014 ＊ストームソング

1o
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ミヤサンキューティ（08芦 ＊クロフネ）���２勝・７勝，東京シンデレラマイル
（Ｄ1600），優駿スプリント（Ｄ1200）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ミヤサンヴィッキー（16牝芦 スマートファルコン）��１勝
エリザベスキュート（17牝芦 ベルシャザール）�２勝
ケウ（19牝栗 ＊ラニ）���１勝�１勝�，ル・プランタン賞（Ｄ1800）

２代母 イノセントニンフ（97栗 ＊ヘクタープロテクター）�５勝��８勝
キーンブレイド（06	 ＊アジュディケーティング）��５勝

３代母 イノセントラジー（91鹿 ＊トニービン）１勝
コーブライミー（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ワンダーウマス（14牡 スマートファルコン）４勝，ウオッカＣ２着，濃尾特別
２着，八王子特別２着，etc.

オールライトナウ（04牡 ＊クロフネ）１勝，水芭蕉特別３着

４代母 ルナオーキッド（87鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
［子］ エナジーストーン（92牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，おけさ特別，飯豊特別
［孫］ メイショウトウコン（02牡 マヤノトップガン）７勝，東海Ｓ‐G2，平安Ｓ

‐G3，etc.，
１勝�１勝���入着２回�，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.
ウォーゲーム（04牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，睦月賞，木曽川特別，許
波多特別２着，etc.

タガノプレイメイト（97牝 ＊グルームダンサー）３勝，露草賞
ローレルロイス（00牡 ジェニュイン）１勝，障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3
２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，中山グランドジャンプ‐JG1 ３着

タイセイボルト（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，金山特別３着，��
１勝�入着�

５代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： オギオギ牧場＝新ひだか町三石富沢 �090-9522-7565
生 産 牧 場： オギオギ牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

702 ミヤサンキューティ２０２１ 牡・芦 ４／２６
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayワイルドワンダー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ワルツダンサー黒鹿 2002 ＊ウィシングフォーアスター

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューミヤサンキューティ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�イノセントニンフ芦 2008 イノセントラジー

＊ナイトライト 22d
Hail to Reason S4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ミヤビソーダライト（11黒鹿 アドマイヤムーン）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
カリーナブルー（17牝青鹿 ＊パイロ）��１勝
ロバリアスピード（19牝黒鹿 ＊パイロ）��２勝��
ラズライトサナ（20牝青鹿 ゴールドアクター）�未出走

２代母 ミヤビハルカ（05黒鹿 ＊ウォーエンブレム）不出走
ミヤビエンブレム（13牡 マンハッタンカフェ）１勝，山藤賞２着，八丈島特別３着，

フリージア賞３着
チビッコギャング（14牡 ハーツクライ）�２勝
ミヤビアーク（16牡 ロードカナロア）��10 勝

３代母 タフグレイス（96栗 ＊トニービン）５勝，中山金杯‐Jpn3 ２着，千葉Ｓ，両
国特別（２回），香取特別２着，ＴＶＫ賞３着，etc.
ミヤビリュウオー（06牡 ＊ホワイトマズル）２勝，長良川特別３着
ミヤビファルネーゼ（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，春興Ｓ，韓国馬事会杯２着，

節分Ｓ２着，etc.，障害１勝，�１勝
ミヤビグローリー（09牝 アグネスタキオン）不出走

ラジアントエンティ（18牝 スマートファルコン）�２勝�１勝�１勝�，ラブ
ミーチャン記念，園田プリンセスＣ

４代母 システィーナ（89栗 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋記念
‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.
［子］ ミヤビライデン（97牡 ＊トニービン）４勝，湘南Ｓ，本栖湖特別，水芭蕉

特別２着，etc.
ミヤビキララ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，香取特別，土湯温泉特別，
香取特別３着，etc.

ミヤビフェラーリ（00牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�２勝��１勝�，
尾張名古屋杯３着

［孫］ ミヤビジャスパー（11牡 アドマイヤムーン）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，野
分特別，アルメリア賞

ミヤビリファイン（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝，河口湖特別３着

販売申込者・所有者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521
生 産 牧 場： ㈲金石牧場
飼 養 者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521

703 ミヤビソーダライト２０２１ 牡・栗 ４／１５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズミヤビソーダライト ＊ウォーエンブレム

��
��
�ミヤビハルカ黒鹿 2011 タフグレイス

＊ニアーリーズン 22b
Mr. Prospector S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ミラクルクロス（08鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（６）〕
カナシバリ（16牝鹿 ＊プリサイスエンド）３勝，初茜賞（Ｄ1800），北総Ｓ
（Ｄ1800）２着，チバテレ杯（Ｄ1800）２着，韓国馬事会杯（Ｄ1800）３着，伊勢
佐木特別（Ｄ2100）３着

ブルベアオンス（17牡栗 ＊パイロ）���３勝�１勝�２勝

２代母 ロイヤルクロス（90鹿 ＊スリルシヨー）入着２回
イエロードリーム（96� ヤマニンゼファー）１勝，��１勝	６勝
４勝���入

着２回，佐賀記念‐Jpn3 ３着，三条ＧＰ，高崎記念２着
ヤワラブライト（98牝 ＊コマンダーインチーフ）不出走

ドングラシアス（04牡 マーベラスサンデー）１勝，障害３勝，小倉サマージャ
ンプ‐JG3，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着（２回），中山大障害‐JG1 ３着，小
倉サマージャンプ‐JG3 ３着

マーベラスロイヤル（00牡 マーベラスサンデー）１勝，障害２勝
ウインクルセイド（02牡 キングヘイロー）２勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，葉牡丹

賞，瀬波温泉特別２着，六社特別２着，ＴＶ埼玉杯３着，etc.
マルブツクロス（03牡 ＊クロフネ）４勝，招福Ｓ２着，初茜賞２着，富里特別２着，

鎌ケ谷特別３着，甲斐路特別３着
アーサーバローズ（09牡 キングカメハメハ）３勝，�１勝��，遠賀川賞，阿蘇山

賞３着

３代母 スタームーン（76黒鹿 ＊シヤトーゲイ）出走
シユアンス（80牝 ＊ダンデイルート）入着２回

スロクルージュ（87牝 アスワン）２勝
セクシーディナー（97牝 ＊キンググローリアス）��６勝�	，ＴＣＫ女王
盃‐Jpn3 ２着，ファーストレディー賞，ロジータ記念，etc.

シャコーグレイド（88牡 ミスターシービー）３勝，皐月賞‐Jpn1 ２着，ＡＲ共
和国杯‐Jpn2 ２着，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２着，etc.

テンジンショウグン（90牡 ＊ノーアテンシヨン）６勝，日経賞‐Jpn2，日経賞
‐Jpn2 ３着，メトロポリタンＳ‐OP ２着，etc.，障害２勝

ブラツクスキー（82牡 マルゼンスキー）７勝，新潟記念‐Jpn3，福島記念‐Jpn3，
皐月賞‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲川島牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2481
生 産 牧 場： ㈲川島牧場
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

704 ミラクルクロス２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルクロス ＊スリルシヨー

��
��
�ロイヤルクロス鹿 2008 スタームーン

＊プロポンチス 4d
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルステイ（11黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
グランツエクラ（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）��６勝
アスミ（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）���２勝
ステイポジティブ（20牡黒鹿 サトノクラウン）�地方未出走

２代母 キョウワミラクル（00鹿 メジロライアン）�６勝�入着�
キョウワオリオン（08牡 キングヘイロー）入着２回，��１勝
キョウワアマテラス（09牝 ＊チーフベアハート）入着，�６勝
キョウワミラージュ（10牝 キングヘイロー）�４勝�

３代母 ホノオノオンナ（91黒鹿 Seattle Slew）１勝

４代母 ＊スプリームクィーン（81 USA鹿 Alydar）USA２勝，Gardenia S‐R ２着，
Tampa Bay Debutante S‐R ３着
［子］ キラーディラー Killer Diller（87	 Pleasant Colony）USA９勝，アソ

ールトＨ‐G3，トレントンＨ‐G3，ガーデンステイトＳ‐G3，etc.
アサカディフィート（98	 ＊パラダイスクリーク）11勝，小倉大賞典‐Jpn3
（２回），中山金杯‐Jpn3，アンドロメダＳ‐L（２回），etc.，�入着��

アラブノオウジ（94牡 ＊ナスルエルアラブ）２勝，荒川峡特別
［曾孫］ ピートザタイガー Pete the Tiger（12 牡 The Leopard）ARG６勝，P

. Gobierno de la Ciudad de Buenosaires‐L ３着，P. Irineo Leguis
amo‐L ３着

５代母 ナイトリーベル Knightly Belle（69 USA芦 Knightly Manner）USA10 勝，
Brentwood S，サスケハナＨ‐G2 ３着，パカラップＨ２着，Tuscarora H
２着，ホワイトマーシュＨ‐G3 ３着，etc.
［子］ ドクタールートDr. Root（87 牡 Slew o' Gold）USA５勝，ソードダン

サーＨ‐G1，Noble Dancer H‐L，パンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

セイヴィ Savy（75牝 Tom Rolfe）USA13 勝，Tuscarora H（２回），
New Castle H，Susquehanna H，etc.

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

705 ミラクルステイ２０２１ �・鹿 ６／ ２
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュミラクルステイ メジロライアン

��
��
�キョウワミラクル黒鹿 2011 ホノオノオンナ

＊スプリームクィーン 16
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテースト S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ミラクルモーメント（08栗 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：６〕
スカイフェニックス（18牝栗 ラブリーデイ）���入着
シューマッハ（19牡栗 エピファネイア）��出走

２代母 ホイッスル（93栗 ＊ジェイドロバリー）不出走
ピッチサイドトーク（01牡 ＊ウォーニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ３着，お

けさ特別２着，霞ヶ浦特別２着，塩沢特別３着

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

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

レイサッシュ（96牝 ＊パラダイスクリーク）３勝，道新スポーツ賞２着，袖ケ浦特別３着
レディーノパンチ（06牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
カラテ（16牡 トゥザグローリー）�６勝，東京新聞杯‐G3，ニューイヤー
Ｓ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.

グレースランド（98牝 ＊トニービン）入着２回
ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさらぎ賞

‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.
ラウンドワールド（10牡 ディープインパクト）３勝，アンドロメダＳ‐L，札幌

２歳Ｓ‐G3 ２着，コスモス賞‐OP
フロンティア（15牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ファルコンＳ

‐G3 ３着
レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ

‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3 ２着，

小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.
キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，秋華
賞‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優古牝

メルヴェイユドール（07牝 フジキセキ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，壇之浦特別，
紫竹山特別，etc.

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �090-3112-4906
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

706 ミラクルモーメント２０２１ �・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルモーメント ＊ジェイドロバリー

��
��
�ホイッスル栗 2008 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ラタンバスケット（06栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（13）〕
ディゼトワール（13牡鹿 メイショウサムソン）入着２回，��３勝�
ヒロブラッサム（15牝鹿 ロードカナロア）入着，��３勝
ロードトゥドラゴン（16牡鹿 ロードカナロア）�２勝��５勝
コルベイユ（19牝鹿 リーチザクラウン）�２勝，八雲特別（芝 1800）

２代母 サンデーピクニック（96鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，クイーンＳ‐Jpn3
３着，安達太良特別，紫野特別，etc.，GB・FR２勝，クレオパトル賞‐G3，ペネ
ロープ賞‐G3 ３着
トーセンキャプテン（04牡 ジャングルポケット）４勝，函館記念‐Jpn3，アーリン

トンＣ‐Jpn3，京都大賞典‐G2 ３着，大阪―ハンブルクＣ‐L ３着，こぶし賞
メアリーズガーデン（05牝 ＊ファルブラヴ）出走

カオスモス（10牡 ＊マイネルラヴ）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ダービー卿
ＣｈＴ‐G3 ２着，アーリントンＣ‐G3 ２着，オーロＣ‐L ２着，パラダ
イスＳ‐OP ２着，etc.，�入着３回��

エムティエース（19牡 ビッグアーサー）�１勝，若鮎賞３着
トーセンアドミラル（07牡 キングカメハメハ）５勝，ラジオ日本賞‐OP ３着，etc.，

��７勝，京成盃グランドマイラーズ，マイルＧＰ，スパーキングサマーＣ，
京成盃グランドマイラーズ２着，etc.

トーセンジャスト（10牡 ＊チチカステナンゴ）�２勝�入着

３代母 ＊アトール（87 IRE 鹿 Caerleon）GB・FR・IRE・ITY３勝，伊オークス‐G1，
伊１０００ギニー‐G2，愛オークス‐G1 ２着

４代母 シャーリーリーフ Shirley Reef（80 GB鹿 Shirley Heights）ITY３勝，Cr
iterium Partenopeo
［孫］ ドヴァルモンDe Valmont（97� ＊デヒア）USA・AUS８勝，Hawkes

bury Guineas‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Aprisa H２着
［曾孫］ チンクエチェント Cinque Cento（01牝 Nothin' Leica Dane）AUS５

勝，ＢＲＣドゥームベンＣ‐G1，ＳＡＪＣクイーンオヴザサウスＳ
‐G2，ＢＲＣドゥームベンロージズＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

707 ラタンバスケット２０２１ 牡・栗 ２／ ３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンラタンバスケット ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーピクニック栗 2006 ＊アトール

2i
Halo M4×M4×S5 Ballade M4×S5 Caerleon M4×M4
Nijinsky S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 メイルストローム（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ロッジポールパイン（13�青鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
メールデゾレ（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）２勝
ラフィーニ（20牝鹿 ヴィクトワールピサ）�出走

２代母 ＊マジックコード（95 USA栗 Lost Code）USA９勝，バレリーナＨ‐G3
（２回），Ballerina H‐L，King County H，Belle Roberts H‐R，Daf
fodil S，etc.
シークレットコード（03牝 Fusaichi Pegasus）１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ２着
マトリックスコード（10� ハーツクライ）２勝，足立山特別，浄土平特別２着

クラックコード（04牝 ダンスインザダーク）１勝
ネイティヴコード（11牝 ＊アグネスデジタル）３勝
シャマル（18牡 スマートファルコン）�４勝，なにわＳ，岩室温泉特別，橿
原Ｓ２着，��１勝，東京スプリント‐Jpn3，さきたま杯‐Jpn2 ３着

シルヴァーコード（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，驀進特別２着，
チバテレ杯２着，大日岳特別３着，福島中央ＴＶ杯３着，房総特別３着

ホウオウスクラム（15牡 ＊アイルハヴアナザー）�４勝，柳都Ｓ，稲妻Ｓ２着，
神無月Ｓ３着，三鷹特別３着

ヌーベルバーグ（08牝 ディープインパクト）１勝，鳥屋野特別３着
リフトトゥヘヴン（14牡 ＊ホワイトマズル）�３勝，灘Ｓ２着，春光Ｓ２着
リヴェット（18牡 ＊ハービンジャー）�１勝，わらび賞２着

ミステリーコード（09� ネオユニヴァース）１勝
パールコード（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，秋華賞‐G1 ２着，フローラＳ‐G2

２着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，ミモザ賞，つばき賞３着
アートハウス（19牝 スクリーンヒーロー）�２勝，忘れな草賞‐L

３代母 ビューティフルペットBeautiful Pet（85 USA栗 Flying Paster）USA２勝
フライイングコード Flying Code（94牝 Lost Code）USA５勝

ワイルドハウスWild House（02牝 Chester House）USA５勝
ブルドッグオヴバーゲン Bulldog of Bergen（14� Yes It's True）�US
A４勝，Addison CammackMemorial H‐R ２着

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

708 メイルストローム２０２１ �・栗 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayメイルストローム
＊ Lost Code

��
��
�マジックコード黒鹿 2007 Beautiful Pet

10d
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 メダリオンスター（08青鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
サンホノルル（15牡青鹿 ローレルゲレイロ）�４勝
ジェイピーバロン（18牡黒鹿 タニノギムレット）��出走��入着２回�
モトチカ（19牡栗 キングヘイロー）��１勝

２代母 ＊ティエッチマンボ（97 USA青鹿 Kingmambo）３勝，鶴ケ城特別２着
アドマイヤサクラ（05牝 マーベラスサンデー）入着２回

メイジン（11牡 アドマイヤドン）�３勝�18 勝���，中日杯，金沢スプリン
グＣ，百万石賞２着，金沢スプリントＣ３着

アドマイヤメジャー（06牡 アグネスタキオン）６勝，アンドロメダＳ‐L，朝日Ｃｈ
Ｃ‐G3 ３着，垂水Ｓ，下鴨Ｓ，三田特別

アドマイヤレイ（09牡 ダイワメジャー）２勝，障害１勝
エルマンボ（10牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，丹沢Ｓ，白川郷Ｓ２着，深秋特別２着，

招福Ｓ３着，金蹄Ｓ３着，etc.
ティンバレス（12牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別，姫路特別２着，姫路特別

３着，��入着�，エンプレス杯‐Jpn2 ３着
マンボスカイ（14牝 ハーツクライ）入着３回，筑紫特別３着，��４勝�２勝
サニーレイ（15牝 ステイゴールド）２勝

３代母 ＊ブロートツウマインド（87 USA芦 Ruthie's Native）USA11 勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，ミレイディＨ‐G1，シルヴァーベルズＨ‐G2，ホーソーンＨ‐G2，ラブ
レアＳ‐G3，etc.

＊ティエッチダンサー（96牝 Dixieland Band）３勝
クールキャットダンサー Coolcat Dancer（10	 Tale of the Cat）AUS７勝，

Canberra C‐L ３着
＊ティエッチコマンド（98牝 Mt. Livermore）２勝，カトレア賞３着

４代母 イライザブル－Eliza Blue（83 USA芦 Icecapade）不出走
［孫］ ＊クロフネ（98牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパ

ンＣダート‐Jpn1，武蔵野Ｓ‐Jpn3，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬
ベッラベルーチ Bella Bellucci（99 牝 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，
アスタリタＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183
生 産 牧 場： 及川 幸夫
飼 養 者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183

709 メダリオンスター２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

�
�
�
�
�
�
�
�
� Park Appealベーカバド ベフカラ Kris

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールメダリオンスター
＊ Kingmambo

��
��
�ティエッチマンボ青鹿 2008 ＊ブロートツウマインド

2r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マツリバヤシ（08芦 スマートボーイ）�１勝��入着２回�，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）２着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）３着，
フローラルＣ（Ｄ1700）２着，リリーＣ（Ｄ1000）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（５）〕
オーネットダンディ（13牡鹿 スズカマンボ）��５勝
サーストンバーラム（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）２勝，���入着３回
オマツリオトコ（20牡芦 ＊ヴィットリオドーロ）�１勝

２代母 サウンドカーニバル（00芦 バブルガムフェロー）入着，��１勝
リュウノヒロジ（07牡 ＊イーグルカフェ）�１勝�
ヴィグラスサウンド（09牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝�４勝，駿蹄賞３着
ミュージックフェス（10牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝�入着２回

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
パルセイト（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，桃

花賞，北総特別２着，etc.
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走
トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初
音Ｓ，etc.，��入着	，しらさぎ賞３着

ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
スプリットザナイト（95牝 ＊トニービン）出走

アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモ
ンドＳ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3
［子］ ステイトパフォーマー State Performer（91 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）GB

・IRE・USA３勝，Chesham S‐L，Rose Bowl S‐L，愛ナシ
ョナルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ボールドロバータ Bold Roberta（98 牝 Bold Badgett）USA６勝，La
s Madrinas H‐L，Pio Pico S‐R，Nextel Filly andMare Sprint S
‐R 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

710 マツリバヤシ２０２１ �・芦 ２／１２

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルマツリバヤシ バブルガムフェロー

��
��
�サウンドカーニバル芦 2008 ＊サウンド

1l
Numbered Account S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ヘーザ（15栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
初仔

２代母 ゼリービーン（00鹿 ＊タイキシャトル）３勝，登別特別，鞍馬特別３着
タマモビート（06牡 ＊ブライアンズタイム）２勝
タマモフルポケット（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
アポロリュウセイ（13牡 ＊ジャイアントレッカー）２勝，合馬特別３着，�２勝��１勝
テイエムベンチャー（18牡 エスポワールシチー）�３勝，吹田特別２着

３代母 ＊ジュエルヒル（93 USA鹿 Danzig）不出走
プリティジュエル（98牝 タマモクロス）入着２回，富良野特別３着
エイシンダッシュ（06牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，総武Ｓ，上賀茂Ｓ２着，�２勝

�２勝�３勝�入着３回�，くろゆり賞２着，etc.

４代母 フニストラーダ Funistrada（83 USA鹿 Fappiano）USA７勝，フォールハ
イウエイトＨ‐G2，Honorable Miss S‐L，Revidere H‐L，First Lady H
，フリゼットＳ‐G1 ２着，etc.
［子］ クリサーダ Krisada（96牝 Kris S.）USA５勝，ラプレヴォワイヤントＨ

‐G2，ビウィッチＳ‐G3 ３着，Dowager S‐L ３着，etc.
コンテディサヴォヤ Conte Di Savoya（89牡 Sovereign Dancer）USA
５勝，Sam Houston Sprint Championship H‐L，ブルーグラスＳ
‐G2 ２着，ボルティモアＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ スプリングヴェンチャー Spring Venture（10 牝 Spring At Last）USA
・CAN４勝，ナタルマＳ‐G2，マザリーンＳ‐G3，O.B.S. Champi
onship S‐R

ラヒーストラーダ Rahystrada（04	 Rahy）USA・CAN14勝，アーリン
トンＨ‐G3（３回），ケンタッキーＣターフＳ‐G3，リヴァーシティＨ
‐G3，etc.

ローンスタースカイ Lone Star Sky（00牡 Conquistador Cielo）USA
３勝，バシュフォードマナーＳ‐G3，Cradle S‐L，ブリーダーズ
フュチュリティ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

アドモニション Admonition（98	 ＊コロニアルアッフェアー）USA３勝，
St. Paul S

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

711 ヘーザ２０２１ 牡・栗 ３／３０
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandヘーザ ＊タイキシャトル

��
��
�ゼリービーン栗 2015 ＊ジュエルヒル

4m
Halo S4×M5 Danzig S4×M4 Lyphard S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 レディキルシェ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，定山渓特別（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
ピンクシャドウ（11牝栗 ＊クロフネ）１勝，�２勝
グローリアスヴェガ（18牝鹿 ＊タートルボウル）��５勝

２代母 アネーロ（95栗 ＊ノーザンテースト）２勝，琵琶湖特別２着
マックスチャンプ（01牡 ダンスインザダーク）２勝，フィリピンＴ，障害１勝，�２勝
ローレルオーラ（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝
クレバーユーミン（08牝 キングカメハメハ）�６勝��

サザンオールスター（14牡 フリオーソ）�12 勝	２勝�入着２回��，新緑賞，
東海ダービー３着

３代母 ＊ラスティックベル（90 USA鹿 Mr. Prospector）FR１勝
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，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，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，etc.，優２牡，種牡馬
ビーチサンバ（16牝 ＊クロフネ）１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，

ローズＳ‐G2 ２着，クイーンＳ‐G3 ２着，etc.
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
ノームコア（15牝 ＊ハービンジャー）６勝，ヴィクトリアマイル‐G1，札幌
記念‐G2，etc.，HKG１勝，香港カップ‐G1

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），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，etc.，
�１勝��，東京大賞典‐Jpn1 ４着

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，etc.

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

712 レディキルシェ２０２１ �・黒鹿 ３／１７

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellレディキルシェ ＊ノーザンテースト

��
��
�アネーロ鹿 2002 ＊ラスティックベル

20a
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 モアスマイル（05鹿 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（５）〕
ナリノリリー（15牝青鹿 ヴァーミリアン）�２勝��入着
ビューティスマイル（16牝鹿 ヴァーミリアン）�１勝�入着２回��
オオエレーワダン（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）�１勝
タダモノデハナイ（18牡鹿 カレンブラックヒル）�１勝
トップスティール（19牡鹿 カレンブラックヒル）�１勝

２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
フライングタイガー（97牡 ＊フレイズ）	１勝��入着
メイキングアロー（98牡 ＊フレイズ）��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，黄梅賞
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
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

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，オールカマー‐G2 ３着，メトロ
ポリタンＳ‐L ２着，etc.

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，
銀嶺Ｓ３着，錦秋Ｓ３着

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

３代母 シルクエンゼル（83鹿 ＊パーソロン）出走

販売申込者・所有者： 久保 秀雄＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2716
生 産 牧 場： 久保 秀雄
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

713 モアスマイル２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeモアスマイル ＊サウスアトランテイツク

��
��
�コクトビューティー鹿 2005 シルクエンゼル

＊ウエルシユテイツトビツト 4c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 モンロー（14芦 ＊クロフネ）２勝，��１勝��入着
〔産駒馬名登録数：１〕
メルロー（20牡鹿 ＊パイロ）�地方未出走

２代母 ニフティハート（97栗 ＊サンデーサイレンス）入着２回
シンゲン（03牡 ＊ホワイトマズル）９勝，オールカマー‐G2，エプソムＣ‐G3，新潟

大賞典‐G3，白富士Ｓ‐L，オールカマー‐G2 ３着，etc.
スマートドレス（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�１勝
ヤングアットハート（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，白富士Ｓ‐L，目黒記念‐G2

３着，常総Ｓ，迎春Ｓ，晩秋特別，etc.
リアルフレア（09牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，ベゴニア賞３着
ミエノハートハート（10牡 ＊チチカステナンゴ）�１勝��
デルマエトワール（16牝 ＊クロフネ）��５勝

３代母 ニフティニース（87鹿 Raise a Native）７勝，セントウルＳ‐Jpn3，関屋記
念‐Jpn3，ＢＳＮ杯‐OP，オータムスプリントＳ‐OP，オータムスプリントＳ
‐OP ３着，etc.
ニフティディード（96牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ノットユアビジネス（02牝 ＊エンドスウィープ）３勝
アームズレングス（13牝 ＊ホワイトマズル）４勝，錦秋Ｓ２着，秋嶺Ｓ２着，
柳都Ｓ３着，etc.

ステップクローザー（03牡 ＊ホワイトマズル）��12 勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着
ウイングロリア（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，八坂特別，伊良湖特別，大島特

別２着
ナムラチアーズ（08牝 マンハッタンカフェ）入着

ナムラカメタロー（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，師走Ｓ‐L，etc.，�１勝�
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ニフテイアンドニート（81 USA鹿 Vigors）USA４勝，Bal Harbour S，
Soft Touch S２着，Bed O' Roses Visitation S‐R ３着，Bowl of Flowers
Visitation S‐R ３着，Satin and Lace S３着
［子］ ニフティダンサー（88牡 ＊ノーザンテースト）７勝，七夕賞‐Jpn3，吾妻

小富士ＯＰ‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

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

714 モンロー２０２１ 牡・芦 ４／２７

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューモンロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニフティハート芦 2014 ニフティニース

＊ニフテイアンドニート 16g
Vigors S4×M5 Deputy Minister S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ラヤーリドバイ（09 USA鹿 ＊ストリートセンス）GB・USA・CAN・UAE５勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ブルーウィング（15牡鹿 ＊ディスクリートキャット）入着，��５勝
スターオブシップ（18牝芦 ゴールドシップ）��入着��
スピードスター（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 メイクマイハートシングMake My Heart Sing（01 USA鹿 ＊キングオブキングス）
USA３勝，Possibly Perfect S
イルーシヴハートElusive Heart（12 牝 Elusive Quality）USA１勝

３代母 ソングラインズ Songlines（86 USA栗 Diesis）USA７勝，Susquehanna
H‐L，Leslie Jay S‐R，ダイアナＨ‐G2 ３着，Ｑエリザベス二世チャレンジ
Ｃ‐G2 ３着，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，etc.
サンセットサーヴィス Sunset Service（93 牝 Deputy Minister）USA入着

ヴェスパーズ Vespers（98 牝 Known Fact）USA６勝，Flying Concert S
‐R，Memories of Silver S‐R，Gaviola S‐R ３着，etc.
ヒムブック Hymn Book（06� Arch）USA８勝，ドンＨ‐G1，Frank P
anchoMartin S‐L，Firethorn S，etc.

デイタベイスDatabase（99牝 Known Fact）USA６勝，Beautiful Day S，
Maryland Racing Media H‐L ３着
デイタリンクData Link（08 牡 War Front）USA８勝，メイカーズ４６マ
イルＳ‐G1，サイテイションＨ‐G2，モンマスＳ‐G2，etc.，種牡馬

ヴェスパーキャットVesper Cat（00 牝 Mountain Cat）不出走
ストライクザベル Strike the Bell（06 牝 Mizzen Mast）USA５勝，ノー
ブルダムゼルＳ‐G3，Glowing Honor S，Miss Liberty S‐L ２
着，etc.

テナシテTenacite（94 牝 Seattle Slew）USA入着２回
ラトリリアム La Trillium（00牝 Deputy Commander）USA・CAN５勝，シ

ーウエイＳ‐G3 ３着
プレイフォーミーPlayforme（00牝 GoneWest）USA出走

ベアーズハードテン Bear's Hard Ten（07� Rock Hard Ten）CAN３勝，Di
splay S‐L，Victoria Park S‐L ３着，Woodstock S‐L ３着

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： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

715 ラヤーリドバイ２０２１ �・鹿 ２／１９

＊

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

＊

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleラヤーリドバイ メイクマイハートシング ＊キングオブキングス

��
��
�Make My Heart Sing鹿USA 2009 Songlines

1l
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Dixieland Band S4×M4
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ユーリカ（10栗 ＊クロフネ）��９勝�入着，習志野きらっとスプリント
（Ｄ1000）３着，北斗盃（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
プリズムアーク（16牡鹿 ベルシャザール）���３勝�４勝�
アップタウンローズ（17牝栗 エスポワールシチー）���３勝�１勝
メイストーム（18牡鹿 ＊ディスクリートキャット）���２勝�１勝
シャインポラリス（19牝栗 ＊ダンカーク）���１勝�１勝
リコシェ（20牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 ＊スイートローラ（02 USA鹿 Saint Ballado）�５勝
ミステリージェイド（09牝 サクラバクシンオー）�１勝��１勝
チャコリ（11牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��５勝
サンシャインラブ（12牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝�１勝��入着３回

３代母 カリダーサ Kalidasa（96 USA鹿 Nureyev）GB・USA１勝，メイヒルＳ
‐G3 ２着，European Free H‐L ３着

４代母 アーントパールAunt Pearl（89 USA鹿 Seattle Slew）USA２勝
［子］ パールオヴラヴ Pearl of Love（01牡 ＊パントレセレブル）GB・FR・IR

E・ITY・UAE４勝，伊グランクリテリウム‐G1，愛フュチュリティ
Ｓ‐G2，Chesham S‐L，etc.，種牡馬

ソーシャルチャーター Social Charter（95 牡 Nureyev）GB・FR・USA
７勝，エクリプスＨ‐G3，ファイエットＳ‐G3，ケンタッキーＣクラ
シック‐G2 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ サフスーフ Safsoof（02� Gilded Time）GB・USA・UAE８勝，Jeb
el Ali Sprint‐L ２着

カズンウィニー CousinWinnie（19 牝 Firing Line）�USA２勝，Ra
chel's Turn S‐R ３着

サンティノ Santino（12牡 ＊デヒア）TUR８勝，Sadun E. G. Atig S‐L
３着

［曾孫］＊ゾンザ（15牝 Alex theWinner）FR・USA３勝，ボワ賞‐G3，アンプリ
ュダンス賞‐G3 ２着，P. Amandine‐L ２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

716 ピンクカルミア �・栗 ３／２３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューユーリカ
＊ Saint Ballado

��
��
�スイートローラ栗 2010 Kalidasa

3d
Hail to Reason S4×M5 Nureyev S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 アンタークティカ（11鹿 ＊コマンズ）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アマラスボーイ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝
ゴットリープ（20牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

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

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
ジンダバイン（12牝 ＊コマンズ）１勝，��１勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
シルクドレス（14牝 ディープスカイ）入着

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

717 アンタークティカ２０２１ �・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseアンタークティカ
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク鹿 2011 Cape Verdi

8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エルヴィエント（08栗 ＊ワイルドラッシュ）���１勝・４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
エルポデール（15牡栗 スマートファルコン）�３勝�２勝���入着５回�
エイシンソフィア（16牝栗 スマートファルコン）入着，�１勝
アメリカンライト（20牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）	地方未出走

２代母 ユアライフスタイル（99栗 ＊ティンバーカントリー）３勝
ネオヴァンクル（09牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，ききょうＳ‐OP
ワイルドソウル（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��３勝�入着，知床賞２着
カジュアルスタイル（12牝 ＊ロージズインメイ）��１勝
スチルマン（19牡 ＊ヘニーハウンド）	��入着�１勝

３代母 ＊マイライフスタイル（92 USA栗 Halo）１勝
ライフスプリング（02牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝

ココロチラリ（09牝 エアジハード）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
モエレカバーガール（04牝 ＊フレンチデピュティ）��４勝�９勝

ツムタイザン（18牡 ＊シンボリクリスエス）	�５勝，園田ジュニアＣ，兵庫若駒賞

４代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.
［子］ ＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，

プリークネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ パワーブリッツ Power Blitz（05
 Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，

New Year Cup‐L ３着
［曾孫］ トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞

‐G2 ３着，福島記念‐G3 ３着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂
Ｓ‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

セイントソフィア Saint Sophia（10 牝 Dynasty）SAF３勝，Sun Class
ique H‐L

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

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 織田 正敏
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

718 エルヴィエント２０２１ 牡・黒鹿 ４／ 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エイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkエルヴィエント ＊ティンバーカントリー

��
��
�ユアライフスタイル栗 2008 ＊マイライフスタイル

3e
Halo S4×M4 WishingWell S4×M4 Key to the Mint S5×M5

価格： 購買者：



母 ラジョコンダ（11鹿 フジキセキ）�１勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
スパイラルバンブー（17牝栗 エピファネイア）��４勝
リリーホワイト（18牝栗 ＊ヨハネスブルグ）�２勝

２代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
プリンセスカメリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3
３着，きんもくせい特別，優２牡

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

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，鷹巣山特

別，古町特別，etc.
ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，��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
バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，

秋川特別，幕張特別，多摩川Ｓ３着，etc.

３代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ‐Jpn1
（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優短距，種牡馬

スプリングコート（91牝 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジャニュア
リーＳ，北大路特別，etc.

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

719 ラジョコンダ２０２１ �・黒鹿 ２／ ４

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーラジョコンダ サクラユタカオー

��
��
�ラトラヴィアータ鹿 2011 サクラハゴロモ

＊クリアアンバー 4m
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラブレインボー（10栗 ＊フレンチデピュティ）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
トリプルレインボー（15�栗 ＊トビーズコーナー）１勝
ミリオンダッシュ（17牡鹿 フェノーメノ）�１勝
タヤスゴールド（19牡栗 ＊プリサイスエンド）�２勝
ダークンストーミー（20牡黒鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 キスミークイック（02栗 フジキセキ）１勝
ビービーバロン（09牡 マヤノトップガン）��９勝

３代母 ドリームテイント（95栗 ＊スキャン）２勝

４代母 テスコカザン（77鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ クシロキング（82牡 ＊ダイアトム）７勝，天皇賞（春）‐Jpn1，中山記念

‐Jpn2，金杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
［孫］ プリティスキャン（01牡 ＊スキャン）�14 勝��，園田ＣｈＣ２着，姫路

ＣｈＣ２着
［曾孫］ ホクトキングダム（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，マカオＪ

ＣＴ，夙川特別２着

５代母 ハナカンザシ（69栗 ＊ソロナウエー）１勝
［子］ マサヒコボーイ（79牡 ＊ハードリドン）６勝，日経新春杯‐Jpn2，京都記

念（春），菊花賞３着，etc.
モンテサンオー（83牡 ＊サンプリンス）４勝，ＴＶ山梨杯，立川特別，安
達太良特別２着，etc.

［孫］ ミホノカザン（82牡 ＊イングリツシユプリンス）７勝，目黒記念‐Jpn2 ２
着，メトロポリタンＳ‐OP ２着，烏丸特別，etc.

スリードラゴン（88牡 ＊スルーザドラゴン）３勝，ペガサスＳ‐Jpn3 ３着，
舞子特別，こぶし賞，etc.

シヨウハイホープ（85牡 ＊ダイアトム）��６勝�２勝，戸塚記念
ミホサンライズ（85牡 ＊ターゴワイス）３勝，卯月Ｓ３着，	13 勝

［曾孫］ マッドネスオー（90牡 ＊リーフアーマツドネス）２勝，福島記念‐Jpn3 ２
着，韓国馬事会杯‐OP ２着，福島中央ＴＶ杯，etc.，
３勝�５勝

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

720 ラブレインボー２０２１ �・栗 ４／ ８

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandラブレインボー フジキセキ

��
��
�キスミークイック栗 2010 ドリームテイント

＊エスタブリツシユメント 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ルージェリティ（12 IRE 鹿 Dubawi）GB入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
シャイニングルキア（18牝鹿 スズカコーズウェイ）���２勝�４勝

２代母 マッチファスターMuch Faster（01 IRE 鹿 ＊ファスリエフ）GB・FR４勝，
ロベールパパン賞‐G2，ボワ賞‐G3，P. La Fleche‐L，モルニー賞‐G1 ２着
シュガーフリー Sugar Free（06 牝 Oasis Dream）GB・IRE２勝，Land O'Burn

s S‐L，フライイングファイヴＳ‐G3 ３着
ハイトゥエルヴHigh Twelve（07� Montjeu）GB・UAE・OMN３勝
アペイスApace（08牝 Oasis Dream）GB２勝

ビョルン Bjorn（18牡 Acclamation）�ITY３勝，P. Gardone‐L，P. Ru
mon‐L ３着

カレンダーCallender（14 牡 Exceed And Excel）�GB・IRE・SIN８勝

３代母 ＊インターラプション（95 GB栗 Zafonic）不出走
トーセンアーチャー（04牡 Barathea）５勝，トパーズＳ‐L ３着，観月橋Ｓ，etc.，

��入着２回，京成盃グランドマイラーズ２着，KOR１勝

４代母 インターミッション Intermission（73 GB栗 Stage Door Johnny）GB３勝，
Cambridgeshire H
［子］ インテリム Interim（91牝 Sadler's Wells）GB・FR・USA５勝，ラプレヴ

ォワイヤントＨ‐G2，リヴァーシティーズＳ‐G3，Waya H‐L，etc.
インターヴァル Interval（84 牝 Habitat）GB・FR４勝，モーリスドゲー
スト賞‐G2，Hackwood S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

［孫］ ミッドシップスMidships（05 牡 Mizzen Mast）GB・USA５勝，チャー
ルズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，サンフアンカピストラーノ
Ｈ‐G2，サンルイスレイＨ‐G2，etc.，種牡馬

インヴァイテドゲスト Invited Guest（84 牝 Be My Guest）GB・FR・I
RE・USA10 勝，フィリーズマイル‐G2，サンゴルゴニオＨ‐G2，ゴ
ールデンポピーＨ‐G3，etc.

ボンポワン Bon Point（90 牡 ＊ソヴィエトスター）FR・USA９勝，カー
ネルＦＷケスターＨ‐G2，クインシー賞‐G3，Grand Flotilla H‐L，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

721 ルージェリティ２０２１ �・鹿 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahルージェリティ マッチファスター ＊ファスリエフ

��
��
�Much Faster鹿IRE 2012 ＊インターラプション

1p
Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドカルディア（13鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ＊ビジュアルショック（07 USA鹿 Kingmambo）入着５回，小野川湖特別３着
ブラックスビーチ（14牝 ディープインパクト）３勝，スイートピーＳ‐LR，三木特

別，トルマリンＳ２着
レッドゼノビア（15牝 オルフェーヴル）��１勝�１勝�３勝
レッドルピナス（17牝 ディープインパクト）�入着３回，�２勝

３代母 ＊リーチフォーザムーン（00 USA鹿 Pulpit）GB・IRE１勝，フィリーズマイル
‐G1 ３着

＊ルナフェリーナ（05牝 Storm Cat）不出走
タイセイトレンディ（15� ネオユニヴァース）�２勝，摩周湖特別２着

レッドオールデン（15� ルーラーシップ）１勝，木古内特別２着，恵山特別２着

４代母 チャンシースクオーChancey Squaw（91 USA鹿 Chief's Crown）USA１勝
［子］ ＊アグネスデジタル（97牡 Crafty Prospector）７勝，安田記念‐Jpn1，天

皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，��２勝	１勝
１勝，UAE・HKG１勝，
香港カップ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

＊ジャリスコライト（03牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，京成杯
‐Jpn3，いちょうＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，etc.

＊シェルゲーム（01牡 Swain）３勝，巴賞‐L，青葉賞‐Jpn2 ３着，毎日杯
‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ フェアリーランド Fairyland（15牝 Scat Daddy）GB・USA２勝，Bo
lton Landing S２着

５代母 アリカンス Allicance（80 USA鹿 Alleged）FR１勝，フロール賞‐G3 ２着，
P. des Tuileries‐L ２着，ロワイヨモン賞‐G3 ３着，P. de la Porte de Pass
y‐L ３着
［子］ ロイヤルキングダム Royal Kingdom（97牡 Fairy King）GB・FR・IRE

３勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，Tyros S‐L，種牡馬
マタドールMatador（87 牡 Nureyev）GB・FR６勝，P. Massine‐L，
P. de Normandie‐L ３着，種牡馬

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

722 レッドカルディア２０２１ �・鹿 ３／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレッドカルディア
＊ Kingmambo

��
��
�ビジュアルショック鹿 2013 ＊リーチフォーザムーン

22d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 リヴァプール（02鹿 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グ
リーンＳ（芝 2400），金峰山特別（芝 2000），金山特別（芝 2500），サフラン賞
（芝 1400），etc.
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－５（７），地方－３（10）〕
ケイアイジーニアス（09牡鹿 キングカメハメハ）１勝，�１勝�
アースザスリー（10牝鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別（芝 1800），秩父特

別（芝 2000）３着，野島崎特別（芝 1800）３着，三春駒特別（芝 2000）３着
クインズチャイルド（11牡鹿 キングカメハメハ）１勝
ニーマルキング（12牡鹿 キングカメハメハ）１勝，��１勝・６勝
リュウグウヒメ（16牝鹿 ルーラーシップ）１勝，織姫賞（芝 1800）３着，��出走
ノーブルプリンセス（17牝鹿 ルーラーシップ）入着，��２勝��
ニシノアヤカマル（19牝栗 ＊ドレフォン）�出走
クリノヒーロー（20牡栗 イスラボニータ）�出走

２代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，

	
１勝
プロミストーク（98牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，朝日杯フューチュ
リティＳ‐Jpn1 ５着，コスモス賞‐OP ３着，etc.

エターナルシャイン（99牝 ＊ノーザンテースト）出走
シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別

マイネルプロメッサ（03牡 スペシャルウィーク）１勝
エルヴィス（04牡 スペシャルウィーク）１勝
ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上

川大賞典２着

３代母 ヤングサリー（79栗 ＊リマンド）１勝

４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： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
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

723 リヴァプール２０２１ 牡・黒鹿 ４／１２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイリヴァプール トウシヨウボーイ

��
��
�マークプロミス鹿 2002 ヤングサリー

＊ヘザーランズ 1l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 リブレドバンク（12鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
マウコウカミ（18牝黒鹿 タイムパラドックス）���１勝
ヴァンクリーフ（19牡鹿 ヴァンセンヌ）���１勝
ヴォーグファラオ（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 ヴィクトリーバンク（94栃栗 ＊ドクターデヴィアス）５勝，マーメイドＳ
‐Jpn3 ２着，中京記念‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，道新杯
‐OP，エメラルドＳ‐OP ２着，etc.
サンヴィクトワール（03牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，エルフィンＳ‐OP

サンソヴール（11牝 キングカメハメハ）３勝，愛知杯‐G3 ２着，ＴＶｈ賞，�
３勝��

サンクロワ（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，国分寺特別，ベストウィッシュＣ２
着，秩父特別３着，�２勝

サンティール（14牝 ＊ハービンジャー）４勝，パールＳ，オリエンタル賞，初音
Ｓ２着，美浦Ｓ３着

ジークムント（04牡 サクラバクシンオー）１勝
シャトーノワール（05牝 アドマイヤベガ）出走

トーセンノワール（15牡 トーセンブライト）��３勝�入着，梅見月杯３着
パントクラトール（07牡 キングカメハメハ）２勝，生田特別，高雄特別３着
ユニバーサルバンク（08牡 ネオユニヴァース）３勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，アン

ドロメダＳ‐L，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，オールカマ
ー‐G2 ３着，etc.

イレーヌ（11牝 ゼンノロブロイ）�１勝
スピットバンク（15牡 ゴールドアリュール）�２勝�２勝�

３代母 ＊ライトバンク（80 FR黒鹿 Luthier）FR・ITY・USA６勝，伊オークス‐G1，
リディアテシオ賞‐G1，伊１０００ギニー‐G1，P. Novella，伊ジョッキークラブ
大賞‐G1 ２着，etc.
バンクシアローズ（97牝 ＊カーネギー）出走

フラワリングバンク（02牡 サクラバクシンオー）４勝，八幡特別，火の山特別，
はやぶさ賞，etc.

レディービスティー（05牝 フジキセキ）２勝，岡崎特別３着

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

724 リブレドバンク２０２１ �・栗 ４／１０
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤコジーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アドマイヤマカディスノードラゴン タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース芦 2008 ダイナカプリ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリブレドバンク ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴィクトリーバンク鹿 2012 ＊ライトバンク

2u
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5

価格： 購買者：



母 リリークラウン（05芦 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（19）〕
アルユニバース（09牡黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�４勝
チャイヨー（13牝芦 ＊アグネスデジタル）�５勝��３勝，ウイナーＣ（Ｄ1400），

留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，イーハトーブマイル（Ｄ1600）３着，ひまわり賞
（Ｄ2000）３着，あやめ賞（Ｄ1400）３着，ビギナーズＣ（Ｄ1400）３着

チャンピオンノホシ（15牡芦 ＊タイキシャトル）�７勝
ソルトレイト（18牡芦 ハーツクライ）��出走

２代母 ＊マミーブルーⅡ（95 USA芦 Red Ransom）不出走
＊グッドセイラー（01牝 Premiership）１勝
カウンタック（02牡 Grand Slam）１勝
エスペランサシチー（09牡 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 ＊ブルーアヴェニュー（90 USA芦 Classic Go Go）USA５勝，Pleasanton
Senorita H，San Jose Breeders' Cup H３着

＊クロフネ（98牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパンＣダ
ート‐Jpn1，武蔵野Ｓ‐Jpn3，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

ベッラベルーチ Bella Bellucci（99 牝 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，アスタリ
タＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.
グラペッリGrapelli（04 牡 ＊サンダーガルチ）USA・CAN４勝，サンラファエ

ルＳ‐G2 ３着
チャーオベッラ Ciao Bella（09 牝 Giant's Causeway）USA４勝，ランパー

トＳ‐G3，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着，Dowager S‐L ２着
ミスパスカリ（01牝 Mr. Greeley）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，御在所特別，

高山特別２着，etc.
マウントロブソン（13牡 ディープインパクト）５勝，スプリングＳ‐G2，オク

トーバーＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.
ポポカテペトル（14牡 ディープインパクト）５勝，菊花賞‐G1 ３着，日本海Ｓ，

烏丸Ｓ，etc.
ミヤマザクラ（17牝 ディープインパクト）�２勝，クイーンＣ‐G3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，桜花賞‐G1 ５着
シシリアンブリーズ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

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

725 リリークラウン２０２１ 牡・芦 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandリリークラウン
＊ Red Ransom

��
��
�マミーブルーⅡ芦 2005 ＊ブルーアヴェニュー

2r
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 リレミト（13鹿 ヴァーミリアン）�４勝��４勝
初仔

２代母 チアズスワロー（04鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
サンオークランド（14牡 ＊ロージズインメイ）２勝，與杼特別３着
スキルショット（17牡 キズナ）１勝，��１勝
ネロリビガラード（18牝 ダイワメジャー）��２勝
スピリトーゾ（19牡 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 チアズダンサー（93鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ‐OP，�入着，
グランシャリオＣ３着
チアズブライトリー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
チアズメッセージ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，都大路Ｓ

‐L，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.
プレファシオ（07牡 ＊クロフネ）５勝，昇竜Ｓ‐OP，ながつきＳ，etc.，��１

勝，京成盃グランドマイラーズ２着
クリプトグラム（12牡 キングカメハメハ）５勝，目黒記念‐G2，大阪―ハンブ

ルクＣ‐L，淡路特別，etc.
ラインダール（13牝 ＊クロフネ）入着
キミワテル（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，舞浜特別２着

ビオグラフィー（17牝 ロードカナロア）�５勝，北九州短距離Ｓ‐OP，淀屋橋
Ｓ，豊橋特別

ラッセルバローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別，清滝特別２着，エ
ーデルワイスＳ２着

４代母 シヤトーフオモサ（77青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
［子］ ハヤノキフジン（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーション

Ｃ‐OP，六甲Ｓ‐OP ３着，ミモザ賞
［孫］ バリオス（00牡 ＊シャンハイ）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，メルボルンＴ，ブラ

ッドストーンＳ２着，etc.
サンポンド（99牡 ＊ラシアンボンド）�１勝��10 勝，スパーキングサマ
ーＣ２着

販売申込者・所有者： 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

726 リレミト２０２１ �・鹿 ４／ ７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディリレミト ＊フレンチデピュティ

��
��
�チアズスワロー鹿 2013 チアズダンサー

＊ネロリ 13c
Mr. Prospector S5×S5×M5 ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



母 ルックオブラヴ（13鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ランドオブラヴ（20牝鹿 ミッキーアイル）�出走

２代母 ＊ハイアーラヴ（02 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・GER１勝，Cheshire Oaks
‐L ２着
ハドバHadba（08牝 Cape Cross）UAE２勝

ソルジャーズミニット Soldier's Minute（15� Raven's Pass）�GB７勝，
Cleves S‐L ２着，Golden Rose S‐L ３着（２回）

アライヴアライヴオー Alive Alive Oh（10牝 Duke of Marmalade）IRE２勝，
Salsabil S‐L，Heritage S‐L ２着，Listowel S‐L ２着，Hurry Har
riet S‐L ２着，ダンスディザインＳ‐G3 ３着
フリーウインド FreeWind（18牝 Galileo）�GB・FR４勝，パークヒルＳ

‐G2，ミネルヴ賞‐G3，Aphrodite S‐L ２着
クレッシェンドラヴ（14牡 ステイゴールド）�７勝，七夕賞‐G3，福島記念‐G3，

七夕賞‐G3 ２着，福島民報杯‐L ２着，美浦Ｓ，etc.

３代母 ダラーバードDollar Bird（97 IRE 鹿 Kris）GB１勝，Lingfield Oaks Trial
S‐L ２着
ケンタッキーウォーブラーKentuckyWarbler（03 牝 ＊スピニングワールド）GB１勝

ラーン Learn（09牡 Galileo）GB・FR・IRE・USA２勝，Celebration S
‐L ３着，種牡馬

シャントレル Shauntrel（11 牝 Shamardal）SAF４勝
アリュレイトUlulate（17 牝 Ideal World）�SAF７勝，Syringa H‐L

４代母 ハイスピリテドHigh Spirited（87 IRE 鹿 Shirley Heights）GB２勝
［子］ アムフォルタス Amfortas（93 牡 Caerleon）GB・IRE１勝，キングエド

ワード七世Ｓ‐G2，種牡馬
［孫］ ヴァージニアウォーターズ VirginiaWaters（02 牝 Kingmambo）GB・I

RE３勝，英１０００ギニー‐G1，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3，愛
メイトロンＳ‐G1 ３着，etc.

ミスルシファーMiss Lucifer（04 牝 Noverre）GB・USA３勝，英チャレ
ンジＳ‐G2，October S‐L

販売申込者・所有者： パングロス㈲＝東京都千代田区 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

727 ルックオブラヴ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaルックオブラヴ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ハイアーラヴ鹿 2013 Dollar Bird

9e
Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ワタシダイナマイト（12栗 ＊スニッツェル）２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
イレギュラー（19牡鹿 シルバーステート）�出走，�入着
ベントディパーチェ（20牡栗 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 ステキプレゼント（99青鹿 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦
特別２着，驀進特別２着，疾風特別２着，etc.
ツヨイコ（08牝 タイムパラドックス）�２勝�１勝
ステキトワイライト（10牝 サクラバクシンオー）１勝
クラシックマーク（11牝 ＊アグネスデジタル）１勝，障害１勝
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着
ヒットパレード（17牝 ニホンピロアワーズ）��２勝

３代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝

マルタカスティーヴ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�４勝，黒潮皐月賞２着，
黒潮ダービー３着

メガクラム（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走
エッフェル（10牡 オレハマッテルゼ）１勝，�３勝，錦江湾賞，如月賞，御船

山賞２着，etc.
アナタゴノミ（01牝 ＊デヒア）入着２回

サアドウゾ（06牝 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別，飛翔特別，熊本城特
別２着

オマワリサン（08牡 リンカーン）４勝，千里山特別，赤倉特別，浄土平特別，etc.，
�１勝

カゼニタツライオン（10牡 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR ２着，�１勝，
大分川賞

ワラッチャオ（12牝 ハーツクライ）１勝，閃光特別２着

４代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
［子］ フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

728 ワタシダイナマイト２０２１ 牡・鹿 ４／２４

＊

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

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassワタシダイナマイト ジェニュイン

��
��
�ステキプレゼント栗 2012 アララットサン

＊パロクサイド 8f
Danzig S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 アイルゴーバック（09黒鹿 アッミラーレ）�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（20）〕
ティーズブラッド（13�栗 ＊タイキシャトル）�１勝��３勝
ハタノフォルトゥナ（14牝鹿 ＊グラスワンダー）�４勝
フロイデ（15�栗 カネヒキリ）入着４回，���３勝
アイアス（16�栗 カネヒキリ）��入着�１勝��１勝�１勝
カイザークリスエス（17牡青 ＊シンボリクリスエス）���１勝�２勝
ノーヴイー（18牡栗 ハタノヴァンクール）�３勝
ティーズブライト（20牝栗 ハタノヴァンクール）��出走

２代母 ブッチ（00黒鹿 ヤシマソブリン）出走
サンマルクリス（06牝 ＊クリストワイニング）�２勝
パワークラウン（07牡 スターリングローズ）�２勝�１勝
マヤリッシュ（08牝 ＊イーグルカフェ）１勝

クラールハーモニー（14牡 フリオーソ）��７勝�１勝��４勝，北國王冠２着
リュウトステラ（10牡 ＊ルールオブロー）��３勝
サーベイヤー（14牡 フリオーソ）��２勝�１勝

３代母 シンディーメモリー（87鹿 トウシヨウルチエー）不出走

４代母 ヒカリパンパード（80鹿 ＊パーソロン）不出走
［孫］ ジーナ（97牝 ＊モガンボ）入着２回，�１勝�５勝	
５勝��，端午賞３着

５代母 ＊パンパードメリー（68 GB鹿 Pampered King）GB出走
［子］ マチカネタイテイ（73牡 ＊パーソロン）10勝，京阪杯，金鯱賞２着，札幌

日経賞‐OP，etc.，�７勝，種牡馬
サクラソロン（75牡 ＊パーソロン）４勝，日経賞２着，日本短波賞２着，
新潟記念３着，etc.

［孫］ センターシュア（85牝 サクラシンゲキ）４勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，エルフィンＳ‐OP ２着，知多特別２着，etc.

［曾孫］ ヒロデクロス（92牡 タマモクロス）７勝，安田記念‐Jpn1 ３着，マイル
ＣｈＳ‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.

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

729 アイルゴーバック２０２１ �・黒鹿 ４／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アッミラーレ ＊ダジルミージョリエアイルゴーバック ヤシマソブリン

��
��
�ブッチ黒鹿 2009 シンディーメモリー

＊パンパードメリー 13e
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ロミウ（17鹿 ＊クロフネ）��入着
初仔

２代母 マリアローザ（10青鹿 フジキセキ）入着

３代母 ＊ブレンダ（06 USA鹿 ＊ロックオブジブラルタル）入着
レッドルグラン（12牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，加古川特別２着
レッドディオーサ（13牝 キングカメハメハ）３勝，リボン賞３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
ラブスピール（17牝 スピルバーグ）�２勝，西部スポニチ賞３着

４代母 ＊フェアリーバラード（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
［子］ 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.

レジュールダムール（07牝 Kingmambo）３勝，福島放送賞
＊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.
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

５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

［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： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
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

730 ロミウ２０２１ 牡・鹿 ４／１０
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューロミウ フジキセキ

��
��
�マリアローザ鹿 2017 ＊ブレンダ

12c
Sadler's Wells S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ロゼットブルー（14鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ジュマピリクー（19牡鹿 ラブリーデイ）�出走

２代母 リボンアート（01青鹿 ＊サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，西部日刊スポー
ツ杯，小郡特別，舞子特別，心斎橋Ｓ２着，etc.
リボントリコロール（10牝 ＊チチカステナンゴ）２勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，秋華賞

‐G1 ５着，出雲崎特別
ルヴェルソー（17牝 ルーラーシップ）�２勝，松浜特別，野島崎特別２着，汐

留特別２着，かもめ島特別３着
リプカ（12牝 ＊ハービンジャー）�２勝
ジョリーリュバン（15牝 ＊ノヴェリスト）�６勝�
ココリアッピア（16牝 ルーラーシップ）入着，��２勝

３代母 スカーレットリボン（85栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，紅梅賞，etc.
リボンアンドボウ（93牡 ＊クリエイター）４勝，玄海特別，英彦山特別
タヤスアンティーム（95牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，関越Ｓ‐OP ２

着，北陸Ｓ‐OP ２着，etc.
サンセットバレー（98牝 ＊グルームダンサー）出走

カウントオンミー（03牝 バブルガムフェロー）１勝，�２勝
ドライヴナイト（13� ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L，福島民友Ｃ‐L
２着，ギャラクシーＳ‐OP ３着，etc.，��出走�１勝�入着��

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットブーケ（88牝 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，

京都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
［孫］ ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬
ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，etc.，優３牝，優父内

ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，
阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

731 ロゼットブルー２０２１ �・鹿 ２／ 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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlロゼットブルー ＊サンデーサイレンス

��
��
�リボンアート鹿 2014 スカーレットリボン

＊スカーレツトインク 4d
デインヒル S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロイヤルソード（15芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝
初仔

２代母 ルスナイオブカラー（02黒鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
ローズママ（07牝 メイショウオウドウ）�３勝
ミセスボス（08牝 ＊タイキシャトル）�１勝
シンゼンタイガ（11牡 ＊ノボジャック）１勝，��３勝�３勝
ライブリファースト（12牡 ＊タイキシャトル）入着，�３勝
メイショウゴテツ（13牡 ＊シニスターミニスター）１勝，��１勝�５勝
メイショウブルゴー（14牡 ＊ノボジャック）��６勝
スマイルオリオン（17牡 メイショウボーラー）��出走�３勝�入着
エスケイヤマト（18牡 ＊サウスヴィグラス）���３勝

３代母 フジノキャラット（93黒鹿 ＊リズム）	
１勝
ゴッドエンジェル（01牝 ＊ラムタラ）入着

メイレディ（09牝 ジェニュイン）�４勝�１勝�入着�，兵庫ダービー，ル・
プランタン賞，兵庫若駒賞，etc.
アンサン（19牝 ビッグアーサー）��３勝�，園田ジュニアＣ２着，園田
プリンセスＣ３着

キャプテンシップ（12牡 ＊ノボジャック）５勝，ＮＳＴ賞‐L ３着，安芸Ｓ，ヤ
マボウシ賞，etc.

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

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

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

［曾孫］ ドリームサンデー（04牡 ＊タイキシャトル）６勝，オーストラリアＴ‐L，
金鯱賞‐G2 ２着，中日新聞杯‐G3 ２着，etc.

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

732 ロイヤルソード２０２１ 牡・芦 ３／１２

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceロイヤルソード ＊ブライアンズタイム

��
��
�ルスナイオブカラー芦 2015 フジノキャラット

＊マイリー 7e
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レコードチェイサー（16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
初仔

２代母 ゴールドチェイス（10栃栗 アドマイヤムーン）１勝
スリーチェイサー（15牡 ＊シニスターミニスター）１勝
サーストンカイドー（17牡 エピファネイア）１勝，山吹賞３着
チェイスザドリーム（19牝 ロードカナロア）�２勝

３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，etc.

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，etc.，�１勝

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

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

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

［孫］ 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

733 レコードチェイサー２０２１ �・黒鹿 ３／ ６

＊

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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズレコードチェイサー アドマイヤムーン

��
��
�ゴールドチェイス栗 2016 ＊セクレゴールド

2f
Storm Bird S4×S4 サンデーサイレンスM4×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 レストレスハート（03青 ＊サンデーサイレンス）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－６（13）〕
サダムアンビション（09牝黒鹿 ＊ホワイトマズル）�６勝
トレッドオンエアー（10�黒鹿 キングカメハメハ）�１勝
パドルウィール（11牡芦 ＊クロフネ）４勝，金鯱賞‐G2 ２着，シンガポールＴＣ賞
（芝 2000），京橋特別（芝 2000）２着，蓬莱峡特別（芝 1800）２着，小牧特別
（芝 2000）３着，稲荷特別（芝 2000）３着，あやめ賞（芝 1800）３着

ルーセントハート（12牝黒鹿 ＊チチカステナンゴ）�１勝
レイジングハート（13牝黒鹿 ＊カジノドライヴ）�１勝
カンズ（15牝鹿 ＊クロフネ）�２勝�入着
ギルマ（16牡鹿 ＊ハービンジャー）２勝，山藤賞（芝 1800），玄海特別（芝 1800）３

着，��入着２回
ゴリン（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��出走�２勝�	入着２回
ラベンダージェンヌ（19牝黒鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 ＊スルーミーナウ（89 USA青鹿 Tsunami Slew）USA入着４回
フリスクミーナウ Frisk Me Now（94牡 Mister Frisky）USA12 勝，サバーバンＨ

‐G2，フィリップＨアイズリンＨ‐G2，ガルフストリームスプリントＣｈ．Ｈ
‐G2，ハッチソンＳ‐G2，オハイオダービー‐G2，etc.，種牡馬

デスティニーナウDestiny Now（96牝 Jeblar）USA入着
エヴリトリック Every Trick（01 牝 Grand Slam）USA３勝，Blue Sparkler

S３着
ウイスキーリットWhiskey Lit（04� Fortunate Prospect）USA８勝，So

phomore S，Spend A Buck S３着
ルックミーナウ（99牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，五条坂特別３着
デルフィーネ（04牝 ＊フォーティナイナー）出走

ウインスプラッシュ（11牡 マツリダゴッホ）２勝，ききょうＳ‐OP，中京２歳
Ｓ‐OP ２着

３代母 ガッツガールGat's Girl（75 USA黒鹿 Lurullah）USA６勝，Detroit Que
ens S２着，Moonbeam H‐R ２着，Concord H２着，Larkspur H
２着，Goblin S‐R ３着，etc.

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

734 レストレスハート２０２１ �・黒鹿 ２／２５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellレストレスハート
＊ Tsunami Slew

��
��
�スルーミーナウ青 2003 Gat's Girl

23b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レゾリューション（04栗 ＊カリズマティック）３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（８）〕
アンスメーヌ（11牝栗 スペシャルウィーク）入着，�２勝�３勝�入着２回
ワンダースニュマン（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着，�３勝
カンリンポチェ（18牡鹿 ホッコータルマエ）�２勝
ウィルフルネス（19牝鹿 ジャスタウェイ）�１勝

２代母 オオシマルチア（90黒鹿 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，稲荷特別，なでし
こ賞，野苺賞３着
スイフトティンバー（97牝 ＊ティンバーカントリー）��２勝

カシノサトラップ（10牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）入着５回，ひまわり賞‐OP
３着，�５勝�

カルストンライトオ（98牡 ＊ウォーニング）９勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，アイビ
スサマーダッシュ‐Jpn3（２回），アンドロメダＳ‐L，阪急杯‐Jpn3 ２着，バ
ーデンバーデンＣ‐L ２着，etc.，種牡馬

ナリタレインボウ（00牝 ＊アフリート）３勝
オースミイージー（08牡 ハーツクライ）４勝，ききょうＳ‐OP，橿原Ｓ

ピサノケリー（01牝 ＊デヒア）１勝，�１勝�
ワンダーフォルテ（08牡 ＊アフリート）２勝，	４勝�入着

３代母 オオシマスズラン（78鹿 ＊カウアイキング）７勝，京都４歳特別，４歳牝馬特
別‐OP，カトレア賞，うぐいす賞
ホクトジョージ（84牡 ＊ミルジヨージ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，山藤賞
オオシマダリア（87牝 ＊モガミ）２勝，すいれん賞２着，筑紫特別３着，洞海特別３着

オオシマパンジー（02牝 ＊スキャン）出走
メイショウマシュウ（08牡 アドマイヤマックス）６勝，根岸Ｓ‐G3，ギャ
ラクシーＳ‐LR ３着，御影Ｓ，etc.

グリーンフォルス（91牡 シンボリルドルフ）２勝，高千穂特別２着，牧園特別２着
ホーマンスピリット（95牡 ＊ワツスルタツチ）７勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，アンタ

レスＳ‐Jpn3 ２着，灘Ｓ‐OP，etc.
レインボウスズラン（96牝 ＊スキャン）３勝

カシノマスト（14牡 キャプテントゥーレ）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ３着，ひまわ
り賞‐OP，フェニックス賞‐OP ２着

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 �0146-25-2416

735 レゾリューション２０２１ 牡・栗 ５／１０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeレゾリューション ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�オオシマルチア栗 2004 オオシマスズラン

＊ボニーナンシー 10b
Weekend Surprise S3×M4 Secretariat S4×S5×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 レッドマーキュリー（09鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（14）〕
シエラミノル（15牝鹿 ＊シニスターミニスター）�５勝
レオクリスタル（16牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��９勝
コパノマーキュリー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�４勝，ギャラクシーＳ‐OP
（Ｄ1400）２着，秋嶺Ｓ（Ｄ1300），姫路Ｓ（Ｄ1400）２着，麦秋Ｓ（Ｄ1400）３着

ワンダフルグレイス（20牝青鹿 ロゴタイプ）�未出走

２代母 ソロシンガー（93鹿 ＊リヴリア）４勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，青函Ｓ
‐OP，カーネーションＣ‐OP，オーシャンＳ‐OP ３着，淀短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
ラントゥザフリーズ（00牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，共同通信杯‐Jpn3，サウジ

アラビアＲＣ‐L ２着，欅Ｓ‐L ３着，皐月賞‐Jpn1 ４着，大沼Ｓ‐OP ２着，etc.，
�１勝��

エンドレスロード（01牡 ＊スピニングワールド）入着３回，�１勝
ベストマインド（02牡 ＊エリシオ）２勝，さざんかＳ‐OP ３着，つわぶき賞３着
ワイルドエキサイト（05牝 ダンスインザダーク）入着６回

タガノバスター（10牡 ＊グラスワンダー）１勝
タガノヤグラ（14牡 カンパニー）１勝

フェバリットガール（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ライペンミノル（13牡 ＊ハービンジャー）１勝
レディバグ（18牝 ホッコータルマエ）�４勝，栗東Ｓ‐L，ヒヤシンスＳ‐L ３着，

青竜Ｓ‐OP ２着，端午Ｓ‐OP ２着，etc.，�入着��，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2 ２着

ジャックオンリバー（12牡 ＊トワイニング）�１勝�

３代母 ミストモカゼ（81鹿 ＊ボールドラツド）入着３回
メイトウサクラ（88牝 ＊ミルフオード）１勝，アネモネＳ‐OP ３着，すみれＳ‐OP

３着，野苺賞３着
シャジャート（92牡 ビゼンニシキ）３勝，咲花特別

４代母 シミズトモカゼ（74鹿 ＊ロムルス）１勝，��10 勝，北海優駿２着

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

736 レッドマーキュリー２０２１ �・鹿 ５／１１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジレッドマーキュリー ＊リヴリア

��
��
�ソロシンガー鹿 2009 ミストモカゼ

＊ミスパロー 5f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レネット（15栗 ダイワメジャー）１勝
初仔

２代母 レディプリンセス（04鹿 ＊ブライアンズタイム）入着，�１勝
ロードデューク（11牡 フジキセキ）�14 勝��１勝，御船山賞
ショウナンバローネ（12牡 キングカメハメハ）２勝，成田特別３着，両津湾特別３着
ロードレグナム（13牡 ハーツクライ）１勝

３代母 レディミューズ（97栗 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3
２着，オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，江の島特別２着，八ケ岳特別２着，etc.
ロードイノセント（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，仲春特別２着，わらび賞２着
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイルフィ

リーズ‐Jpn1 ５着，etc.，��１勝，関東オークス‐Jpn2
ロードグラディオ（16牡 キングカメハメハ）４勝，銀蹄Ｓ，リボン賞，こぶし

賞，���２勝
フェリス（10牝 ジャングルポケット）出走

ロードマイウェイ（16牡 ジャスタウェイ）６勝，チャレンジＣ‐G3，ポートア
イランドＳ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，etc.，�地方未出走

ロードオマージュ（17牡 エピファネイア）１勝，山桜賞２着
ストーリア（19牝 リオンディーズ）�２勝，カーネーションＣ

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

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

ピサノグラフ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，
初風特別，市川Ｓ２着，etc.

［孫］ ムイトオブリガード（14牡 ルーラーシップ）６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，Ａ
Ｒ共和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

737 レネット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ダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊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ネット ＊ブライアンズタイム

��
��
�レディプリンセス栗 2015 レディミューズ

＊シンコウラブリイ 4d
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×S4×M4
Hail to Reason S5×S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アースエマーブル（09栗 キングヘイロー）�１勝��入着７回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ハクユウヴィグラス（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝
ハッピーエマーブル（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��１勝�
ルナエマーブル（18牝栗 ディープスカイ）�２勝�入着２回

２代母 アースポラリス（02栃栗 ＊パントレセレブル）不出走

３代母 ＊マターオブプライド（85 USA栗 Raise a Native）USA１勝
カルメンジョオー（91牝 ＊ミルジヨージ）２勝，臥牛山特別
タガノサイレンス（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，シリウスＳ‐Jpn3 ２着，す

ばるＳ‐OP，etc.，���入着２回，さきたま杯‐Jpn3 ３着，種牡馬
ロードスナイパー（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，フリージア賞２着，秋分特別

３着，あざみ賞３着
プリモピアット（99牝 ＊ミルジヨージ）４勝，豊栄特別２着，三面川特別２着，野島

崎特別２着，etc.
コウエイテンマ（13牡 ＊カジノドライヴ）２勝，フェニックス賞‐OP，��入着

���入着２回，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着

４代母 オールドゴートOld Goat（73 USA栗 Olden Times）USA６勝，ゴールデ
ンロッドＳ‐G3，Cinderella S，Seashore S，アルシバイアディズＳ‐G3
２着，Prioress S２着，etc.
［子］ ハイランドパーク Highland Park（80 牡 Raise a Native）USA８勝，フ

ァウンテンオヴユースＳ‐G2，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，ア
クサーベンジュヴェナイルＳ‐G3，etc.，種牡馬

＊オールアバウトスタイル（86牝 Raja Baba）USA４勝，Marshua S
‐L，I'M Sweets S，Flirtation S‐L ２着，etc.

［孫］ ＊オープニングテーマ（94牡 Seeking the Gold）３勝，中日スポーツ賞４
歳Ｓ‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，もちの木賞

メイントピックMain Topic（89 牝 Topsider）USA５勝，Star Shoot S
‐L，Ontario Colleen H‐R，Yo Tambien S２着，etc.

トレスコロナス Tres Coronas（96 牝 Chief's Crown）USA６勝，Ap
palachian S‐L，ドラローズＨ‐G3 ２着，Rosenna S‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

738 アースエマーブル２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローアースエマーブル ＊パントレセレブル

��
��
�アースポラリス栗 2009 ＊マターオブプライド

1l
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アートオブダンサー（06鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
サイレントサード（14牡栗 タニノギムレット）１勝
ヒロシゲクリスタル（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，�地方未出走
マンセー（19牝鹿 ＊ケープブランコ）���１勝

２代母 アイアムダンサー（95鹿 ＊トニービン）不出走
タマモソルイマール（00牡 サニーブライアン）１勝
フラメンコダンサー（01牝 タマモクロス）１勝

３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，etc.，�８勝��

＊カラキーア（94牝 Sadler's Wells）GB・USA２勝，Virginia S‐L ２着
プレイフォーサン Pray For Sun（03牝 ＊ファンタスティックライト）FR
２勝，P. Caravelle‐L ２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，etc.，種牡馬

チャームレディ（05牝 アグネスタキオン）不出走
エーティーラッセン（14牡 ＊サマーバード）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，明石

特別，オリオンＳ２着，etc.

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.
［子］ 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

［孫］ スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・
FR・USA６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

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

739 アートオブダンサー２０２１ �・栗 ２／２８

＊

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

＊
＊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ートオブダンサー ＊トニービン

��
��
�アイアムダンサー鹿 2006 ＊ダンシングゴッデス

8i
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロージーサンセット（13鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
トワイライトドレス（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 レッドハイヒール（06鹿 スペシャルウィーク）２勝，初風特別２着
スカーレットラバー（14牡 カンパニー）入着２回，���２勝
ナンジャモンジャ（19牝 ＊マジェスティックウォリアー）��３勝

３代母 トロピカルフラワー（98鹿 サクラバクシンオー）１勝
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

４代母 クリスタルトロフィ（90鹿 ＊クリスタルパレス）出走
［子］ 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.
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.

［孫］ ダンツキャンサー（11牝 アドマイヤジャパン）４勝，マーガレットＳ‐LR，
クイーンＳ‐G3 ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，etc.，障害２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，etc.

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ＴＶ杯３着

５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： ㈲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： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

740 ロージーサンセット２０２１ �・鹿 ３／ ８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンロージーサンセット スペシャルウィーク

��
��
�レッドハイヒール鹿 2013 トロピカルフラワー

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンスM4×M4 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ワラッチャオ（12青鹿 ハーツクライ）１勝，閃光特別（芝 1000）２着
初仔

２代母 アナタゴノミ（01鹿 ＊デヒア）入着２回
サアドウゾ（06牝 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別，飛翔特別，熊本城特別２着
ガーデン（07牡 ツルマルボーイ）�４勝�
オマワリサン（08牡 リンカーン）４勝，千里山特別，赤倉特別，浄土平特別，三田

特別２着，etc.，�１勝，韓国岳賞
ダイゴミ（09牝 フサイチコンコルド）�１勝��
カゼニタツライオン（10牡 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR ２着，�１勝，大分川賞
コリャコリャ（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
カートニイレル（13牝 ゴールドアリュール）�４勝�入着４回
ハハハ（16牝 トゥザグローリー）�３勝
アキラクン（17牡 トゥザグローリー）��１勝�入着２回

３代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝

マルタカスティーヴ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�４勝，黒潮皐月賞２着，
黒潮ダービー３着

ステキプレゼント（99牝 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦特別２
着，etc.
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着

メガクラム（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走
エッフェル（10牡 オレハマッテルゼ）１勝，�３勝，錦江湾賞，如月賞，御船

山賞２着，etc.

４代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
［子］ フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.
ジェイキング（93� ＊ジェイドロバリー）４勝，御影特別，讃岐特別３着，
障害２勝

［曾孫］ トーセンシルエット（11牝 トーセンダンス）２勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

741 ワラッチャオ２０２１ �・青鹿 ４／ ５
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスワラッチャオ ＊デヒア

��
��
�アナタゴノミ青鹿 2012 アララットサン

＊パロクサイド 8f
Halo S4×M4 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 アローシルバー（12栗 スペシャルウィーク）１勝，��１勝�入着２回�
〔産駒馬名登録数：１〕
アローゴールド（19牡栗 ラブリーデイ）�出走

２代母 ＊クリアーパス（98 USA栗 A.P. Indy）USA３勝
ランウェイスナップ（05牝 Distant View）�２勝

ヴェントヴォーチェ（17牡 ＊タートルボウル）�５勝，春雷Ｓ‐L，ＴＶｈ杯，鶴
ヶ城特別，はやぶさ賞，雪うさぎ賞２着，etc.

プティプランセス（06牝 キングカメハメハ）３勝，信濃川特別，レインボーＳ３着，
五頭連峰特別３着
ウォータースペース（16牝 ブラックタイド）３勝，新涼特別，駒場特別３着

モンテムーン（07牡 キングカメハメハ）�10 勝��
ズッカ（09牝 スペシャルウィーク）１勝
クリアーパッション（11牝 キングヘイロー）１勝
タイセイエクシード（15牡 エイシンフラッシュ）�１勝
バリフリクリ（18牝 フリオーソ）	２勝

３代母 マサケMasake（88 CAN鹿 Master Willie）USA３勝，ハニムーンＨ‐G3，
California Oaks‐L，ハリウッドオークス‐G1 ３着，Natalma S‐L ３着

＊ストレイラルホーク（99
 Silver Hawk）４勝，ベンジャミンＳ‐OP ３着，グッド
ラックＨ，成田特別２着，etc.

４代母 ノーザンレイクNorthern Lake（69 CAN鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ サザンアロー Southern Arrow（81牡 Smarten）GB・FR・GER・ITY４

勝，伊２０００ギニー‐G1，P. Bimbi‐L，P.dell'Avvenire‐L，種牡馬
［孫］ ウールームールーWoolloomooloo（92牝 Regal Intention）USA７勝，

Canadian H‐L，Dance Smartly H‐L，Bison City S‐R，etc.
ヴァティカンヴァイパー Vatican Viper（95
 Tyrone Terrific）USA12
勝，John Henry H，Louisiana Breeders' Derby‐R，Arcad
ia S‐R ３着，etc.

グダイマイトGudai Might（95 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）USA２勝，C
up & Saucer S‐R，Summer S‐L ３着

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
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

742 アローシルバー２０２１ 牡・栗 ５／ １

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールアローシルバー
＊ A.P. Indy

��
��
�クリアーパス栗 2012 Masake

1n
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エクディス（13鹿 ＊クロフネ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
クリノネモフィラ（18牝栗 ＊ハービンジャー）��入着�

２代母 マギストラ（08鹿 ディープインパクト）入着
ヨシヒコ（14牡 ＊シンボリクリスエス）２勝

３代母 ＊マンファス（91 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）GB入着
ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）GB・USA４勝，サンタアニタダービ

ー‐G1，サンタカタリーナＳ‐G2，Hill Rise H‐L，etc.，種牡馬
＊ハンターズマーク（00牝 Titus Livius）GB・USA１勝

ハッピーディレンマ（07牝 アグネスタキオン）入着
ヒプノティスト（13牡 ＊クロフネ）３勝，アイビーＳ‐OP ３着，水仙賞２
着，葉牡丹賞２着

ターゲットマシン（08牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
クロンヌドール（09牝 アグネスタキオン）入着
マッスルビーチ（16牡 メイショウサムソン）�３勝，鳥取特別，白嶺Ｓ２
着，伊丹Ｓ３着，障害１勝

キンノマサカリ（17牡 メイショウサムソン）３勝，苗場特別，五泉特別２
着，ラジオ福島賞２着，etc.

キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル
Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬

レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞

ネオイリュージョン（06牝 ネオユニヴァース）出走
エアワイバーン（13� ＊ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L
［孫］ アラワクケイ Arawak Cay（95� Common Grounds）GB・HKG１勝，

英ノーフォークＳ‐G3 ３着，Superlative S‐L ３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： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930

743 エクディス２０２１ �・栃栗 ２／１４
＊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エクディス ディープインパクト

��
��
�マギストラ鹿 2013 ＊マンファス

22d
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 イエスアイキャン（11鹿 スマートボーイ）�４勝��１勝，東京プリンセス賞
（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ヘイセイノキセキ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝�３勝��入着
クィーンアドバンス（17牝青 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
ヴィクトールアイ（18牝鹿 ヴィクトワールピサ）��２勝
カズアレグロ（19牡鹿 ＊マクフィ）�地方未出走
パワトゥザピープル（20牝鹿 キズナ）��１勝

２代母 イエスプリーズ（04栗 スペシャルウィーク）�２勝
イッツマイプレジャ（09牝 アドマイヤドン）�２勝����入着３回，九州ジュニ

アＧＰ２着
バウンティ（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝
ティープリーズ（12牝 アジュディミツオー）�１勝�４勝�入着��	，ライデン

リーダー記念２着，園田プリンセスＣ２着
テルミー（18牝 ＊エスケンデレヤ）��５勝��２勝

３代母 オースミサツキ（93栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
フリーバード（00牝 ＊アフリート）�１勝

スイリンカ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，こぶし賞
ルナルナ（01牝 ＊アフリート）�１勝��入着

マイゴルゴンゾーラ（13牡 ディープスカイ）�２勝�入着，飛燕賞３着
カワキタフウジン（05牡 マーベラスサンデー）３勝，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，カシオ

ペアＳ‐L ３着，名古屋城Ｓ，etc.，�３勝
セフティーエムアイ（11牡 ＊ケイムホーム）３勝，オーロラ特別３着
キサナドゥー（13牝 アンライバルド）��１勝�１勝，兵庫若駒賞３着

４代母 ルナパーク（79鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ２着，北越特別
［子］ ペガサス（90牡 ＊リヴリア）３勝，福島記念‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3

ナリタルナパーク（95牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，
秋華賞‐Jpn1 ２着，羊ヶ丘特別，etc.

ルミネッセンス（92牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，ターコイズＳ‐OP，
飯豊特別，相川特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

744 イエスアイキャン２０２１ �・鹿 ３／ ６

＊

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

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルイエスアイキャン スペシャルウィーク

��
��
�イエスプリーズ鹿 2011 オースミサツキ

＊サイクラス 13c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 イアハート（15栗 ＊ヘニーヒューズ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
コスモレンブランサ（20牝鹿 ダノンバラード）�入着

２代母 フェザーレイ（01黒鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，長岡特別２着，火打山特
別２着
ラバーフロー（08牡 タニノギムレット）１勝，�５勝��入着２回
サムソンズプライド（10牡 メイショウサムソン）５勝，プリンシパルＳ‐LR，白富

士Ｓ‐L ３着，緑風Ｓ，稲村ヶ崎特別，山藤賞，etc.
デュパルクカズマ（14� ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�８勝
カネトシバレンシア（18牝 ＊ノヴェリスト）�１勝

３代母 エルフィンフェザー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，月岡特別３着
エルフィンパーク（05牝 タニノギムレット）不出走

ブレスジャーニー（14牡 ＊バトルプラン）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，サウジア
ラビアＲＣ‐G3，チャレンジＣ‐G3 ３着，etc.

カールファターレ（07牝 キングカメハメハ）１勝
アドマイヤルプス（17� ＊ヘニーヒューズ）�５勝，オアシスＳ‐L ２着，アハ

ルテケＳ‐OP，播磨Ｓ，etc.

４代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王
杯‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝

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，etc.，種牡馬

フォゲッタブル（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ステイヤーズＳ‐G2，
ダイヤモンドＳ‐G3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

745 イアハート２０２１ �・栗 ４／ ８

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerイアハート ＊エルコンドルパサー

��
��
�フェザーレイ栗 2015 エルフィンフェザー

＊パロクサイド 8f
Sadler's Wells S4×M5 Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アシドベリー（12鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブロ
ッサムＣ（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
グランディアート（20牡鹿 リアルインパクト）�地方未出走

２代母 ワイルドベリー（06黒鹿 フジキセキ）出走
ベリーベリータイム（11牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝��入着
ダズリングベリー（13牝 ＊パイロ）��３勝�
ビュレットベリー（16牡 ビービーガルダン）��２勝�７勝��１勝�

３代母 アグネスミネルバ（94栗 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ
賞２着
アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪神牝馬

Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
レッドオルバース（12牡 ダイワメジャー）３勝，錦秋Ｓ２着，安達太良Ｓ２着，

夏至Ｓ２着，etc.
ブリリアントクロス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，犬山特
別，菜の花賞，etc.

ラヴファンタジスタ（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，有明特別３着
テムジン（09牡 ディープインパクト）４勝，富嶽賞，藤森Ｓ２着，etc.，��４勝，

サンタアニタＴ２着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［子］ スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯

‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マー

チＳ‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.

［曾孫］ 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

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

746 アシドベリー２０２１ �・鹿 ４／１１
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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceアシドベリー フジキセキ

��
��
�ワイルドベリー鹿 2012 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 アイコチャン（02栗 ＊ピルサドスキー）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（７）〕
ホージット（06牡鹿 ＊メイショウドトウ）�３勝�入着
ファイブイーグル（07牡鹿 ＊スキャン）２勝，鶴橋特別（芝 2000）
タニノハービービー（09牡鹿 タニノギムレット）障害１勝
ダンツキャノン（11牡栗 タニノギムレット）１勝
ダンツビジター（13牡芦 アドマイヤコジーン）�４勝
ロンス（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，マカオＪＣＴ（Ｄ1200）
イントロバート（19牝黒鹿 ロゴタイプ）�出走

２代母 マサコチャン（96栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
ファンドリコンドル（03牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，�16 勝�１勝�１勝��

�	
，福山スプリントＣ
サトノロマネ（06� ＊クロフネ）２勝，黄梅賞，藻岩山特別３着，若竹賞３着，�27

勝�入着２回��	

ベストクルーズ（07牝 ＊クロフネ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，

ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，白百合Ｓ‐OP ３着，
山陽特別，etc.
シークルーズ（19牝 モーリス）�２勝，春菜賞

マーチャンテイマー（09牝 ＊クロフネ）５勝，釜山Ｓ，宮崎特別，花園Ｓ３着，�入
着�	，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着

エイシンフランキー（11牡 ＊クロフネ）１勝，障害２勝，�４勝�入着

３代母 チヨダマサコ（77鹿 ＊ラバージヨン）１勝
スリードーター（82牝 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ターコイズ

Ｓ‐OP ２着，初富士賞，etc.
ニツポーテイオー（83牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，

マイルＣｈＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，スワンＳ‐Jpn2，etc.，
優短距（2回），優古牡，種牡馬

タレンテイドガール（84牝 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，etc.

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

747 アイコチャン２０２１ 牡・栗 ４／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ Polish Precedent

�
�
�
�
�

��
��

�ピルサドスキー Cocotteアイコチャン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マサコチャン栗 2002 チヨダマサコ

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 アイルビーファイン（08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－２（11）〕
ケイツーシリング（15牝鹿 ＊タートルボウル）��２勝�４勝�入着２回
ディーズマヌーバー（16牝芦 ＊クロフネ）��２勝�２勝��１勝
フォーネリー（19牝栗 アドマイヤムーン）出走，�地方未出走
メイショウユキドケ（20牝黒鹿 ＊パイロ）��入着

２代母 ＊ヴァージニー（94 BRZ鹿 Legal Case）USA・BRZ９勝，ビヴァリーヒルズＨ
‐G1，ガヴェアディアナ大賞‐G1，エンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレ
イラ大賞‐G1，ローシャファリア大賞‐G2，フランシスコＶパウラマシャド大賞‐G2，etc.
ステップトゲザー Step Together（03 牝 Danzig）不出走

マリシーMaricy（07 牝 ＊ケイムホーム）ARG５勝，P. Omnium‐L ２着
レディカーニバル（04牝 Giant's Causeway）入着２回，�２勝

ブリュネット（10牝 ダイワメジャー）３勝，フローラＳ‐G2 ３着，精進湖特別，
野島崎特別２着，富里特別２着，太宰府特別２着

トニフィカーレ（09牝 スペシャルウィーク）�１勝��２勝	３勝�９勝，黒潮マ
イルＣｈＳ

３代母 ミスティムーンMisty Moon（86 BRZ黒鹿 Baronius）BRZ１勝
オールウェイズラッキー Always Lucky（95牝 Westheimer）BRZ２勝，ゼリアゴ

ンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ２着
＊ビーフェアー（96牝 Fast Gold）USA・BRZ５勝，ガヴェアディアナ大賞‐G1，エ

ンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G1，etc.
ビーソーフェア Be So Fair（04 牝 ＊ストラヴィンスキー）BRZ３勝，エルナー

ニＡシルヴァ会長大賞‐G2 ３着，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros
‐L ２着
ヴェリーナイスムーン Very Nice Moon（13牝 Nedawi）BRZ５勝，イ
メンシティ大賞‐G1，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2，ギ
レェルミエリス会長大賞‐G3，etc.

ムーンドリーMoon Dolly（01 牝 Kris S.）USA・CAN４勝，Claire Marine S，
North Broadway S３着，USA障害１勝

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 �090-1646-1707

748 アイルビーファイン２０２１ 牡・栗 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアイルビーファイン
＊ Legal Case

��
��
�ヴァージニー鹿 2008 Misty Moon

8g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アクトナチュラリー（11鹿 ディープインパクト）��６勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
タイセイナトゥーラ（19牝黒鹿 ＊ドレフォン）��２勝

２代母 ＊シャイアーズエンデ（95 USA鹿 El Prado）USA７勝，アシュランドマイル
Ｓ‐G3，ローカストグローヴＨ‐G3，Pago Hop S‐L，Palisades S‐L，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ２着，etc.
ミダースタッチ（05牡 Seeking the Gold）４勝，毎日杯‐Jpn3 ３着，桃山Ｓ，三

年坂特別，和田岬特別，白嶺Ｓ２着，etc.
ケイアイダイオウ（06牡 ＊タイキシャトル）４勝，春風Ｓ，なにわＳ２着，初日の出

Ｓ２着，内房Ｓ３着，立夏Ｓ３着，etc.
バイブレイションズ（07牝 キングカメハメハ）１勝

スズカバーディー（13� スズカフェニックス）１勝，クローバー賞‐OP ２着
ストレンジウーマン（14牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��３勝
ゼットパッション（16牝 グランプリボス）��１勝��４勝，桜花賞２着
チビノヴィヴィアン（17牝 ＊ノヴェリスト）��４勝�１勝
テイエムアラジン（19牡 サトノアラジン）�１勝

ハヤブサフィーバー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，障害１勝
サトノユニコーン（10牡 ディープインパクト）１勝，�２勝

３代母 シェアードリフレクションズ Shared Reflections（86 USA栗 Pursuit）USA
12 勝，Carris Memorial H，Frontier Lakes S２着

４代母 ミッドワッチMidwatch（72 USA栗 T.V. Commercial）USA３勝

５代母 ナイトクロッシングNight Crossing（61 USA鹿 Trentonian）USA出走
［孫］ フェスティヴァリア Festivalia（85 牝 Forever Sparkle）PER26 勝，パン

プローナ賞‐G1，P. Oscar Berckemeyer Pazos‐L，P. dos deMa
yo‐L ２着，etc.

ファネガダ Fanegada（84牝 Forever Sparkle）USA３勝，Pretty Bab
y S，Weber City Miss H２着，リトルシルヴァーＨ‐G3 ３着，etc.

［曾孫］ ディプロマットキスDiplomat Kiss（00 牡 Kissing）PAN２勝，P. A.P.
P.U.C.A.P.A.‐L，P. Isaac Tawachi‐L 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

749 アクトナチュラリー２０２１ �・黒鹿 ３／２２
＊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

＊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クトナチュラリー
＊ El Prado

��
��
�シャイアーズエンデ鹿 2011 Shared Reflections

1w
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 アグネスバラード（02栗 ＊ヘネシー）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－１（２）〕
アグネスアンジュ（08牝栗 アグネスタキオン）１勝
アグネスキズナ（10�栗 アグネスタキオン）３勝，蒲郡特別（芝 1200），八幡特別
（芝 1200），筑紫特別（芝 1200）３着，なずな賞（芝 1400）３着

アグネスヴェルテュ（11牡鹿 ディープインパクト）１勝，障害１勝
ラストクローザー（16牡栗 ＊カジノドライヴ）１勝
アウリイ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��２勝

２代母 アグネスルミエール（95鹿 バンブーアトラス）入着
アグネスオフェンス（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
アグネステンション（05牝 ＊マリエンバード）�３勝

３代母 アグネスシヤレード（84黒鹿 ＊ターゴワイス）１勝，エルフィンＳ‐OP ２着，
紅梅賞‐OP ３着，りんどう賞２着
アグネスナンバー（90牝 ＊プルラリズム）��２勝

アグネスクリーン（98牝 ＊ペルジノ）１勝
アグネスアンカー（06牡 ＊アグネスデジタル）３勝，香取特別，小名浜特別，
釧路湿原特別２着，etc.

アグネスパレード（91牝 バンブーアトラス）２勝，チューリップ賞‐Jpn3，オーク
ス‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.
アグネスポイント（99牡 ＊ホワイトマズル）３勝，つばき賞，揖斐川特別３着

アグネスブレイブ（99牡 ＊ラムタラ）４勝，甲南Ｓ，成田特別，アレキサンドライト
Ｓ３着

４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
［子］ アグネスフローラ（87牝 ＊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，etc.，優３牝
［孫］ 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

販売申込者・所有者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115
生 産 牧 場： ㈲カタオカファーム
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

750 アグネスバラード２０２１ �・栗 ３／２４

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�ヘネシー Island Kittyアグネスバラード バンブーアトラス

��
��
�アグネスルミエール栗 2002 アグネスシヤレード

＊ヘザーランズ 1l
Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 アモールミーオ（10芦 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（８）〕
ラインギャラント（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，���１勝�
デルマシャンティ（16牡芦 シビルウォー）入着２回，�１勝��
デルマラピス（17牡芦 ＊クロフネ）��出走�２勝
アモーレグリーン（18�芦 ローエングリン）��入着�４勝

２代母 ＊ミプラデーラ（98 PR芦 El Prado）PR29 勝，C. Junta Hipica‐LR，C. C
onfederacion Hipica de Puerto Rico‐LR，C. Dia de Reyes‐LR（２回），C. L
uis Munoz Marin‐LR，C. Constitucion‐LR，etc.
プンタバレーナ Punta Ballena（06牝 Gulch）USA３勝，Oaklawn Bayakoa S

‐L ３着

３代母 カティベルCutty Belle（83 USA芦 Cutlass）不出走
ベラトールBellatre（87 牝 Valid Appeal）USA２勝

ファイアマンズチョイス Fireman's Choice（96 牡 Piccolino）USA・PR９勝，
C. Santiago Iglesias Pantin‐L

４代母 ベルプールBelle Poule（61 USA芦 Barbizon）USA１勝
［子］ エンバシーロー Embassy Row（72牡 DiplomatWay）USA３勝，ラン

プライターＨ‐G3，種牡馬
マッチングギフトMatching Gift（78 牡 Foolish Pleasure）USA４勝，
Dover S，ローレルフュチュリティ‐G1 ２着，Marlboro Nurs
ery S３着，種牡馬

［孫］ ドクタールートDr. Root（87 牡 Slew o' Gold）USA５勝，ソードダン
サーＨ‐G1，Noble Dancer H‐L，パンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

クロッカドア Crockadore（87 牝 Nijinsky）IRE・USA５勝，オーキッドＨ
‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G3，ＷＬマクナイトＨ‐G2 ２着，etc.

フローイング Flowing（88牝 El Gran Senor）GB・FR・IRE・ITY６勝，
フライイングファイヴＳ‐G3（２回），Tipperary Sprint‐L
（２回），オメノーニ賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

751 アモールミーオ２０２１ 牡・芦 ３／１３
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアモールミーオ
＊ El Prado

��
��
�ミプラデーラ芦 2010 Cutty Belle

16
サンデーサイレンス S3×M3 Cutlass S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アラビアンパール（09黒鹿 フジキセキ）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
アラビアンゴールド（16牝栗 ＊サウンドボルケーノ）�１勝
アラビアンパレス（19牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝��

２代母 ビワアラビアン（93栗 Nijinsky）不出走
リクオウ（99牡 ＊アフリート）１勝
ワンマンシャチョウ（01牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，長久手特別，二王子特別，

睦月賞２着，初夢賞２着，熱田特別２着，etc.
フォーマルハウト（06牝 ＊クロフネ）出走

ワイエスキャンサー（17牝 ネオユニヴァース）��５勝，ラブミーチャン記念３着

３代母 ＊アラビアⅡ（77 USA鹿 Damascus）USA３勝
ファラウェイサンズ Faraway Sands（84 牝 Stop the Music）USA２勝

ポリッシュミュージック Polish Music（97� Polish Numbers）USA６勝，
HBPA City of Ranson H３着

ファーオエイシス Far Oasis（86 牝 Key to Content）GB出走
サンセットコード Sunset Code（93� Lost Code）USA９勝，John Henry

H２着

４代母 クリスマスウィンドChristmasWind（67 CAN鹿 Nearctic）USA２勝
［子］ ウィンターズテイルWinter's Tale（76� Arts and Letters）USA14 勝，サ

バーバンＨ‐G1（２回），ブルックリンＨ‐G1，マールボロＣ‐G1，etc.
［孫］ ホリデイミュージック Holiday Music（95� Prospector's Music）USA

14 勝，Mr. Nickerson H‐L，Wild andWonderful H‐L，C. E
dmund O'Brien S‐R，etc.

ボビーバーンズ Bobby Burns（82� Roberto）USA３勝，New York
Turf Writers H‐L，ロレンスリアリゼイションＳ‐G2 ４着，ニッカ
ボッカーＨ‐G3 ４着

ミスタースクルージMr. Scrooge（90� Silver Ghost）USA12 勝，Ol
d Rosebud S，Florence S‐L ３着

販売申込者・所有者： 江谷牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-0702
生 産 牧 場： 江谷牧場
飼 養 者： 江谷牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-0702

752 アラビアンパール２０２１ 牡・黒鹿 ４／２８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーアラビアンパール Nijinsky

��
��
�ビワアラビアン黒鹿 2009 ＊アラビアⅡ

6b
Nijinsky M3×S4 Hail to Reason S5×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 アルマシャウラ（10鹿 アドマイヤムーン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ゴールドキャッスル（17牝鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
コンフィアンス（18牝鹿 キズナ）入着２回，��１勝
ソフィアコール（19牝黒鹿 キズナ）�入着

２代母 ＊ティリオブストラッフォード（95 USA鹿 Deputy Minister）USA入着２回
メイショウエイシ（01牡 Honour and Glory）４勝，ＴＶＱ杯，愛宕特別２着，Ｔ

ＶＱ杯３着，唐津特別３着
タマモコンチェルト（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝
アスカノヒミコ（03牝 ＊タバスコキャット）１勝

アスカノロマン（11牡 ＊アグネスデジタル）７勝，東海Ｓ‐G2，平安Ｓ‐G3，チ
ャンピオンズＣ‐G1 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ３着，etc.，��入着�
�，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.

ベルシャルル（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝，ラベンダー賞‐OP ２着
プレタポルテ（07牝 キングカメハメハ）１勝，村上特別２着
コウユーネガイ（08牝 ゼンノロブロイ）�４勝�２勝���，荒炎賞３着
サラファン（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 デヴィルタントDeviltante（86 USA黒鹿 Devil's Bag）USA１勝
レイディトーリ Lady Tori（91 牝 Fappiano）USA２勝

ビンザベスト Binthebest（97	 Binalong）USA５勝，ガルフストリームスプ
リントＣｈ．Ｈ‐G2 ２着，チャーチルダウンズＨ‐G2 ３着，デピュティ
ミニスターＨ‐G3 ２着，etc.

ティンカー Tinker（99 牡 Binalong）USA４勝，Spectacular Bid S‐L ３着
グラニーケリーGranny Kelly（94 牝 Irish River）IRE 入着

シックスヒッター Six Hitter（99	 Boundary）GB・ITY・USA６勝，P. To
scana‐L，Criterium Varesino‐L ３着

４代母 ボーンナレイディ Born a Lady（81 USA鹿 Tentam）USA４勝，Pearl N
ecklace S‐R，DropMe A Note S‐R ２着
［孫］ アントニオバローズ（06牡 マンハッタンカフェ）２勝，シンザン記念‐G3，

日本ダービー‐Jpn1 ３着，プリンシパルＳ‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

753 アルマシャウラ２０２１ �・黒鹿 ２／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアルマシャウラ
＊ Deputy Minister

��
��
�ティリオブストラッフォード鹿 2010 Deviltante

2d
Mr. Prospector S4×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 アルマーズビコー（10黒鹿 ジャングルポケット）�入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（11）〕
アテナリ（15牝黒鹿 ＊タートルボウル）�11 勝，ヴィーナススプリント（Ｄ1200）３着
ラウディ（18�鹿 モーリス）入着２回，���出走�出走
キュビズム（19牡青鹿 エピファネイア）�出走
モストロネーロ（20牡青 リオンディーズ）�未出走

２代母 ダイヤモンドビコー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，
ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ２着，etc.，優古牝
ウインマリアベール（07牝 ＊クロフネ）４勝，彦星賞，利根川特別３着，黄梅賞３着
ウインジュビリー（08牝 ＊シンボリクリスエス）２勝
ペルセヴェランテ（12牡 キングカメハメハ）２勝
ゼンノタヂカラオ（13� キングカメハメハ）２勝，若葉Ｓ‐LR ３着，はなみずき賞，

春日特別３着
ゼンノワスレガタミ（14牡 キングカメハメハ）４勝，西日本スポーツ杯２着

３代母 ＊ステラマドリッド（87 USA鹿 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ
ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，Bridgework S，etc.
リファインメントRefinement（94 牝 Seattle Slew）USA出走

＊ライラックスアンドレース（08牝 Flower Alley）USA３勝，アシュランドＳ
‐G1，California Oaks‐L，Corte Madera S‐L ２着
ラッキーライラック（15牝 オルフェーヴル）７勝，大阪杯‐G1，エリザベ
ス女王杯‐G1（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1，etc.，HKG入
着，優２牝

＊アイルドフランス（95牝 Nureyev）FR・USA６勝，ヒルズバーロウＨ‐G3，ミネル
ヴ賞‐G3，Criterium de l'Ouest‐L，etc.

＊スターアイル（04牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝
ミッキーアイル（11牡 ディープインパクト）８勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，
マイルＣｈＳ‐G1，スワンＳ‐G2，etc.，優短距，種牡馬

アステリックス（10牝 ネオユニヴァース）出走
アエロリット（14牝 ＊クロフネ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，毎日王冠‐G2，
クイーンＳ‐G3，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

754 アルマーズビコー２０２１ 牡・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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーアルマーズビコー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイヤモンドビコー黒鹿 2010 ＊ステラマドリッド

6a
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Raise a Native S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アナコンダ（09鹿 フサイチコンコルド）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（15）〕
ガンバレアナコンダ（14牝鹿 キングヘイロー）�１勝�３勝�入着
ヒマラヤミューズ（15牝鹿 スマートファルコン）�１勝
ログブック（16牡黒鹿 メイショウボーラー）��６勝�入着
ワイルドジャーニー（17牡青鹿 メイショウボーラー）��２勝
ワールドタキオン（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）��２勝
プロバブルチェンジ（19牝栗 ＊パイロ）��入着３回
キミトユメヲカケル（20牝芦 レッドファルクス）�地方未出走

２代母 ホッカイラヴ（98栗 ＊アフリート）１勝
ホッカイディウ（05牡 ＊ジェリ）１勝
ホッカイボンベイ（06牡 フサイチソニック）�２勝�２勝
ホッカイマリリア（07牝 アドマイヤボス）�１勝�入着�
ホッカイサイモン（08牡 ミラクルアドマイヤ）�５勝
ラブミートゥナイト（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��

３代母 ホッカイテースト（88鹿 ＊ノーザンテースト）入着
シンコウマルロー（93� シンボリルドルフ）４勝，いわき特別，古町特別，初風特

別２着，etc.
ホッカイアレス（94牝 シンボリルドルフ）不出走

セレブレーション（00牡 ＊アラジ）�１勝�，華月賞３着
マイネルプルート（04牡 ステイゴールド）３勝，小豆島特別，伏拝特別２着，

朱雀Ｓ３着，etc.
ホッカイマーカム（95牡 ＊クリミナルタイプ）障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ホッカイショコラ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，富里特別，富里特別３着

マイネルメリエンダ（11牡 ＊チーフベアハート）４勝，京都金杯‐G3 ３着，ジ
ュニアＣ‐OP ２着，野路菊Ｓ‐OP ３着，etc.

４代母 ニホンピロオーロラ（82鹿 ＊イングリツシユプリンス）１勝
［孫］ マルカチーノ（96牡 ＊リファーズウィッシュ）障害２勝，阪神ジャンプＳ

‐JG3 ２着，�７勝	
４勝�，新緑賞３着

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

755 アナコンダ２０２１ 牡・鹿 ５／ ６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンアナコンダ ＊アフリート

��
��
�ホッカイラヴ鹿 2009 ホッカイテースト

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5×S5 Northern Dancer M5×M5×M5
イングリツシユプリンスM5×M5
価格： 購買者：



母 アートアロング（10栗 アドマイヤムーン）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ダブルアロング（17牡芦 ＊クロフネ）��１勝
マミーマム（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ＊アーミールージュ（99 USA鹿 Miswaki）FR・USA１勝
マリアージュ（05牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，初茜賞２着

３代母 オールアロング All Along（79 FR鹿 ＊ターゴワイス）入着，GB・FR・USA９
勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，凱旋門賞‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，タ
ーフクラシックＳ‐G1，ワシントンＤＣ国際‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，etc.

＊アロングオール（86牡 Mill Reef）FR２勝，グレフュール賞‐G2，シェーヌ賞‐G3，
仏グランクリテリヨム‐G1 ２着，種牡馬

アレレブルーAllez les Bleus（87 牝 Kris）FR出走
ゴールデンアレGolden Allez（96� Shirley Heights）ITY３勝，P. Bottice

lli‐L ２着
オールダンシングAll Dancing（88牝 ＊ダンシングブレーヴ）FR出走

アソロ Asolo（94 牡 Surumu）FR・GER・UAE２勝，ロイヤルオーク賞‐G1
３着，ゲルリンク賞‐G2 ２着，独セントレジャー‐G2 ２着，etc.，FR障
害２勝，種牡馬

アルトゥアArutua（93牝 Riverman）不出走
プラトー Plato（97 牡 Lure）IRE・USA３勝，ベルモントレキシントンＳ‐G3

２着，種牡馬
＊ジュリエット（00牝 Sadler's Wells）GB・IRE・USA２勝，Give Thanks S

‐L，Noblesse S‐L ２着，Finale S‐L ３着
アルナキュール Arnaqueur（95 牡 Miswaki）FR３勝，P. Lord Seymour‐L，エ

ドゥヴィル賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬
アメリカンアドヴェンチャーAmerican Adventure（00 牝 Miswaki）FR入着４回

アドヴェンチャーシーカー Adventure Seeker（08 牝 Bering）FR・CAN２勝，
P. de Liancourt‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，P. Finlande‐L
３着

アロングアゲイン Along Again（11 牝 Elusive City）GB１勝，プリンセスマ
ーガレットＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
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

756 アートアロング２０２１ �・栗 ４／２１

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊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ートアロング
＊ Miswaki

��
��
�アーミールージュ栗 2010 All Along

1d
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アートラヴァー（13栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
ジャポニズム（18牡栗 グランプリボス）��２勝�５勝

２代母 ギャラリートーク（02栗 ＊ブライアンズタイム）出走
フィールドシャイン（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，越後Ｓ，

長浜特別，北陸Ｓ２着，山科Ｓ２着，etc.
アドマイヤドミノ（08牡 キングヘイロー）�２勝�入着
フィールドメジャー（10牝 ダイワメジャー）２勝
ユアザイオン（12牝 メイショウサムソン）１勝
ゴールデンウェル（16牡 スクリーンヒーロー）２勝
ナリノクリスティー（17牝 トゥザワールド）１勝，デイジー賞２着，��１勝��
アートクリティック（19牝 ロゴタイプ）���１勝

３代母 ＊ヒットザスポット（95 USA鹿 Deputy Minister）１勝
アップルアロー（00牡 ＊トニービン）４勝，北海Ｈ，湯川特別
イアオニードル（01牡 スペシャルウィーク）４勝，エメラルドＳ２着，噴火湾特別

２着，桃山特別２着，etc.
ミンティエアー（04牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，オークス

‐Jpn1 ４着，彦星賞，etc.
エルモンストロ（16牡 ルーラーシップ）４勝，八海山Ｓ，鳴海特別，くすのき

賞３着，etc.

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

757 アートラヴァー２０２１ �・黒鹿 ３／１４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアートラヴァー ＊ブライアンズタイム

��
��
�ギャラリートーク栗 2013 ＊ヒットザスポット

8h
Northern Dancer S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 アリュマージュ（15栃栗 ハーツクライ）入着５回
本馬の他に産駒あり

２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
ヒカルアモーレ（04牝 ＊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

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
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，甲斐路Ｓ２着
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，ニューイヤーＳ‐L ３着，春興Ｓ，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，

青島特別２着，アルメリア賞２着
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，初音Ｓ，北大路特別，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

３代母 マイグレイトホープMy Great Hope（86 GB栗 Simply Great）FR入着２回

４代母 マーティンゲイルMartingale（75 GB鹿 Luthier）GB２勝
［子］ マージーMersey（82牝 ＊クリスタルパレス）FR・USA５勝，ロイヤルオ

ーク賞‐G1，フォワ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G3，etc.

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

758 アリュマージュ２０２１ �・黒鹿 ３／２２
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

＊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リュマージュ
＊ Kaldoun

��
��
�グレイトフィーヴァー栃栗 2015 My Great Hope

1p
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 アイリッシュビート（15栗 ハーツクライ）１勝
初仔

２代母 ヒラボクビジン（07黒鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，初茜賞，春光Ｓ２着，
舞浜特別２着，秋嶺Ｓ３着，ながつきＳ３着
マイネルストラトス（14牡 ディープスカイ）２勝，��入着３回��２勝�２勝�１勝
エンデュミオン（17牡 ヴィクトワールピサ）�４勝，桑名Ｓ，北海Ｈ，燕特別，飛

鳥Ｓ２着，阿賀野川特別２着，etc.
ミエノナイスガイ（19牡 ＊クロフネ）�１勝

３代母 ＊オリジナルスピン（97 IRE 鹿 Machiavellian）GB２勝
ソルモンターレ（06� ＊ブライアンズタイム）２勝，ラジオ福島賞２着，オホーツク

Ｈ２着，花背特別３着，etc.，�１勝	入着 12回
インカンテーション（10牡 ＊シニスターミニスター）10勝，武蔵野Ｓ‐G3，マーチＳ

‐G3，平安Ｓ‐G3，etc.，
１勝��入着２回，種牡馬
スピナッチ（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，加古川特別
サンティーニ（15� ダイワメジャー）�２勝，九州スポーツ杯２着，わらび賞２着，

障害２勝

４代母 ノットビフォータイムNot Before Time（91 IRE 栗 Polish Precedent）不出走
［子］ タイムアウェイ Time Away（98牝 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，etc.
［孫］ 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
チーフアイアンサイド Chief Ironside（15 牡 Lawman）GB・IRE・AUS
３勝，ＭＶＲＣクリスタルマイル‐G2，ＮＪＣキャメロンＨ‐G3 ３
着，ダイオメドＳ‐G3 ３着，etc.

ケアンゴーム Cairn Gorm（18牡 Bated Breath）�GB・FR３勝，カブ
ール賞‐G3，Cathedral S‐L ３着

ポスティド Posted（16牝 Kingman）�GB３勝，Fortune S‐L，Di
ck Hern S‐L 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

759 アイリッシュビート２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアイリッシュビート ＊ブライアンズタイム

��
��
�ヒラボクビジン栗 2015 ＊オリジナルスピン

22a
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ウィンディガーデン（07黒鹿 タニノギムレット）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（20）〕
ジルコン（12牝鹿 ＊バゴ）�２勝
ウィンディスカイ（13牝鹿 ディープスカイ）�１勝�１勝��６勝�入着�
ウインディシティー（15牡青鹿 ヴァーミリアン）��３勝�３勝��１勝
シロボシ（16牡黒鹿 トーセンホマレボシ）�２勝	
シャークスポット（18牡鹿 ダノンシャーク）�１勝，�１勝，サンライズＣ
（Ｄ1800）３着

２代母 チェイスザウインド（95鹿 ＊トニービン）出走
チェストウイング（01牡 スペシャルウィーク）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３着，東京

競馬場グランドＯＰ記念‐L ３着，オクトーバーＳ，信夫山特別，陣馬特別，etc.
メインストリーム（05牡 アグネスタキオン）５勝，松籟Ｓ，天竜川特別，青嵐賞，

晩秋特別２着，陣馬特別２着，etc.

３代母 ＊アンテイツクヴアリユー（79 USA鹿 Northern Dancer）不出走
アンティ－クミスティ－ク Antique Mystique（84牝 Affirmed）USA６勝，Burl

ington County S，ニューヨークＨ‐G2 ２着，ボイリングスプリングズＨ
‐G3 ４着，etc.

＊ニュースヴァリュー（89牝 Seattle Song）６勝，札幌スプリントＳ‐Jpn3 ２着，
パラダイスＳ‐OP，谷川岳Ｓ‐OP ２着，etc.

ベガ（90牝 ＊トニービン）４勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，エリザベス女王
杯‐Jpn1 ３着，etc.，優３牝
アドマイヤベガ（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，京都

新聞杯‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
アドマイヤドン（99牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，�２勝��３勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），etc.，優２牡，優ダート（2回），ＤＧ優秀（2回），種牡馬

ヒストリックスター（05牝 ＊ファルブラヴ）不出走
ハープスター（11牝 ディープインパクト）５勝，桜花賞‐G1，札幌記念
‐G2，チューリップ賞‐G3，etc.，優３牝

マックロウ（97牡 ＊トニービン）３勝，京都記念‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2 ２着，天
皇賞（春）‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453

760 ウィンディガーデン２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルウィンディガーデン ＊トニービン

��
��
�チェイスザウインド黒鹿 2007 ＊アンテイツクヴアリユー

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

価格： 購買者：



母 エアブライス（14栗 ＊ハービンジャー）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ケイティヴィーナス（20牝栗 ＊エスケンデレヤ）�未出走

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
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，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： ㈱ＳＧプランニング＝愛知県一宮市 �080-9810-0171
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

761 エアブライス２０２１ �・鹿 ２／１４
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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlエアブライス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2014 ＊フェアリードール

9f
Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 イエロースター（13栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ディアナブレイン（18牝栗 エスポワールシチー）���３勝

２代母 アサティスジョオー（02鹿 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ラヴクエスト（08牝 ＊マイネルラヴ）�１勝�入着�
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタン賞２着
パッショネイトラン（12� ヴァーミリアン）２勝
リプレイス（14牡 ＊サウスヴィグラス）�10 勝
マロンパンナ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝	

３代母 シゲノタイトル（92栗 ニチドウアラシ）�５勝
シゲノマルゼン（98� マルゼンスキー）�１勝�
アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，栄冠賞
ブラッシングダイヤ（01牡 ＊ブラッシングジョン）�３勝��７勝

４代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
［子］ マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，

マイラーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬
マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，
飯坂特別，�１勝


ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，
ニューイヤーＣ２着

ダンシングホーク（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，ＴＶ埼玉杯３着
マイネルスピード（97牡 ＊リズム）１勝
ミヤビセイコウ（98牝 ＊ティンバーカントリー）��１勝

［孫］ ベルガド（15牡 スズカフェニックス）１勝，若菜賞２着，	１勝
スモールキング（08牡 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記
念３着

フォールズマウス（07牡 ＊タップダンスシチー）��４勝
ノースキング（18牡 キングヘイロー）���１勝

［曾孫］ セトノダイヤモンド（19牝 ネオユニヴァース）��４勝
ヴィーヴォ（17牡 キングヘイロー）��２勝	１勝

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

762 イエロースター２０２１ 牡・栗 ４／ １
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターイエロースター ＊アサティス

��
��
�アサティスジョオー栗 2013 シゲノタイトル

＊トリーソング 9h
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 イグアスフォールズ（16栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��入着
初仔

２代母 ロスグラシアレス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ロールボヌール（12牡 ＊フレンチデピュティ）�６勝，岩手ダービーダイヤモンドＣ，

南部駒賞，若駒賞，種牡馬
ノブアニバーサリー（13牝 ＊ロージズインメイ）�３勝
アバンドーネ（14牝 ＊ファルブラヴ）出走

ラーグルフ（19牡 モーリス）�２勝，ホープフルＳ‐G1 ３着，芙蓉Ｓ‐OP
スーパーアキラ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝
ポワソニエール（17牝 ＊シニスターミニスター）�３勝
ベニスビーチ（18牝 ＊ノボジャック）��３勝�１勝�２勝�入着��，加賀友禅賞，サ

ラブレッド大賞典，徽軫賞２着，ウインター争覇２着，東海ゴールドＣ２着，etc.

３代母 ロスマリヌス（97栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，白菊賞
ロスペトリュス（05牡 ＊タイキシャトル）２勝，ｔｖｋ賞２着，牡丹賞２着，百日草

特別２着，�２勝

４代母 ＊アンブロジン（88 USA鹿 Mr. Prospector）FR・USA１勝
［子］ ノーリーズン（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，神戸新

聞杯‐Jpn2 ２着，こぶし賞，種牡馬
グレイトジャーニー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ダービー卿Ｃｈ
Ｔ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.，種牡馬

［孫］ ジェントルフォーク（05牡 タニノギムレット）４勝，瀬戸特別，釜山Ｓ２
着，桶狭間Ｓ３着，etc.

マノワール（10牡 ゴールドアリュール）４勝，ＢＳイレブン賞２着，ＴＶ
Ｑ杯２着，西日本スポーツ杯３着，etc.

ヴァーチュ（02牝 ＊タイキシャトル）３勝，きんせんか賞２着，火打山特
別３着，鳥取特別３着，etc.

メラナイト（15	 ハーツクライ）２勝，新涼特別３着
［曾孫］ ワンアンドオンリー（11牡 ハーツクライ）４勝，日本ダービー‐G1，神戸新

聞杯‐G2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，UAE入着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

763 イグアスフォールズ２０２１ �・栗 ４／１９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターイグアスフォールズ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ロスグラシアレス栗 2016 ロスマリヌス

＊アンブロジン A4
フォーティナイナー S4×M4 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 イセノメガミ（08栗 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（10）〕
ディアヴイーバル（14牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着２回，�３勝�１勝
ラインマッシモ（15牡栗 ＊トビーズコーナー）１勝
モリトローテローゼ（16牝栗 ＊タイキシャトル）入着２回，���２勝
アサマヤマブシ（18牡栗 ＊トビーズコーナー）��４勝
ライディーン（19牡栗 トゥザグローリー）��入着３回��

２代母 ソーラーヴィジョン（02栗 ＊タバスコキャット）不出走
イセノスバル（06牡 ＊プリサイスエンド）４勝，フェニックス賞‐OP ２着，洛陽Ｓ，

アクアラインＳ３着
ナムラアーチ（09牡 ジャングルポケット）�２勝�
アサケゴマ（10牝 ＊クロフネ）１勝，恵那特別３着，�１勝�入着
スリーナイトダリア（12牡 ＊ブライアンズタイム）�４勝
ブライアンジョー（13牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝
アルマライル（15牡 ヴァーミリアン）�１勝��５勝
コウエイバンビーノ（16牡 ＊シニスターミニスター）１勝

３代母 ＊ノーザンソーラー（84 USA黒鹿 Northern Dancer）不出走

４代母 ソーラー Solar（76 CAN栗 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ バハミアンパイレト Bahamian Pirate（95� ＊ハウスバスター）GB・FR

・IRE12 勝，ナンソープＳ‐G1，フィーニクススプリントＳ‐G3，
Bentinck S‐L，etc.

ストロングホープ Strong Hope（00牡 Grand Slam）USA６勝，ドゥワイ
アＳ‐G2，ジムダンディＳ‐G2，カーターＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

アレックスヌレーエフ Alex Nureyev（83牡 Nureyev）GB・FR・ITY５
勝，P. Daumier‐L，エミリオトゥラティ賞‐G1 ３着，ヴィット
リオディカプア賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

アンジェリ－ナバレリ－ナ Angelina Ballerina（85 牝 Nureyev）GB・I
RE・USA３勝，Rose Bowl S‐L，シルヴァーベルズＨ‐G2 ４着，
ウィルロジャーズＨ‐G2 ４着，etc.

販売申込者・所有者： 桑田 正己＝浦河町姉茶 �0146-26-3266
生 産 牧 場： 桑田 正己
飼 養 者： 三好 悠太＝浦河町姉茶 �090-7655-4081

764 イセノメガミ２０２１ 牡・栗 ５／２１

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスイセノメガミ ＊タバスコキャット

��
��
�ソーラーヴィジョン栗 2008 ＊ノーザンソーラー

8f
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 イルミナーレ（13黒鹿 ハーツクライ）入着２回，�１勝�入着
初仔

２代母 ＊キアロディルーナ（06 USA鹿 Malibu Moon）出走
キアロディソーレ（12� ゴールドアリュール）�９勝��４勝
トサイチ（15牡 ゼンノロブロイ）�５勝��入着�

３代母 ＊ヴードゥーレディ（99 USA鹿 ＊デインヒル）USA４勝，Lady Canterbury B
reeders' Cup S‐L ３着
ダディーズトリップ（16牡 ドリームジャーニー）�２勝，宝満山特別，揖斐川特別

２着，ＨＴＢ賞２着，etc.

４代母 サラマ Saramah（94 USA栗 ＊フォーティナイナー）GB出走
［子］ サラドグリーン Salad Green（09牝 Easing Along）ARG４勝，亜馬主サ

ークル賞‐G3，リカルドＰサウセ賞‐G3，ロスアラス賞‐G2 ２着，etc.
レットミーバイ Letmeby（05牡 Orientate）USA３勝，El Joven S‐L
３着

［孫］ シーズチーキー She's Cheeky（05牝 Black Minnaloushe）USA３勝，
マディソンＳ‐G1 ２着，サンタモニカＨ‐G1 ３着，サンタモニカＳ
‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ マイフレンドエマMy Friend Emma（12� Tannersmyman）USA８勝，
Albany S，Jess Jackson Owners' H，オールアメリカンＳ
‐G3 ２着，etc.

ウィッシュアポンWish Upon（14牝 El Corredor）USA６勝，Ticon
deroga S‐R ２着

ベッカムジェイムズ Beckham James（18� ＊シャンハイボビー）�USA
・CAN２勝，Charles Taylor S３着

５代母 ＊シュバルヴォラント（87 USA栗 Kris S.）USA５勝，ハリウッドスターレット
Ｓ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，ソレントＳ‐G3，BayMeadows Oaks‐L，
デルマーデビュタントＳ‐G2 ３着，etc.
［孫］ ラハン Lahan（97牝 Unfuwain）GB３勝，英１０００ギニー‐G1，ロックフ

ェルＳ‐G2

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

765 イルミナーレ２０２１ �・栗 ２／ ３

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスイルミナーレ
＊ Malibu Moon

��
��
�キアロディルーナ黒鹿 2013 ＊ヴードゥーレディ

8f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アートオブビーン（07鹿 ＊アグネスデジタル）２勝，�３勝，園田プリンセスＣ
（Ｄ1400），のじぎく賞（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
カープギャル（15牝鹿 ＊タイキシャトル）�２勝
カヤコ（19牝芦 ＊クリエイターⅡ）�出走

２代母 ＊ギザニア（92 USA鹿 Nijinsky）不出走
プリムラ（97牝 ＊ラストタイクーン）１勝

３代母 フォーリンミサイル Foreign Missile（73 USA鹿 Damascus）USA１勝，
Torrey Pines S３着
ヘロンベイ Heron Bay（80牡 Alleged）IRE・USA２勝，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬
スクアンソング Squan Song（81牝 Exceller）USA18 勝，アフェクショニトリーＨ

‐G3，レアトリートＨ‐G3，コティリオンＳ‐G3，etc.
ティンオークスTin Oaks（89 牝 Deputy Minister）USA出走
テンペストフュージット Tempest Fugit（97� Unaccounted For）USA
10 勝，John B.Campbell H‐L，Oceanport H‐L，Eight Thirty
S，etc.

オメガコードOmega Code（00牡 Elusive Quality）USA３勝，サンミ
ゲルＳ‐G3，Jessman CloudMemorial S‐L，Gilded Time S‐L
３着，種牡馬

＊クインプール（90牝 Alydar）USA３勝，ケンタッキーオークス‐G1 ３着
＊ゲーリックチューン（91牝 Danzig）不出走

＊シンボリインディ（96牡 A.P. Indy）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，京成
杯オータムＨ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.

コミックジーニアス Comic Genius（98 牡 Unbridled）USA４勝，Rocking
ham Park Derby２着，種牡馬

フォークアート Folk Art（01 牝 Bertrando）USA１勝
ヴァーソエイヴァーソ Verso a Verso（10牝 Circular Quay）USA２勝，
MyDear Girl S‐R，John Franks Juvenile Fillies Turf S‐R ２着

ワドゥードWadood（87牡 Danzig）GB１勝，コヴェントリーＳ‐G3 ２着，ジュ
ライＳ‐G3 ３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

766 アートオブビーン２０２１ 牡・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawアートオブビーン
＊ Nijinsky

��
��
�ギザニア鹿 2007 Foreign Missile

5f
Danzig S4×M5 Northern Dancer M4×S5 Lyphard S5×S5 Alleged S5×M5

価格： 購買者：



母 アースエンジェル（12青鹿 ＊キンシャサノキセキ）４勝，ルミエールオータムダッ
シュ‐LR（芝 1000）３着，飛翼特別（芝 1000），閃光特別（芝 1000），雷光特別
（芝 1000），稲妻Ｓ（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
プティアンジュ（19牝青鹿 キズナ）�出走
グローブフェイム（20牝黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 スズカエンジェル（04鹿 High Yield）�３勝
グランドエンジェル（11牝 スズカマンボ）１勝，�１勝��入着
イントゥザターフ（13� ディープインパクト）１勝，�１勝
プルセイラ（17牝 キズナ）入着５回，�１勝
ノーブルハート（18牝 ダイワメジャー）���１勝
トゥーサン（19牝 キタサンブラック）�１勝

３代母 ＊イルグンスエンジェル（98 USA鹿 Irgun）USA５勝，エイグリームＨ‐G2，
Sunnyvale H，サンタイサベルＳ‐G3 ２着
オリエンタルジェイ（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，千歳特別，ロベリア賞，千

葉日報杯２着，etc.

４代母 ノヴェンバーモーンNovember Morn（91 USA鹿 Capote）USA入着２回
［子］ バルミー Balmy（99牝 Salt Lake）USA６勝，Garland of Roses H‐L，

Primonetta S，Primonetta S２着，etc.
［孫］ テイツランディング Tate's Landing（10� Orientate）USA４勝，La

urel Futurity‐L

５代母 ロヴィングガールRoving Girl（81 USA鹿 Olden Times）USA入着
［孫］ レッドサティンスリッパーズ Red Satin Slippers（97 牝 Peteski）USA１

勝，Carotene S‐L ２着，Flaming Page H‐L ３着
［曾孫］ ローヴィングエインジェル Roving Angel（02 牝 Cape Canaveral）US

A・CAN６勝，Belle Mahone S‐L，Finger Lakes Juvenile Fillie
s S，Belle Mahone S‐L ２着，etc.

キャントレル Cantrel（04 牝 Gulch）USA５勝，Wonders Delight S‐R，
Jostle S‐L ２着，Ambassador of Luck H‐R ３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

767 アースエンジェル２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンアースエンジェル High Yield

��
��
�スズカエンジェル青鹿 2012 ＊イルグンスエンジェル

1o
フォーティナイナー S4×M5 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ヴィオレッタ（13青 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ウメムスビ（20牡黒鹿 ファインニードル）�入着

２代母 プリンセスカメリア（01栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
サンライズスター（08牡 ＊ファルブラヴ）�６勝�１勝
アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ３着，き
んもくせい特別，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，フェアリーＳ‐G3

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
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，etc.

ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，��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，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
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： ㈱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

768 ヴィオレッタ２０２１ �・栗 ４／１３

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヴィオレッタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスカメリア青 2013 ラトラヴィアータ

4m
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィクトワール（05黒鹿 アドマイヤベガ）��８勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（11）〕
コレット（13牝鹿 ＊アメリカンボス）��１勝
ニシノレディー（14牝黒鹿 リーチザクラウン）１勝，�５勝��
ニシノゲンセキ（15牡黒鹿 リーチザクラウン）入着２回，��出走�３勝��
ダンツスピリット（16牡黒鹿 リーチザクラウン）１勝
ヴィクトリオーソ（17牡鹿 フリオーソ）�入着２回，��１勝���１勝�入着

２代母 ラハンヌ（96芦 ＊デインヒル）��９勝，トゥインクルレディ賞２着，リリー
Ｃ２着
マリアンヌカフェ（06牝 マンハッタンカフェ）��１勝
アリューアレーヌ（08牝 ゴールドアリュール）��９勝

３代母 ＊レンデュシエール（86 FR芦 Kenmare）FR１勝，マルセルブサック賞‐G1 ３
着，オマール賞‐G3 ２着
オンブルドリュンヌOmbre de Lune（94牝 Polish Precedent）FR３勝

ルナットーリ Lunattori（03 牝 Vettori）FR入着
ビラボン Billabong（09牡 Gentlewave）GB・FR・ITY・USA・QAT・
MAR12勝，P. Lord Seymour‐L，ミラノ大賞‐G1 ２着，P. de la P
orte deMadrid‐L ２着，etc.

アンファンドリュンヌ Enfant de Lune（04	 Inchinor）GB・FR２勝，De
rby de l'Ouest‐L ３着，GB障害４勝

４代母 スケルダ Skelda（68 FR芦 La Varende）FR４勝，ポモーヌ賞，コンデ賞，
ヴァントー賞２着
［子］ ソレイユノワール Soleil Noir（76 牡 Exbury）GB・FR３勝，パリ大賞‐G1，

エスペランス賞‐G3，英セントレジャー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ジューヌルー Jeune Loup（75牡 Mill Reef）FR５勝，P. de Reux，
ドーヴィル大賞‐G2 ２着，ヴィシー大賞‐G3 ２着，etc.

［孫］ イランドラ Hylandra（89 牝 Bering）FR５勝，P. des Sablonnets‐L，
G.P. du Conseil General de Seine‐et‐Marne‐L ２着

テイクオフタイム Take Off Time（95	 Polish Precedent）ITY７勝，
P. Carlo Porta‐L，ITY障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲賀張中川牧場＝日高町賀張 �01456-5-2662
生 産 牧 場： ㈲賀張中川牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

769 ヴィクトワール２０２１ 牡・鹿 ４／１４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガヴィクトワール ＊デインヒル

��
��
�ラハンヌ黒鹿 2005 ＊レンデュシエール

22a
Danzig S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 エクレールアンジュ（13栗 ゼンノロブロイ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ラパールデザンジュ（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝�１勝

２代母 アドマイヤキラメキ（02栗 ＊エンドスウィープ）４勝，樅の木賞２着，秋分特
別３着，妙高特別３着，苗場特別３着
ラシンティランテ（09牝 アグネスタキオン）３勝，堀川特別，白菊賞，糺の森特別２着
トーセンスターダム Tosen Stardom（11牡 ディープインパクト）５勝，チャレン

ジＣ‐G3，きさらぎ賞‐G3，カシオペアＳ‐L，etc.，AUS２勝，ＶＲＣＬＫＳ
マッキノンＳ‐G1，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1，etc.，種牡馬

ネオスターダム（12牡 ネオユニヴァース）４勝，マーガレットＳ‐LR ３着，幕張Ｓ，
丹波特別，晩春Ｓ２着，長岡Ｓ２着，etc.

センテリュオ（15牝 ディープインパクト）５勝，オールカマー‐G2，マーメイドＳ‐G3
２着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，エリザベス女王杯‐G1 ５着，下鴨Ｓ，etc.

トーセンアラン（18牡 キズナ）�３勝

３代母 エヴリウィスパー（97栗 ＊ノーザンテースト）入着
ダークメッセージ（03牡 ダンスインザダーク）５勝，日経新春杯‐G2 ２着，日経新

春杯‐G2 ３着，シリウスＳ‐G3 ２着，etc.
ケアレスウィスパー（04牝 フジキセキ）３勝，丹沢Ｓ，灘Ｓ２着，etc.，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
トーセンバジル Tosen Basil（12 牡 ＊ハービンジャー）５勝，京都大賞典‐G2

２着，etc.，AUS・HKG入着２回，ＭＲＣアンダーウッドＳ‐G1 ２着，
香港ヴァーズ‐G1 ３着

トーセンジョーダン（06牡 ジャングルポケット）９勝，天皇賞（秋）‐G1，札幌記念
‐G2，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2，etc.，種牡馬

トーセンホマレボシ（09牡 ディープインパクト）３勝，京都新聞杯‐G2，日本ダー
ビー‐G1 ３着，大寒桜賞，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

770 エクレールアンジュ２０２１ �・鹿 ３／１０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルエクレールアンジュ ＊エンドスウィープ

��
��
�アドマイヤキラメキ栗 2013 エヴリウィスパー

＊クラフテイワイフ 9a
Mr. Prospector S4×M5×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エンパイアソウル（13鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊レディーロックフォード（09 IRE 鹿 Invincible Spirit）IRE１勝
タイガーバローズ（14牡 ＊アグネスデジタル）��１勝�５勝
ミスベル（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��５勝
ロックスピリット（16牡 ＊ヘニーヒューズ）入着３回，��１勝�５勝�６勝���

入着２回，栗駒賞
マーブルレディー（17牝 ダイワメジャー）入着，	３勝
プレゼント（18牝 ＊ヘニーヒューズ）��１勝	入着��
パルマフレイバー（19牡 ホッコータルマエ）���１勝

３代母 シーザレイディ Sheezalady（97 GB黒鹿 Zafonic）不出走
ファストカンパニー Fast Company（05牡 Danehill Dancer）GB２勝，エイコム

Ｓ‐G3，デューハーストＳ‐G1 ２着，種牡馬

４代母 ＊カナディアンミルⅡ（84 USA青鹿 Mill Reef）GB１勝，チヴァリーパークＳ
‐G1 ２着
［子］ ハワジス Hawajiss（91 牝 Kris）GB・IRE４勝，英ナッソーＳ‐G2，ミュ

ージドラＳ‐G3，メイヒルＳ‐G3，etc.
［孫］ エティモロジー Etymology（12
 New Approach）AUS５勝，ATC

Australia Day Cup‐L，VRC Bagot H‐L，ＳＡＪＣＳＡダービ
ー‐G1 ２着，etc.

トルンバ Torumba（96
 Marscay）AUS５勝，MRCChristmas S
‐L，VATCMercedes‐Benz S‐L

ホイットラムWhitlam（08
 Elusive Quality）AUS６勝，SAJC City
of Marion S‐L，ＳＡＪＣスプリングＳ‐G3 ２着，Oakbank RC H
ills Railway S‐L ２着

ダーティDirty（04 牝 Hussonet）AUS４勝，BRC Vo Rogue Plate‐L
トルドー Trudeau（07
 Exceed And Excel）AUS・SIN・MAL・KO
R12勝，Piala Emas Sultan Selangor‐L，EdmundW. Barker Tr
ophy‐L，Garden City Trophy‐L，etc.

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

771 エンパイアソウル２０２１ �・鹿 ３／ ５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエンパイアソウル
＊ Invincible Spirit

��
��
�レディーロックフォード鹿 2013 Sheezalady

52
GoneWest S4×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ウディバードソング（99 USA鹿 Woodman）入着，��１勝��
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－５（12），地方－７（21）〕
マルターズウディー（05牡鹿 ＊マルターズライオン）１勝，��２勝
ウッディームーン（06牝栗 ＊ムーンバラッド）��５勝
マルターズグロウヴ（08牡黒鹿 ＊アポインテッドデイ）２勝，二王子特別（芝 1800）２着
キャラヴェル（09牝鹿 ＊シベリアンホーク）�３勝
スウィープアウェイ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，北陸Ｓ（Ｄ1200）
トロピカルガーデン（12牝鹿 ハイアーゲーム）３勝，クリスマスローズＳ‐OP
（芝 1200）３着，カンナＳ‐OP（芝 1200）３着，すずらん賞‐OP（芝 1200）３着，
長万部特別（芝 1200），ＳＴＶ杯（芝 1200）２着，ゆきつばき賞（芝 1200）２着，
道新スポーツ杯（芝 1200）３着

ウッディタイガー（13牡黒鹿 ローレルゲレイロ）�４勝��３勝�
マプチートカーユ（15牝鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝��１勝
メシアン（17牝栗 エスポワールシチー）�１勝
スターリーソング（18牝鹿 エスポワールシチー）��１勝�入着
グリーンモンスター（19牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��１勝

２代母 オールフォーエリカAll for Erika（95 USA鹿 Capote）USA入着３回
リヴァーイーグルRiver Eagle（00 牡 Deputy Minister）USA１勝，種牡馬

３代母 ウィーバーシティミスWeber City Miss（77 USA黒鹿 Berkley Prince）U
SA17 勝，ベルダムＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，ブラックアイドスーザンＳ
‐G2，ホーソーンＨ‐G3，Geisha H‐LR，etc.
スル－シティスルー Slew City Slew（84牡 Seattle Slew）USA11 勝，オークローンＨ

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，サルヴェイターマイル‐G3，etc.，種牡馬
シティダンス City Dance（89牝 Seattle Slew）USA２勝，Plankton S‐L，カ

ムリーＳ‐G2 ２着，ブシャーＨ‐G3 ３着，etc.
＊トーヨーシアトル（93牡 Deputy Minister）５勝，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，��１勝

	１勝�，東京大賞典‐Jpn1，東海菊花賞‐Jpn2，etc.，ＤＧ優秀，種牡馬
シナスランソムCinnas Ransom（07牝 Red Ransom）不出走
キャプテンズランソム Captain's Ransom（17牝 Captain Al）�SAF11
勝，マジョルカＳ‐G1（２回），パドックＳ‐G1，南アフィリーズスプリ
ント‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

772 ウディバードソング２０２１ �・黒鹿 ２／２５

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊

ウッドマン Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Woodman ＊プレイメイトウディバードソング オールフォーエリカ Capote

��
��
�All for Erika鹿USA 1999 Weber City Miss

20
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ウイニフレッド（09鹿 スペシャルウィーク）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
アールブリッツ（17牡青 ストロングリターン）入着，��出走��３勝
ビュートラン（19牝青鹿 コパノリッキー）�出走
セブンカラーズ（20牝鹿 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ＊ストーミンウイニー（95 USA芦 Storm Cat）不出走
ラコンセイアント La Conseillante（04 牝 Elusive Quality）FR・USA３勝，P.

Aymeri de Mauleon‐L
ウォーエンヴォイWar Envoy（12牡 War Front）GB・FR・IRE・USA・BAR２

勝，英シャンペインＳ‐G2 ２着，レイルウェイＳ‐G2 ３着，Patton S‐L
２着，ラウンドタワーＳ‐G3 ３着，Rochestown S‐L ３着，種牡馬

ソイミモーサ Soy Mimosa（06牝 Grand Slam）ARG入着
サドゥー Sadhus（14 牡 Manipulator）�ARG６勝，独立記念日賞‐G3 ２着

テルザトゥルース（07牡 Yes It's True）１勝，�１勝���入着６回
ホレミンサイヤ（12牝 アドマイヤムーン）�２勝�４勝��，留守杯日高賞

３代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.

＊ゴールデンカラーズ（93牝 Mr. Prospector）３勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，フロ
ーラＳ‐OP，ひいらぎ賞
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ‐Jpn3，

谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
オーシャンカラーズOcean Colors（06 牝 Orientate）USA３勝，Mongo Quee

n S２着
シルヴァーカラーズ Silver Colors（07 牝 Mr. Greeley）GB出走

シルヴァーライド Silver Ride（12� Candy Ride）USA・CAN８勝，ヴォス
バーグＳ‐G1 ３着，King Cotton S‐L ３着，TomMetzen H. B. P. A.
Sprint S‐R ３着，etc.

＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ‐G1，
アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２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

773 ウイニフレッド２０２１ 牡・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールウイニフレッド
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミンウイニー鹿 2009 Winning Colors

23b
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインヴァネッサ（08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－１（１），地方－４（18）〕
ホウオウファースト（13牡鹿 ＊ファスリエフ）��８勝
ジェイジーノ（14牝鹿 ＊バゴ）入着，�３勝�入着
フセノラン（15牝栗 ＊バトルプラン）�３勝�１勝，クイーンＣ（Ｄ1600），菊水賞
（Ｄ1700）２着，兵庫若駒賞（Ｄ1400）２着

カッチョエペペ（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，���入着２回
ヴァンルーチェ（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）���３勝
キリシマミッチー（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

２代母 ジュリアビコー（99栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
ウインキングストン（05牡 ＊タイキシャトル）３勝，箕面特別，有明特別３着，周防

灘特別３着，�４勝�
ウインシュールマン（06牡 ウインマーベラス）２勝
ゼンノコンゴウ（10牡 ゼンノロブロイ）１勝，�３勝���入着３回��	
モンサンレガーメ（14牡 ＊ケイムホーム）２勝，カトレア賞
ジュリアヴィーナス（16牝 ジャスタウェイ）１勝

３代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
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，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），etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウ
スＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，etc.，�入着���

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，etc.，��１勝
�１勝
��入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，etc.

クリムゾンブーケ（06牝 ＊クロフネ）１勝
セイルオンセイラー（19牡 ＊ドレフォン）�２勝，鳳雛Ｓ‐L ３着，プラタナス

賞２着

販売申込者・所有者： ㈲川島牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2481
生 産 牧 場： ㈲川島牧場
飼 養 者： 発田 文広＝新冠町東町 �0146-47-4537

774 ウインヴァネッサ２０２１ 牡・鹿 ２／２３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラウインヴァネッサ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ジュリアビコー栗 2008 スカーレットローズ

＊スカーレツトインク 4d
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインディーヒル（08黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（４）〕
ギガバッケン（15�鹿 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，八王子特別（Ｄ2100）３着
アイルハヴウインズ（16牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）���２勝
ヴォンタリエール（18牝鹿 ショウナンカンプ）��２勝
コスモガラクシア（19牡黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�入着２回

２代母 ブリュメール（00鹿 ＊ティンバーカントリー）３勝
ヴィンセンツイヤー（11� マツリダゴッホ）１勝，��１勝
マイガーディアン（13牡 マツリダゴッホ）�１勝�７勝�
ルメイユール（14牝 ＊アイルハヴアナザー）��３勝
レヴォリオ（18牡 ジャスタウェイ）�入着，�２勝

３代母 ストーミーラン（91鹿 ＊トニービン）３勝，吉野ケ里特別，鳥羽特別３着，阪
神ヤングＪＳＳ３着
メリッサ（04牝 ＊ホワイトマズル）６勝，北九州記念‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，

北九州短距離Ｓ，etc.
ミッキーグローリー（13牡 ディープインパクト）７勝，関屋記念‐G3，京成杯

オータムＨ‐G3，マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.，種牡馬
カツジ（15牡 ディープインパクト）�３勝，スワンＳ‐G2，ＮＺトロフィー

‐G2，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，etc.
パープルレディー（18牝 ディープインパクト）�３勝，野島崎特別，ゆりかもめ賞

４代母 ウインドオブサマー（83栗 ＊ノーザリー）入着

５代母 アイレバース（70栗 ＊ソロナウエー）３勝，ＳＴＶ杯
［孫］ ゴーウィズウィンド（99牡 ＊フレイズ）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L，みなみ

北海道Ｓ‐L ２着，札幌日経ＯＰ‐L ２着，etc.
ベルシャルマンテ（90牝 ヤマニンスキー）４勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，
チューリップ賞‐OP ２着，フローラＳ‐OP ３着，etc.

［曾孫］ マルブツサンキスト（87牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念‐Jpn3，朝日
ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，安達太良Ｓ，etc.

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

775 ウインディーヒル２０２１ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジウインディーヒル ＊ティンバーカントリー

��
��
�ブリュメール黒鹿 2008 ストーミーラン

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインドブラーハ（16鹿 ＊ヨハネスブルグ）出走
初仔

２代母 メモリアルサマー（98青 ＊サンデーサイレンス）２勝
ソングオブウインド（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，菊花賞‐Jpn1，神戸新聞杯

‐Jpn2 ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ２着，夏木立賞，種牡馬
モンサンミシェル（04牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

リンディスファーン（15牡 ＊ワークフォース）２勝，生田特別
デイズオブメモリー（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�１勝�入着５回
プリンスヴィル（08牡 キングカメハメハ）１勝
カウウェラ（10牡 キングカメハメハ）１勝，障害２勝
ユアメモリー（11牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
アルディエンテ（17牡 エイシンフラッシュ）�２勝，八ヶ岳特別２着，館山特別２着
インプレストサマー（18牝 ＊ノヴェリスト）�出走，�２勝�

３代母 サマーワイン（90黒鹿 ＊トニービン）３勝，グッドラックＨ

４代母 シヤダイマイン（73黒鹿 ＊ヒツテイングアウエー）３勝，師走特別
［子］ ダイナシユート（82牝 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，

七夕賞‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ダイナマイン（80牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.

［孫］ アドマイヤマックス（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念
‐Jpn1，富士Ｓ‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

［曾孫］ ラインクラフト（02牝 ＊エンドスウィープ）６勝，桜花賞‐Jpn1，ＮＨＫ
マイルＣ‐Jpn1，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，etc.

フロレンティノ（06� ＊スウェプトオーヴァーボード）USA・UAE４勝，
ジェファーソンＣ‐G2，トランシルヴァニアＳ‐G3 ３着

アドマイヤロイヤル（07牡 キングカメハメハ）７勝，プロキオンＳ‐G3，
欅Ｓ‐L，etc.，�１勝�入着２回��	，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1
３着（２回），etc.

マルカフリート（06牡 ＊アフリート）９勝，霜月Ｓ‐L，エニフＳ‐L，etc.，
�１勝，北海道スプリントＣ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

776 ウインドブラーハ２０２１ 牡・鹿 ３／ ９

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythウインドブラーハ ＊サンデーサイレンス

��
��
�メモリアルサマー鹿 2016 サマーワイン

＊フアンシミン 9f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインレーヌ（11鹿 キングカメハメハ）�３勝��５勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
エマーブルクラス（20牝黒鹿 ＊パイロ）���入着

２代母 ダンスエンドレス（04鹿 ダンスインザダーク）不出走
マスケティアー（09牡 ＊クロフネ）SIN５勝，Woodlands Classic S‐L ３着

３代母 サクラエンドレス（89鹿 サクラユタカオー）２勝，フローラＳ‐OP ２着，う
ぐいす賞３着
サクラトキメキ（94牝 アンバーシヤダイ）出走

ユメロマン（02牡 ＊ジェネラス）３勝，グッドラックＨ２着
マイネルマクロス（01牡 フジキセキ）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着，京都２歳Ｓ‐L ２

着，毎日杯‐Jpn3 ３着，etc.
キズナエンドレス（11牝 ステイゴールド）２勝，御室特別２着，障害１勝

４代母 サクラハツスル（83鹿 マルゼンスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，巴賞
‐OP ３着，セプテンバーＳ，ユートピアＳ，白百合賞２着，etc.
［子］ サクラスピードオー（93牡 サクラホクトオー）４勝，共同通信杯４歳Ｓ

‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ５着，etc.
サクラロマンス（97牝 サクラホクトオー）１勝，紅梅Ｓ‐OP ３着，さわ
らび賞３着

サクラダイマオー（90牡 ＊リフアーズスペシヤル）��10 勝�１勝，かし
わ記念３着

サクラスエヒロ（95牝 サクラユタカオー）４勝，ポプラＳ，駒ケ岳特別，
桃花賞

サクラスターダム（00� ＊ブライアンズタイム）３勝，成田特別，潮来特
別３着

［孫］ サクラアドニス（08牡 サクラプレジデント）６勝，朱鷺Ｓ‐OP，ディープ
インパクトＣ‐OP，長篠Ｓ，etc.

サクラエール（11牡 ＊ケイムホーム）５勝，ファイナルＳ‐OP ２着，オー
タムリーフＳ‐OP ２着，大阪スポーツ杯，etc.，�12 勝	入着��


サクライダテン（05牡 サクラバクシンオー）３勝，クリスマスローズＳ
‐OP ２着，潮騒特別２着，白老特別２着，etc.，
３勝��

販売申込者・所有者： 大野 春男＝岩手県北上市 �0197-65-4168
生 産 牧 場： ㈲クリアファーム
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

777 ウインレーヌ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスウインレーヌ ダンスインザダーク

��
��
�ダンスエンドレス鹿 2011 サクラエンドレス

＊バイマイラブ 16g
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 オカノプレイヤー（99栗 ＊マイニング）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
サカジロキング（08牡鹿 ＊ファルブラヴ）１勝
フヨウムサシ（10牡栗 デュランダル）��１勝
カミノエミニー（18牝栗 ジャスタウェイ）��１勝��
アネモネポルト（20牝栗 バンブーエール）�出走

２代母 ヤマノトウショウ（92鹿 トウシヨウボーイ）不出走
ドラマチックアーツ（96牝 ＊ソヴィエトスター）��４勝�３勝�１勝

クレムリンシチー（07牡 ＊グラスワンダー）１勝，小石原特別２着，合馬特別３
着，�１勝�

サンライズジェガー（98牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，天皇賞
（春）‐Jpn1 ２着，鳴滝特別，不知火特別，初夢賞，etc.

サンライズボクサー（02牡 ＊カーネギー）２勝
クレバートウショウ（06牡 フジキセキ）５勝，マイラーズＣ‐G2 ２着，安田記念

‐G1 ４着，六甲Ｓ‐OP ２着，石清水Ｓ，再度山特別，etc.

３代母 ダイナソシエ（82鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
スギノプリンセス（93牝 マルゼンスキー）不出走

クレバースプリント（07牝 サクラバクシンオー）不出走
インビジブルレイズ（14牡 ハーツクライ）�６勝，白富士Ｓ‐L，サンタク
ロースＳ，丹波特別，etc.，障害１勝

ハナノメガミ（94牝 サクラユタカオー）４勝，大島特別，金峰山特別，清澄特別２
着，etc.
コーナーストーン（04牡 ダンスインザダーク）４勝，ホープフルＳ‐L ３着，飛

鳥Ｓ，幕張特別，etc.
ウインフルブルーム（11牡 スペシャルウィーク）５勝，京都金杯‐G3，福島Ｔ

ＶＯＰ‐L，カシオペアＳ‐L，etc.

４代母 シヤダイアグリー（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［孫］ スプリングドリュー（00牝 ＊ミシル）７勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ニューマー

ケットＣ，三面川特別，etc.

販売申込者・所有者： �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： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334

778 オカノプレイヤー２０２１ 牡・栗 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�マイニング I Passオカノプレイヤー トウシヨウボーイ

��
��
�ヤマノトウショウ栗 1999 ダイナソシエ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Raise a Native M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エメラルドアロー（14栗 ＊ヨハネスブルグ）�２勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 エメラルドインディ（08栗 アグネスタキオン）入着
エメラルドプラバ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）���３勝�２勝�入着
ミラベル（17牝 トーセンジョーダン）�１勝

３代母 ＊グリーンインディ（96 USA鹿 A.P. Indy）FR入着３回
ダイナミックグロウ（04牡 テイエムオペラオー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP，阿蘇Ｓ‐OP ２

着，灘Ｓ，etc.，�１勝	７勝�
ナリタシルクロード（07牡 スペシャルウィーク）６勝，ブリリアントＳ‐L，マリー

ンＳ‐LR ２着，ブリリアントＳ‐L ３着，etc.

４代母 ヴァルテアValthea（89 FR栗 Antheus）FR１勝
［子］ ヴェールヴァル Vert Val（94 牝 Septieme Ciel）FR５勝，P. du Pin‐L
［孫］ ラシャンヴァラー Russian Valour（01 牡 ＊ファスリエフ）GB３勝，英ノ

ーフォークＳ‐G3，Sandown National S‐L，種牡馬
セレブラ Celebra（06 牝 ＊パントレセレブル）FR・BRZ１勝，ヴァントー
賞‐G3 ２着

ラカリーシ La Khaleesi（12 牝 Alexandros）FR１勝，P. Roland de Ch
ambure‐L ３着

スマートルシファー（08牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，ラジオ福島賞２
着，吹田特別２着

［曾孫］ ノーブルアース（15牝 ハーツクライ）�３勝，アネモネＳ‐LR ３着，オ
ーストラリアＴ，寺泊特別，etc.

５代母 グリーンヴァリーGreen Valley（67 FR黒鹿 Val de Loir）不出走
［子］ グリーンダンサーGreen Dancer（72 牡 Nijinsky）GB・FR４勝，仏２０００

ギニー‐G1，リュパン賞‐G1，オブザーヴァーゴールドＣ‐G1，etc.，
種牡馬

［孫］ アルハールス Alhaarth（93 牡 Unfuwain）GB・FR・IRE８勝，デューハー
ストＳ‐G1，愛インターナショナルＳ‐G2，ドラール賞‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145
生 産 牧 場： 今野 活博
飼 養 者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145

779 エメラルドアロー２０２１ 牡・栗 ２／２２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythエメラルドアロー アグネスタキオン

��
��
�エメラルドインディ栗 2014 ＊グリーンインディ

16c
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 エレガントフラッグ（05黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（16）〕
フクノトリ（11�黒鹿 フサイチコンコルド）１勝
フクサンレイズ（13牝鹿 メイショウボーラー）�６勝���入着９回
フクサンローズ（14牝鹿 ＊アグネスデジタル）４勝，鋸山特別（Ｄ1800），織姫賞
（Ｄ1700），古町Ｓ（Ｄ1800）２着，茨城新聞杯（Ｄ1800）３着

フクサンダーク（16牡鹿 フリオーソ）入着３回，���１勝
フクサングレート（17牡鹿 フリオーソ）���８勝
フクサンモード（18牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）��出走��１勝
デジール（19�鹿 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ジュビロレディ（92鹿 ＊ジェイドロバリー）４勝，ＴＶＱ杯，西海賞２着，こ
ぶし賞２着，小野特別３着，鷹ケ峰特別３着，etc.
マチルド（02牝 アドマイヤベガ）不出走

ジェントルマン（08牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，下鴨Ｓ，千里山特別，ジュ
ーンＳ２着，府中Ｓ２着，逆瀬川Ｓ２着，etc.

オールブラックス（09牡 ＊アグネスデジタル）５勝，栗東Ｓ‐L ２着，津軽海峡
特別，伊良湖特別２着，鈴鹿特別３着，障害１勝

スズカデレヤ（17牡 ＊エスケンデレヤ）�３勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，豊前Ｓ
２着，薩摩Ｓ２着

ユメノサキガケ（07� スペシャルウィーク）�４勝
スズカレディ（08牝 マンハッタンカフェ）	４勝

３代母 ＊チアフルビダー（81 USA黒鹿 Bold Bidder）不出走

４代母 ＊ハニーサツクルヴアイン（67 USA黒鹿 Tom Fool）USA１勝
［子］ ＊ミストウキヨウⅢ（72牝 Dewan）USA10 勝，シグネトＳ‐G3，ジュニア

リーグＳ‐G3，Santa Gertrudes H，etc.
［孫］ コンスーミングパッション Consuming Passion（82牝 Jackie Fires）U

SA２勝，A. M. Fisher S
［曾孫］ ユートピア（00牡 ＊フォーティナイナー）３勝，��１勝�３勝
入着，

マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1（２回），ダービーＧＰ‐Jpn1，全日本２歳
優駿‐Jpn1，etc.，USA・UAE２勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 沖田 忠幸＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2857
生 産 牧 場： 沖田 忠幸
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

780 エレガントフラッグ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２９
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエレガントフラッグ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ジュビロレディ黒鹿 2005 ＊チアフルビダー

23b
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M5 Nijinsky M4×M5
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5 Special S5×M5
価格： 購買者：



母 エヴォリューション（11鹿 リキアイサイレンス）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サイレンスエース（20牡鹿 ヤマカツエース）�地方未出走

２代母 カーリービッド（99芦 ＊ティッカネン）�１勝
ホワイトルシアン（05牡 リキアイワカタカ）�６勝�入着
フェイヴァー（06牡 ウイングアロー）��１勝�８勝�入着３回
ペリフェリック（07牡 ＊オペラハウス）�６勝
サンバビーン（10牝 スズカマンボ）４勝，門司Ｓ，釧路湿原特別，�１勝�１勝�

１勝��，ビューチフルドリーマーＣ，ノースクイーンＣ，ノースクイーンＣ
３着，ＮＡＲ優古牝

インザサイレンス（13牡 リキアイサイレンス）１勝

３代母 ＊カーフィリィ（92 IRE 鹿 Caerleon）GB・UAE２勝
ホワイトハピネス（97牡 タマモクロス）５勝，京都大賞典‐Jpn2 ３着，みなみ北海

道Ｓ‐OP ２着，大阪―ハンブルクＣ‐OP ２着，etc.
フィリーズベスト（98牝 アンバーシヤダイ）出走

ビレッジオブベスト（09牡 ＊マイネルラヴ）	18 勝，カンナ賞，錦江湾賞３着

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.
＊フックライン（93牝 ＊シャーディー）FR１勝，P. Caravelle‐L ２着

［孫］ ウィーズリーWeasley（06 牡 Shamardal）AUS１勝，MRCGothic S
‐L ２着

［曾孫］ ヴォーハート Vo Heart（10
 Show a Heart）AUS６勝，ＢＲＣシャ
ンペインクラシック‐G2

グリム（15牡 ゼンノロブロイ）４勝，レパードＳ‐G3，etc.，��１勝�
２勝�１勝�１勝��入着，白山大賞典‐Jpn3（２回），マーキュリー
Ｃ‐Jpn3，etc.

ミステリーミスMystery Miss（15 牝 ＊アニマルキングダム）AUS６勝，
WATC Belmont Guineas‐L，WATC Belmont Oaks‐L，
WATC Belgravia S‐L，etc.

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

781 エヴォリューション２０２１ 牡・鹿 ３／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�リキアイサイレンス リキアイアクトレスエヴォリューション ＊ティッカネン

��
��
�カーリービッド鹿 2011 ＊カーフィリィ

17b
Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 エロイナ（14鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
コパノセイバー（18牝鹿 ヴァンセンヌ）�出走，�１勝�１勝
マナリオナ（19牡鹿 ヴァンセンヌ）��入着

２代母 ＊マーモリー（06 IRE 鹿 Tiger Hill）不出走
ミスタービッグシャッフルMister Big Shuffle（10� Big Shuffle）FR・GER・IT

Y・UAE・NOR・SWE・DEN３勝，キウスーラ賞‐G3 ３着，Norsk Derb
y‐L ３着

デファーンドル（15牝 ネオユニヴァース）��１勝�２勝�１勝
マリノプリエール（19牝 オルフェーヴル）�１勝

３代母 ＊ムーンレディ（97 GER黒鹿 Platini）FR・GER・USA６勝，独セントレジャ
ー‐G2，ロングアイランドＨ‐G2，ドイツヘロルト賞‐G3，ドイツ牝馬賞‐G3，
Reluctant Guest S‐L ２着，etc.

＊マザイ（05牝 ＊ファスリエフ）SWE入着３回
メジャータイフーン（13牝 ダイワメジャー）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着，ＳＴ

Ｖ杯２着
コパノフィーリング（17牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，���３勝	１勝�入着，川

崎スパーキングスプリント，習志野きらっとスプリント，笠松ＧＰ２着，etc.
エイシンフラッシュ（07牡 ＊キングズベスト）６勝，日本ダービー‐G1，天皇賞（秋）

‐G1，毎日王冠‐G2，etc.，UAE・HKG入着，種牡馬
ダノンムーン（09牡 ディープインパクト）４勝，小豆島特別，高山特別，八坂Ｓ２

着，etc.

４代母 ミッドナイトフィーヴァMidnight Fever（91 IRE 鹿 Sure Blade）不出走
［子］ ミッドナイトエインジェルMidnight Angel（99 牝 Acatenango）FR・G

ER・ITY・USA２勝，独オークス‐G1 ２着，伊オークス‐G1 ３着，
ミネルヴ賞‐G3 ３着

［曾孫］ エイムトゥプリーズ Aim to Please（13 牝 Excellent Art）GB・FR・IR
E・CAN３勝，ベルトランデタラゴン賞‐G3，P. Francois Boutin
‐L，ダリアＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �090-3468-0027
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

782 エロイナ２０２１ �・鹿 ２／１９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonエロイナ
＊ Tiger Hill

��
��
�マーモリー鹿 2014 ＊ムーンレディ

8a
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エーシンシルビア（08栃栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（15）〕
エイシンビワウタ（13牝栗 キングカメハメハ）�７勝�２勝
エイシンユートピア（14牝鹿 カンパニー）�１勝�３勝��

エイシンヌウシペツ（19牝 エイシンヒカリ）��入着２回�１勝��入着３回，
ゴールドジュニア２着

エイシンフォーラン（16牡栗 ＊エイシンアポロン）入着３回，��２勝	�入着４回
トミケンベレムド（18牡栗 ＊エスケンデレヤ）�１勝
エイシンユプケ（19牝鹿 エイシンフラッシュ）��入着�

２代母 エイシンサンサン（92栗 ＊キャロルハウス）４勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，エリザ
ベス女王杯‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ト
パーズＳ‐OP ２着，etc.
エイシンニーザン（02牡 ＊フォーティナイナー）４勝，プリンシパルＳ‐L，メトロポ

リタンＳ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，信濃川特別，etc.，障害３勝，阪神
スプリングジャンプ‐JG2，etc.

エイシンテンリュー（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，青葉賞‐Jpn2 ３着，水仙
賞，青嵐賞３着，金山特別３着，障害１勝

エーシンサーフィン（04牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，有松特別２着，君子蘭賞３
着，障害１勝
エイシンチラー（18牝 リアルインパクト）�４勝，メイＳ‐OP ２着，若潮Ｓ，

三面川特別，織姫賞，デイジー賞３着
エーシンディーエス（05牡 ＊デヒア）入着，障害３勝，京都ハイジャンプ‐JG2，京

都ジャンプＳ‐JG3
エーシンリターンズ（07牝 キングカメハメハ）５勝，桜花賞‐G1 ３着，ローズＳ

‐G2 ３着，関屋記念‐G3 ２着，チューリップ賞‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.
エイシンクリック（14牡 ルーラーシップ）�３勝，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，白鷺

特別３着，三春駒特別３着，障害３勝，阪神スプリングジャンプ‐JG2，東京ジ
ャンプＳ‐JG3 ３着

３代母 エイシンギヤロツプ（84栗 ＊ノーザンテースト）出走
エイシンイットオー（93牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531
生 産 牧 場： 川端 英幸
飼 養 者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531

783 エーシンシルビア２０２１ �・芦 ３／２０

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

�
�
�
�
�
�
�
�
� Trolley Songダンカーク シークレットステイタス A.P. Indy

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールエーシンシルビア ＊キャロルハウス

��
��
�エイシンサンサン栃栗 2008 エイシンギヤロツプ

＊ホイスリングウインド 8c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オジャッタモンセ（03芦 ＊クロフネ）入着２回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（12）〕
メデタシ（08牝鹿 ディープインパクト）１勝，チューリップ賞‐G3 ３着，桜花賞

‐G1 ４着
トットート（09牝鹿 ジャングルポケット）�２勝
テレビ（10牝鹿 メイショウサムソン）不出走

イカニカン（19牡 ＊ダノンレジェンド）��５勝，九州ダービー栄城賞
ヨッテウタッテ（11牝鹿 オレハマッテルゼ）１勝
アゲハ（12牡黒鹿 ディープインパクト）�３勝
マザー（15牝芦 メイショウサムソン）�２勝
アサキチニセイ（17牡芦 サンライズペガサス）��１勝�入着��
グレースユイ（18牝鹿 ＊アポロキングダム）��４勝

２代母 ＊メロンパン（93 USA鹿 Theatrical）出走
ロロ（97牡 フジキセキ）４勝，遠州灘Ｓ，香嵐渓特別，	１勝
モットヒカリヲ（98牝 ＊アフリート）２勝，こけもも賞

イヤダイヤダ（02牡 サニーブライアン）２勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，雪
割草特別

マズイマズイウマイ（12牡 サクラバクシンオー）２勝，会津特別，鳥屋野特別２着
イイコトズクシ（15牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，万

両賞３着
ワナ（00牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3
ヌチグスイ（01牡 ＊デヒア）１勝

３代母 ボーダードーンBorder Dawn（76 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB５勝
インフレイションビ－タ－Inflation Beater（81牡 General Assembly）GB・SAF３勝，

愛ダービートライアルＳ‐G2 ２着，Ulster Harp Derby‐L ２着，種牡馬
クリスクリングル Kris Kringle（85 牡 Kris）FR・IRE３勝，ブランドフォードＳ

‐G2，愛ダービートライアルＳ‐G2，ガリニュールＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬
マイファーストスターMy First Star（86 牝 Caerleon）AUS１勝

イスカ Isca（95 牝 Rory's Jester）AUS６勝，ＶＲＣライトニングＳ‐G1，Ｖ
ＲＣニューマーケットＨ‐G1，MRC Sir JohnMonash S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲木村牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0605
生 産 牧 場： ㈲木村牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

784 オジャッタモンセ２０２１ �・芦 ４／２０
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

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

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューオジャッタモンセ
＊ Theatrical

��
��
�メロンパン芦 2003 Border Dawn

14c
Deputy Minister M4×S5

価格： 購買者：



母 オリヅル（07鹿 ＊クロフネ）�１勝��５勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ピンクダンサー（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）��入着�２勝
オーケービーナイト（17牡黒鹿 トーセンホマレボシ）�２勝
ピンクローズ（18牝黒鹿 ローズキングダム）���４勝
タンバグリ（19牡鹿 サトノアラジン）��２勝
ザワールドアズワン（20牡鹿 ディープブリランテ）�地方未出走

２代母 オリガミ（99鹿 ＊シャンハイ）�２勝��入着３回，フロイラインＣ，北海優
駿２着，華月賞２着，北斗盃２着，フローラルＣ２着，etc.
カミヒコーキ（05牝 ＊マイネルラヴ）１勝，�３勝，フローラルＣ

サノラブ（14牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�８勝��１勝，徽軫賞，金沢スプ
リントＣ３着，日本海スプリント３着

マーガレットスカイ（15牝 ディープブリランテ）２勝，中ノ岳特別３着，��３勝
カミフブキ（06牝 ナリタトップロード）�２勝��２勝
カミデッポー（08牡 タニノギムレット）�１勝��１勝
カミヒトエ（09牡 キングヘイロー）�１勝��
ヘンゲンジザイ（10牝 ＊タイキシャトル）�１勝
カミカザリ（11牝 ダンスインザダーク）�２勝��	入着６回
ジェットスタート（13牝 ヴァーミリアン）��１勝
１勝�入着２回�
ビッグショウ（16牡 ＊カジノドライヴ）�１勝��１勝

３代母 ラプソディスター（89鹿 アスワン）入着
ラプソディスキー（97牡 マルゼンスキー）�５勝��２勝，王冠賞２着

４代母 キヨクトウルンルン（81鹿 ＊ハンターコム）��８勝
［子］ ホワイトアロー（87牡 ベストブラツド）４勝，金杯‐Jpn3，愛知杯

‐Jpn3，日経新春杯‐Jpn2 ２着，etc.
プリンスアロー（90牡 アスワン）３勝，恵庭岳特別，企救丘特別，ポプラ
Ｓ３着，etc.

ベストシルバー（91牝 ＊シヤカプール）１勝，漁火特別３着
［孫］ オーゴンヒリツ（08牝 ＊イーグルカフェ）�３勝��１勝，東京プリンセ

ス賞２着

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

785 オリヅル２０２１ 牡・鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� キングカメハメハ

�
�
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�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューオリヅル ＊シャンハイ

��
��
�オリガミ鹿 2007 ラプソディスター

＊インタグリオ 2i
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 オータムカラー（09栗 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
タガノヒルクライム（15牡栗 ＊ハービンジャー）１勝
テイエムラヴィータ（19牡鹿 ホッコータルマエ）�出走
ドリーミーバローズ（20牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 オータムブリーズ（98鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，障害１勝
ブリズデロートンヌ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

グランユニヴェール（13牡 ネオユニヴァース）��３勝�７勝，京浜盃２着，
ハイセイコー記念２着，平和賞３着

マエストラーレ（06牝 ネオユニヴァース）４勝，江戸川特別，三陸特別２着
ルヴァンスレーヴ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，チャンピオンズＣ‐G1，

ユニコーンＳ‐G3，etc.，��２勝�１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，
ジャパンＤダービー‐Jpn1，全日本２歳優駿‐Jpn1，etc.，優ダート，Ｄ
Ｇ特別，種牡馬

チュウワブロッサム（07牝 デュランダル）３勝，瀬波温泉特別，柳都Ｓ３着，�１勝
チュウワウィザード（15牡 キングカメハメハ）�６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，

�１勝��４勝�入着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念
‐Jpn1（２回），ダイオライト記念‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2，etc.，UA
E・SAU入着２回，優ダート

コルポディヴェント（08牡 フジキセキ）５勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ，桃山Ｓ２着
アイアンテーラー（14牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，インディアＴ，

��１勝，クイーン賞‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着
アイキャンテーラー（16牡 フリオーソ）２勝，��２勝

３代母 セプテンバーソング（91鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，三面川特別，寺泊特別２
着，逢坂山特別３着

４代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
［子］ ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，

日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬

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

786 オータムカラー２０２１ �・鹿 ３／２３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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� Gio Ponti

�
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�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイオータムカラー ＊ティンバーカントリー

��
��
�オータムブリーズ栗 2009 セプテンバーソング

＊フアンシミン 9f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 オールエリザベス（14青鹿 ＊パイロ）入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
ナッター（19牡青鹿 ＊ダノンレジェンド）��出走��入着

２代母 オールオールオール（06栗 アグネスタキオン）出走
バーンザワールド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）��７勝�，スパーキングサマーＣ２着，

優駿スプリント２着，川崎マイラーズ３着
メイショウアバラガ（12牡 ＊エンパイアメーカー）入着６回，�２勝�２勝�
ワールドフェーマス（13牡 ＊タイキシャトル）１勝
トモジャブルーノ（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�６勝
シズヨシ（18牡 ホッコータルマエ）���５勝�２勝

３代母 ＊スターダーラ（98 USA鹿 Theatrical）GB出走

４代母 リダラ Lydara（90 USA鹿 Alydar）USA２勝
［孫］ カトルラポール（13牝 ＊グラスワンダー）２勝，春菜賞

５代母 スティックトゥビューティ Stick to Beauty（73 USA黒鹿 Illustrious）USA
３勝，Busanda S，Rosetown S２着
［子］ ゴールドビューティGold Beauty（79 牝 Mr. Prospector）USA８勝，テ

ストＳ‐G2，フォールハイウエイトＨ‐G2，トルーノースＨ‐G3，etc.
ザプライムミニスター The Prime Minister（87 牡 Deputy Minister）U
SA５勝，米グッドウッドＨ‐G2，種牡馬

［孫］ ダイジュールDayjur（87 牡 Danzig）GB・FR・USA７勝，ナンソープ
Ｓ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，etc.，
種牡馬

＊メイプルジンスキー（85牝 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着

アイアンマスク Iron Mask（98牡 Danzig）FR・USA・SIN５勝，アラ
ンベール賞‐G3，P. de la Vallee d'Auge‐L，KrisFlyer Sprint
‐L，etc.，種牡馬

バッファム Buffum（08牡 Bernardini）USA・UAE４勝，ボールドルー
ラーＨ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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

787 オールエリザベス２０２１ 牡・栗 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ステイゴールド
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� 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
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�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊ Pulpit
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��

�パイロ Wild Visionオールエリザベス アグネスタキオン

��
��
�オールオールオール青鹿 2014 ＊スターダーラ

1g
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 オールモストゼア（15鹿 ディープインパクト）入着２回，�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊エヴァディングタンペット（07 GB鹿 Dubai Destination）GB・FR・ITY・
USA・TUR３勝，伊１０００ギニー‐G3，P. Ronde de Nuit‐L，アンプリュダー
ンス賞‐G3 ２着，International Istanbul Trophy‐L ２着，マイチャーマーＨ
‐G3 ３着，etc.
エヴァンジェリン（13牝 ダイワメジャー）��３勝
ストロベリームーン（14牝 ＊キンシャサノキセキ）６勝，ＮＳＴ賞‐OP，越後Ｓ，岩

室温泉特別，ラジオ福島賞，花のみちＳ２着，etc.
アジャストザルート（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，鷹取特別２着，鳥取特別３着
ショコラドボンボン（18牝 ハーツクライ）��出走��１勝

３代母 レイトサマー Late Summer（98 USA黒鹿 GoneWest）GB出走
フォーザカウント For the Count（09 牝 Dylan Thomas）SAF２勝，East Cape

Oaks‐L ３着

４代母 サンアンドシェイド Sun and Shade（89 GB鹿 Ajdal）GB・USA４勝，L
ady Morvich H‐L ２着
［子］ ダガーズドローンDaggers Drawn（95牡 Diesis）GB３勝，英シャンペ

インＳ‐G2，リッチモンドＳ‐G2，種牡馬
エネミーアクション Enemy Action（96牝 ＊フォーティナイナー）GB・I
RE・USA２勝，MindyMalone S３着

［孫］ ブレヴィティ Brevity（08 牝 Street Cry）GB・FR２勝，Dick Poole Fill
ies' S‐L，Atalanta S‐L ３着

スーパースルース Super Sleuth（06 牝 Selkirk）GB・IRE入着６回，英１０
００ギニー‐G1 ３着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，Montrose F
illies S‐L ２着，etc.

コンサイス Concise（10 牝 Lemon Drop Kid）GB・USA２勝，ガーデ
ンシティＳ‐G1 ３着，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ２着

［曾孫］ シャドウハンター Shadow Hunter（13 牝 Arcano）GB１勝，Roses S
‐L，コーンウォリスＳ‐G3 ３着，Lansdown S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱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

788 オールモストゼア２０２１ 牡・鹿 ５／ ４

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲
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� Raskaマインドユアビスケッツ ジャズメイン Toccet
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�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス
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�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアオールモストゼア
＊ Dubai Destination

��
��
�エヴァディングタンペット鹿 2015 Late Summer

2o
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：


