
母 タイキエリーゼ（04鹿 ＊キングオブキングス）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－６（19）〕
ゴールドファイヤー（11牝鹿 ＊タイキファイヤー）�１勝��入着５回�
トリフェーン（13牡栗 ＊タイキファイヤー）��１勝��入着５回�
ルリカラクサ（14牝黒鹿 メイショウボーラー）�２勝�５勝��
フルオーライト（15牡黒鹿 メイショウボーラー）�１勝�１勝�入着
ウマダユウサク（16牡栗 メイショウボーラー）���７勝
ブルーティアーズ（17牝青鹿 メイショウボーラー）���入着６回
ヴリルエリーゼ（18牝黒鹿 ＊ヴリル）���１勝

２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，ダービー卿ＣｈＴ
‐Jpn3 ３着，オーシャンＳ‐OP，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
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，東風Ｓ‐L ３着，オーロＣ‐L 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
タイキミューズ（02牝 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
スーパーミッション（05牡 ＊ブラックホーク）１勝，��４勝�４勝�

３代母 イエスマイディアYes My Dear（82 USA栗 Affirmed）不出走
＊タイキクレセント（92	 Keen）４勝，京成杯‐Jpn3 ３着，谷川岳Ｓ‐OP ２着，平

ヶ岳特別，etc.
＊ラブリイパートナー（93牝 Darshaan）３勝，阿賀野川特別，クレマチス賞，ユート

ピアＳ２着，etc.

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

1153 タイキエリーゼ２０２０ 牡・鹿 ４／２６
Kingmambo
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＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス
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�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Sadler's Wells
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��

�キングオブキングス Zummeruddタイキエリーゼ
＊ Darshaan

��
��
�サブミッション鹿 2004 Yes My Dear

21a
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 タイセイティグレス（11青鹿 ＊アサクサデンエン）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
タイセイアンバー（17�栗 タイセイレジェンド）�１勝�２勝

２代母 ホットレディ（03鹿 ＊サンデーサイレンス）�１勝�入着
ツガノフレンチ（12牡 エイシンデピュティ）��２勝

３代母 ＊グレースアンドグローリー（93 GB黒鹿 Sadler's Wells）不出走
＊グレイトサンライズ（98牝 Caerleon）１勝

レッドディザイア（06牝 マンハッタンカフェ）３勝，秋華賞‐G1，オークス‐Jpn1
２着，etc.，USA・UAE１勝，アルマクトゥームチャレンジＲ３‐G2，etc.

キミノナハセンター（11� ディープインパクト）３勝，ＴＶ山梨杯，丹波特別
２着，八ヶ岳特別２着，etc.

４代母 グレイスノートGrace Note（82 FR黒鹿 Top Ville）GB１勝，リングフィ
ールドオークストライアルＳ‐G3 ２着
［子］ ベルメス Belmez（87牡 El Gran Senor）GB・FR・IRE５勝，Ｋジョー

ジ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，
チェスターヴァーズ‐G3，etc.，種牡馬

ダウランドDowland（88牡 Sovereign Dancer）GB・IRE５勝，Ulst
er Harp Derby‐L，ベレスフォードＳ‐G2 ３着，Ballycullen S
‐L ３着，etc.，種牡馬

オペラコミックOpera Comique（01牝 Singspiel）GB・IRE１勝，愛パ
ークＳ‐G3 ３着

［孫］ ドゥビュッシーDebussy（06 牡 Diesis）GB・FR・USA・UAE６勝，ア
ーリントンミリオンＳ‐G1，ウジェーヌアダム賞‐G2，ハクスリーＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊ラフアラウド（13牝 Dubawi）GB４勝，プリンセスエリザベスＳ‐G3，
Conqueror S‐L，Rosemary S‐L

エンターテインメント Entertainment（12 牝 Halling）GB・FR１勝，
Cheshire Oaks‐L ２着

［曾孫］ オルトグラフ（16牝 ＊パイロ）２勝，なでしこ賞，越後Ｓ３着，�入着，
兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着

販売申込者・所有者： 寺井 文秀＝えりも町歌別 �01466-2-3624
生 産 牧 場： 寺井 文秀
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1154 タイセイティグレス２０２０ �・栗 ３／２１
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＊マンファスタイセイレジェンド メジロマックイーン

��
��
�シャープキック栗 2007 ペッパーキャロル

＊ Singspiel

�
�
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�
�
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��

�アサクサデンエン ＊ホワイトウォーターアフェアタイセイティグレス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ホットレディ青鹿 2011 ＊グレースアンドグローリー

16b
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×M5 Sadler's Wells M4×M5

価格： 購買者：



母 タカラジェニファ（11鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝，２０１５ＷＡＳＪ第３戦（芝 1200）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ホワイトピクシイ（01鹿 ＊ホワイトマズル）３勝
トーセンプリモ（09牝 ＊ストラヴィンスキー）３勝
アージェス（15� ＊サウスヴィグラス）入着，��３勝

３代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
システィーナ（89牝 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，etc.
タフグレイス（96牝 ＊トニービン）５勝，中山金杯‐Jpn3 ２着，千葉Ｓ，両国

特別（２回），etc.
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

ヒガシオリビア（91牝 サクラユタカオー）３勝，三国特別，阿賀野川特別３着
ステファーナ（93牝 ＊リアルシヤダイ）入着２回

プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，�１勝��３勝�１勝�，全日本２歳
優駿‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，etc.

コパノマルコリーニ（04牝 マヤノトップガン）�出走
サイモンラムセス（10牡 ブラックタイド）５勝，小倉大賞典‐G3 ３着，グ
リーンＳ，シンザンＣ，etc.，種牡馬

オパールムーン（18牝 ヴィクトワールピサ）�１勝，ファンタジーＳ‐G3
２着

サンライズトゥルー（09牡 ディープインパクト）２勝，長良川特別，鴨川特別
２着，三方ヶ原特別２着，etc.

ミヤコサンライズ（99牝 フジキセキ）２勝，檜原湖特別３着，門司特別３着
パラダイスフラワー（04牝 ＊ティンバーカントリー）�７勝�１勝��，エーデルワ

イス賞‐Jpn3，日高賞，南部駒賞，etc.
リザルト（05牝 ＊マイネルラヴ）�10 勝�，ジュニアＧＰ３着

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1155 タカラジェニファ２０２０ 牡・黒鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス
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�ヨハネスブルグ Mythタカラジェニファ ＊ホワイトマズル
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��
�ホワイトピクシイ鹿 2011 ダイナコマネチ

＊ニアーリーズン 22b
Hail to Reason S5×S5 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

ナランフレグ（16牡 ゴールドアリュール）�４勝，淀短距離Ｓ‐L ２着，シルク
ロードＳ‐G3 ３着，鞍馬Ｓ‐OP ２着，etc.

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

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

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

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

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

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

1156 ダラニ２０２０ �・鹿 ３／２９
＊サンデーサイレンス
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�サクラバクシンオー サクラハゴロモダラニ ＊サンデーサイレンス
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��
�パーフェクトブルー栗 2011 ビューティークロス

＊フラストレート 1b
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテーストM4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 チェインブラッド（09黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ニシノハピネス（15牝鹿 ＊モンテロッソ）�２勝
カウムディー（16牝黒鹿 エイシンフラッシュ）入着，�３勝�入着
ストロングチェイン（17牝栗 ストロングリターン）���１勝�１勝

２代母 ＊ナスキ（95 GB黒鹿 Nashwan）GB・GER４勝，Nereide‐Rennen‐L ２
着，Spreti‐Memorial‐L ３着
ナブリッサNabrissa（00 牝 Machiavellian）ITY１勝
ナシーリアNassiria（01 牝 Singspiel）GB１勝
ナチュラルアクションNatural Action（04� ＊ディクタット）GB１勝，GB障害３勝
パワースイープ（07牝 キングヘイロー）��１勝

３代母 カルペラCalpella（89 GB黒鹿 Ajdal）GB２勝

４代母 カランドラ Calandra（77 USA黒鹿 Sir Ivor）IRE３勝，愛プリティポリーＳ
‐G2，Gilltown Stud S‐L
［子］ ＊ゴールデンテンプル（84牝 Golden Fleece）IRE２勝，McGrath S‐L，

Ballycorus S‐L ２着，Persian Bold S‐L ２着，etc.
［孫］ ホビー Hobby（05牝 Robellino）GB・GER１勝，リブルズデイルＳ‐G2

３着，Newbury Fillies Trial S‐L ３着，Star S‐L ３着
トリアーラ Tryarra（90 牝 Persian Heights）IRE４勝，Ballyroan S
‐L ２着，Diamond S‐L ２着

デリヴァティヴDerivative（98� Erins Isle）IRE２勝，Leopardstow
n 2000 Guineas Trial S‐L ２着，GB障害３勝

ハリングトン Harrington（02� Sadler's Wells）IRE１勝，Navigatio
n S‐L ３着

［曾孫］ ブロークンストーンズ Broken Stones（14� Requinto）GB・HKG２勝，
ジュライＳ‐G2 ３着

ピリワンゴ Piri Wango（09� Choisir）GB・IRE４勝，グラッドネスＳ
‐G3 ２着

ウスラUsra（16牝 Requinto）GB・IRE１勝，Tipperary S‐L ３着

販売申込者・所有者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1157 チェインブラッド２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ９
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＊ Nashwan
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��
�ナスキ黒鹿 2009 Calpella

3n
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 チャリシー（12鹿 ＊ハービンジャー）１勝，磐梯山特別（芝 2600）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ブリガドーン（99黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，
京成杯‐Jpn3 ３着，館山特別，西郷特別，桑折特別，etc.
ボンバルディエーレ（06� ＊クロフネ）３勝，障害１勝
ブリガアルタ（13牝 ＊コンデュイット）３勝，織姫賞，かもめ島特別３着
ブラックドーン（14牡 ＊クロフネ）１勝
ブリッグオドーン（17牡 ＊カジノドライヴ）���４勝

３代母 ＊メインスルー（92 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA６勝，E.B. Johnston S
‐L，Torrey Pines S‐R
メインタイトル（98牝 Rahy）１勝

ディアーウィッシュ（04牡 ＊クロフネ）３勝，��７勝�４勝，浦和記念‐Jpn2
３着，京成盃グランドマイラーズ（２回），スパーキングサマーＣ，etc.

キングダンサー（08牝 キングカメハメハ）１勝
イズジョーノキセキ（17牝 エピファネイア）�３勝，忘れな草賞‐L ２着，
太宰府特別，京橋Ｓ２着

マコトキンギン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーションＣ３着
シャイニングスルー（02牝 スペシャルウィーク）１勝，湯浜特別３着
ダイバーシティ（05� ジャングルポケット）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ３

着，湾岸Ｓ，晩秋特別，etc.，障害１勝
ハッピーパレード（06牝 ネオユニヴァース）４勝，ｔｖｋ賞，中京スポーツ杯２着，

檜原湖特別２着，etc.
アドマイヤアロング（08牝 スペシャルウィーク）入着２回，�２勝

キングキングキング（15� ＊キングズベスト）２勝，福島２歳Ｓ‐OP ３着，�
�出走�４勝��

４代母 メインプロスペクトMain Prospect（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝，
Miss Autumn S
［孫］ ビルヒニアフィッツ Virginia Fitz（99 牝 Fitzcarraldo）ARG４勝，ラモ

ンビアウス賞‐G2，P. Juan Pedro Artigas‐L，ＣＥジュヴェナイ
ルフィリーズ‐G1 ２着，etc.

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

1158 チャリシー２０２０ �・栗 ２／１６

＊

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlチャリシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ブリガドーン鹿 2012 ＊メインスルー

8c
Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 ツクバエンジェル（07鹿 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
グランイーグル（14�黒鹿 キングヘイロー）���６勝
カオレレ（15牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）���２勝
パッションアイコ（16牝鹿 キングヘイロー）��出走�１勝�２勝���
シンタロウ（18牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）��３勝�入着，南部駒賞（Ｄ1600）２着
マルミ（19牝鹿 トーセンホマレボシ）�未出走

２代母 ウェディングハニー（93鹿 ＊トニービン）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，東
雲賞，金峰山特別，君津特別，白秋Ｓ２着，etc.
ヘイアンフェロー（01牡 バブルガムフェロー）入着，�７勝
タッチザスカイ（03牡 ＊ブライアンズタイム）��11 勝
ウェディングフジコ（04牝 フジキセキ）５勝，ターコイズＳ‐L，中山牝馬Ｓ‐G3 ２

着，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.，��入着２回，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，
スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
スーパーブレイク（14牡 ＊ブレイクランアウト）�３勝，東雲賞，ベストウィッ

シュＣ２着，節分Ｓ３着
ツクバプリティ（05牝 タニノギムレット）１勝
ツクバチャーム（06牡 ＊シルバーチャーム）��17 勝，金盃２着
ツクバインパクト（12牡 ディープインパクト）１勝
ツクバキセキ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）���４勝�10 勝�入着４回

３代母 ヘイアンパール（83鹿 トウシヨウボーイ）入着

４代母 イシノハナ（70鹿 ＊ラテイフイケイシヨン）３勝

５代母 テルクイン（61鹿 ＊フエリオール）６勝，オールカマー２着，オークス５着，
桜花賞５着，新潟競馬再開記念‐OP，七夕賞‐OP
［子］ ヒカルパーシア（74牝 ＊パーシア）３勝，阿武隈特別，蔵王特別，��５勝

クイーンズベンチ（80牝 ＊ドン）４勝，ルビーＳ，西湖特別
サンダオール（68牡 ＊ラテイフイケイシヨン）２勝，３歳特別
ブルツクランズ（79牡 ＊フオルテイノ）２勝，紫川特別，	５勝

［孫］ カシノジョオー（94牝 ＊キンググローリアス）
６勝�２勝，ジュニアＣｈ

販売申込者・所有者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-3701
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-3701

1159 ツクバエンジェル２０２０ 牡・黒鹿 ２／２７

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューツクバエンジェル ＊トニービン

��
��
�ウェディングハニー鹿 2007 ヘイアンパール

＊ゴールデンダート 2b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ディアナムラ（07栗 ザッツザプレンティ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（18）〕
リッチゴールド（12牡栗 ＊ハービンジャー）�１勝�入着�
ナムラメルシー（14牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプレス

杯‐Jpn2 ２着
ディアアルム（15牝青鹿 エイシンフラッシュ）��３勝�３勝��
ベラジオミキ（19牝鹿 アドマイヤムーン）�地方未出走

２代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Orinda H‐L ３着，
Charles H. Russell H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.，
種牡馬

ジェイドマジック（94牝 ＊ジェイドロバリー）２勝
グリーンプレゼンス（95牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）２勝，若葉Ｓ‐OP，紫野特別２着
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

京都大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
種牡馬

フローラルグリーン（98牝 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，常陸特
別，なにわＳ３着，ハッピーエンドＣ３着
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイラ

ンドＳ‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，マイラーズＣ‐G2 ３着，安田記念
‐G1 ４着，etc.

ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，
タンザナイトＳ‐OP ３着，白秋Ｓ，晩春Ｓ，etc.，�地方未出走

レンデフルール（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，有田特別２着，郡山特別２着，
伏拝特別２着，喜多方特別３着，萌黄賞３着

３代母 レアレイディRare Lady（74 USA黒鹿 Never Bend）USA１勝
マジカルアルアーMagical Allure（95 牝 General Meeting）USA７勝，ラブレア

Ｓ‐G1，レイディズシークレットＨ‐G2，C.E.R.F. S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1160 ディアナムラ２０２０ 牡・栗 ４／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊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

ダンスインザダーク

�
�
�
�
�

��
��

�ザッツザプレンティ ＊バブルプロスペクターディアナムラ
＊ Affirmed

��
��
�フローラルマジック栗 2007 Rare Lady

18
Mr. Prospector S4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ディアパヴォーネ（14黒鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 レンデフルール（04青鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝，有田特別２着，郡山特
別２着，伏拝特別２着，喜多方特別３着，萌黄賞３着
エピックウィン（12� ＊バゴ）２勝
コパノビアンカ（17牝 ＊ノヴェリスト）１勝，ダリア賞‐OP ３着

３代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Orinda H‐L ３着，
Charles H. Russell H‐L ３着

＊ペイパーレイン（91牝 Bel Bolide）USA６勝
マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オールカマ

ー‐G2（３回），日経賞‐G2，etc.，種牡馬
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

京都大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
種牡馬

フローラルグリーン（98牝 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，常陸特
別，なにわＳ３着，etc.
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイラ

ンドＳ‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，etc.
ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，

タンザナイトＳ‐OP ３着，etc.，�地方未出走
フローラルハイネス（00牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）�入着

アウロラハート（05牝 ゴールドアリュール）出走
ツーエムマイスター（12� メイショウボーラー）５勝，パラダイスＳ‐L ２
着，朱鷺Ｓ‐L ３着，仲秋Ｓ，etc.，��３勝�����

ディアナムラ（07牝 ザッツザプレンティ）出走
ナムラメルシー（14牝 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝	，エンプレス杯

‐Jpn2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

1161 ディアパヴォーネ２０２０ �・鹿 ３／２０
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

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

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudディアパヴォーネ ＊ブライアンズタイム

��
��
�レンデフルール黒鹿 2014 ＊フローラルマジック

18
Northern Dancer S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ディアベビードール（11鹿 ＊ファンタスティックライト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（13）〕
キクノピオニール（16牡栗 アドマイヤジャパン）��１勝�12 勝，中京ペガスター

Ｃ（Ｄ1600）３着
イッツアメモリー（18牝黒鹿 ローズキングダム）入着，���出走

２代母 アイネスターキン（90鹿 ＊ビシヨツプボブ）不出走
アイネスインター（96牡 スーパークリーク）��１勝�２勝
メリートサクラ（97牝 メリーナイス）�６勝
コウエイフウジン（98牡 アイネスフウジン）�７勝
コスモラブシック（99牡 アスワン）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，青函Ｓ‐OP ２着，

淀屋橋Ｓ，疾風特別，祇園特別，etc.
コスモターゲット（01牡 シンボリルドルフ）２勝，広瀬川特別
バリュアブルズ（05牡 メジロライアン）�２勝�１勝	入着２回
ディアジーナ（06牝 メジロマックイーン）４勝，フローラＳ‐Jpn2，クイーンＣ

‐G3，フラワーＣ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，菜の花賞，etc.

３代母 ジユウジターキン（80鹿 ＊ハンターコム）２勝
ジュウジホウセキ（92牝 マルゼンスキー）１勝，村上特別２着

アブラシオ（05牝 ＊グラスワンダー）１勝
オーヴァルエース（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，ヒヤシンスＳ‐L，寒椿賞，
種牡馬

ジュウジユタカ（93牝 サクラユタカオー）不出走
ロングテンシン（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
モエレフィールド（03
 ＊フィールドアスカ）３勝，マーガレットＳ‐L ２
着，すずらん賞‐OP ３着，浅草特別（２回），etc.，�１勝�４勝��

４代母 シヤダイターキン（66鹿 ＊ガーサント）５勝，オークス，サンスポ四歳牝馬特
別２着，牝馬東タイ杯３着，ライラツクＳ，３歳特別
［子］ ダイナアルテミス（84牝 ＊フアバージ）５勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，青函

Ｓ‐OP ２着，福島ＲＣ７０周年記念‐OP ３着，etc.
［孫］ レッツゴーターキン（87牡 ＊ターゴワイス）７勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，中

京記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 南部 功＝浦河町上絵笛 �0146-22-0710
生 産 牧 場： 南部 功
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1162 ディアベビードール２０２０ �・黒鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodディアベビードール ＊ビシヨツプボブ

��
��
�アイネスターキン鹿 2011 ジユウジターキン

＊フオルカー 13c
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ディヴァインクレア（08鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
コスモディヴァイン（14�鹿 ＊ワークフォース）�３勝�
ケイティシャイン（16牝鹿 ＊タートルボウル）��１勝
クレアトゥール（17牡鹿 トーセンジョーダン）��２勝
ハービンクレア（18牝鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 ペトラ（94鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，鷹ケ峰特別，播磨特別２着，須
磨特別２着，播磨特別３着，宝ケ池特別３着
カイシュウタキオン（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島ＴＶＯＰ‐L ３着，むらさ

き賞，ノエル賞，牡丹賞，アメジストＳ２着，etc.
ミッキーペトラ（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ２着，青函Ｓ，但馬Ｓ，垂水Ｓ３着
ミッキーシャイン（09牡 ディープインパクト）１勝
ミッキードラマ（12牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊ドレスデン（88 IRE 鹿 Lomond）不出走

４代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
［子］ ＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル

‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.
カポディモンテ Capo Di Monte（82 牝 Final Straw）GB・FR・USA５
勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，etc.

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

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

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

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

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

1163 ディヴァインクレア２０２０ 牡・鹿 ２／２８
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアディヴァインクレア ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ペトラ鹿 2008 ＊ドレスデン

2f
Mr. Prospector S4×M5 Burghclere M4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ティノ（13黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
テーオーディエス（18牝鹿 ラブリーデイ）�入着
ベラジオオモロー（19牡鹿 ビッグアーサー）�地方未出走

２代母 ライプオレンジ（95栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
キープザフェイス（02牝 エアジハード）４勝，苗場特別，河口湖特別
ドトウヒメDoto Hime（04牝 ＊メイショウドトウ）KOR２勝
レッドアイ（06� タニノギムレット）４勝，伊勢佐木特別３着
オランジュドール（10牝 エアジハード）�１勝�入着４回�

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

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

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

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

ーレーシングＣ賞２着
センターグランタス（04牝 アグネスタキオン）１勝
エイティーンガール（16牝 ＊ヨハネスブルグ）�５勝，キーンランドＣ‐G3，
シルクロードＳ‐G3 ２着，鞍馬Ｓ‐OP ３着，etc.

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

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

ションＣ

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

1164 ティノ２０２０ 牡・鹿 ３／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンティノ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ライプオレンジ黒鹿 2013 ダイナオレンジ

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 ティファイファイ（06栗 スターリングローズ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－１（１）〕
テイエムダンシング（12牡鹿 ダンスインザダーク）１勝，こぶし賞（芝 1600）２着，

�入着２回，新涼賞（Ｄ1800）２着
スマートシモーヌ（13牝鹿 ドリームジャーニー）１勝
スマートシグルズ（14牡栗 ドリームジャーニー）入着８回，�１勝�入着��
スマートヴォルフ（15牡鹿 ローズキングダム）１勝

２代母 メジロティファニー（88黒鹿 ＊モガミ）３勝，松前特別，五稜郭特別２着
メジロマントル（97牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，鳴尾記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3 ３着，朱鷺Ｓ，稲村ヶ崎特別，エアグルーヴメモリアル，etc.，��１勝��
メジロテディベア（00牝 ＊トニービン）入着７回，都井岬特別２着，荒川峡特別３着，

富里特別３着，��１勝
ロンドンアイ（09牡 フサイチコンコルド）��10 勝，川崎マイラーズ３着

３代母 メジロビユーテイー（82鹿 ＊パーソロン）２勝，スイートピー賞
メジロサージェント（90牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，信夫山特別３着
メジロメンカール（92牝 アンバーシヤダイ）３勝，陸奥湾特別，河口湖特別２着，

西湖特別２着，etc.
メジロドーベル（94牝 メジロライアン）10勝，オークス‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，エ

リザベス女王杯‐Jpn1（２回），阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，オールカマー‐Jpn2，etc.，
優２牝，優３牝，優父内，優古牝（2回）
メジロシャレード（06牝 マンハッタンカフェ）１勝
ショウナンラグーン（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，青葉賞‐G2，菊花
賞‐G1 ５着，山吹賞３着，etc.

メジロオードリー（07牝 スペシャルウィーク）２勝，遊楽部特別２着，松浜特
別３着，春菜賞３着
ホウオウイクセル（18牝 ルーラーシップ）�２勝，フラワーＣ‐G3，フェ
アリーＳ‐G3 ２着

メジロキルデア（98牡 アンバーシヤダイ）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ３着，ＮＨＫマ
イルＣ‐Jpn1 ５着，若竹賞，etc.

メジロコルセア（02牡 メジロライアン）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，松前特別，開成
山特別

販売申込者・所有者： 戸川牧場＝日高町豊田 �01456-5-2724
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

1165 ティファイファイ２０２０ 牡・栗 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズティファイファイ ＊モガミ

��
��
�メジロティファニー栗 2006 メジロビユーテイー

＊デヴオーニア 10d
Mr. Prospector S4×M4 Lyphard M4×S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ティーズノーブル（14栗 ＊プリサイスエンド）��入着７回
初仔

２代母 ＊フォレストキティ（01 USA鹿 Forestry）USA入着２回
キティ（06牝 Northern Afleet）４勝，オーロラ特別，初茜賞，北山Ｓ２着，大雪Ｈ

２着，津軽海峡特別２着，etc.
インティ（14牡 ＊ケイムホーム）�７勝，フェブラリーＳ‐G1，東海Ｓ‐G2，チ

ャンピオンズＣ‐G1 ３着（２回），etc.，��入着２回�，かしわ記念
‐Jpn1 ２着，かしわ記念‐Jpn1 ３着

フォレストキャット（18牝 スマートファルコン）�１勝
アンコールワット（07牡 ジャングルポケット）入着，��１勝
アメイズリー（09牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝
エルシェロアスール（10牝 アドマイヤジャパン）１勝

トゥルブレンシア（17牡 フリオーソ）�２勝
エースヴィクトリア（11牝 ゼンノロブロイ）��９勝�
ゴールドフォレスト（13牝 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ハレアカラ Haleakala（93 IRE 栗 Kris）GB・USA３勝，Bug Brush S‐R，
Bushel‐N‐Peck S‐R ３着
ラカタ Rakata（02 牝 Quiet American）GB４勝，Snowdrop S‐L ３着
ポンペイシティPompeii City（05 牝 Carson City）USA１勝

アワペドロイアOur Pedroia（10� Catienus）�USA５勝，Curlin S‐R

４代母 ハイアティ Haiati（85 USA栗 Alydar）GB・USA４勝，フィリーズマイル
‐G2 ２着，ディスタフＨ‐G2 ２着，ジョニーウォーカークラシック‐G2 ３着，
シャーリージョーンズＨ‐G3 ２着，Lupe S‐L ２着
［子］ ブルーバーナー Blue Burner（99 牡 ＊フレンチデピュティ）USA・UAE

・SAU４勝，フロリダダービー‐G1 ２着，ファウンテンオヴユース
Ｓ‐G1 ３着，種牡馬

［曾孫］ ロドプル Rodoplu（09牡 Kaneko）TUR10 勝，Queen Elizabeth II Inte
rnational S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱ティーズファーム＝神奈川県横浜市 �045-342-8927
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1166 ティーズノーブル２０２０ 牡・鹿 ４／１７
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyティーズノーブル
＊ Forestry

��
��
�フォレストキティ栗 2014 Haleakala

4m
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 デコルテ（07黒鹿 タニノギムレット）３勝，山陽特別（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
タニノマイカ（16牝黒鹿 ヴァーミリアン）１勝
ジンフィーズ（18牝鹿 ＊ケープブランコ）��１勝
ライサンダー（19牡鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 タニノホロホロ（97黒鹿 ＊トニービン）不出走
タニノカフェオーレ（01牝 ＊リンドシェーバー）１勝
タニノローゼ（02牝 ＊ジェネラス）４勝，鈴鹿特別，淀屋橋Ｓ２着，千種特別２着，

ホンコンＪクラブＴ３着
ソンブレロ（10牡 タニノギムレット）入着２回，障害２勝，中山グランドジャ

ンプ‐JG1 ２着，阪神スプリングジャンプ‐JG2 ３着
ナリタダイコク（05牡 フジキセキ）３勝，白百合Ｓ‐OP ２着，香住特別，高雄特別３着
タニノネグローニ（06牡 タニノギムレット）１勝，奥只見特別２着，奥尻特別３着
ウォンテッド（10牡 タニノギムレット）障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3 ３着，東京

ジャンプＳ‐JG3 ３着
ウマミン（13牝 ＊コンデュイット）�５勝��入着７回
ロブラリア（15牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝，��１勝

３代母 タニノターゲット（86鹿 タニノフエバリツト）３勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ
‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，紅梅賞‐OP
タニノルション（92牝 ＊ルション）１勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着
タニノマウナケア（94牝 ＊シャーディー）２勝，アネモネＳ‐OP ２着

リトルビスケット（05牝 タニノギムレット）４勝，福島中央ＴＶ杯，喜多方特別
タニノスバル（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，桑名特別，土湯温泉

特別２着，九重特別３着，etc.

４代母 ＊ルージヨン（68 USA栗 Windy Sea）USA５勝
［孫］ タニノセブンツー（85牝 ＊ヴアイスリーガル）５勝，阿蘇特別，門松Ｓ２

着，花園Ｓ２着，etc.
［曾孫］ タニノゴードン（97牡 メジロマックイーン）６勝，マリーンＳ‐L ２着，

欅Ｓ‐L ２着，コーラルＳ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲タニノエムアール＝京都府京都市 �075-491-1837
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1167 デコルテ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２４

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルデコルテ ＊トニービン

��
��
�タニノホロホロ黒鹿 2007 タニノターゲット

＊ルージヨン 21a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 チュウオーサーヤ（02青鹿 ＊ディアブロ）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－５（11）〕
ブルートップガン（09牡鹿 マヤノトップガン）��２勝
シゲルリブラ（10牡鹿 アドマイヤドン）��２勝
グァンチャーレ（12牡青鹿 スクリーンヒーロー）５勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L
（芝 1600），キャピタルＳ‐L（芝 1600），マイラーズＣ‐G2 ２着，スワンＳ‐G2
３着，六甲Ｓ‐LR（芝 1600）２着，大阪城Ｓ‐L（芝 1800）２着，洛陽Ｓ‐L（芝 1600）
２着，カシオペアＳ‐L（芝 1800）２着，都大路Ｓ‐L（芝 1800）２着，etc.，種牡馬

ブルーマネー（14牡青鹿 カネヒキリ）��３勝
シバノレイワ（17牡黒鹿 トゥザワールド）��３勝
ボタンザクラ（18牝青鹿 リーチザクラウン）��１勝
シゲルユキミザケ（19牡青鹿 ラブリーデイ）�出走

２代母 サンライトブルボン（90黒鹿 ＊イルドブルボン）１勝
ミスロベルト（96牝 ヒッテングエイト）��２勝
コスモチェリー（98牝 ＊カンパラ）��１勝
ライブリーライト（00牡 ＊ライブリーワン）��１勝
アストロラヴ（01牝 ＊トワイニング）��３勝
ファイトケーケ（03牡 ＊カコイーシーズ）�３勝�入着
オヨネ（05牝 ＊ブラックホーク）��１勝
ブルーサンオー（06牡 ＊イーグルカフェ）��４勝

３代母 ハシノシーダー（78鹿 ＊ミンシオ）１勝
イサオチャイルド（85牡 ＊ノーザリー）２勝，バイオレット賞‐OP ３着，りんどう賞
ユーシュンジェット（86牡 ＊ヒツタイトグローリー）�	５勝，とちぎダービー２着，

しもつけさつき賞２着
メヒョウ（97牝 メリーナイス）１勝，摺上特別３着

４代母 フジノサンコー（70鹿 ＊バーボンプリンス）不出走
［子］ パワーシーダー（81牝 ＊ノーザリー）５勝，中京記念‐Jpn3，スワンＳ

‐Jpn2 ３着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ３着，etc.
［孫］ ヴァイスシーダー（88牡 ＊メンデス）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，

バイオレットＳ‐OP

販売申込者・所有者： ㈲中央牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2335
生 産 牧 場： ㈲中央牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1168 チュウオーサーヤ２０２０ �・青鹿 ４／ １
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionチュウオーサーヤ ＊イルドブルボン

��
��
�サンライトブルボン青鹿 2002 ハシノシーダー

＊ロゼツタ 13a
Halo S4×M4×S5 Ballade M4×S5

価格： 購買者：



母 トマトーマ（16栗 ローエングリン）出走
初仔

２代母 ベストマテリアル（08鹿 アグネスタキオン）出走
ブルックリンソウル（14牡 アドマイヤムーン）入着４回，�２勝
ディーヴォ（15牡 ローエングリン）�１勝�入着���

３代母 ＊サイプレス（02 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走

４代母 クンブレスCumbres（93 FR鹿 Kahyasi）不出走
［子］ アゲイン Again（06 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE４勝，愛１０００ギ

ニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，etc.
アルカディナ Arkadina（04牝 ＊デインヒル）IRE１勝，Lenebane S‐L
２着，ギヴサンクスＳ‐G3 ３着，Hurry Harriet S‐L ３着

アリス Aris（08 牝 Danroad）IRE１勝，Flame of Tara S‐L ３着
［孫］ アクレイム Aclaim（13牡 Acclamation）GB・FR・IRE７勝，フォレ賞

‐G1，英パークＳ‐G2，英チャレンジＳ‐G2，etc.，種牡馬
＊ギルティトゥエルヴ（12牝 Giant's Causeway）GB・USA４勝，ロバー

トＧディックメモリアルＳ‐G3
＊デルフィニアⅡ（16牝 Galileo）GB・FR・IRE２勝，River Eden Fillies'

S‐L，英ＢＣフィリーズ＆メアズＳ‐G1 ２着，ロワイヤリュー賞
‐G1 ２着，etc.

イルテマス Iltemas（11牝 Galileo）FR２勝，P. des Tourelles‐L，
P. Hubert Baguenault de Puchesse‐L ２着

インディアンマハラジャ Indian Maharaja（11 牡 Galileo）GB・IRE・
USA２勝，El Gran Senor S‐L，種牡馬

デラノーローズヴェルトDelano Roosevelt（15 牡 Galileo）GB・IRE１
勝，ベレスフォードＳ‐G2 ２着，愛ダービートライアルＳ‐G3 ２着，
バリーサックスＳ‐G3 ２着，etc.

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

1169 トマトーマ２０２０ �・栗 ３／ ２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズハクサンムーン サクラバクシンオー

��
��
�チリエージェ栗 2009 メガミゲラン

Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ローエングリン ＊カーリングトマトーマ アグネスタキオン

��
��
�ベストマテリアル栗 2016 ＊サイプレス

1u
サンデーサイレンス S4×M4 Sadler's Wells M4×M5 Halo S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイアンジュ（13鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 トウカイセレブ（06鹿 キングカメハメハ）２勝
トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着

３代母 トウカイティアラ（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ‐OP
２着，忘れな草賞‐OP ２着，飛鳥Ｓ，初夢賞，クリスマスキャロルＨ２着，etc.
トウカイフラッグ（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，九十九島特別２着
トウカイアワード（04牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，国東特別，夕月特別３着
トウカイポプリ（05牝 ＊タイキシャトル）２勝

トウカイパシオン（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝，浦安特別３着
トウカイベルタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走

ハルクンノテソーロ（14牡 ＊ファスリエフ）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，
青竜Ｓ‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着（２回），etc.，障害１勝

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

４代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
［子］ トウカイテイオー（88牡 シンボリルドルフ）９勝，ジャパンＣ‐G1，日本

ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，etc.，年代表，優３牡，優父内，
特別賞，種牡馬

トウカイオーザ（97牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，
大阪―ハンブルクＣ‐L，小倉記念‐Jpn3 ２着，etc.

トウカイエリート（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，日経新春杯‐G2 ２着，
ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

トウカイスバル（87� ニホンピロウイナー）５勝，帆柱山特別，ジュライ
Ｓ２着，etc.，�５勝�入着�，中津桜花賞

トウカイリュウオー（91� ＊スルーザドラゴン）３勝，穂高特別，早鞆特
別２着，瀬戸特別３着，etc.

トウカイテネシー（94牝 シンボリルドルフ）２勝，陸奥湾特別，高山特別
２着，臥牛山特別２着

［曾孫］ ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�２勝，神戸新聞杯‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲長浜牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2682
生 産 牧 場： ㈲長浜牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

1170 トウカイアンジュ２０２０ �・鹿 ２／ ７
＊ 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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlトウカイアンジュ キングカメハメハ

��
��
�トウカイセレブ鹿 2013 トウカイティアラ

＊星友 19b
Kingmambo S3×M4

価格： 購買者：



母 ドナジュディス（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ネームヴァリュー（98鹿 Honour and Glory）４勝，��６勝，帝王賞‐Jpn1，
ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，エンプレス杯‐Jpn2 ３
着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古馬
ピサノエミレーツ（05牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，フェアウェルＳ，丹沢Ｓ，箱

根特別，etc.，�１勝��入着，大井記念２着，せきれい賞
スマートヴァリュー（06牡 ＊ブライアンズタイム）��５勝
スマートアルティラ（07牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

スマートアルタイル（15牡 ＊ヘニーヒューズ）�５勝，天王山Ｓ‐OP，ブラッド
ストーンＳ，新涼特別２着，�入着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着

ミーシャレヴュー（09牝 アグネスタキオン）入着３回，�２勝
フォレノワール（10牝 アグネスタキオン）１勝
ハッピーヴァリュー（11牝 ゼンノロブロイ）出走

ヘルメット（16牝 ＊タイキシャトル）�２勝
ゲンパチマイティー（17牡 スマートファルコン）�２勝

３代母 ＊マジソンカウンティ（91 USA鹿 Seattle Slew）USA入着

４代母 スティールアキス Steal a Kiss（83 USA鹿 Graustark）USA４勝，シープス
ヘッドベイＨ‐G2，ラフィアンＨ‐G1 ２着，デラウェアＨ‐G1 ２着，マスケッ
トＳ‐G1 ２着，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，etc.
［子］ ファイアークレスト Firecrest（98 牝 ＊サザンヘイロー）IND４勝，Niz

am's Gold Cup‐LR ３着，Golconda St.Leger‐LR ３着
［孫］ ドゥーマDuma（10牝 Phoenix Tower）IND９勝，Sri Krishnaraja W

adiyar Memorial Trophy‐LR，New Year Cup‐L ２着，Mah
araja's Cup‐L ２着，etc.

ディクシーキスDixie Kiss（02 牝 Chimes Band）USA３勝，La Fiest
a H２着，El Paso Times H２着

［曾孫］ キスマイヘネシー Kiss My Hennessy（10� Roll Hennessy Roll）�US
A11 勝，Copper Top Thoroughbred Futurity‐R，Rio Grande Se
nor Futurity‐R，Road Runner H‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070

1171 ドナジュディス２０２０ 牡・青鹿 ４／ １

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジドナジュディス Honour and Glory

��
��
�ネームヴァリュー黒鹿 2014 ＊マジソンカウンティ

19b
Seattle Slew S3×M4 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ドリームバラード（09黒鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
エコロファントム（17牡黒鹿 ＊クロフネ）��入着�３勝
エルファシル（18牡青鹿 ＊バゴ）�入着２回

２代母 ＊フジャブ（92 USA鹿 Woodman）GB１勝
シンメイミネルバ（97牝 Caerleon）出走

サウンドオブハート（09牝 アグネスタキオン）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，ターコ
イズＳ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，桜花賞‐G1 ４着，洛
陽Ｓ‐OP，etc.

カフェブリリアント（10牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，府中
牝馬Ｓ‐G2 ３着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，ターコイズＳ（重賞）‐L
３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ５着，etc.

スペランツァ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，すずらん賞‐OP ２着，クローバ
ー賞‐OP ２着
シルポート（05牡 ＊ホワイトマズル）10勝，マイラーズＣ‐G2（２回），京都金杯

‐G3，ファイナルＳ‐L，都大路Ｓ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.，種牡馬
テンカタイヘイ（00牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，駒場特別，矢作川特別，相模特

別２着，甲斐路特別２着，両津湾特別２着，etc.
エーシンハダル（07牡 サクラバクシンオー）４勝，ＴＶ静岡賞２着，�１勝�10 勝

���，白銀争覇３着
ライジングエース（08牡 ジャングルポケット）１勝

３代母 ウィンターズラヴWinters' Love（82 USA鹿 Danzig）USA１勝，アスタリ
タＳ‐G2 ３着，スカイラヴィルＳ‐G3 ３着，Kilijaro S‐LR ３着，Glade
S３着
トランクイリティレイク Tranquility Lake（95牝 Rahy）USA11 勝，ゲイムリーＨ

‐G1，イエローリボンＳ‐G1，サンタバルバラＨ‐G2，クレメントＬハーシュ
Ｈ‐G2，パロマーＨ‐G2，etc.
アフターマーケット After Market（03 牡 Storm Cat）USA８勝，チャールズ

ホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，エディリードＨ‐G1，デルマーＨ
‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

1172 ドリームバラード２０２０ �・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルドリームバラード
＊ Woodman

��
��
�フジャブ黒鹿 2009 Winters' Love

3n
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トロピカルタイム（00鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（16）〕
マスターソニック（06牡鹿 フサイチコンコルド）１勝
トロピカルブリーズ（11牝栗 キングヘイロー）�２勝
アップメイ（15牝栗 スターリングローズ）���１勝・８勝
シェナパドメ（16牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝，土佐春花賞（Ｄ1300）３着
ターニングアップ（18牡鹿 カレンブラックヒル）�入着６回

２代母 ＊タヒチアンブリーズ（93 CAN栗 Vice Regent）入着
シルクラディカル（99牡 メジロライアン）１勝
タヒチアンメモリ（01牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ミスマルレイナ（12牝 スクリーンヒーロー）�１勝�２勝��１勝�１勝	�，
加賀友禅賞３着

ロードツイスター（10
 ＊シニスターミニスター）１勝

３代母 ＊トロピカルサウンドⅡ（87 CAN鹿 Fappiano）USA３勝，Canadian Oaks
‐LR ３着，Princess Elizabeth S‐LR ３着，Rolling Meadows S３着
シルクユニバーサル（01牝 ＊ブライアンズタイム）２勝

モンドインテロ（12牡 ディープインパクト）８勝，ステイヤーズＳ‐G2，札幌
日経ＯＰ‐LR（２回），メトロポリタンＳ‐L，etc.

セダブリランテス（14牡 ディープブリランテ）�５勝，中山金杯‐G3，ラジオ
ＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.

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

‐G2，京都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，優３牡，種牡馬
ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，
有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬

ビワハヤヒデ（90牡 ＊シャルード）10勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）
‐Jpn1，宝塚記念‐Jpn1，etc.，年代表，優３牡，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 中本 隆志＝新冠町高江 �0146-47-3590
生 産 牧 場： 中本 隆志
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

1173 トロピカルタイム２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayトロピカルタイム
＊ Vice Regent

��
��
�タヒチアンブリーズ鹿 2000 ＊トロピカルサウンドⅡ

13a
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer M4×S5 Fappiano M4×S5

価格： 購買者：



母 ドンプリムローズ（13黒鹿 ゴールドヘイロー）�８勝�入着���，ロータスク
ラウン賞（Ｄ1800），九州ダービー栄城賞（Ｄ2000），ル・プランタン賞（Ｄ1800），
花吹雪賞（Ｄ1800），カペラ賞（Ｄ1400），etc.
〔産駒馬名登録数：１〕
プリムラプリムラ（19牝鹿 ハタノヴァンクール）�地方未出走

２代母 ヴィジョンサクラ（99黒鹿 ウイニングチケット）�２勝�５勝
エンデバーマンボ（07牡 ＊アジュディケーティング）�３勝�入着�，九州ジュニア

Ｃｈ２着
カネトシロバスト（09牝 マーベラスサンデー）	５勝�７勝
リョウランヒーロー（14牡 カネヒキリ）４勝，２０１９ＹＪＳＦＲ中山２戦，��未出走


入着
キタノシャガール（15牡 フリオーソ）��１勝�１勝��４勝�	入着９回

３代母 サンフラワーマミー（86黒鹿 ＊ダイアトム）３勝，兵庫特別
マミーランラン（93牝 ＊ダイヤモンドショール）１勝，れんげ賞２着，りんどう賞３着
エイシンワンサイド（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）１勝，障害３勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3，�５勝

４代母 ムーンフアイアー（75鹿 ＊ボンモー）出走
［子］ ワンダーレッスル（87牡 ＊ノーザンアンサー）６勝，ＴＶ愛知賞‐OP，野

路菊Ｓ‐OP ２着，鴨川特別，etc.
チェリーイチオー（81牡 ＊ダイアトム）４勝，久慈川特別，熱田特別２着，
穂高特別３着，etc.

［孫］ スターシービー（95牝 ミスターシービー）��10 勝，エメラルドＣ，エメ
ラルドＣ２着，弥生盃

５代母 ＊フアーデイスタンス（59 IRE 鹿 ＊ガーサント）GB１勝
［子］ ムーンサイアー（71牡 ＊ダイハード）８勝，小倉記念２着，セプテンバー

Ｓ，サマーＨ（２回），etc.
ムーンオーザ（66牡 ＊ヒンドスタン）３勝，ひなぎく賞
ムーンガレツト（67牝 ＊ヒンドスタン）６勝，下呂特別

［孫］ フアイブクレスピン（72牡 ＊セントクレスピン）３勝，三里塚特別

販売申込者・所有者： ㈱タツヤファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-1899-0840
生 産 牧 場： ㈱タツヤファーム
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

1174 ドンプリムローズ２０２０ �・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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドドンプリムローズ ウイニングチケット

��
��
�ヴィジョンサクラ黒鹿 2013 サンフラワーマミー

＊フアーデイスタンス 9c
Seeking the Gold S3×M4 Mr. Prospector S4×S5×M5
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 トーセンメッツ（10青鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
トーセンリミテッド（17牡青鹿 トーセンブライト）��出走��入着
キサツタイ（18牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）���入着
ハイスペック（19牝芦 ＊ラニ）��出走

２代母 トーセンサファイア（01黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
トーセンヒカリ（08牡 ジャングルポケット）入着３回，��２勝
トーセンプラチナ（09牡 ＊アグネスデジタル）障害１勝，�３勝��１勝
エスティクォーツ（11牝 ＊チチカステナンゴ）��１勝
トーセンコスモ（12牡 ＊グラスワンダー）��１勝�１勝�
アペリラルビー（14牝 トーセンブライト）��出走�５勝�１勝��，のじぎく賞，

岐阜金賞２着，クイーンＣ２着，東海クイーンＣ２着，秋の鞍３着

３代母 ミスディファレンス（89鹿 ＊モガミ）４勝，是政特別，胎内川特別，別府特別
２着，府中Ｓ３着
アプロディスモン（03牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アズマスターフィー（09牡 ジャングルポケット）１勝，湯沢特別３着，土湯温
泉特別３着

４代母 コランデアガール（80栃栗 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ マジックキス（92牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，サンス

ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
オースミシャイン（90牝 シンボリルドルフ）３勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２
着，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，フローラＳ‐OP，etc.

オートラディア（88牡 ＊パドスール）４勝，阿賀野川特別，木曽川特別，
中京スポーツ杯２着，etc.

［孫］ アズマサンダース（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，etc.

［曾孫］ シェルビー（09牡 サクラバクシンオー）６勝，キャピタルＳ‐L，朱雀Ｓ，
アプローズ賞，etc.

グリエルマ（15牝 ロードカナロア）１勝，紅梅Ｓ‐LR ３着

販売申込者・所有者： 土田 和男＝新ひだか町三石歌笛 �090-1524-5032
生 産 牧 場： 土田 和男
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1175 トーセンメッツ２０２０ 牡・鹿 ５／ ９

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマートーセンメッツ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トーセンサファイア青鹿 2010 ミスディファレンス

＊コランデイア 9e
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ディアレイラ（99鹿 ＊シャンハイ）��３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（11）〕
スカーリング（05牡栗 ＊カコイーシーズ）�１勝��
レッカ（07牝鹿 ＊バイオマスター）��４勝�１勝，ユングフラウ賞（Ｄ1400）２着
イケル（09牡青鹿 ＊ロージズインメイ）��２勝
インカレッジ（11牝鹿 キングヘイロー）�１勝��１勝�入着３回
レアバード（15牡鹿 サムライハート）２勝
ゼンカ（17牝黒鹿 グランプリボス）��入着
セイスフィア（18牝青鹿 ラブリーデイ）��１勝�入着２回

２代母 ハシコ（82栗 ＊ロイヤルスキー）不出走
ヒノデブレイブ（87牡 ＊フリートウイング）１勝，東スポ杯‐OP ３着，メトロポリタン

Ｓ‐OP ３着，ノベンバーＳ，etc.，�６勝��入着，北海優駿２着，北斗盃，etc.
ウィニングポスト（88牡 ＊コリムスキー）入着４回，�１勝�４勝
スネークメデューサ（90牝 ＊アンフイールド）１勝，	
４勝
マイネルブリッジ（92牡 ＊ルション）６勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，七夕賞‐Jpn3，福島

記念‐Jpn3，有馬記念‐Jpn1 ３着，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２着，etc.
ニットーライデン（93牝 ＊パークリージエント）��３勝

ピカピカテッタ（07牡 ゴールドヘイロー）１勝，障害２勝
ニットーマックス（95牝 ＊シャーラスタニ）��１勝

３代母 アオイベンテン（67鹿 ＊インフアチユエイシヨン）��５勝
キタノスワロー（81牡 ロングエース）	
９勝，かもしか特別，北関東さつき賞２着

４代母 ゴツドネス（59鹿 ハクリヨウ）不出走
［子］ ミスズヒカル（66牝 ＊リンボー）入着，�６勝，若草賞２着，出塚記念３着

ブリツト（69牝 ＊ボウプリンス）��２勝，関東オークス２着
［孫］ リードホーユー（80牡 ＊マラケート）３勝，有馬記念，京都新聞杯２着，

菊花賞４着，etc.，種牡馬
ファーストホーム（86牡 アスワン）３勝，京都４歳特別‐Jpn3 ３着，白
百合Ｓ‐OP ２着，etc.，�２勝	
８勝��，とちぎ大賞典３着

スズカシバオー（81牡 タケシバオー）３勝，中京日経賞
ジヨージアセイコウ（83牡 ハイセイコー）�	
�17 勝，南部駒賞

販売申込者・所有者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3177
生 産 牧 場： 田中 春美
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1176 ディアレイラ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Procida

�
�
�
�
�

��
��

�シャンハイ Korveyaディアレイラ ＊ロイヤルスキー

��
��
�ハシコ鹿 1999 アオイベンテン

＊イヴオンヌフオツクス 3d
Mr. Prospector S4×M4 Riverman M4×S5

価格： 購買者：



母 ナトゥーラ（10鹿 フジキセキ）�７勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
エドノテーラー（17牝鹿 シビルウォー）���１勝
ミトノラッキー（18牝黒鹿 トーセンジョーダン）���１勝

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： ㈲道見牧場＝日高町清畠 �01456-5-6552
生 産 牧 場： ㈲道見牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1177 ナトゥーラ２０２０ �・鹿 ２／１５

＊

クリスエス Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Kris S.

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sharp Queenシンボリクリスエス ティーケイ Gold Meridian

��
��
�Tee KayUSA 黒鹿 1999 Tri Argo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーナトゥーラ
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミンウイニー鹿 2010 Winning Colors

23b
Hail to Reason S4×M5

価格： 購買者：



母 ナイキトライアンフ（04鹿 ＊ボストンハーバー）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－３（４）〕
ストリートライト（08牝鹿 ＊チーフベアハート）�１勝�１勝�入着２回�
コーリンバロック（12�栗 ＊ロージズインメイ）１勝
キングフェルメント（13牡黒鹿 ヴァーミリアン）�１勝�入着８回�
レジーナフォルテ（14牝黒鹿 ＊アルデバランⅡ）６勝，ルミエールオータムダッシュ

‐L（芝 1000），春雷Ｓ‐L（芝 1200）２着，ルミエールオータムダッシュ‐L（芝 1000）
２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP（芝 1200）３着
（２回），クリスマスローズＳ‐OP（芝 1200）３着，ＴＶユー福島賞（芝 1200），ア
クアマリンＳ（芝 1200），さくらんぼ特別（芝 1200），雪うさぎ賞（芝 1200）

イデアエルピス（16牡鹿 ＊カリズマティック）�１勝
ゴールドブレイン（18牡鹿 タイムパラドックス）�	
入着２回
ベアグッジョブ（19牡鹿 ＊バゴ）�出走

２代母 ウィンヒストリー（96鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ノゾミカナエタマエ（01牝 ＊タイキシャトル）１勝
セイウンクレナイ（02牝 ＊タイキシャトル）１勝
マチカネノワキ（03牡 スペシャルウィーク）３勝，�３勝�１勝	
�，星雲賞３着
マチカネカミカゼ（05牡 アグネスタキオン）３勝，ｔｖｋ賞，松浜特別，国東特別

２着，鹿屋特別２着，etc.，�１勝�１勝�５勝�入着	
，せきれい賞，etc.
シャインプレジャー（06牝 ＊アグネスデジタル）出走

ウインフェニックス（11牡 スズカフェニックス）４勝，いちょうＳ‐LR ２着，
ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，２０１５ＷＡＳＪ第４戦，羊ヶ丘特別，晩春
Ｓ２着，etc.

ヤシャマル（17牡 キズナ）�４勝，府中Ｓ
シェイクラブハート（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝

３代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞

＊エミネントガール（92牝 Nashwan）出走
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府
中牝馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 中川 隆＝平取町川向 �01457-2-2606
生 産 牧 場： 中川 隆
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1178 ナイキトライアンフ２０２０ �・鹿 ４／２２

＊

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

＊ Capote

�
�
�
�
�

��
��

�ボストンハーバー Harbor Springsナイキトライアンフ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ウィンヒストリー鹿 2004 タレンテイドガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ニホンピロルピナス（02青 アドマイヤベガ）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（12），地方－４（15）〕
ニホンピロアワーズ（07牡青鹿 ＊ホワイトマズル）９勝，ジャパンＣダート‐G1，東

海Ｓ‐G2，平安Ｓ‐G3，東海Ｓ‐G2 ２着，etc.，��１勝��２勝���１勝，
ダイオライト記念‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2，白山大賞典‐Jpn3，名古屋大賞典
‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着，東京大賞典‐G1 ３着，etc.，優ダート，種牡馬

ニホンピロサーシャ（08牝芦 ＊シルバーチャーム）�５勝�１勝��
ニホンピロプアラニ（09牡黒鹿 スターリングローズ）１勝
ニホンピロシナバー（12牡青鹿 ヴァーミリアン）２勝
ニホンピロマーク（13牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝
ニホンピロハービン（16牝黒鹿 ＊ハービンジャー）��２勝

２代母 ニホンピロタイラ（96青鹿 Theatrical）２勝
ニホンピロジュエル（05牝 ＊ワイルドラッシュ）�５勝
ニホンピロヴィータ（08牝 ＊スニッツェル）出走

ニホンピロタイド（15牡 ブラックタイド）４勝，陽春Ｓ，なにわＳ２着，天草
特別２着

ニホンピロコーラル（09牝 サムライハート）�１勝

３代母 ＊ミルカレント（92 USA栗 Little Current）不出走
ニホンピロニール（97牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，むらさき賞，鴨川特別，千里

山特別，種牡馬

４代母 マーストンズミルMarston's Mill（75 USA黒鹿 In Reality）USA４勝，F
lirtation S３着
［孫］ 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
シャイニンレーサー（91牝 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ
‐Jpn3，京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.

［曾孫］ 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.

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.

販売申込者・所有者： ㈲友田牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2206
生 産 牧 場： ㈲友田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

1179 ニホンピロルピナス２０２０ 牡・青鹿 ５／ ４
＊ Our Emblem

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ウォーエンブレム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweetest Ladyシビルウォー

＊ Sadler's Wells

��
��
�チケットトゥダンス鹿 2005 River Missy

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガニホンピロルピナス Theatrical

��
��
�ニホンピロタイラ青 2002 ＊ミルカレント

22d
Northern Dancer S4×M5×M5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ネオザスティング（08栗 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
サマーフィールド（17牝鹿 トゥザワールド）��３勝
レジュレクシオン（18牡鹿 リヤンドファミユ）��出走

２代母 プラチナキャスト（98栗 ＊ティンバーカントリー）出走
ワンダフルキャスト（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，タイランドＣ２着
サクセスフルロール（05牝 ＊クロフネ）�４勝�３勝�入着３回
ネオペンドラゴン（07牡 ＊ファルブラヴ）入着３回，�１勝��
デルマコテツ（11牡 ＊グラスワンダー）入着７回，�３勝
ネオヴォーグ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝�
ネオヴィッパー（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝

３代母 プライムステージ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，
札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
アマビリータ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，�５勝
プライムアクトレス（02牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，こでまり賞３着

ヒドゥンパラメータ（14牡 ルーラーシップ）�１勝，二王子特別２着，栗子特
別３着，障害１勝

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

エフティアクトレス（05牝 ＊ファルブラヴ）２勝，桜草特別３着

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

ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
［孫］ スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，Ａ

Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬
ベストアクター（14	 ディープインパクト）�６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，
神奈川新聞杯，etc.

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

1180 ネオザスティング２０２０ �・鹿 ２／ ６

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルネオザスティング ＊ティンバーカントリー

��
��
�プラチナキャスト栗 2008 プライムステージ

＊マジツクゴデイス 1s
Fall AspenM4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ノーブルヴィサージ（12鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
クイーンズビュティ（18牝鹿 ローエングリン）��入着�入着２回

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

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

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

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

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

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

Criterium Femminile‐L，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. Ubaldo Pand
olfi‐L ２着，etc.

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

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

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

デボネアーリーDebonairly（14 牝 ＊スニッツェル）AUS４勝，Scone RCW
oodlands S‐L

販売申込者・所有者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

1181 ノーブルヴィサージ２０２０ �・青鹿 ４／１５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊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ノーブルヴィサージ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジェスティックラニア鹿 2012 Crystal Ring

21a
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 トランプクイーン（10鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
モンサルヴァート（15牡鹿 ローエングリン）�２勝
モモコ（16牝鹿 ＊クロフネ）���３勝
オーパンバル（18牝鹿 ルーラーシップ）�１勝

２代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1

３着，すみれＳ‐OP，カシオペアＳ‐OP ２着，種牡馬
グレースアドマイヤ（94牝 ＊トニービン）５勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，

府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，東大路Ｓ，ＴＶＱ杯，馬籠特別，etc.
リンカーン（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，京都大賞典‐G2，阪神大賞典‐G2，

日経賞‐Jpn2，有馬記念‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
ヴィクトリー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，若葉Ｓ‐L，

京都記念‐G2 ３着，神戸新聞杯‐Jpn2 ３着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ
‐Jpn3 ２着，種牡馬

フサイチミニヨン（96牝 ＊サンデーサイレンス）出走
アンブロワーズ（02牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファイ

ナルＳ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，ポートアイランド
Ｓ‐L ２着，アネモネＳ‐L ３着，etc.

ボーンキング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，弥生賞‐Jpn2 ２
着，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，日本ダービー‐Jpn1 ４着，天皇賞（春）‐Jpn1 ４
着，種牡馬

メガトンカフェ（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，ベンジャミンＳ‐OP ３着，オ
リエンタル賞，山桜賞２着

アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリングＳ
‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，若駒Ｓ‐OP，種牡馬

３代母 サンプリンセス Sun Princess（80 IRE 鹿 ＊イングリツシユプリンス）GB・F
R３勝，英セントレジャー‐G1，英オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，凱
旋門賞‐G1 ２着，コロネイションＣ‐G1 ２着，etc.

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

1182 トランプクイーン２０２０ 牡・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパストランプクイーン
＊ Sadler's Wells

��
��
�バレークイーン鹿 2010 Sun Princess

1l
サンデーサイレンス S3×M3 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピージュエル（12栗 リンカーン）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヒルノグバーナ（17牝黒鹿 ロードカナロア）��入着�入着４回
スカイカンナ（18牝鹿 ロードカナロア）�入着

２代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
ロイヤルカード（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走
サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，毎日
王冠‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，新潟記念‐G3 ３着，ジューンＳ，etc.

アドマイヤケルソ（08牡 アドマイヤドン）３勝，万葉Ｓ‐L ２着，睦月賞，鷹取
特別２着，ディープインパクトＣ３着

アドマイヤドバイ（10牡 アドマイヤムーン）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3
３着，きさらぎ賞‐G3 ３着，斑鳩Ｓ，甲東特別，福寿草特別２着，etc.

アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，
若葉Ｓ‐LR，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.

アドマイヤロッキー（00� マヤノトップガン）３勝，タケシバオーメモリアル，ゆ
りかもめ賞，あすなろ賞２着，幕張特別３着

アドマイヤホープ（01牡 ＊フォーティナイナー）２勝，米子Ｓ‐L，障害２勝，�１勝
��１勝�入着��	
，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3，兵
庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着

アドマイヤフジ（02牡 アドマイヤベガ）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山金杯‐G3
（２回），若葉Ｓ‐L，京都記念‐G2 ２着，中山記念‐G2 ３着，etc.

アドマイヤカンナ（03牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ゴールデンブーツＴ，グリー
ンチャンネルＣ，壇之浦特別２着，利尻特別３着

アドマイヤコスモス（07牡 アドマイヤマックス）５勝，福島記念‐G3，大原Ｓ，京
橋特別，赤倉特別，二王子特別，�２勝

３代母 エレヴェイト Elevate（85 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB・IRE２勝，Bally
macoll Stud S‐L ３着
カパルガルモン Capal Garmon（98� Caerleon）GB・FR２勝，英ジョッキークラ

ブＣ‐G3，ユベールドショードネイ賞‐G2 ２着，リュテース賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

1183 ハッピージュエル２０２０ �・栗 ４／ ７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�リンカーン グレースアドマイヤハッピージュエル
＊ Be My Guest

��
��
�アドマイヤラピス栗 2012 Elevate

1l
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 パフュームボム（11鹿 ＊プリサイスエンド）３勝，障害１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ジェミーブロッサム（00青鹿 Wild Again）１勝
アドニスラモーサ（06牝 アグネスタキオン）��２勝
テンゲントッパ（08牡 キングヘイロー）２勝，三国特別２着，三条特別２着
パーティブロッサム（09牝 キングヘイロー）２勝
シンコーマーチャン（14牡 キングヘイロー）３勝，��出走
ナナカマドカ（16牝 カネヒキリ）��６勝

３代母 ＊パレイシャルアフェア（95 USA鹿 Kingmambo）FR・USA３勝，P. Caravelle
‐L ２着，P. La Sorellina‐L ３着，Criterium de Languedoc‐L ３着
ゲットマイウェイ（02牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，高湯温泉特別，赤倉特別２着，

奥の細道特別２着，etc.

４代母 パーティサイテド Party Cited（89 USA鹿 Alleged）GB・USA５勝，イエ
ルバブエナＨ‐G3，Del Mar Bayakoa H‐L，サンタアナＨ‐G1 ２着，フィリ
ーズマイル‐G1 ３着，ビヴァリーヒルズＨ‐G1 ３着，etc.
［子］ コンポージャー Composure（00 牝 Touch Gold）USA４勝，サンタアニ

タオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，オークリーフＳ‐G2，etc.
レディセット Ready Set（05� Touch Gold）USA７勝，ウェストヴァ
ージニアダービー‐G3，Cliff Guilliams H，Eight Thirty S，etc.

スカンディナヴィア Scandinavia（02 牡 Fusaichi Pegasus）GB・IRE・
USA１勝，ロイヤルロッジＳ‐G2 ２着，種牡馬

［孫］ ペンウィズ Penwith（11 牝 Bernardini）USA５勝，ロイヤルデルタＳ
‐G2，ベルダムＳ‐G1 ３着，デラウェアＨ‐G1 ３着，etc.

サドンブレイキングニューズ Suddenbreakingnews（13� Mineshaft）
USA３勝，サウスウェストＳ‐G3，Clever Trevor S‐L，アーカン
ソーダービー‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ シェアードセンス Shared Sense（17牡 ＊ストリートセンス）�USA４勝，
インディアナダービー‐G3，オクラホマダービー‐G3，ディスカヴ
ァリーＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 富本 茂喜＝新冠町新和 �0146-47-5063
生 産 牧 場： 富本 茂喜
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1184 パフュームボム２０２０ �・鹿 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyパフュームボム Wild Again

��
��
�ジェミーブロッサム鹿 2011 ＊パレイシャルアフェア

9b
Mr. Prospector S4×M5×M5 Miesque S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊パラダイスコースト（06 USA黒鹿 Fusaichi Pegasus）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－６（12）〕
サンバノリズム（11牝鹿 ＊スタチューオブリバティ）��５勝
グランデサムライ（12牡青鹿 サムライハート）３勝
バカラスクイーズ（13牡鹿 ＊カジノドライヴ）�１勝�１勝�入着
ブラックトリュフ（14牝黒鹿 トーセンホマレボシ）�１勝�入着６回�
シゲルクロマメ（15牡鹿 ゴールドアリュール）�１勝
イーストコースト（16牡黒鹿 ブラックタイド）��２勝
グラムロック（17�鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
ピノティートン（18牡鹿 ネオユニヴァース）	��入着

２代母 マルーチドールMaroochydore（01 IRE 鹿 ＊デインヒル）IRE２勝，Silver
Flash S‐L
グーラゴングGoolagong（07牝 Giant's Causeway）GB１勝
マークスマンシップMarksmanship（08 牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS４勝，ジ

ャロングＣ‐G3 ２着，ＶＲＣザバートカミングズＳ‐G3 ２着，バリーローン
Ｓ‐G3 ２着，MRCHeatherlie S‐L ３着

ゴッデスオヴラヴGoddess of Love（10牝 Galileo）IRE１勝
モデルModel（15 牝 Mastercraftsman）GB・FR１勝，P. Six Perfections

‐L ２着
マーロボブMarobob（14牝 Big Bad Bob）	FR４勝

３代母 ビラヤBiraya（88 GB鹿 Valiyar）不出走
ベルリオーズ Berlioz（96 牡 Dolphin Street）GB・GER・UAE１勝，Somervill

e Tattersall S‐L ２着
ボウマンズクロッシング Bowman's Crossing（99� Dolphin Street）GB・IRE・

HKG・SIN４勝，香港マイル‐G1 ２着，シンガポール国際Ｃ‐G1 ３着（２回），
International Cup Trial‐L ２着，etc.

４代母 イルディズラルYldizlar（84 GB鹿 Star Appeal）GB１勝
［子］ ＊イールディス（89牝 Be My Guest）GB３勝，Ballymacoll Stud S‐L

２着
［孫］ タマモシークレット（95牡 Machiavellian）４勝，別府特別，有明特別２着

販売申込者・所有者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230
生 産 牧 場： ㈲ナカノファーム
飼 養 者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230

1185 パラダイスコースト２０２０ 牡・鹿 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverパラダイスコースト マルーチドール ＊デインヒル

��
��
�Maroochydore黒鹿USA 2006 Biraya

8c
Halo S4×M5 Danzig S4×M4×M4

価格： 購買者：



母 ビバエルフ（06鹿 ＊コロナドズクエスト）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（４）〕
ネコエルフ（13牡鹿 カネヒキリ）１勝
ネコビッチ（14牡鹿 ＊ファスリエフ）２勝
マリヒメ（16牝鹿 カネヒキリ）��４勝�入着
タイスケフェイス（18牡鹿 ジャスタウェイ）�１勝

２代母 エルフィン（00鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ビバサムシング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，クローバー賞‐L ３着，すずらん賞

‐OP ２着，礼文特別
アトランタ（12牡 ＊ファスリエフ）４勝，千葉Ｓ‐OP ２着，初春Ｓ２着，浦安

特別３着
ガンバルン（17牝 トゥザワールド）��８勝�，黒潮ジュニアＣｈＳ

ビバゴールデン（10牝 アドマイヤジャパン）１勝
エネスク（13牡 ＊ベーカバド）４勝，下総Ｓ，プラタナス賞，仲冬Ｓ２着，etc.，��未

出走��入着２回��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着

３代母 ロジータ（86鹿 ＊ミルジヨージ）��10 勝，川崎記念，東京大賞典，東京王冠
賞，東京ダービー，羽田盃，etc.
シスターソノ（91牝 ＊ナスルエルアラブ）２勝，エルフィンＳ‐OP ２着，もちの木賞

レギュラーメンバー（97牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，	１勝��２勝�入
着�，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，etc.，
種牡馬

オースミサンデー（94牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，弥生賞‐Jpn2 ２着
イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，朝日Ｃｈ

Ｃ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.
カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝	入着，帝王賞

‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，ダイオライト記念
‐Jpn2，etc.，種牡馬

アクイレジア（01牝 ＊フォーティナイナー）３勝，端午Ｓ‐OP，��入着２回，ジャ
パンＤダービー‐Jpn1 ２着，関東オークス‐Jpn3 ２着
トイガー（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，瀬波温泉特別，

���出走��出走

販売申込者・所有者： ㈲高瀬牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2785
生 産 牧 場： ㈲高瀬牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1186 ビバエルフ２０２０ �・黒鹿 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookビバエルフ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�エルフィン鹿 2006 ロジータ

＊チツプトツプ 4m
Damascus S4×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バルスピュール（09黒鹿 ＊チーフベアハート）３勝，驀進特別（芝 1000），稲妻特
別（芝 1000）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ジュラブスカイト（16牡栗 グランプリボス）�２勝
タイセイブルース（17�鹿 グランプリボス）��未出走��入着

２代母 サウダージ（98鹿 サクラバクシンオー）不出走
フィールドラブ（02牡 ＊マイネルラヴ）�５勝
スプリングチップ（03牡 ＊エイシンワシントン）�２勝�１勝
マジカルビーナス（05牝 ＊メイショウドトウ）	２勝
ビーウイッチ（07牝 デュランダル）�３勝
ディアルレイル（11牝 ＊フォーティナイナーズサン）�５勝�入着

３代母 ＊シルヴアード（87 USA鹿 Halo）USA８勝，ファンタジーＳ‐G2，ゴールデ
ンハーヴェストＨ‐G3，Honey Fox H‐L，Star Ball H‐R，ゲイムリーＨ
‐G1 ３着，etc.
シルキーヒロイン（95牝 ＊スターリフト）２勝

シルクネクサス（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，巴賞‐L，
オールカマー‐G2 ２着，etc.

セレスステーラー（03牡 ＊グラスワンダー）３勝，睦月賞，京橋特別２着

４代母 ＊シルバードシルク（80 USA芦 Fire Dancer）USA12 勝，Meadowbrook Fa
rms H‐L，Aspidistra H，Aspidistra H，Begonia S，Gardenia S
，etc.
［子］ セリサイトダンディ（93牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ＢＳＮオープン

‐OP ２着，ＴＵＦ杯，北陸Ｓ２着，etc.，障害１勝
ブライダルスイート（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ
‐OP ３着，瀬戸内海特別２着，西海賞２着，etc.

［孫］ ボランタス（04牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，��４勝�入着，浦和
記念‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1 ３着，浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.

インセンティブガイ（01牡 ＊エンドスウィープ）６勝，東風Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

1187 バルスピュール２０２０ 牡・栗 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartバルスピュール サクラバクシンオー

��
��
�サウダージ黒鹿 2009 ＊シルヴアード

8c
Danzig M4×S5 Gold Digger S5×M5

価格： 購買者：



母 パレストウショウ（10鹿 ＊ホワイトマズル）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ヒルトップパレス（15牡鹿 スズカマンボ）入着２回，��出走�１勝
エンペラーズパレス（17牡栗 タイセイレジェンド）�１勝
ユウユウパレス（19牝栗 ワールドエース）�地方未出走

２代母 レトロトウショウ（00栗 ＊マイニング）１勝
サワヤカトウショウ（06牝 サツカーボーイ）�３勝�入着��
トウショウフォアゴ（07牡 キングヘイロー）４勝，印旛沼特別，由比ヶ浜特別３着，

�１勝
トウショウクラウン（08牡 ゴールドアリュール）５勝，アハルテケＳ‐OP ２着，梅

田Ｓ，もちの木賞，下総Ｓ２着，etc.，��出走，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着
レトロガール（15牝 ネオユニヴァース）�１勝

３代母 メルヘントウショウ（95鹿 ＊クリエイター）１勝
トウショウパンサー（06牡 ＊イーグルカフェ）１勝
ヴィエナトウショウ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）�３勝�入着

タイセイソニック（15牡 ディープブリランテ）�３勝，下北半島特別，かささ
ぎ賞２着，長万部特別３着，etc.，障害１勝

トウショウカムイ（08牡 アドマイヤドン）１勝

４代母 ＊セーラーズウェルズ（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR入着２回
［子］ ミニヨントウショウ（94牝 トウシヨウペガサス）２勝，新津特別

５代母 ムルワラMourwara（80 IRE 鹿 Wolver Hollow）GB出走
［子］ マスターフリートMasterfleet（86 牡 Be My Guest）GER３勝，Sche

rping‐Rennen‐L ２着，Badener Jugend‐Preis‐L ２着，Su
chard Sprint C‐L ３着

［孫］ デインヒルミュージックDanehill Music（03 牝 Danehill Dancer）IRE
４勝，パークイクスプレスＳ‐G3，Celebration S‐L，パークイク
スプレスＳ‐G3 ２着，etc.

［曾孫］ スーシカル Seussical（10	 Galileo）GB・IRE３勝，Nijinsky S‐L
３着

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

1188 パレストウショウ２０２０ 牡・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeパレストウショウ ＊マイニング

��
��
�レトロトウショウ鹿 2010 メルヘントウショウ

＊セーラーズウェルズ 14c
Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートランドスノー（09芦 スペシャルウィーク）�７勝�，園田クイーンセレク
ション（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ゼンダンラット（18牡芦 タイムパラドックス）��出走

２代母 ＊ベルベットスマイル（95 USA芦 Dixieland Band）３勝，伏拝特別２着，魚
沼特別２着，狭山湖特別２着，芦ノ湖特別３着
ハクバドウジ（05牡 ＊アフリート）４勝，花見山特別
エガオヨシ（06牝 ＊タイキシャトル）出走

シゲルクロマグロ（13牡 ＊アグネスデジタル）１勝，�13 勝，ウインターＣｈ，
耶馬溪賞，佐賀オータムスプリント２着，佐賀オータムスプリント３着，
鶴見岳賞３着

カーティスバローズ（10牡 マンハッタンカフェ）５勝，鎌倉Ｓ，エアグルーヴＣ，
河原町Ｓ２着，木古内特別２着

３代母 ヴェルヴェットタッチVelvet Touch（77 USA芦 Restless Native）USA出走
ベアウィズミー BareWith Me（82牡 High Echelon）USA７勝，Vancouver S

peed H，Clarendon S‐LR ２着，Vandal S‐LR ２着，etc.
グリーシャンタッチGrecian Touch（83牝 Euclid）USA４勝，Fanfreluche S

‐LR，Ontario Lassie S‐LR，Glorious Song S‐R，etc.
スルーアネイティヴ Slew a Native（86 牝 Slewpy）USA４勝，Anne Arundel H

‐L ３着
デヴィリッシュタッチDevilish Touch（88牝 Devil's Bag）USA８勝，アスタリ

タＳ‐G2，Anne Arundel H‐L，Luvinheriseasy S，etc.
ジュープ Joop（92牝 Zilzal）USA１勝

ジューピードゥーピー Joopy Doopy（97� Gilded Time）USA４勝，Sun
ny Slope S‐L，サンヴィセンテＳ‐G2 ２着，Barretts Juvenile S‐R
２着，etc.

レディングコリアリー Redding Colliery（06 牡 Mineshaft）GB・USA・UAE
７勝，ホーソンゴールドＣ‐G2，ローンスターパークＨ‐G3，Evening
Attire S，etc.，種牡馬

デヴィルズタッチDevil's Touch（93� Devil's Bag）USA10 勝，Stanton S‐L
３着

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

1189 ハートランドスノー２０２０ 牡・鹿 ４／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハートランドスノー
＊ Dixieland Band

��
��
�ベルベットスマイル芦 2009 Velvet Touch

12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 パープルベンテン（01鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
スクデットクール（09牡鹿 ゴールドアリュール）��２勝
オテンバタイザン（11牝栗 ゴールドアリュール）�４勝
パープルポイント（13牝栗 ゴールドアリュール）��２勝
ゴールデンラン（16牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�２勝
シバノカリナー（17牝栗 リアルインパクト）��入着２回

２代母 マッチポイント（90栗 ＊リアルシヤダイ）入着５回
マッチザピース（95牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，��２勝�入着

パーフェクトマッチ（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，紫苑Ｓ‐L ３着，ジュ
ニアＣ‐OP ２着，コスモス賞‐OP ２着，原町特別

マッチレスバロー（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，共同通信杯‐Jpn3 ３着，
ひいらぎ賞，茨城新聞杯２着，手稲山特別２着

イデアルモルソー（09� アグネスタキオン）２勝，早苗賞
トウカイポイント（96� トウカイテイオー）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，中山記念

‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.，	１勝，
HKG入着，香港マイル‐G1 ３着，優父内

パープルエビス（97牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐OP，オパールＳ‐OP ２着，ポートアイラ
ンドＳ‐OP ３着，etc.

デライトポイント（03牝 トウカイテイオー）出走
オツウ（10牝 ハーツクライ）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイズＳ（重賞）

‐L ３着，ポートアイランドＳ‐L ３着，紅梅Ｓ‐OP ３着，多摩川Ｓ，etc.

３代母 マツクホープ（83栗 ＊ノーザンテースト）５勝，フクニチ新聞杯，浜名湖特別，
天草Ｓ３着
ボンヌシャンス（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

トランスワープ（05� ＊ファルブラヴ）７勝，新潟記念‐G3，函館記念‐G3，Ａ
ＪＣＣ‐G2 ２着，etc.

マクリス（97牝 ＊グルームダンサー）３勝，稲村ヶ崎特別，あさがお賞，かもめ島特
別２着，etc.
ハーレムライン（15牝 マンハッタンカフェ）４勝，谷川岳Ｓ‐L，アネモネＳ‐LR

販売申込者・所有者： 竹内 良一＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2197
生 産 牧 場： 竹内 良一
飼 養 者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561

1190 パープルベンテン２０２０ 牡・鹿 ３／３０

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�ジェイドロバリー Numberパープルベンテン ＊リアルシヤダイ

��
��
�マッチポイント鹿 2001 マツクホープ

＊パロクサイド 8f
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーティア（08鹿 ＊ホワイトマズル）障害１勝，中山大障害‐JG1（4100）２着，
�４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
シンライ（16牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝，湯浜特別（Ｄ1700）２着
ファイブリーフ（17牡鹿 ＊クロフネ）１勝

２代母 ハッピーチケット（04栗 バブルガムフェロー）出走
ナゲットレイツ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝
ハッピーカンパニー（14牝 カンパニー）�１勝��１勝�入着�

３代母 チャームトウショウ（88鹿 ＊コインドシルバー）１勝
コウユーラヴ（97牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オースト
ラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，etc.

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

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２着，三峰
山特別２着，etc.

４代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
［子］ ハグミートウショウ（87牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，陸奥湾特別

ライラトウショウ（86牝 ＊モガミ）２勝，漁火特別２着
［孫］ トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
トウショウフリート（88牡 トウシヨウペガサス）７勝，パラダイスＳ‐OP，
箱根Ｓ，秋嶺Ｓ，etc.，種牡馬

トウショウチェイス（94牡 ＊キンググローリアス）３勝，十和田湖特別，
障害１勝

［曾孫］ トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝�入着

ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）	３勝��入着，エーデルワ
イス賞‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1191 ハッピーティア２０２０ 牡・鹿 ４／１６
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeハッピーティア バブルガムフェロー

��
��
�ハッピーチケット鹿 2008 チャームトウショウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Lyphard M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハレイワ（15鹿 ＊キングズベスト）�入着
初仔

２代母 ＊プレザンサプライズ（07 IRE 鹿 Shamardal）�２勝���
マイグランクロア（13牝 ゴールドアリュール）１勝，恵那特別３着，�１勝��入

着３回��

３代母 ベッラヴィテッサBella Vitessa（92 IRE 鹿 Thatching）GB出走
＊ベッラベリッシモ（97牝 Alzao）GB１勝

ジーニマジック（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ２着，クイーン
Ｃ‐G3 ３着，ツインターボＣ２着，etc.

ロスザボスRos The Boss（99 牝 ＊デインヒル）GB２勝
ケイトザグレイトKate The Great（06 牝 ＊ザール）GB１勝
イースタンインパクト Eastern Impact（11� Bahamian Bounty）GB・I
RE・UAE６勝，ベンゴーフＳ‐G3，Queensferry S‐L，ジュライＣ
‐G1 ３着，etc.

サマーグハンド Summerghand（14� Lope de Vega）�GB・IRE・UA
E12 勝，アバーナントＳ‐G3，Hopeful S‐L ２着，ルネサンスＳ
‐G3 ３着

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

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

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

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

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

着，etc.，��入着，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

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

1192 ハレイワ２０２０ �・栗 ４／ ９
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayタニノギムレット ＊クリスタルパレス

��
��
�タニノクリスタル鹿 1999 ＊タニノシーバード

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaハレイワ
＊ Shamardal

��
��
�プレザンサプライズ鹿 2015 Bella Vitessa

2f
Graustark S4×S5

価格： 購買者：



母 ハニーバニー（10鹿 メイショウボーラー）１勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ビリージーン（17牝栗 スズカコーズウェイ）���１勝�１勝
フォルリチャード（18牡鹿 コパノリチャード）���１勝

２代母 ダッシングハニー（02栗 ＊アサティス）１勝
ラブミーチャン（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�７勝�１勝��６勝�１勝�１

勝�１勝	，全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，
クラスターＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），
ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優牝馬，ＮＡＲ優古牝（3回），ＮＡＲ優短距（2回）
ラブミージュニア（16牡 ゴールドアリュール）���６勝�２勝�入着，知床

賞３着
ホクト（08牡 スズカマンボ）�１勝��６勝
ダブルスター（09牡 ＊シニスターミニスター）５勝，ＢＳＮ賞‐L ３着，アルデバラ

ンＳ‐OP，ラジオ日本賞‐OP ３着，アルデバランＳ‐OP ３着，etc.，�１勝
��，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

ハヤブサレディゴー（13牝 ＊サウスヴィグラス）３勝
ハニーゴールド（14
 ステイゴールド）１勝，��１勝
ワイルドハニー（15牝 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着３回�
ハニーディスタフ（16牝 ゴールドアリュール）１勝
コパシーナ（17
 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，寒椿賞

３代母 ラストヒット（93栗 ＊スラヴィック）２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別，太秦Ｓ３着，
�５勝�２勝��入着�，北日本オークス，東北優駿
ファーストレディ（08牝 スマートボーイ）出走

アップトゥユー（14牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ローレル賞，東京プリンセス賞２着，etc.

ストロングハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��２勝�，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3，しらさぎ賞，東京２歳優駿牝馬２着，etc.，ＮＡＲ優２牝

イッシンドウタイ（09牡 スズカマンボ）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，ポルックスＳ
‐OP，etc.，�５勝��１勝�５勝，川崎記念‐Jpn1 ５着，etc.

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

1193 ハニーバニー２０２０ 牡・鹿 ３／２２

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズハニーバニー ＊アサティス

��
��
�ダッシングハニー鹿 2010 ラストヒット

＊パツシングクラウド 5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハープスプレンダー（14栗 ゼンノロブロイ）�入着
〔産駒馬名登録数：１〕
ワイジーチャンプ（19牡黒鹿 トーセンジョーダン）��入着２回

２代母 ケルティックハープ（04栗 ＊クロフネ）３勝
アイリッシュハープ（11牝 スペシャルウィーク）１勝，���１勝
ゴールデンハープ（12牝 ステイゴールド）２勝
ハーピスト（13牡 ハーツクライ）�１勝��１勝�入着２回

３代母 ＊アイリッシュカーリ（94 IRE 鹿 Caerleon）３勝，有松特別，乗鞍特別２着，
知多特別２着
アイリッシュホーク（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，熊野特別，アプローズ賞３

着，隅田川特別３着，�１勝
ソルジャーズソング（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念‐G1 ３着，シ

ルクロードＳ‐G3 ２着，奥多摩Ｓ，etc.
アスドゥクール（05牝 ジャングルポケット）４勝，道頓堀Ｓ３着

ソルヴェイグ（13牝 ダイワメジャー）４勝，フィリーズレビュー‐G2，函館ス
プリントＳ‐G3，オパールＳ‐LR，etc.

ドロウアカード（14牝 ダイワメジャー）２勝，フラワーＣ‐G3 ３着，忘れな草
賞‐LR ３着，矢車賞２着，etc.

デクレアラー（15牡 ダイワメジャー）�３勝，白井特別，オーストラリアＴ２
着，城崎特別２着

グインネヴィア（09牝 スペシャルウィーク）１勝，白菊賞３着
サロルン（17牡 ロードカナロア）�１勝��５勝�１勝，楠賞

エールブリーズ（10牡 フジキセキ）５勝，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，マーガレ
ットＳ‐LR ２着，ファルコンＳ‐G3 ３着，etc.

ランドオザリール（11牡 ゼンノロブロイ）２勝，２０１６ＷＡＳＪ第４戦２着，二王子特
別２着，etc.，�２勝，嘉瀬川賞，etc.

４代母 インスローラーEnthraller（79 USA鹿 Bold Forbes）FR・USA入着２回
［曾孫］ ハウマッチドゥユーラヴミー Howmuchdoyouloveme（08� Written Tycoon）

AUS９勝，ＭＲＣコールフィールドスプリント‐G2，ＱＬＤタッツＷ
ＪヒーリーＳ‐G3，Gosford RC Pacesetter S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 長浜 忠＝新冠町東泊津 �0146-47-3973
生 産 牧 場： 長浜 忠
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

1194 ハープスプレンダー２０２０ 牡・黒鹿 ４／１６

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルハープスプレンダー ＊クロフネ

��
��
�ケルティックハープ栗 2014 ＊アイリッシュカーリ

17b
Mr. Prospector S4×S5×M5 Clever Trick S5×M5

価格： 購買者：



母 ナイキアクトレス（01鹿 ＊アフリート）��２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－７（56）〕
ナイキフェイラー（06牝栗 ＊カコイーシーズ）��３勝
ナイキアステップ（07牝黒鹿 ＊アジュディケーティング）��16 勝
ナイキスパークル（09牡鹿 スパイキュール）��11 勝�１勝�入着�
ナイキフェイム（10牡栗 サイレントディール）��６勝�２勝
ナイキアドヴァンス（11牡鹿 サムライハート）��10 勝
ナイキアフォード（12牡鹿 タイムパラドックス）��３勝
サノオーソ（16牡黒鹿 フリオーソ）�２勝��１勝・１勝�入着２回，ゴールドジ

ュニア（Ｄ1600）３着，金沢ヤングＣｈ（Ｄ1700）３着
サノノヴィグラス（17牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��入着６回
エコロタイタン（19牡栗 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ナイキアラモード（91青鹿 ＊スリルシヨー）��７勝，ムーンライトＣ，アデ
レードシティＣ
ナイキアディライト（00牡 ＊ディアブロ）��14 勝�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，かしわ記

念‐Jpn2，帝王賞‐Jpn1 ２着，帝王賞‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ優古馬，種牡馬

ナイキボルサリーノ（02牡 マヤノトップガン）��４勝
ナイキチャーミング（05牝 ＊ディアブロ）��３勝

３代母 シヤダイノラリーン（77黒鹿 ＊エルセンタウロ）出走
ミリオンプリンス（85牡 ＊ノーザンテースト）５勝，葵賞‐OP ３着，北摂特別，飛

梅賞，etc.，�２勝	４勝�入着２回
ミリオンオリンピア（86牝 ＊ノーザンテースト）６勝，東海Ｓ‐OP ３着，東大路Ｓ，

八坂特別，etc.
グレートリーフ（89牡 ＊パドスール）５勝，垂水Ｓ，etc.，障害６勝，京都大障害

（秋），東京障害特別（秋）
モガミビジン（92牝 ＊モガミ）２勝，苫小牧特別，千歳特別２着

４代母 ＊ギヤラントノラリーン（63 USA黒鹿 Gallant Man）USA２勝
［孫］ スクラムダイナ（82牡 ＊デイクタス）３勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，皐月賞

‐Jpn1 ２着，日本ダービー‐Jpn1 ３着，etc.，優２牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1195 ナイキアクトレス２０２０ �・黒鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyナイキアクトレス ＊スリルシヨー

��
��
�ナイキアラモード鹿 2001 シヤダイノラリーン

＊ギヤラントノラリーン 1l
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ホウホウ（10 IRE 黒鹿 Dylan Thomas）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
キタノオーシャン（18牡鹿 ダイワメジャー）�出走

２代母 ベッラヴィテッサBella Vitessa（92 IRE 鹿 Thatching）GB出走
＊ツクバノーヴァ（98牡 ＊デインヒル）入着，�４勝�１勝�
ロスザボスRos The Boss（99 牝 ＊デインヒル）GB２勝

ケイトザグレイトKate The Great（06 牝 ＊ザール）GB１勝
イースタンインパクト Eastern Impact（11� Bahamian Bounty）GB・I
RE・UAE６勝，ベンゴーフＳ‐G3，Queensferry S‐L，ジュライＣ
‐G1 ３着，フィーニクススプリントＳ‐G3 ２着，Queensferry S
‐L ３着，etc.

ミスケイティメイMiss Katie Mae（13牝 Dark Angel）IRE・USA・CA
N２勝，Alywow S，アングルシーＳ‐G3 ２着，Unzip Me S２
着，Christiecat S２着，Blenheim S‐L ３着

サマーグハンド Summerghand（14� Lope de Vega）�GB・IRE・UA
E12 勝，アバーナントＳ‐G3，Hopeful S‐L ２着，ルネサンスＳ
‐G3 ３着

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

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

＊モンピュア（06牝 Montjeu）入着２回，�３勝�２勝�入着�
＊ベルエアメイダン（09牝 Shamardal）入着，�２勝	


３代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝

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

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1196 ホウホウ２０２０ 牡・鹿 ２／１５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊

ディラントマス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dylan Thomas Lagrionホウホウ ベッラヴィテッサ Thatching

��
��
�Bella Vitessa黒鹿IRE 2010 Burghclere

2f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピアノコンクール（11栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（７）〕
カフジリブラ（17�鹿 キズナ）��７勝��入着３回
ラヴォラーレ（18牡鹿 ＊オールステイ）�２勝
トッピーカグラ（19牡栗 ＊トビーズコーナー）�地方未出走

２代母 ピアノレッスン（92鹿 メジロテイターン）�11 勝
ピアノコンサート（00牝 サマーサスピション）�３勝�１勝
サウンドスケープ（01牡 ＊スキャン）１勝，�１勝
ラブリーバローズ（02牝 キングヘイロー）��３勝

ステラビアンカ（10牡 ＊スキャン）１勝，�１勝
クラヴィーア（03牡 ＊ラムタラ）１勝
プラグマティック（04� ＊ディアブロ）１勝
サルラ（05牝 ＊リンドシェーバー）１勝
カノン（10牝 ＊フォーティナイナーズサン）４勝，奥の細道特別，恋路ケ浜特別，烏

丸Ｓ２着，リボン賞２着，皿倉山特別３着
ミズリーナ（17牝 グランプリボス）�１勝

３代母 サングリーン（88鹿 サンオーイ）不出走
ホーリースピリット（93牡 ＊スキャン）５勝，有田特別２着，足立山特別２着，御池

特別３着，障害１勝

４代母 アラビアングリーン（74芦 ＊グスタフ）��３勝
［子］ スペースアロー（79牡 ＊ハードツービート）４勝，御陵特別

ウメノフアスト（81牡 ＊リイフオー）２勝，さわらび賞，	�
�13 勝
［孫］ サルバトリーチェ（91牝 ＊ノーザンボーイ）２勝，村上特別，九重特別２

着，新発田特別３着，etc.
ロンシャンゴールド（90牡 ＊ワツスルタツチ）１勝，君子蘭賞２着，障害１勝

５代母 アトランタ（55栗 シマタカ）４勝
［子］ トヨハタグモ（63牝 ＊クレイマント）６勝，北九州記念３着，東山Ｓ，高

千穂特別，etc.

販売申込者・所有者： 津島 優治＝浦河町上絵笛 �0146-22-6400
生 産 牧 場： 津島 優治
飼 養 者： 津島 優治＝浦河町上絵笛 �0146-22-6400

1197 ピアノコンクール２０２０ �・鹿 ４／２６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲
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�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー
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�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Distorted Humor
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��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoピアノコンクール メジロテイターン

��
��
�ピアノレッスン栗 2011 サングリーン

＊ウエツトセール 9b
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ビキニクィーン（10青鹿 キングヘイロー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ザビーチ（17牝黒鹿 ローエングリン）��１勝
ハンター（18牡青鹿 エイシンフラッシュ）�入着
ギンチヨヒメ（19牝黒鹿 ＊ダンカーク）�出走

２代母 フレンチビキニ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝
オレンジビキニ（09牝 タニノギムレット）�２勝
ベルルミエール（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，

ＮＺトロフィー‐G2 ３着，北九州記念‐G3 ３着，長岡京Ｓ，久多特別
ヴゼットジョリー（14牝 ローエングリン）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，阪神ジュベナイ

ルフィリーズ‐G1 ５着，月岡温泉特別
ベルスール（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着

３代母 ＊フェンジー（94 FR青鹿 Saumarez）FR３勝，P. Ronde de Nuit‐L
フレンチアイディア（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞‐OP ２着，日

田特別，くすのき賞

４代母 ベルエシェールBelle et Chere（85 USA黒鹿 Lyphard）FR入着
［子］ ハイマール High Mare（93牝 Highest Honor）FR２勝，Criterium de

l'Ouest‐L ２着
［孫］ サムシングアバウトハー Somethingabouther（03 牝 Local Talent）IND

２勝，Breeders' Juvenile Fillies' Championship‐LR ２着

５代母 マッジMadge（75 FR黒鹿 Roi Dagobert）FR１勝
［子］ マビーシュMa Biche（80牝 Key to the Kingdom）GB・FR７勝，英１

０００ギニー‐G1，フォレ賞‐G1，チヴァリーパークＳ‐G1，etc.
［孫］ カスバーン Kassbaan（90� Alydar）GB・UAE13 勝，Nad Al Sheba

Mile‐L，Nad Al Sheba Sprint‐L，Sheikh Maktoum Al Makto
um Challenge R1‐L ２着

ファンタスティックベル Fantastic Belle（97 牝 Efisio）IND３勝，Ban
galore Oaks‐LR，Golconda Juvenile Million‐LR ３着

販売申込者・所有者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3177
生 産 牧 場： 田中 春美
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1198 ビキニクィーン２０２０ 牡・鹿 ４／２１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲
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� A.P. Indy

�
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�
�
�
�
�
�
� 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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロービキニクィーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フレンチビキニ青鹿 2010 ＊フェンジー

1u
Secretariat S4×S5 Lyphard M4×M5 Halo M4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ヒシルーマー（04青鹿 ＊デヒア）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（７）〕
ミラクルルーマー（10牡芦 ヒシミラクル）３勝
フォーウイラー（11牡鹿 ゴールドアリュール）入着，��２勝
グローリアスボレロ（16牝黒鹿 ＊ダンカーク）���２勝
グラシーナ（17牡青鹿 ゴールドアリュール）��３勝

２代母 ＊ヒシピナクル（96 USA青鹿 Theatrical）４勝，ローズＳ‐Jpn2，秋華賞
‐Jpn1 ３着，紅梅Ｓ‐OP ２着，不知火特別，梅花賞，etc.
ヒシカルメン（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）１勝
ヒシアルコル（09牝 ダイワメジャー）�２勝

タケルペガサス（18牡 ＊ダンカーク）�１勝，鳳雛Ｓ‐L ２着，カトレアＳ‐OP ２着
タケルラムセス（12牡 キングカメハメハ）３勝，２０１６ＷＡＳＪ第１戦，寒竹賞，北海

Ｈ３着，開成山特別３着

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

＊ケイティーズファースト（87牝 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du Cercle‐L，
Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚
記念‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，
年代表，優古牡，種牡馬

＊ホワットケイティーディド（89牝 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P. Tantieme
‐L，Preis von Koln‐L ２着，P. Lovelace‐L ３着，etc.
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞

‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距
＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ

‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，オールカマー‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

1199 ヒシルーマー２０２０ 牡・黒鹿 ４／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 キングカメハメハ
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＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�
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��

�デヒア Sister Dotヒシルーマー
＊ Theatrical

��
��
�ヒシピナクル青鹿 2004 Katies

7f
Nureyev M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ピーチファービー（15鹿 ＊ハードスパン）出走
初仔

２代母 シルクナデシコ（06栗 フジキセキ）２勝，赤湯特別，秋元湖特別２着，筑紫特
別２着，伊万里特別３着，有田特別３着，etc.
リュウセイ（13牡 ＊タイキシャトル）�７勝
チェダーピンク（17牝 ＊キングズベスト）���１勝

３代母 ピサノヒビキ（00芦 ＊ラムタラ）１勝

４代母 ＊ブラッセルフラウ（89 USA芦 Alydar）出走
［孫］ トーセンサニー（00牝 サニーブライアン）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３

着，プラタナス賞２着
トーセンベルボーイ（02牡 フサイチソニック）３勝，瀬波温泉特別，北斗
賞３着

ローレルベルロード（05牡 ナリタトップロード）３勝，信夫山特別
イッツガナハプン（09牡 ＊ケイムホーム）２勝，�14 勝�入着��，珊瑚
冠賞，二十四万石賞，だるま夕日賞（２回），etc.

スケロク（12牡 オレハマッテルゼ）１勝，瀬波温泉特別３着，��未出走
��５勝

［曾孫］ サハラファイター（13牡 ＊ロージズインメイ）２勝，鳳雛Ｓ‐OP ３着，伊
勢佐木特別，わらび賞，etc.，��２勝�２勝��

グランヴァン（09牡 ＊シニスターミニスター）�２勝�11 勝��５勝�４勝，
エトワール賞，グランシャリオ門別スプリント２着，道営スプリント３着

５代母 ベルガBelga（68 FR芦 Le Fabuleux）FR１勝
［子］ ランアンドデリヴァリー Run and Deliver（88 牡 Danzig）GB・PER４

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

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

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

販売申込者・所有者： 富田 恭司＝様似町朝日丘 �0146-36-4644
生 産 牧 場： 富田 恭司
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1200 ピーチファービー２０２０ 牡・鹿 ２／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystピーチファービー フジキセキ

��
��
�シルクナデシコ鹿 2015 ピサノヒビキ

＊ブラッセルフラウ 16b
Alydar M5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノマドカ（07鹿 ジャングルポケット）１勝，�５勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（５）〕
ギオンミスゴールド（15牝鹿 ゴールドヘイロー）���４勝
ナイママ（16牡鹿 ダノンバラード）�２勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，札幌日経ＯＰ

‐L（芝 2600）３着，コスモス賞‐OP（芝 1800），巴賞‐OP（芝 1800）３着，五稜郭
Ｓ（芝 2000），�１勝

カイトレッド（17牝鹿 ゴールドヘイロー）�１勝
ニシノミウ（18牝鹿 スマートファルコン）�出走

２代母 ニシノプロミネンス（98鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，大雪Ｈ２着，湾岸Ｓ
３着，新涼特別３着
ニシノミーチャン（06牝 キングカメハメハ）３勝，早鞆特別３着

ニシノラック（13牝 ゼンノロブロイ）�１勝
ブルーカルセドニー（18牝 ディープブリランテ）��２勝，フローラルＣ，ブ

ロッサムＣ２着
ロケラニセブン（16牝 ストロングリターン）���１勝
フレアリボン（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
キタノサブライム（18牡 グランデッツァ）���１勝

３代母 ブランドノーブル（90鹿 ＊シエルシユールドール）５勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，ターコイズＳ‐OP，加治川特別，佐渡Ｓ，べにばな賞，etc.
ニシノサブライム（99牡 フジキセキ）６勝，サンシャインＳ，初茜賞，昇仙峡特別，etc.
ニシノニチリン（00牝 メジロマックイーン）３勝，大倉山特別２着

ニシノシャイナー（07牡 ＊ムーンバラッド）１勝
ニシノキングダム（02牡 スペシャルウィーク）�５勝
ニシノフリーダム（03牡 アグネスタキオン）３勝，夏木立賞３着，山吹賞３着
ニシノサブリナ（06牝 ＊マリエンバード）�２勝
マイネルウインザー（07牡 ＊ロージズインメイ）入着４回，�３勝�５勝��入着２回

４代母 ニシノマツサリア（84鹿 ＊マグニテユード）入着２回
［子］ ニシノオーディン（98牡 ＊ダンシングブレーヴ）２勝

ニシノアジアオー（96牡 ＊オペラハウス）１勝
セントマンボ（89牡 ウインザーノツト）１勝

販売申込者・所有者： ㈲道見牧場＝日高町清畠 �01456-5-6552
生 産 牧 場： ㈲道見牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1201 ニシノマドカ２０２０ 牡・鹿 ４／１４
＊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ダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーニシノマドカ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ニシノプロミネンス鹿 2007 ブランドノーブル

＊マツサリア 12c
Halo S4×S4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ビューティーリヨ（08鹿 ゴールドヘイロー）��１勝・４勝，王冠賞（Ｄ2600），
瑞穂賞（Ｄ1800）３着，ノースクイーンＣ（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
リヨ（15牝鹿 トランセンド）�４勝
キングサリ（18牝鹿 ＊トビーズコーナー）��２勝，九州ジュニアＣｈ（Ｄ1400）３着

２代母 ベストオブプライド（98栗 ＊アルカング）出走
モエレベスト（06牝 ＊マジックマイルズ）�２勝�２勝��入着２回

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，ケ
ンタッキージョッキークラブ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.

販売申込者・所有者： ナカハシファーム＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3162
生 産 牧 場： 中橋 正
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1202 ビューティーリヨ２０２０ �・鹿 ４／ １
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドビューティーリヨ ＊アルカング

��
��
�ベストオブプライド鹿 2008 ＊マターオブプライド

1l
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M5 Raise a Native M4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ピジョンオネスト（13栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ワイルドダンス（04鹿 ダンスインザダーク）出走
ベニノラブリー（11牝 ＊パイロ）��８勝
トキノヴァンクール（15牡 ＊モンテロッソ）�３勝��１勝

３代母 ＊サンダードーム（83 USA黒鹿 Lyphard）GB・USA６勝，Valnor H，
Mint Julep S
メコンMekong（89� Riverman）IRE・UAE４勝，Orby S‐L，愛ナショナル

Ｓ‐G1 ３着，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着
トーヨーリファール（90牡 Relaunch）６勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，マーチ

Ｓ‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
トーヨーシービー（92牝 ミスターシービー）２勝，もみじＳ‐OP ３着，野路菊Ｓ

‐OP ３着
トーヨーサンダー（93牝 サクラチヨノオー）３勝，インディアＴ，美濃特別２着，

梅花賞２着，etc.
トーヨーリアル（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，渥美特別３着
トーヨーイナズマ（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，サイネリア賞２着，��１勝�
トーヨーサンバ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，���入着２回，関東オーク

ス‐Jpn3 ２着，北海道３歳優駿‐Jpn3 ３着
トーヨーサイレンス（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九島特別，利根川特別３着

４代母 ミスターピーズガールMr. P.'s Girl（78 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA２勝
［孫］ 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

カットサップ Cat Sup（12� ＊ディスクリートキャット）�USA５勝，
Pelican S‐R，Premier Night Prince S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

1203 ピジョンオネスト２０２０ 牡・鹿 ５／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayピジョンオネスト ダンスインザダーク

��
��
�ワイルドダンス栗 2013 ＊サンダードーム

3d
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason M4×S5 Lyphard M4×S5

価格： 購買者：



母 ヒラボクミラクル（09鹿 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（13）〕
ミラクルローカス（14牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）���入着４回�２勝�２勝

�４勝
フリークボンバー（17牡黒鹿 ダノンシャンティ）入着，��５勝
フローラルドリーム（18牝栗 ディープブリランテ）�出走
オーロベルディ（19牝鹿 スマートファルコン）�未出走

２代母 ロイヤルペルラ（00芦 ＊ブライアンズタイム）不出走
フサイチナガラガワ（06牡 ネオユニヴァース）２勝
スティールパス（07牝 ネオユニヴァース）５勝，ポラリスＳ‐L ２着，立夏Ｓ，播磨

特別，etc.，��１勝，スパーキングＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ３着
バイシュラバナ（17� キングカメハメハ）�２勝，青梅特別３着

トレンドハンター（08牝 マンハッタンカフェ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ３着
ナデシコニッポン（10牝 アドマイヤジャパン）入着２回，�１勝�２勝
カフジデューク（15牡 ハーツクライ）入着，�１勝	入着
テイエムゴールデン（17牡 ゴールドアリュール）入着４回，��２勝
クローズネスト（18牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 ＊スターマイライフ（94 USA芦 Storm Cat）１勝
プレシャスライフ（04牝 ＊タイキシャトル）�５勝

ハーグリーブス（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，すばるＳ‐L ３着，グリ
ーンチャンネルＣ‐L ３着，麦秋Ｓ，etc.

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

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

［孫］ ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，
高松宮記念‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： ㈲仲野牧場＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2505
生 産 牧 場： ㈲仲野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1204 ヒラボクミラクル２０２０ 牡・鹿 ４／２９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawヒラボクミラクル ＊ブライアンズタイム

��
��
�ロイヤルペルラ鹿 2009 ＊スターマイライフ

22d
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ビービーリアン（10鹿 ゼンノロブロイ）��１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ビービーアヴァン（16牝鹿 ビービーガルダン）��入着�１勝��

２代母 ＊コープランズナニー（95 USA鹿 Copelan）USA４勝
フリートアピール（02牡 ＊アフリート）�５勝��９勝�３勝�４勝，船橋記念２着，

北海優駿，王冠賞，春霞賞２着，九州むしゃんよかスプリント３着
キッズヴェローチェ（04牡 アグネスタキオン）２勝，若竹賞３着
クリスビスティー（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
ピサノカルティエ（06牡 ネオユニヴァース）３勝，山桜賞，晩秋特別３着，ホンコ

ンＪクラブＴ３着
アピールプレイ（08牡 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊ナニーズアピール（88 USA鹿 Valid Appeal）USA４勝，Desert Vixen S
‐LR，Doll Ina S，Queen of the Stage S２着，TaWee S２着，Su
san's Girl S‐LR ３着，etc.
クルセイディングキング Crusading King（93	 Crusader Sword）USA２勝，

Seattle Slew H‐L ２着，Prime Sports H３着
アワディアルースOur Dear Ruth（94牝 Baldski）USA４勝，Blue Sparkler S，

Ruthless S‐L ３着
クイーンオヴアメリカQueen of America（00 牝 Quiet American）USA出走
ジミーシムズ Jimmy Simms（05	 Lost Soldier）USA・CAN14勝，L
abeeb S‐L，Brooks Fields S，Woodchopper S，etc.

ウェルマニードWell Monied（06牝 Maria's Mon）USA４勝，ハニムー
ンＨ‐G2，アメリカンオークス‐G1 ２着，デルマーオークス‐G1 ３着

エコノミックモデル Economic Model（13 牡 Flatter）USA・UAE５勝，
ハルズホープＳ‐G3，Easy Goer S‐L，キングズビショップＳ‐G1
２着，etc.

タレンティド Talented（02牝 Fusaichi Pegasus）USA２勝，Twist Afleet S‐R
ナニーズスイープNany's Sweep（96牝 ＊エンドスウィープ）USA６勝，サンタモ

ニカＨ‐G1，Orinda H‐L，ハリウッドオークス‐G2 ３着，etc.
シーズインディマニー She's Indy Money（03牝 A.P. Indy）USA・CAN６勝，

シーウエイＳ‐G3，Ontario Matron S‐L，Blue Hen S‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 高山 博＝日高町豊郷 �01456-2-6133
生 産 牧 場： 高山 博
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1205 ビービーリアン２０２０ �・鹿 ５／ ７
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルビービーリアン
＊ Copelan

��
��
�コープランズナニー鹿 2010 ＊ナニーズアピール

1w
Mr. Prospector S4×M5 Tri Jet M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ブイアスカ（08鹿 アドマイヤドン）�１勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（10）〕
ミスパイロ（14牝黒鹿 ＊パイロ）３勝，小金井特別（Ｄ1400）２着，舞浜特別
（Ｄ1200）３着

コーナスフロリダ（15牡鹿 エスポワールシチー）�６勝�１勝��入着２回，兵庫ダー
ビー（Ｄ1870），ダービーＧＰ（Ｄ2000）３着，西日本ダービー（Ｄ2000），園田ジュ
ニアＣ（Ｄ1700），ゴールドジュニア（Ｄ1600）２着，園田オータムＴ（Ｄ1700）３着

レパルスベイ（16牝黒鹿 サンカルロ）��３勝�入着４回

２代母 アシヤマダム（95鹿 ＊ラシアンルーブル）出走
ブイロッキー（00牡 ジェニュイン）３勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ２着，ベテルギウス

Ｓ‐L ３着，etc.，�入着���，名古屋優駿‐Jpn3 ３着，ジャパンＤダービ
ー‐Jpn1 ４着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着

ガッサンルーブル（01牡 サクラバクシンオー）３勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着，
江差特別２着，黒松賞３着

ローレルスパンカー（02牡 キングヘイロー）�３勝
マイネエムロード（03牝 ＊バチアー）１勝
ダイシンオレンジ（05牡 ＊アグネスデジタル）７勝，平安Ｓ‐G3，アンタレスＳ‐G3，

平安Ｓ‐G3 ２着，etc.，�入着２回����，名古屋大賞典‐Jpn3 ２着，
名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，種牡馬

サムライジャパン（07牡 ネオユニヴァース）�８勝，ステイヤーズＣ，華月賞，ス
テイヤーズＣ２着，王冠賞２着

ティアップロージズ（10牡 ＊ロージズインメイ）１勝
クインズリケサス（12牝 アドマイヤムーン）�１勝�３勝
エスプリロブ（14牡 ゼンノロブロイ）��６勝

３代母 キヤツトロンシヤン（78栗 ＊シヤトーゲイ）１勝
キャットオー（83牡 ＊フイデイオン）５勝，日光特別２着，頌春賞３着，立冬特別３着
メジロワース（85牡 ＊モガミ）６勝，マイラーズＣ‐Jpn2，八坂特別，etc.，障害 11

勝，中京障害Ｓ（３回）
メジロトーレンス（86牡 ＊フイデイオン）３勝，栗子特別３着
メジロリリー（90牝 ＊ベリフア）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，忘れな

草賞‐OP ２着

販売申込者・所有者： 戸川牧場＝日高町豊田 �01456-5-2724
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1206 ブイアスカ２０２０ �・栗 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ティンバーカントリー

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤドン ベガブイアスカ ＊ラシアンルーブル

��
��
�アシヤマダム鹿 2008 キヤツトロンシヤン

＊レデイアリス 3f
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 テイエムブリランテ（15栗 ディープブリランテ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 フェリアード（96芦 ＊ステートリードン）２勝
テイエムプリキュア（03牝 ＊パラダイスクリーク）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，日経新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，日経新春杯‐G2 ３
着，かえで賞，優２牝

スノーアード（04牝 バブルガムフェロー）�４勝
テイエムハリアー（06牡 ニューイングランド）１勝，障害９勝，京都ハイジャンプ

‐JG2，阪神ジャンプＳ‐JG3，京都ジャンプＳ‐JG3，京都ハイジャンプ‐JG2
２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.

トーセンガラシャ（07牝 デュランダル）入着
トーセンスーリヤ（15牡 ローエングリン）�４勝，新潟大賞典‐G3，美浦Ｓ，

富良野特別，初富士Ｓ２着，北斗特別２着，etc.，��１勝
マイネルフィエスタ（10牡 ＊シンボリクリスエス）障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3，

東京ジャンプＳ‐JG3 ２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着，小倉サマージャン
プ‐JG3 ３着（２回），�１勝��

マイネウェリナ（11牝 キングカメハメハ）��３勝�３勝�
クインズエキシート（12牡 ＊クロフネ）�２勝�１勝
レジェンダリー（13牡 アドマイヤムーン）�１勝
ミツカネプリンス（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝

３代母 ＊ユキグニ（86 USA芦 Caro）不出走
エムアイブラン（92牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3（２回），平安Ｓ

‐Jpn3，アンタレスＳ‐Jpn3，etc.，��入着２回���，種牡馬

４代母 ＊デリケートアイス（79 USA芦 Icecapade）USA５勝，ブラックアイドスーザ
ンＳ‐G2，アシュランドＳ‐G2 ３着，Schuylkill S２着，Anne Arundel H
‐L ３着
［孫］ チェインジフォラダラー Change Fora Dollar（92 牝 Silver Buck）US

A３勝，Jersey Jumper S，Salem County S，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲タニグチ牧場＝新冠町高江 �0146-47-3088
生 産 牧 場： ㈲タニグチ牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

1207 テイエムブリランテ２０２０ �・鹿 ２／２４
＊ 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

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テイエムブリランテ ＊ステートリードン

��
��
�フェリアード栗 2015 ＊ユキグニ

1s
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピアンピアーノ（14鹿 マンハッタンカフェ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ヤマタカフェイス（19牡青鹿 タニノギムレット）�出走

２代母 ＊リキオリンピア（01 AUS鹿 ＊エンドスウィープ）�４勝��入着２回
パワーストーン（07牝 サニングデール）�１勝�１勝�入着
タケルハヤテ（08牡 ＊オペラハウス）３勝，こけもも賞２着
ブルーオリンピア（09牡 ＊アジュディケーティング）��５勝
ダノンファイヤー（11� ディープインパクト）入着，�３勝
ブルレジーナ（15牝 ハーツクライ）２勝
ボナセーラ（16牡 ディープブリランテ）入着４回，���出走�２勝

３代母 オペラクイーンOpera Queen（95 USA鹿 Pleasant Colony）GB出走
オブヴィアスチョイスObvious Choice（04� Redoute's Choice）AUS６勝，

SRC Scone Cup‐L，BRC Sir Edward Williams H‐L ２着
オペレイショナルOperational（08� Tiger Hill）AUS９勝，Bunbury RC Bunb

ury C‐L ２着

４代母 カドーダミー Cadeaux d'Amie（84 USA栗 Lyphard）FR２勝，ヴァントー
賞‐G3 ３着，オマール賞‐G3 ３着
［子］ ハトゥーフ Hatoof（89 牝 Irish River）GB・FR・USA９勝，英１０００ギニ

ー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，ビヴァリーディＳ‐G1，etc.
アイリッシュプライズ Irish Prize（96� Irish River）FR・USA10 勝，シ
ューメイカーマイルＳ‐G1，サンマルコスＳ‐G2，ファイアクラッカ
ーＨ‐G2，etc.

［孫］ ピクタヴィア Pictavia（02 牝 Sinndar）GB・IRE・ITY・USA５勝，セ
レクトＳ‐G3，Drumtop S‐L，Upavon Fillies S‐L，etc.

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

ディヴァインタスクDivine Task（98� Irish River）GB・UAE２勝，
ジェベルハッタ‐G3，Al Fahidi Fort‐L ２着，Burj Nahaar‐L
３着

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

1208 ピアンピアーノ２０２０ 牡・鹿 ２／１３
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジピアンピアーノ
＊

＊エンドスウィープ

��
��
�リキオリンピア鹿 2014 Opera Queen

25
エンドスウィープ S3×M3 サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 プラッキーエリーナ（09栗 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メイショウハヤナリ（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）���１勝
メイショウフィット（18牝黒鹿 メイショウボーラー）�出走

２代母 ショコット（97鹿 ＊デインヒル）５勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，中山牝馬
Ｓ‐Jpn3 ３着，ターコイズＳ‐OP，神奈川新聞杯，ユートピアＳ３着，etc.
チャーピーチット（08牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝�２勝�入着
ヨシカワクン（10牝 アドマイヤムーン）３勝，飛竜特別
サマニー（13� ＊スタチューオブリバティ）１勝，��２勝��
メイショウカリン（14牝 ＊ケイムホーム）�５勝，巌流島Ｓ，河北新報杯，岡崎特別，

ＴＶユー福島賞２着，下関Ｓ２着，etc.
ネペンテス（16牝 メイショウボーラー）���２勝�１勝�入着２回

３代母 ＊ショーガールⅡ（92 USA鹿 Alleged）不出走

４代母 ボールドビキニ Bold Bikini（69 USA鹿 Boldnesian）USA６勝，ジャージ
ーベルＨ，New York H２着
［子］ ローソサイエティ Law Society（82 牡 Alleged）GB・IRE５勝，愛ダービ

ー‐G1，愛ナショナルＳ‐G2，チェスターヴァーズ‐G3，etc.，種牡馬
ストライクユアカラ－ズ Strike Your Colors（76 牡 Hoist the Flag）US
A３勝，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，Dover S，米フュチュ
リティＳ‐G1 ２着，etc.

リ－ガルビッド Legal Bid（84 牡 Spectacular Bid）GB３勝，リングフ
ィールドダービートライアルＳ‐G3，Feilden S‐L，キングエドワ
ード七世Ｓ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

アルファラズダク Alfarazdq（83牡 Exclusive Native）GB・AUS３勝，
SAJC Labor Day C‐L，ＶＲＣクイーンエリザベスＳ‐G2 ２着，
Murray Bridge Gold C‐L ２着，種牡馬

セラ－ダリッジ Cerada Ridge（77牝 Riva Ridge）USA７勝，Rocket
te S，Miss Woodford S，White Rose S，etc.

販売申込者・所有者： 中脇 一幸＝様似町岡田 �0146-36-4667
生 産 牧 場： 中脇 一幸
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1209 プラッキーエリーナ２０２０ 牡・鹿 ３／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊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プラッキーエリーナ ＊デインヒル

��
��
�ショコット栗 2009 ＊ショーガールⅡ

5e
Blushing GroomM4×S5

価格： 購買者：



母 ファンクザゴールド（11芦 アドマイヤコジーン）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
キャンディバディ（17牝栗 キャプテントゥーレ）��入着３回
ベイビーシャーク（18牡芦 ダノンシャーク）�入着

２代母 ＊ダンゼロゴールド（02 AUS鹿 Danzero）１勝
ラメラメ（07牝 サクラバクシンオー）出走

ランランラン（13牝 エクラヴァンクール）�３勝�１勝��入着３回��，園
田プリンセスＣ，園田クイーンセレクション３着

ピナクルズ（13� ブラックタイド）�２勝，大牟田特別
ピカピカ（15牝 トーセンホマレボシ）２勝，雷光特別，雪うさぎ賞３着

３代母 マインゴールドMinegold（93 AUS鹿 Geiger Counter）AUS６勝，ＳＡＪ
Ｃオーストラレシアンオークス‐G1，SAJC Centaurea Trophy‐L，SAJCM
orphettville Guineas‐L，ＳＡＪＣセジウィッククラシック‐G2 ２着，SAJC Hill
Smith S‐L ２着，etc.
ガリーナロッジGalena Lodge（01牝 Grand Lodge）AUS３勝

ダッチェスモリーDuchess Molly（11 牝 Real Saga）AUS３勝
ネイミングライツNaming Rights（12 牝 Real Saga）AUS１勝
コールドゴールドCold Gold（13牝 Freeze）�AUS１勝
ハウスオヴドラマHouse of Drama（14牝 Real Saga）AUS３勝

キャプチャリングCapturing（03 牝 Grand Lodge）AUS１勝
サーラズギフト Sara's Gift（10 牝 Love De Cause）AUS１勝

チャーミニCharmini（04 牝 Choisir）AUS１勝

４代母 ジンセングGinseng（87 AUS黒鹿 Luskin Star）AUS１勝
［孫］ オープンカットOpen Cut（01 牝 Made of Gold）AUS５勝，ＳＡＪＣ

クイーンオヴザサウスＳ‐G2，ＶＲＣローズオヴキングストンＳ‐G2
３着，TRC BowMistress Trophy‐L ２着，etc.

５代母 ヒペティホップ Hippety Hop（82 AUS鹿 Three Legs）AUS３勝，ＳＡＪ
Ｃサウスオーストラリアンオークス‐G1 ２着

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

1210 ファンクザゴールド２０２０ 牡・芦 ３／ 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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディファンクザゴールド
＊ Danzero

��
��
�ダンゼロゴールド芦 2011 Minegold

13b
ノーザンテースト S4×M4

価格： 購買者：



母 ファンフェア（08栗 ＊アルカセット）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
プロムナード（14牡黒鹿 ＊ストリートセンス）１勝，��３勝��入着４回
アウワ（18牡黒鹿 ベルシャザール）��２勝
リナチャン（19牝芦 ＊ダンカーク）��出走

２代母 ＊ファンアンドゲイムス（01 IRE 栗 Rahy）GB２勝，Zetland S‐L，Ston
ehenge S‐L ３着
ファンハウス Funhouse（06牝 Pivotal）FR３勝
サマーパーティ（11牡 ＊コマンズ）�１勝��入着２回
ヤマノルミナス（12牝 ディープスカイ）１勝
アップビート（14牝 ＊パイロ）１勝
ゲイムスパン（15牝 ＊ハードスパン）��１勝�２勝��入着２回
バカラクイーン（16牝 アドマイヤムーン）�２勝，朝日岳特別，大濠特別２着，喜

多方特別２着，長万部特別３着，相馬特別３着
アイグローリー（18	 トゥザグローリー）��２勝

３代母 ＊シャープウィッテッド（94 GB鹿 Sadler's Wells）GB出走
ツキノオウジャ（02牡 Spectrum）１勝，蔵王特別３着
セトウチアポロン（03牡 フジキセキ）２勝，いちょうＳ‐L ３着

４代母 オーソーシャープOh So Sharp（82 IRE 栗 Kris）GB７勝，英セントレジャ
ー‐G1，英オークス‐G1，英１０００ギニー‐G1，フィリーズマイル‐G3，ネルグウ
ィンＳ‐G3，etc.
［子］ ローズフィンチ Rosefinch（89牝 Blushing Groom）FR・GER・USA２

勝，サンタラリ賞‐G1，オイローパシャンピオナート‐G3 ３着
シャイマ Shaima（88牝 Shareef Dancer）GB・FR・USA３勝，ロング
アイランドＨ‐G2，Strensall S‐L，Radley S‐L，etc.

［孫］ シャントゥ Shantou（93牡 Alleged）GB・ITY・USA６勝，英セントレジャ
ー‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，ミラノ大賞‐G1，etc.，種牡馬

ロスキウス Roscius（97 牡 Sadler's Wells）GB・FR１勝，Predomina
te S‐L，キングエドワード七世Ｓ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ㈱ティーズファーム＝神奈川県横浜市 �045-342-8927
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1211 ファンフェア２０２０ �・栗 ３／２３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナファンフェア
＊ Rahy

��
��
�ファンアンドゲイムス栗 2008 ＊シャープウィッテッド

9c
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ファイアクリスタル（13鹿 ネオユニヴァース）１勝，�１勝��
初仔

２代母 ＊ラスティックフレイム（04 IRE 鹿 Danehill Dancer）GB・USA２勝，ハニー
フォクスＳ‐G3 ２着
ディライトフル（11� フジキセキ）３勝，障害４勝，京都ジャンプＳ‐JG3
セピアフォトグラフ（12牡 ゼンノロブロイ）��３勝
エバーフレイム（16牝 オルフェーヴル）�２勝，ひまわり賞３着
フリークアウト（17牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 ソヴィエトアーティク Soviet Artic（94 FR栗 Bering）GB・FR１勝
ラシャンブルー Russian Blue（02牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE３勝，Marble

Hill S‐L，モルニー賞‐G1 ３着，フィーニクスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

４代母 ソヴィエトスクウォー Soviet Squaw（86 USA栗 Nureyev）FR１勝
［子］ プリッセツカイア Plissetskaia（96 牝 Caerleon）FR１勝，P. Ronde de

Nuit‐L ３着，Criterium de l'Ouest‐L ３着
カラパチャ Karapucha（95牝 Kaldoun）FR１勝，P. Saraca‐L ３着

［孫］ トランバカ Trumbaka（99牝 In TheWings）FR・ITY４勝，コリーダ
賞‐G3，フロール賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，etc.

アークティクハント Arctic Hunt（98 牝 Bering）FR５勝，P. Casimir
‐Delamarre‐L

スピリットオヴデュバイ Spirit of Dubai（06 牝 Cape Cross）GB・ITY
２勝，Princess Royal S‐L

インディアンスキー Indianski（03 牡 Indian Ridge）FR８勝，P. de Po
ntarme‐L

［曾孫］ ワイキカWaikika（11 牝 Whipper）FR・GER・ITY６勝，ヴィットリオ
ディカプア賞‐G1，G.P. Anjou Bretagne‐L，P. Pietro Bessero
‐L ２着，etc.

エマラーティアナ Emaraaty Ana（16� Shamardal）�GB・IRE３勝，
ジムクラックＳ‐G2，Cammidge Trophy‐L ２着，パレスハウス
Ｓ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 対馬 正＝新冠町若園 �0146-49-5477
生 産 牧 場： 対馬 正
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1212 ファイアクリスタル２０２０ 牡・鹿 ４／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊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ァイアクリスタル
＊ Danehill Dancer

��
��
�ラスティックフレイム鹿 2013 Soviet Artic

4i
Nureyev S5×M5 Sharpen UpM5×M5

価格： 購買者：



母 ヌンジュリエット（14黒鹿 ローエングリン）入着２回，�３勝
初仔

２代母 マルカジュリエット（00鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
リトルジュリエット（06牝 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��入着３回
ミッキーフィーバー（10牡 メイショウサムソン）入着，�２勝
スノードリーム（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，ごぎょう賞３着，��２勝
タイセイスキャット（16牡 ＊ヨハネスブルグ）入着４回，���出走�１勝�１勝

３代母 ＊クルーピアレディー（83 USA栗 What Luck）USA13 勝，Sportsmans' Park
Ruffian H‐L，Delta Downs Breeders' Fund S，Jefferson Downs Breeders'
Cup H，Trevose H，Heartland H２着，etc.
ジェニュイン（92牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，皐月賞‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
タガノラピス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エルフィンＳ‐OP ３着，あんず

賞２着，矢車賞２着，etc.
グレートサン（95牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，栗子特別２着，白山特別３着，種牡馬
クルーピアスター（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，

飛騨Ｓ，サンタクロースＳ，etc.
アサクサキングス（04牡 ＊ホワイトマズル）６勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典

‐G2，京都記念‐G2，etc.，優３牡，種牡馬
ホワットアリーズン（97� ＊サンデーサイレンス）５勝，上総特別，日高特別，大森

浜特別，etc.

４代母 ケスティヨンダルジャンQuestion d'Argent（77 CAN鹿 Tentam）USA出走
［子］ プレミアクエスチョン Premier Question（87牝 Premiership）USA11 勝，

Canadian H‐L，Duchess S‐L，Ellis Park Debutante S
‐L，etc.

アリーズクエスチョン Aly's Question（92牝 Alysheba）USA６勝，A
zalea H‐L，All Along H，Furl Sail H２着，etc.

［孫］ キッシンタイ Kissin Ty（01� Kissin Kris）USA７勝，Rattlesnake S
ノーニェスNonez（01牝 Italian Danzig）VEN７勝，P. Fetrahipica‐L

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

1213 ヌンジュリエット２０２０ �・青鹿 ３／３０
＊ 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

Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ローエングリン ＊カーリングヌンジュリエット ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカジュリエット黒鹿 2014 ＊クルーピアレディー

4g
Halo M4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 フウコウメイビ（10鹿 サクラバクシンオー）入着，�５勝��入着�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ナイトクイーン（17牝黒鹿 ＊モンテロッソ）��１勝�入着３回
マンタナ（18牡鹿 ＊パイロ）入着，��１勝

２代母 フウレイカ（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，あずさ賞３着
チョコサンデー（05牝 ＊アグネスワールド）入着，�１勝�１勝�３勝	入着
ジャストルーラー（06牡 キングカメハメハ）１勝，日田特別３着，障害２勝
ラッキーバニラ（07牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，日本海Ｓ，信夫山特別，萬代橋

特別２着，箱根特別３着，障害１勝
ラウンドロビン（09牡 タニノギムレット）２勝，箱根特別２着
チムニースイーパー（15牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，���２勝
ポップアップレーヌ（16牝 ストロングリターン）���２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
マルカフローリアン（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，矢車賞，鶴橋特別２着，玄

海特別３着，etc.，障害１勝
フサイチジャンク（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐Jpn1 ３

着，若駒Ｓ‐OP，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 O.J. Smith Challenge S‐L，SAJC Classic Mile‐L，etc.

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

1214 フウコウメイビ２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ６
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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモフウコウメイビ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フウレイカ鹿 2010 ＊セトフローリアンⅡ

4m
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 フセノブルース（09鹿 ＊ストラヴィンスキー）�７勝
〔産駒馬名登録数：４〕
キンシャチ（18牝青 ＊キンシャサノキセキ）�地方未出走
モーニングスマイル（19牡青鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

２代母 ピースオブフリー（01鹿 ＊ウォーニング）出走
ハートクン（08牡 ＊ボストンハーバー）�６勝
ローレルシャイニー（10牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝�１勝

３代母 ＊ビベ（85 USA栗 Nureyev）GB・USA４勝，Santa Lucia H‐LR
ピ－トスキ Peteski（90 牡 Affirmed）USA７勝，モルソンイクスポートミリオン

‐G2，Queen's Plate S‐R，Prince of Wales S‐R，etc.，種牡馬
＊カスパースカイゴールド（92牝 Seeking the Gold）不出走

メジェール（97牝 ＊タバスコキャット）５勝，天王山特別，白鳥大橋特別，御池
特別，etc.
メリュジーヌ（06牝 ＊フレンチデピュティ）３勝
クロワラモー（07牝 スペシャルウィーク）３勝，宇治川特別，奥只見特別，
クリスマスキャロル賞２着，etc.

アルレガーロ（09牝 スペシャルウィーク）１勝
マヤノムサシ（98牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，��３勝��
マヤノセイリュウ（00牝 マヤノトップガン）１勝，御在所特別３着，松浜特別３着
ミアモーレ（01牝 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
モルフェメイト（08牝 ニューイングランド）１勝，�２勝

ゴールドロジャー（08牡 ＊タイキシャトル）３勝，くすのき賞３着
タヤスアトランタ（93牡 Danzig Connection）２勝
ナリタシルキー（95牝 ＊トニービン）１勝
ホクセツオリオン（99牡 ＊ウォーニング）１勝，�１勝
ワールドシチー（00牡 ＊フォーティナイナー）１勝
フミノウインダム（03牡 フジキセキ）２勝，犬山特別，飯盛山特別３着

４代母 ＊ビバレジナ（79 USA鹿 His Majesty）USA出走
［子］ アストロゲート（89牡 Secretariat）２勝，青葉賞‐OP ２着，山吹賞，種牡馬

アドラスタムール（92牡 ＊クリスタルグリツターズ）１勝，手稲山特別３着

販売申込者・所有者： ㈲豊郷牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6132
生 産 牧 場： ㈲豊郷牧場
飼 養 者： ㈲豊郷牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6132

1215 フセノブルース２０２０ 牡・青鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomフセノブルース ＊ウォーニング

��
��
�ピースオブフリー鹿 2009 ＊ビベ

20
Nureyev M3×M4 Halo S4×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 フミノアマゾン（09青 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（４）〕
エイドローン（14牝青鹿 ＊プリサイスエンド）１勝，�２勝�
イチネンプリンス（15牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）１勝，��２勝��
マーチリリー（18牝青鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝

２代母 フミノテネシー（02黒鹿 ＊ヘネシー）出走
オレンジビーチ（07牝 ＊マリエンバード）��３勝
カナレセッテ（08牝 デュランダル）�４勝��

３代母 モリチヅル（91鹿 ＊エブロス）６勝，札幌スプリントＳ‐Jpn3 ３着，オータ
ムスプリントＳ‐OP ２着，納涼Ｓ‐OP ２着，福島ＴＶ杯，オーロＣ，etc.
ドキドキハート（00牝 ＊ジョリーズヘイロー）�１勝
ワンダーリンド（01牡 ＊リンドシェーバー）１勝，�４勝
フミノサチヒメ（03牝 ＊タイキシャトル）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，藻岩山特

別，小樽特別，etc.
プローチダ（14牝 ＊ストリートセンス）�３勝	７勝
リュッカ（17牝 キズナ）�入着３回，
２勝

ラブハニー（04牝 マヤノトップガン）�１勝
フミノパシフィック（05牡 ＊ボストンハーバー）４勝，高瀬川Ｓ，鹿島特別，�３勝

�入着
フミノアカデミー（07牡 サクラバクシンオー）１勝
ゴライコウ（11牝 ＊ボストンハーバー）�１勝

４代母 ベルロビン（84鹿 ＊ホツトスパーク）３勝，新春４歳牝馬Ｓ‐OP ２着，サフラ
ン賞，神代特別２着，多摩川特別３着，しゃくなげ賞３着，etc.
［子］ ウイスキーロビン（98牡 アンバーシヤダイ）３勝，有田特別２着

マイネルロビン（94牡 バンブーアトラス）２勝，金北山特別３着

５代母 イセシンプー（77鹿 ＊ムーテイエ）不出走
［子］ ヒサノゴーラン（90牡 ニホンピロウイナー）２勝，戸畑特別

ベルアラベスク（83牝 ＊コインドシルバー）１勝，米山特別２着
ベルノーブル（85牡 ＊イエローゴツド）２勝，初春賞３着

販売申込者・所有者： ㈲谷口牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5463
生 産 牧 場： ㈲谷口牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

1216 フミノアマゾン２０２０ �・青鹿 ２／１８

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーフミノアマゾン ＊ヘネシー

��
��
�フミノテネシー青 2009 モリチヅル

＊アストニシメント 7c
Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ブライトホープ（15黒鹿 Shamardal）出走
初仔

２代母 ＊ブロッサムレーン（11 GB栗 New Approach）GB入着

３代母 モントゥラニMonturani（99 IRE 鹿 Indian Ridge）GB・FR・IRE・ITY３
勝，ブランドフォードＳ‐G2，Swinley S‐L，Newbury Fillies' Trial S‐L，
ウィンザーフォレストＳ‐G2 ２着，セルジオクマニ賞‐G3 ２着，etc.
アイシンクベスト Ithinkbest（06� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝
モンテフィノMontefino（08牝 Shamardal）不出走

パースリー Parsley（12 牝 Zebedee）GB・FR３勝，ファースオヴクライドＳ
‐G3 ２着，Empress S‐L ２着，St.Hugh's S‐L ３着

アンダムチャーチョ Anda Muchacho（14牡 Helmet）�ITY10 勝，ローマ賞
‐G2，ヴィットリオディカプア賞‐G2，伊２０００ギニー‐G3，etc.

ラヴパワフル Love Powerful（17 牝 Gutaifan）�GB３勝
メリーヴェイルMerry Vale（16 牝 Intello）�GB１勝

４代母 メッゾジョルノMezzogiorno（93 GB鹿 Unfuwain）GB・FR２勝，Newbu
ry Fillies' Trial S‐L，英オークス‐G1 ３着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ モナヴァンナMonnavanna（98牝 Machiavellian）GB・FR・USA３勝，

Pontefract Flying Fillies S‐L，P. Amandine‐L，セーネオワ
ーズ賞‐G3 ２着，etc.

ミルスプリングズMill Springs（12 牝 Shirocco）GB２勝，Noel Murle
ss S‐L

５代母 エギュAigue（86 GB鹿 High Top）GB２勝
［孫］ ブラダヴァ Blhadawa（11牝 Iffraaj）GB・IRE３勝，Cecil Frail S‐L

ラウレンティナ Laurentina（04牝 Cadeaux Genereux）GB２勝，Co
nqueror S‐L ３着，Montrose S‐L ３着

ライジングタレント Rising Talent（99 牡 Bering）FR９勝，P. de Pont
arme‐L ３着

［曾孫］ フレイミングムーン Flaming Moon（17� Born To Sea）�IRE２勝，
Listowel S‐L ３着

販売申込者・所有者： トド岩高原銀河農場物語㈱＝新冠町大狩部 �0146-45-5004
生 産 牧 場： トド岩高原銀河農場物語㈱
飼 養 者： ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ＝新冠町西泊津 �080-6092-3040

1217 ブライトホープ２０２０ 牡・鹿 ４／１２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiブライトホープ
＊ New Approach

��
��
�ブロッサムレーン黒鹿 2015 Monturani

1t
Mr. Prospector S5×M5 Ahonoora M5×M5

価格： 購買者：



母 プリンセスプライド（09黒鹿 マンハッタンカフェ）��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
ケイティクラウン（16�栗 ＊タイキシャトル）入着２回，�３勝
プリンスリターン（17牡黒鹿 ストロングリターン）�２勝，シンザン記念‐G3 ２

着，アーリントンＣ‐G3 ３着，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，六甲Ｓ‐L（芝 1600）３
着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ５着，ききょうＳ‐OP（芝 1400）

フルコース（18牝黒鹿 ジャングルポケット）��出走

２代母 エンゼルプリンセス（91鹿 ＊ロイヤルスキー）�７勝��１勝，いで湯賞
ダンストーンタイム（99牝 サニーブライアン）�３勝�入着�	

ダンストンリアル（04牡 ＊ジョリーズヘイロー）�19 勝
入着，岩鷲賞，桐花賞３着
オンナヨコヅナ（00牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝
マイネルエンゲル（01牡 アンバーシヤダイ）２勝
ブルーホーク（04牡 ＊ブラックホーク）��12 勝，サンタアニタＴ
プリンセスビジュー（06牝 ＊ホワイトマズル）�６勝��

ポピュラーソング（17牝 アンライバルド）���２勝�入着�
�，ユングフ
ラウ賞３着，ジュニアＧＰ３着

エンゼルグロリア（08牝 リンカーン）
２勝��

３代母 エンゼルスキー（83鹿 マルゼンスキー）��５勝，こまくさ賞
ツキノイチバン（89牡 ＊ミルジヨージ）��11 勝，アフター５スター賞，金盃，ベイ

サイドＣ
グリドルボーン（94牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，��１勝�入着

シルクマンハッタン（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，悠久山特別
ジーエムドリーム（95牝 サクラユタカオー）１勝

４代母 ミスカイリユウ（68鹿 ＊マロツト）不出走
［子］ マルホミンシオ（77牡 ＊ミンシオ）４勝，４歳抽せん馬特別‐OP，節分賞，

椿賞，���１勝
［孫］ ワンモアマイハート（85牝 ニチドウアラシ）４勝，石和特別，北海Ｈ３着

ポールシッター（88牡 ＊ノーザンアンサー）３勝，シドニーＴ３着，１勝�

５代母 リユウノボル（61鹿 ＊ソロナウエー）７勝，門松賞

販売申込者・所有者： ㈲中館牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6107
生 産 牧 場： ㈲中館牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

1218 プリンセスプライド２０２０ �・黒鹿 ４／ ９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジプリンセスプライド ＊ロイヤルスキー

��
��
�エンゼルプリンセス黒鹿 2009 エンゼルスキー

＊フリヂデイテイー 9d
Nijinsky S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 プリンセスフローラ（10栗 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：４〕
ハンザ（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�出走
ジャスミンフローラ（19牝黒鹿 サトノアラジン）�未出走

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，���１勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，

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

バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，
秋川特別，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： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1219 プリンセスフローラ２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ５
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスプリンセスフローラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスカメリア栗 2010 ラトラヴィアータ

4m
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 プリンプリンカフェ（14芦 ネオユニヴァース）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊トゥースペシャル（97 USA芦 Two Punch）２勝，�１勝�入着�
スペシャルポケット（05牝 ジャングルポケット）２勝，桑名特別，鈴鹿特別２着，

有田特別２着，蒲郡特別２着，吾妻小富士賞３着，etc.
シュテルンターラー（07牝 ネオユニヴァース）４勝，つわぶき賞３着
シュテルンブルーメ（10牝 ゴールドアリュール）�３勝
シュテルングランツ（11牡 ステイゴールド）５勝，ＢＳイレブン賞，大島特別，etc.，

��２勝�，東京記念，金盃２着，スパーキングサマーＣ３着
ダイワエクシード（12� ダイワメジャー）１勝，��１勝	４勝��１勝�３勝，

北上川大賞典，不来方賞，桐花賞３着
オスカーレーヴ（15牝 ネオユニヴァース）入着，�１勝��

３代母 フラップスアップ Flaps Up（83 USA鹿 Timeless Moment）USA３勝
スカーレットタナジャー Scarlet Tanager（94 牝 Sky Classic）USA１勝

サヴィータ Saveeta（02 牝 Quaker Hill）USA３勝，Lady Slipper S‐R ２
着，Northern Lights Debutante S‐R ２着

４代母 フリートゥフライ Free to Fly（74 USA鹿 Stevward）USA３勝，Cicero
H３着
［子］ フライソーフリー Fly So Free（88牡 Time for a Change）USA12 勝，

ＢＣジュヴェナイル‐G1，フロリダダービー‐G1，米シャンペインＳ
‐G1，etc.，種牡馬

ドンズチョイスDon's Choice（82 牡 Private Account）USA７勝，ジ
ャマイカＨ‐G3，ジムダンディＳ‐G2 ２着，ガヴァナーズＣ‐G3 ２
着，etc.，種牡馬

グランドジェットGrande Jette（85 牡 Timeless Moment）USA８勝，
Skip Trial S２着，Sneakbox S２着，レッドバンクＨ‐G3 ３
着，etc.，種牡馬

［曾孫］ グランドトラヴァースGrand Traverse（03� Pioneering）USA14 勝，
Bonapaw S，F. W. Gaudin Memorial S‐L ２着，Colonel P
ower S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲太陽牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1622
生 産 牧 場： ㈲太陽牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1220 プリンプリンカフェ２０２０ �・芦 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスプリンプリンカフェ
＊ Two Punch

��
��
�トゥースペシャル芦 2014 Flaps Up

27a
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ブルーエクセル（16黒鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 ピュアエクセル（11鹿 アドマイヤムーン）入着
サツキヒューズ（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��５勝
ハクサンマックス（18牡 モーリス）���１勝�２勝

３代母 エリモエクセル（95栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ユニバーサル（01牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，琵琶湖特別３着，桑折特別３着

ワールドフォーラブ（14牝 ディープインパクト）４勝，中京スポーツ杯，桑名
特別，鳥羽特別２着，etc.

クリノアリエル（15牝 ディープインパクト）�２勝，大濠特別，千歳特別２着，
淀屋橋Ｓ３着，etc.，�６勝��

ハレクラニ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ブラックバード（12� ダイワメジャー）２勝，彦星賞，八代特別２着，鞍ケ池

特別２着，etc.，�１勝��入着
ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

フィニステール（17牡 キングカメハメハ）�１勝，あやめ賞２着

４代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
［孫］ エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.
エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

フラットライナーズ（12牡 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念，
習志野きらっとスプリント，京浜盃２着，種牡馬

エリモアスリート（00牡 ＊アフリート）２勝，日向特別，城崎特別３着
［曾孫］ エリモジパング（10牡 マンハッタンカフェ）１勝，鳴滝特別，迎春Ｓ３着，

�３勝��１勝
ウルスラグナ（06牡 ＊コロナドズクエスト）２勝，栃尾特別

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

1221 ブルーエクセル２０２０ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムブルーエクセル アドマイヤムーン

��
��
�ピュアエクセル黒鹿 2016 エリモエクセル

＊エリモファンタジー 1k
サンデーサイレンス S3×M5 Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S4×M5
Miesque S4×M5
価格： 購買者：



母 ファーマレッド（07鹿 ネオユニヴァース）入着，�３勝�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ドスコイ（13牡鹿 ＊グラスワンダー）入着，�５勝��入着５回�
ムーンファースト（14牡青鹿 ＊グラスワンダー）��８勝�入着�	
，金沢スプリ

ングＣ（Ｄ1900），ＭＲＯ金賞（Ｄ1900），金沢スプリングＣ（Ｄ1900）２着，百万
石賞（Ｄ2100）２着，西日本ダービー（Ｄ2000）２着，イヌワシ賞（Ｄ2000）３着

レッドルーシッド（17牡青 ローズキングダム）�１勝

２代母 ＊マチカネエンムスビ（94 IRE 鹿 Caerleon）４勝，桃山特別，賢島特別，西日
本スポーツ杯２着，城崎特別２着，有松特別２着，etc.
マチカネセイカイハ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ミッシングナンバー（06牡 アグネスタキオン）１勝，�１勝�１勝
トウカイインパルス（10牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 ファラオズディライト Pharaoh's Delight（87 IRE 鹿 Fairy King）GB・FR・I
RE３勝，フィーニクスＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1 ２着，ナンソープＳ‐G1 ３着，ヘイドックスプリントＣ‐G1 ３着，etc.
ファーマシスト Pharmacist（96 牝 Machiavellian）IRE１勝，Rochestown S

‐L，Rockingham H‐L ２着
メディシナルMedicinal（01� Linamix）FR・IRE３勝，Silver S‐L，愛ダ

ービートライアルＳ‐G2 ３着，ロイヤルホイップＳ‐G2 ３着，GB・FR
・IRE障害４勝

レッドロックス Red Rocks（03 牡 Galileo）GB・FR・IRE・USA・UAE・H
KG６勝，ＢＣターフ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，ゴードンリチャーズＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊ファリシーク（99牝 RainbowQuest）IRE１勝，Celebration S‐L ２着，Pl
atinum S‐L ３着

ドゥークスDookus（05 牝 Linamix）FR出走
ユーエスローUs Law（10� Lawman）FR・NZ・HKG５勝，トーマスブラ

イアン賞‐G3，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1 ３着，フォンテヌ
ブロー賞‐G3 ３着，etc.

フランクース Frankuus（14� Frankel）�GB・FR・IRE４勝，ローズオヴラ
ンカスターＳ‐G3，コンデ賞‐G3，Ascendant S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高山牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6114
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1222 ファーマレッド２０２０ �・黒鹿 ３／ ８
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスファーマレッド
＊ Caerleon

��
��
�マチカネエンムスビ鹿 2007 Pharaoh's Delight

A29
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊フレイミングクリフス（02 USA栗 Kingmambo）FR入着２回
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：海外－２（12），地方－１（１）〕
マクシMaxxi（10 IRE 牝鹿 Dansili）FR７勝
ギルガメシュGilgamesh（14 GB�鹿 Foxwedge）�GB５勝
ミスアラカン（16牝栗 Arakan）�１勝��
メジャーアゲン（18牝栗 ダイワメジャー）�出走
シゲルハナミズキ（19牝鹿 モーリス）�未出走

２代母 インサイト Insight（95 FR鹿 Sadler's Wells）FR・USA３勝，ＥＰテイラ
ーＳ‐G1，オペラ賞‐G2，仏オークス‐G1 ３着，クロエ賞‐G3 ２着，プシュケ
賞‐G3 ２着，etc.
エルシャード Ershaad（01牡 Kingmambo）FR・USA３勝，ジャンプラ賞‐G1 ３

着，ダフニス賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬
アプリシアAplysia（03 牝 Storm Cat）FR入着

ペンタグラム Pentagram（11牡 Jeremy）IND５勝，Suresh Mahindra Multi
Million Trophy‐LR ２着，Calcutta Champions' Sprint Trophy‐L
３着，Sprinters Trial S‐L ３着

ゴーファーGopher（04 牡 Pulpit）FR入着，P. Matchem‐L ２着
シャルウィ Shall We（13牝 Dansili）GB・IRE１勝，Bluebell S‐L ２着
ハンドオンハート Hand On Heart（15 牝 Mastercraftsman）GB・IRE２勝，パー

クイクスプレスＳ‐G3 ２着，Glencairn S‐L ２着

３代母 オールヴィジヨンOr Vision（83 USA栗 Irish River）FR３勝，P. Imprud
ence‐L，P. de l'Obelisque‐L，P. de Saint‐Cyr‐L ２着，P. de Cabou
rg‐L ２着，P. Soya‐L ３着
ドルフィンストリートDolphin Street（90 牡 Bluebird）入着，GB・FR・GER５勝，

フォレ賞‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，セーネオワーズ賞‐G3，etc.，種牡馬
＊サフロンウォルデン（96牡 Sadler's Wells）GB・IRE３勝，愛２０００ギニー‐G1，Leo

pardstown 2000 Guineas Trial S‐L，メルドＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬
ヴィジヨンズフライト Vision's Flight（97� Bluebird）FR・GER７勝，V.R.‐S

print‐Rennen‐L ３着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

1223 フレイミングクリフス２０２０ �・鹿 ３／２４
＊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

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueフレイミングクリフス インサイト Sadler's Wells

��
��
�Insight栗USA 2002 Or Vision

9b
Sadler's Wells M3×S4 Raise a Native M4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5
Riverman S5×M5 Special M5×M5
価格： 購買者：



母 フェアチャイルド（14鹿 ＊エンパイアメーカー）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
キタノドーベル（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�未出走

２代母 メジロオードリー（07鹿 スペシャルウィーク）２勝，遊楽部特別２着，松浜特
別３着，春菜賞３着
ビートゥービーBeetobee（15牝 ＊シンボリクリスエス）AUS１勝
ホウオウイクセル（18牝 ルーラーシップ）�２勝，フラワーＣ‐G3，フェアリーＳ

‐G3 ２着

３代母 メジロドーベル（94鹿 メジロライアン）10勝，オークス‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1（２回），阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，オールカマー
‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優父内，優古牝（2回）
メジロヒラリー（01牝 ＊エルコンドルパサー）不出走

ラッシュアタック（12牡 ＊アグネスデジタル）２勝，富里特別２着，霞ヶ浦特別
３着，�１勝，佐賀王冠賞３着

メジロルルド（02牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
マッサビエル（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，芦ノ湖特別，新緑賞，水仙賞２着

メジロシャレード（06牝 マンハッタンカフェ）１勝
ショウナンラグーン（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，青葉賞‐G2，菊花賞

‐G1 ５着，山吹賞３着，etc.
ヴァントシルム（14牡 ジャングルポケット）４勝，緑風Ｓ，グッドラックＨ，

御堂筋Ｓ２着，etc.
ルトロヴァイユ（17牝 エピファネイア）２勝，立志賞，東雲賞３着

メジロダイボサツ（08牡 ディープインパクト）１勝，横津岳特別３着，種牡馬
レーヌドブリエ（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，夕月特別，松浜特別，清水Ｓ２着，etc.
ホウオウドリーム（14牡 ルーラーシップ）４勝，御堂筋Ｓ，南武特別，積丹特別３着

４代母 メジロビユーテイー（82鹿 ＊パーソロン）２勝，スイートピー賞
［子］ メジロコルセア（02牡 メジロライアン）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，松前特

別，開成山特別
［孫］ メジロマントル（97牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，鳴尾記念‐Jpn3，

朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，朱鷺Ｓ，etc.，��１勝��

販売申込者・所有者： 戸川牧場＝日高町豊田 �01456-5-2724
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

1224 フェアチャイルド２０２０ �・鹿 ３／１０
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudフェアチャイルド スペシャルウィーク

��
��
�メジロオードリー鹿 2014 メジロドーベル

＊デヴオーニア 10d
Northern Dancer S5×M5 Sex Appeal S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 テーブルスピーチ（07栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，鹿屋特別（芝 1700），木津
川特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
タニノシェクハンド（16牡栗 ＊ケープブランコ）�入着５回
バロンデッセ（17牡鹿 キングカメハメハ）�１勝
ラブワンダー（18牝栗 ダイワメジャー）��１勝
タニノタビト（19牡栗 オルフェーヴル）�出走

２代母 タニノエクセレント（01栗 ＊ブライアンズタイム）�７勝
タニノセレナーデ（10牝 ＊ストーミングホーム）１勝
ローゼンタール（13牝 ＊ロージズインメイ）４勝
ベルウッドデナリ（14牡 マツリダゴッホ）入着２回，��６勝��
ミラビリア（15牝 マツリダゴッホ）�２勝，�１勝

３代母 タニノシスター（93栗 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，ゆうすげＳ２着，船橋Ｓ３着
タニノベリーニ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，ムーニーバレーレーシングクラ

ブ賞２着，ゆきやなぎ賞３着
ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1（２回），

天皇賞（秋）‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，日本ダービー‐Jpn1，阪神ジュベ
ナイルフィリーズ‐Jpn1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝（2回）

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

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

＊タニノミッション（16牝 Invincible Spirit）１勝，鶴橋特別２着
セレブリティ（08牝 タニノギムレット）２勝，白根特別
ラテラルアーク（11� ディープスカイ）２勝，葉山特別３着，蓬莱峡特別３着

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

ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 谷水 雄三＝京都府京都市 �075-491-1837
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1225 テーブルスピーチ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandテーブルスピーチ ＊ブライアンズタイム

��
��
�タニノエクセレント栗 2007 タニノシスター

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

価格： 購買者：



母 ハワイアンアイ（12鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
マイネルシュラーク（19牡鹿 エスポワールシチー）�出走

２代母 ＊アタラマ（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・GER・USA２勝，Newbury Fill
ies' Trial S‐L ３着，Montrose Fillies S‐L ３着
ヒシポラリス（04牡 Point Given）４勝，小名浜特別，花見山特別
ヴィクトリアルイゼ（05牝 ＊シンボリクリスエス）入着４回

コスモロブロイ（15� ゼンノロブロイ）２勝，障害２勝，���出走�出走
アッシュール（07牡 スペシャルウィーク）３勝
カシスウーロンCassis Oolong（09� キングカメハメハ）SIN６勝
ショウナンアーリー（13牡 アドマイヤムーン）��２勝
ディグアップセンス（14牡 ＊ストリートセンス）�５勝

３代母 リーガルポートレイトRegal Portrait（92 IRE 鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）G
B出走
キングズアイヴォリー King's Ivory（97 牡 Lake Coniston）ITY10 勝，P. Capan

nelle‐L ２着，P. Divino Amore‐L ３着

４代母 リーガルビューティRegal Beauty（81 USA黒鹿 Princely Native）GB出走
［子］ キングズシアター King's Theatre（91 牡 Sadler's Wells）GB・FR・IR

E・ITY・USA５勝，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，レイシ
ングポストトロフィ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬

＊ハイエステイト（86牡 Shirley Heights）GB６勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，
コヴェントリーＳ‐G3，ヴィンテージＳ‐G3，etc.，種牡馬

キングズロッホ King's Loch（89牡 ＊サーモンリープ）GB・FR・USA３
勝，Goodwood Foundation S‐L，Autumn S‐L ２着

［孫］ タラーシュ Talaash（97牡 Darshaan）GB・FR・GER２勝，G.P. de C
lairefontaine‐L，種牡馬

カルパネット Carpanetto（00 牡 ＊パントレセレブル）FR・IRE・USA２
勝，Ballyroan S‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 富本 茂喜＝新冠町新和 �0146-47-5063
生 産 牧 場： 富本 茂喜
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1226 ハワイアンアイ２０２０ 牡・黒鹿 ３／１６
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハワイアンアイ
＊ Sadler's Wells

��
��
�アタラマ鹿 2012 Regal Portrait

9b
ラストタイクーン S3×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ブーティー（05栗 フジキセキ）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
アルマライズ（10牡黒鹿 ジャングルポケット）入着４回，�２勝�９勝
アルミランテ（14牡黒鹿 タニノギムレット）�２勝��入着８回�
トモジャクアルト（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着３回，��１勝�

入着２回
シロノルピナス（19牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）�地方未出走

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

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

サイトディーラー（06牝 キングカメハメハ）不出走
モズカッチャン（14牝 ＊ハービンジャー）４勝，エリザベス女王杯‐G1，フロー

ラＳ‐G2，オークス‐G1 ２着，秋華賞‐G1 ３着，エリザベス女王杯‐G1
３着，etc.

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

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

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

ベストティアーズ（14牝 ハーツクライ）２勝

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

勝�１勝��入着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，かきつばた記念‐Jpn3，etc.
ポーエツヴォイス Poet's Voice（07 牡 Dubawi）GB・FR・UAE４勝，クイーンエ

リザベス二世Ｓ‐G1，セレブレイションマイル‐G2，英シャンペインＳ‐G2，etc.，
種牡馬

パトロネスPatroness（08 牝 Dubawi）FR入着
ブレアハウス Blair House（13� Pivotal）�GB・AUS・UAE４勝，ジェベル

ハッタ‐G1，ＭＲＣコールフィールドＳ‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 中川 隆＝平取町川向 �01457-2-2606
生 産 牧 場： 中川 隆
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

1227 ブーティー２０２０ 牡・鹿 ５／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーブーティー
＊ Storm Boot

��
��
�ベストブート栗 2005 Bright Tiara

10a
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ベイルリ（06鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
オーシャンケリー（14牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着２回
ルリベル（17牝鹿 オウケンブルースリ）��１勝
ルリフラワー（18牝鹿 ブリーズフレイバー）��入着４回
アブポーラ（19牝黒鹿 メイショウボーラー）��入着２回

２代母 ＊アミティエ（93 GB鹿 Sadler's Wells）入着
ロードホーリー（07牡 シックスセンス）１勝

３代母 チャーミングライフCharming Life（79 IRE 鹿 Habitat）GB１勝
ランアンドガン Run and Gun（88� Lomond）FR６勝，プティクヴェール賞‐G3，

P. du Haras de la Huderie‐L ３着
＊ペシェミョン（91牝 Sadler's Wells）入着３回，医王寺特別３着

チェックザラック（98牡 ＊アフリート）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，淀屋橋Ｓ，
壇之浦特別，etc.

エンブレイス（04牝 ＊アフリート）１勝
エングローサー（15牡 トランセンド）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，小豆
島特別２着，ベゴニア賞２着，etc.

エドワーディアンエラEdwardian Era（99牝 Bering）GB出走
ペドラポンパス Pedra Pompas（04牡 Mark of Esteem）FR・ITY13 勝，P.

Memorial Francesco Faraci‐L，P. Regione Toscana‐L（２回），P
. U.N.I.R.E.‐L，etc.

シーユースーン Cusoon（02� Dansili）GB・USA・CAN11勝，Winter Derby
Trial S‐L

４代母 ファイティング Fighting（68 GB鹿 Aggressor）GB１勝
［孫］ ブラーシー Braashee（86牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・AUS６勝，

ロイヤルオーク賞‐G1，ヨークシャーＣ‐G2，オーモンドＳ‐G3，etc.，
種牡馬

アダムスミス Adam Smith（88 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA・H
KG７勝，レッドバンクＨ‐G3（２回），フォートマーシーＨ‐G3
（２回），ポーカーＳ‐G3 ２着，etc.

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

1228 ベイルリ２０２０ �・鹿 ３／ ９
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

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

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールベイルリ
＊ Sadler's Wells

��
��
�アミティエ鹿 2006 Charming Life

4k
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 トウカイミーロ（13鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
サキホコレ（19牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 トウカイティアラ（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ‐OP
２着，忘れな草賞‐OP ２着，飛鳥Ｓ，初夢賞，クリスマスキャロルＨ２着，etc.
トウカイフラッグ（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，九十九島特別２着
トウカイアワード（04牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，国東特別，夕月特別３着
トウカイポプリ（05牝 ＊タイキシャトル）２勝

トウカイパシオン（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝，浦安特別３着
トウカイセレブ（06牝 キングカメハメハ）２勝

トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着
トウカイレジーナ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，��２勝
トウカイベルタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走

ハルクンノテソーロ（14牡 ＊ファスリエフ）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，青竜
Ｓ‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着（２回），銀蹄Ｓ２着，麦秋Ｓ３着，etc.，障害１勝

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

３代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
トウカイテイオー（88牡 シンボリルドルフ）９勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，産經大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，
優３牡，優父内，特別賞，種牡馬

トウカイテネシー（94牝 シンボリルドルフ）２勝，陸奥湾特別，高山特別２着，臥
牛山特別２着
トウカイメガミ（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着
ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�２勝，神戸新聞杯‐G2 ３着

トウカイオーザ（97牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，大阪―ハ
ンブルクＣ‐L，小倉記念‐Jpn3 ２着，etc.

トウカイエリート（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，日経新春杯‐G2 ２着，ステ
イヤーズＳ‐Jpn2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲長浜牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2682
生 産 牧 場： ㈲長浜牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

1229 トウカイミーロ２０２０ �・黒鹿 ２／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonトウカイミーロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ鹿 2013 トウカイナチユラル

＊星友 19b
Kingmambo S3×M4 Nureyev S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ナムラクロワッサン（12鹿 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ナムラブラボー（17牡鹿 ネオユニヴァース）��１勝

２代母 ビストロドゥパリ（93黒鹿 ＊フレンチグローリー）１勝
アパルダー（99牡 ＊シンコウキング）�８勝�入着，オパールＣ，金杯３着，ウイン

ターＣ３着
ケンコウヘイロー（02牡 キングヘイロー）２勝，シャングリラ賞３着，�１勝��
サイレントベッド（03牝 ＊ソウルオブザマター）入着２回

ディアフロイデ（08牡 ＊チーフベアハート）１勝，�１勝�１勝	５勝，尾鈴山
賞，由布岳賞，九州オールカマー，開聞岳賞３着，鏡山賞３着

ディアコンチェルト（12牡 サムライハート）４勝，大雪Ｈ，三陸特別，横手特
別２着，日野特別２着，２０１７ＷＡＳＪ第３戦３着，etc.

ディアセオリー（17牡 サムライハート）�２勝，プリンシパルＳ‐L ３着，姫川
特別，ホンコンＪクラブＴ３着

ナムラマース（04牡 ＊チーフベアハート）４勝，毎日杯‐Jpn3，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，日
経新春杯‐G2 ２着，鳴尾記念‐G3 ２着，きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，etc.，
４勝

ナムラハーン（05牡 ＊コロナドズクエスト）２勝，沈丁花賞２着
ナムラボルテージ（07牝 ＊グランデラ）４勝，奥尻特別，道新スポーツ賞２着，恵山

特別２着，矢車賞２着
ナムラオウドウ（08牡 ＊チーフベアハート）４勝，オリエンタル賞，保津峡特別，英

彦山特別，関門橋Ｓ２着，スピカＳ２着，etc.
ナムラオーキッド（09牝 ＊チーフベアハート）出走

ナムラムラサキ（14牝 トーセンホマレボシ）２勝，山中湖特別２着，八丈島特
別２着

３代母 ＊ドッフ（82 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝
ドレスDress（88 牝 Topsider）USA４勝

アンスエプトUnswept（00� ＊エンドスウィープ）USA９勝，Damon Runy
on S‐R ２着，Fred Cappy Capossela S‐L ３着

ブランズウィック Brunswick（89 牡 Private Account）USA８勝，ホイットニーＨ
‐G1，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1 ３着，Hialeah Sprint Championsh
ip H‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 武田 寛治＝新冠町高江 �0146-47-2756
生 産 牧 場： 武田 寛治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1230 ナムラクロワッサン２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビナムラクロワッサン ＊フレンチグローリー

��
��
�ビストロドゥパリ鹿 2012 ＊ドッフ

1n
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒシトパーズ（10鹿 フサイチコンコルド）�１勝�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：５〕
シゲルギンガ（17牝鹿 ローズキングダム）��出走��出走
ゴドルアーム（18牡青鹿 ベルシャザール）��入着
アリエルグレース（19牝鹿 ＊マスクゾロ）��出走

２代母 ＊ヒシレイホウ（95 USA黒鹿 Dayjur）４勝，白河特別，小野川湖特別，クレマ
チス賞，祇園特別２着，宗像特別２着，etc.
ヒシシャトル（05牝 ＊ボストンハーバー）１勝
ヒシサッチモ（08牡 アドマイヤコジーン）１勝

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

＊ケイティーズファースト（87牝 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du Cercle‐L，
Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚
記念‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，
年代表，優古牡，種牡馬

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）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯
‐G3，日本ダービー‐G1 ２着，etc.

＊ホワットケイティーディド（89牝 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P. Tantieme
‐L，Preis von Koln‐L ２着，P. Lovelace‐L ３着，etc.
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞

‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距
＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ

‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，オールカマー‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝

＊ヒシピナクル（96牝 Theatrical）４勝，ローズＳ‐Jpn2，秋華賞‐Jpn1 ３着，紅
梅Ｓ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 中本 隆志＝新冠町高江 �0146-47-3590
生 産 牧 場： 中本 隆志
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

1231 ヒシトパーズ２０２０ 牡・鹿 ３／１５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンヒシトパーズ
＊ Dayjur

��
��
�ヒシレイホウ鹿 2010 Katies

7f
Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 プリティタヤス（03栗 マーベラスサンデー）３勝，鳥羽特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（７）〕
ワイレアワヒネ（11牝栗 ＊タイキシャトル）１勝，巌流島特別（芝 1200）３着
ラウレアワヒネ（12牝栗 ＊グラスワンダー）�３勝
アラモアナワヒネ（13牝栗 ＊グラスワンダー）１勝，くるみ賞（芝 1400）３着
ラニカイサンデー（14牡鹿 ジャングルポケット）２勝，喜多方特別（芝 1200）
アリイタヤス（15牡鹿 ＊ベーカバド）入着２回，�３勝
プリティフラッシュ（17牝鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
ベラジオボッキーニ（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊ライトシップ（83 USA栗 Majestic Light）不出走
ミヤジマルス（96牡 ＊ラシアンボンド）１勝，��２勝�

３代母 ナヴサップNavsup（66 USA鹿 Tatan）USA入着５回
ジャッジアドヴォケイト Judge Advocate（75 牡 Reviewer）USA４勝，ディスカ

ヴァリーＨ‐G3 ３着，種牡馬
ネイヴァルNaval（80 牝 Broadway Forli）不出走

チャーツ Charts（87� Mari's Book）USA12勝，Golden Gate Fields Breeders'
Cup H‐L，SanMatean H，C.H.B.P.A. Dinner H‐R，etc.

＊ポリッシュネイビー（84牡 Danzig）USA７勝，米シャンペインＳ‐G1，ウッドワー
ドＳ‐G1，カウディンＳ‐G1，ジムダンディＳ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 ブサンダ Busanda（47 USA青 War Admiral）USA10 勝，サバーバンＨ，
アラバマＳ，トップフライトＨ，ニューキャッスルＨ，ダイアナＨ，etc.
［子］ バックパサー Buckpasser（63 牡 Tom Fool）USA25 勝，トラヴァーズＳ，

ジョッキークラブゴールドＣ，メトロポリタンＨ，etc.，種牡馬
ビューパーズ Bupers（61 牡 Double Jay）USA７勝，米フュチュリティ
Ｓ，ハイビスカスＳ，米シャンペインＳ３着，etc.，種牡馬

ビューロクラシー Bureaucracy（54� Polynesian）USA11 勝，ドゥワイ
アＨ，Providence S，National Stallion S，etc.

［孫］ マニトゥーリンManitoulin（69 牡 Tom Rolfe）GB・FR・IRE・USA５
勝，ロイヤルホイップＳ，ブランドフォードＳ，Cortez H，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 対馬 正＝新冠町若園 �0146-49-5477
生 産 牧 場： 対馬 正
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1232 プリティタヤス２０２０ 牡・栗 ３／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサープリティタヤス
＊ Majestic Light

��
��
�ライトシップ栗 2003 Navsup

1s
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ボーントゥブーギー（05 GER鹿 Tobougg）GB４勝，Snowdrop Fillies S‐L，
Conqueror S‐L ３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－３（８）〕
ボウピープ（11牝栗 ディープスカイ）不出走

セイカメテオポリス（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）���２勝，鎌倉記
念２着

ヴァローア（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）４勝，白嶺Ｓ（Ｄ1600），與杼特別
（Ｄ1800），内房Ｓ（Ｄ1800）２着，薫風Ｓ（Ｄ1600）３着，招福Ｓ（Ｄ1800）３着

ボーントゥレイン（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，��３勝
ディープベイ（14牡鹿 ディープインパクト）入着，�３勝
ナムラリベンジ（17牡鹿 ＊ノヴェリスト）�２勝
ミカンダイフク（19牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 ブライシムBraissim（91 GB鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
ロードカヴァーン Lord Cavern（96� Lion Cavern）ITY12 勝
ボウルドアウトBowled Out（02 牝 Dansili）GB２勝
ブライトスパークリーBright Sparky（03� Dashing Blade）GB３勝，GB障害３勝
タンペラノワールTempera Noire（08 牝 Miesque's Son）FR入着

マドモワゼルマリーMademoiselle Marie（14 牝 Evasive）FR４勝，P. Dela
hante‐L，P. Rose deMai‐L ２着

３代母 バラーリBarari（85 USA鹿 Blushing Groom）不出走
ホワイトハートWhite Heart（95� Green Desert）GB・IRE・GER・USA・HK

G８勝，ＷＲターフクラシック‐G1，チャールズホイッティンガムＨ‐G1，エ
ッティンゲンレネン‐G3，etc.

フェアーフライト Fair Flight（96� Green Desert）GB・SIN・MAL４勝，Silv
er Cup‐L ３着

カインドリガーズ Kind Regards（97 牝 Unfuwain）GB・FR５勝，Virginia S‐L
ペニキュイックPenicuik（04 牝 Hernando）GB出走

＊ワットドゥアイワントザットフォー（13牝 Kodiac）GB３勝，St.Hugh's S
‐L，ディックプールフィリーズＳ‐G3 ２着，プリンセスマーガレットＳ
‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1233 ボーントゥブーギー２０２０ 牡・鹿 ４／ ７

＊

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

＊

トブーグ Barathea

�
�
�
�
�

��
��

�Tobougg Lacoviaボーントゥブーギー ブライシム ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�Braissim鹿GER 2005 Barari

14b
ダンシングブレーヴM3×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ボストンサクラ（09黒鹿 ダイワメジャー）３勝，つわぶき賞（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
セレッソフレイム（18牝栗 ＊パイロ）�１勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）２着

２代母 イサミサクラ（92黒鹿 アイネスフウジン）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3 ３着，
小倉日経ＯＰ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，葵Ｓ‐OP，淀短距離Ｓ‐OP ２着，etc.
イサミペガサス（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝，フェニックス賞‐OP
イサミミラクル（01牡 ＊ピルサドスキー）�３勝�４勝
イサミサクラサクラ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，つわぶき賞２着

カイカセンゲン（08牝 ＊チーフベアハート）�４勝�３勝�３勝��
フォーミュラーワン（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝
ボストンエンペラー（08牡 キングカメハメハ）５勝，南総Ｓ，さくらんぼ特別，西

部日刊スポーツ杯，浜松Ｓ２着，みちのくＳ２着，etc.
ボストンビリーヴ（10牝 アグネスタキオン）２勝
ヴァッフシュテルケ（11牡 ダイワメジャー）３勝，フィリピンＴ２着，小樽特別２

着，潮騒特別３着，筑紫特別３着，��８勝�

３代母 ハマナジユビー（82黒鹿 ＊ラツキーソブリン）入着
ビワジュビー（88牝 タイテエム）１勝
リワードプランダー（90牡 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２

着，新潟記念‐Jpn3 ３着，ゴールデンホイップＴ，etc.
リワードコパン（93牝 リードワンダー）４勝，長万部特別，春望Ｓ３着，臥牛山特

別３着

４代母 ジユピツク（67栗 Tropique）３勝，オークス，神戸盃２着，桜花賞５着
［孫］ ネーハイアンサー（80牡 ＊ノーザンアンサー）５勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２

着，阪急杯‐Jpn3 ２着，小倉日経賞‐OP，etc.，種牡馬
タハラジュピック（90牝 ハツピープログレス）１勝，ひまわり賞‐OP
ユメノセテコウユー（95牡 ＊マークオブディスティンクション）４勝，北
九州短距離Ｓ‐OP ３着，皆生特別，メルボルンＴ，etc.，種牡馬

モガミエチュード（87牝 ＊モガミ）１勝，アベリア賞２着

５代母 ＊ジユデラ（53 FR栗 Niccolo Dell'Arca）FR１勝，フィユドレール賞３着

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

1234 ボストンサクラ２０２０ �・芦 ４／２３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケボストンサクラ アイネスフウジン

��
��
�イサミサクラ黒鹿 2009 ハマナジユビー

＊ジユデラ 21a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ポロメリア（07青 ＊プリサイスエンド）入着５回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
メイショウコッコ（13牝栗 ＊シニスターミニスター）�１勝�４勝�１勝
ローブ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）入着，��２勝
ゼネラルマッターレ（15牝栗 オウケンブルースリ）��６勝�２勝��
カチドキブラック（18牡青鹿 タイムパラドックス）���入着２回

２代母 ボーディーススズカ（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
グルービーメテオ（09牡 ジャングルポケット）�２勝�15 勝	７勝��４勝�
ジャイアントレーヌ（12牝 ＊ジャイアントレッカー）��４勝
レヴドゥトゥース（16
 ジャングルポケット）��入着�４勝���入着４回

３代母 ＊ボーディース（89 USA栗 Nijinsky）FR１勝
ガレアデボワGalea des Bois（94 牝 Persian Bold）FR１勝，Criterium de l'Ou

est‐L ３着
ダンスレットDancerette（95 牝 ＊グルームダンサー）FR１勝

＊バイロイト（01
 Singspiel）７勝，万葉Ｓ‐L，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，
古都Ｓ，etc.

フィオルディリージ Fiordiligi（03 牝 Mozart）不出走
ドルフィンヴィスタDolphin Vista（13
 Zoffany）�GB・FR・SWI７
勝，P. du Pays d'Auge‐L，Doonside C‐L

ヴェネヌーズVeneneuse（96牝 Machiavellian）FR入着
ジャラーダ Jarada（04牝 Redoute's Choice）AUS１勝
アブソルートエクセレンシア Absolut Excelencia（09
 Excellent Art）
NZ10 勝，Gore Guineas‐L，Timaru S‐L ２着，Southland G
uineas‐L ２着

ファシカ Fasika（15 牝 So You Think）�AUS５勝，ＡＴＣサファイア
Ｓ‐G2，ＡＴＣウェノナガールＨ‐G3，ATC South Pacific Classic
‐L，etc.

ラリシェス（98牝 Exit to Nowhere）不出走
エーシンラクーリエ（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝，村上特別，戎橋特別２着
モズアトラクション（14
 ジャングルポケット）�６勝，エルムＳ‐G3，
平安Ｓ‐G3 ２着，仁川Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

1235 ポロメリア２０２０ 牡・青鹿 ５／１４
＊ 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyポロメリア ＊サンデーサイレンス

��
��
�ボーディーススズカ青 2007 ＊ボーディース

7
Mr. Prospector S4×M5 Nijinsky S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ホーリーシー（12黒鹿 タニノギムレット）�出走
〔産駒馬名登録数：２〕
マリンセブン（18牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）��入着２回

２代母 システィンチャペル（00鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サムライムラマサ（11牡 ＊シェルゲーム）�１勝�２勝
ショウザイシンホー（13牡 ジャングルポケット）入着３回，�２勝
セラファン（14牝 ＊ベーカバド）１勝

３代母 ＊サドラーズギャル（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE 出走
＊エルコンドルパサー（95牡 Kingmambo）６勝，ジャパンＣ‐G1，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR２勝，サンクルー大賞‐G1，
フォワ賞‐G2，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

ギャルフロムシアトルGal From Seattle（96 牝 A.P. Indy）不出走
＊フレッシュバニラ（03牝 Grand Slam）４勝，鶴ヶ城特別，八海山特別，七重

浜特別３着
ミリオンフレッシュ（10牡 ソングオブウインド）２勝，かささぎ賞

シアトルスパイト Seattle Speight（07 牝 Speightstown）GB２勝
ミスティックタウンMystic Town（16� Medicean）�SWE・DEN７勝，
Zawawi Cup‐L ３着

トロイルス Troilus（08 牡 Speightstown）USA３勝，ガルフストリームスプリ
ントＣｈ．Ｓ‐G2 ２着，種牡馬

４代母 グレンヴェーGlenveagh（86 USA鹿 Seattle Slew）不出走

５代母 リサデル Lisadell（71 USA鹿 Forli）GB・IRE２勝，コロネイションＳ‐G2，
アサシＳ‐G3，Mulcahy S‐L ２着
［子］ ファザーランド Fatherland（90牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・US

A４勝，愛ナショナルＳ‐G1，愛フュチュリティＳ‐G3，Tyros S
‐L，etc.

［孫］ ソードダンス Sword Dance（84牡 Nijinsky）IRE・USA４勝，デルマー
Ｈ‐G2，種牡馬

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

1236 ホーリーシー２０２０ �・黒鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルホーリーシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�システィンチャペル黒鹿 2012 ＊サドラーズギャル

5h
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ボウルズ（15鹿 エイシンフラッシュ）１勝
初仔

２代母 アグネスメープル（08栗 アグネスタキオン）�２勝
ヒイロメープル（17牡 ＊パイロ）�出走，��３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
ワイルドベリー（06牝 フジキセキ）出走

アシドベリー（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブ
ロッサムＣ３着

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

パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ
‐G3，キーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，etc.，種牡馬

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

1237 ボウルズ２０２０ 牡・鹿 ３／ 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サトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディボウルズ アグネスタキオン

��
��
�アグネスメープル鹿 2015 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 デビルインマインド（00栗 ダンスインザダーク）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－４（23）〕
ダンシングロイヤル（08牝鹿 サクラバクシンオー）２勝，黒松賞（芝 1200），ＨＢ

Ｃ賞（芝 1200）２着
トニーポケット（09牡鹿 ジャングルポケット）３勝，藻岩山特別（芝 2600）３着，

障害１勝，��１勝�４勝���，北國王冠（Ｄ2600），金沢スプリングＣ
（Ｄ1900）２着，百万石賞（Ｄ2100）３着（２回），中日杯（Ｄ2000）３着

ハンバーガー（10牝栗 キングカメハメハ）�５勝��入着２回
ビビッドモア（12牡鹿 ジャングルポケット）�８勝
メイショウハート（16牡鹿 メイショウボーラー）１勝，��５勝

２代母 ＊シーキングロイヤル（93 USA栗 Seeking the Gold）１勝
ゴーオンマイウェイ（99牝 ＊ジョリーズヘイロー）３勝

ジョイフルスマイル（05牝 マヤノトップガン）１勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着
アドマイヤランディ（11牡 ステイゴールド）５勝，堺Ｓ，愛宕特別，フェアウ

ェルＳ２着，春光Ｓ３着，雅Ｓ３着，etc.
リヴァイアサン（14牡 ヴァーミリアン）２勝，ニセコ特別，初茜賞２着

ロイヤルインパクト（08牝 ディープインパクト）４勝，白鳥大橋特別
ジンギ（16牡 ロードカナロア）��14 勝�，兵庫大賞典，白鷺賞，園田金盃，

摂津盃，兵庫大賞典２着，etc.
ステーキ（10牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 カヌードリング Canoodling（82 USA栗 Cyane）USA５勝，アンアランデ
ルＨ‐G3 ４着

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

＊ケイアイサクラ（00牝 Petionville）USA６勝，Audubon Oaks‐L

４代母 インスタントシン Instant Sin（69 USA芦 Restless Native）USA１勝
［孫］ コントルダンス Contredance（82牝 Danzig）USA８勝，アーリントン

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

販売申込者・所有者： ㈲タニグチ牧場＝新冠町高江 �0146-47-3088
生 産 牧 場： ㈲タニグチ牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

1238 デビルインマインド２０２０ �・黒鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイデビルインマインド
＊ Seeking the Gold

��
��
�シーキングロイヤル栗 2000 Canoodling

4r
Halo S4×M4 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マイカイ（11鹿 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
エイノスケ（18牡栗 アンライバルド）���１勝�１勝
エミ（19牝鹿 アンライバルド）��未出走�出走

２代母 ムーンライトソナタ（99黒鹿 サクラバクシンオー）４勝，賢島特別，有田特別，
長岡特別，知多特別２着（２回），芦屋川特別２着，etc.
エリーゼ（08牝 ＊ストラヴィンスキー）�２勝
リバティーホール（09牝 ＊ケイムホーム）１勝，白河特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，

�２勝��
バーニングハート（10牝 ＊ストラヴィンスキー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着
タイヨウノコ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
チタノプリンセス（14牝 サクラプレジデント）���８勝�入着２回
ルーナセレナータ（16牝 トーセンラー）入着，��２勝�入着３回
デザートムーン（17牝 ベルシャザール）���１勝

３代母 ＊ブルースフォーユー（87 IRE 鹿 Cure the Blues）�入着４回

４代母 アーブリーArburie（71 IRE 栗 Exbury）FR・IRE１勝
［子］ アスクザウィンド Ask theWind（80牝 Run the Gantlet）FR・IRE３

勝，Hard Fought S‐L
［孫］ ファントムブリーズ Phantom Breeze（86牡 ＊ヴィジョン）IRE・USA８

勝，パンアメリカンＨ‐G2，マンハッタンＨ‐G2，愛ダービートライ
アルＳ‐G2，etc.，種牡馬

ミスティウィンドMistyWind（88牡 Be My Guest）IRE・USA６勝，
Point Reyes Invitational H‐R，Vallejo Day H‐L ２着，Ber
keley H２着，etc.，種牡馬

ホストオヴエインジェルズ Host of Angels（85 牝 General Assembly）
IRE・USA６勝，Phoenix Oaks Trial‐L ２着，Brownstown St
ud S‐L ２着

［曾孫］ ストライクレイト Strike Rate（00 牝 Smart Strike）USA４勝，Winte
rgreen S，Decoration Day H‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-3701
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-3701

1239 マイカイ２０２０ 牡・栗 ３／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythマイカイ サクラバクシンオー

��
��
�ムーンライトソナタ鹿 2011 ＊ブルースフォーユー

2u
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 マコトスズラン（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，白井特別（芝 2000），瓢湖
特別（芝 2200），荒川峡特別（芝 2400），檜原湖特別（芝 2000）２着，ミモザ賞
（芝 2000）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（７）〕
マコトギャラクシー（07牡栃栗 キングカメハメハ）４勝，千葉日報杯（芝 2000），

東雲賞（芝 2000），レインボーＳ（芝 2000）２着，千葉ＴＶ杯（芝 1800）２着，湾
岸Ｓ（芝 2200）３着，初富士Ｓ（芝 1800）３着，甲斐路Ｓ（芝 1800）３着，鹿野山
特別（芝 1800）３着

マコトオンディーヌ（10牝鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝
マコトギンスバーグ（12牡鹿 キングカメハメハ）１勝，磐梯山特別（芝 2600）２着，

燕特別（芝 2200）２着，春日山特別（芝 2000）３着
マコトグラディウス（13牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，�５勝��入着 11回
マコトエイル（16牝黒鹿 マコトスパルビエロ）�１勝�入着

２代母 ＊ゲインザー（89 USA黒鹿 Turkoman）USA７勝，ヴァインランドＨ‐G3 ３
着，ロレンスリアリゼイションＳ‐G3 ３着，ラトガーズＨ‐G3 ３着

＊イデム（97� Silver Hawk）２勝，新津特別２着，開成山特別２着，羽黒山特別３着
ディアレストハニー（99牝 Smart Strike）１勝，�７勝
アイアンキング（03� ＊フレンチデピュティ）３勝，鳥取特別２着，加古川特別３着，

伊勢特別３着

３代母 シャルリターン Shall Return（70 USA鹿 Fair Ruler）USA７勝
エミグリーEmigree（76 牝 Tudor Grey）USA出走

スーパーミゲ Super Migue（82牡 Big Burn）PAN７勝，P. Dia del Periodis
ta‐L ２着

チャスコネリー Chas Conerly（80 牡 Big Burn）USA７勝，ゴーサムＳ‐G2，フ
ォールハイウエイトＨ‐G2，スウィフトＳ‐G3，etc.，種牡馬

トワイライトスペクターTwilight Spectre（92 牝 Imp Society）USA出走
イーサンマン Ethan Man（99� Glitterman）USA４勝，スウェイルＳ‐G3，

フィーニクスＢＣＳ‐G3 ２着
＊ラッキーワン（02牝 Best of Luck）USA１勝

＊ブラインドラック（07牝 Pollard's Vision）USA12 勝，ケンタッキーオー
クス‐G1，ヴァニティＨ‐G1，ハリウッドスターレットＳ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ディアマント＝大阪府大阪市 �090-3949-4794
生 産 牧 場： ㈲ヤナガワ牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1240 マコトスズラン２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ８

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellマコトスズラン
＊ Turkoman

��
��
�ゲインザー青鹿 2000 Shall Return

11f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マサノヒロイン（13鹿 ゴールドヘイロー）３勝，夏木立賞（芝 2000），相模湖特別
（芝 1400）２着，五頭連峰特別（芝 1600）３着
初仔

２代母 プランタンシャルム（96芦 ＊ノーザンテースト）入着２回
モエレギャラクシー（03牡 ＊マジックマイルズ）�３勝�入着��
モエレシャルム（04牝 ＊アルカング）�１勝��
モエレトウリョウ（05牡 ＊マジックマイルズ）�２勝�入着６回
ホワイトロマン（07牝 ゴールドヘイロー）�１勝�５勝�入着，岐阜金賞２着，ク

イーンＣ２着，ＭＲＯ金賞３着，ライデンリーダー記念３着
ゴールドルチルGold Rutile（08 牝 ゴールドヘイロー）��２勝，SIN６勝，Ed

mundW. Barker Trophy‐L，Saas Fee S‐L ２着，Jumbo Jet Trophy
‐L ３着，Colonial Chief S‐L ３着

クールロビン（10牝 ゴールドヘイロー）	１勝�１勝�
アイスカチャン（11牝 ゴールドヘイロー）�１勝�１勝��８勝，あやめ賞，九州

ジュニアＣｈ３着
プティソレイユ（14牝 ゴールドヘイロー）�１勝�入着，ジュニアＧＰ３着
マサノアッレーグラ（15牝 ゴールドヘイロー）
２勝

３代母 アワプランタン（89芦 Our Native）１勝

４代母 ＊フレールドウプランタン（80 USA芦 Caro）USA２勝，Regret Visitation S‐R
［子］ ダンシングフレール（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，湘南特別，セレブ

レイションＣ３着
［孫］ サンレイフレール（00牝 ダンスインザダーク）４勝，摩周湖特別，原町特

別，摂津特別２着，etc.

５代母 サヴェジバニー Savage Bunny（74 USA黒鹿 Never Bend）USA４勝，
Rosebud S，Venus S３着
［子］ ディヒムDyhim（91牡 ＊ポリッシュネイビー）GER・UAE７勝，ドクト

ルブッシュ記念‐G3，Jebel Ali Sprint‐L ３着，種牡馬
［孫］ ベニーザディップ Benny the Dip（94牡 Silver Hawk）GB５勝，英ダ

ービー‐G1，ダンテＳ‐G2，ロイヤルロッジＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲道見牧場＝日高町清畠 �01456-5-6552
生 産 牧 場： ㈲道見牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1241 マサノヒロイン２０２０ �・鹿 ４／ ３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドマサノヒロイン ＊ノーザンテースト

��
��
�プランタンシャルム鹿 2013 アワプランタン

＊フレールドウプランタン 9a
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 マダムアグライア（11鹿 ＊ケイムホーム）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
デンプシーロール（18牡鹿 ワールドエース）�入着７回
タイセイプロシード（19牡黒鹿 ストロングリターン）�未出走

２代母 マリスカ（05鹿 アグネスタキオン）出走
ショウナンラクティ（12牡 ＊エンパイアメーカー）入着２回，�３勝
サンカーメル（14牝 ＊アルデバランⅡ）���６勝

３代母 ＊マチカネレダ（94 IRE 鹿 ＊デインヒル）３勝，中ノ岳特別２着
ホクレレ（04牝 フサイチコンコルド）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，野島崎特別２

着，上総特別２着，etc.

４代母 スパニッシュハビット Spanish Habit（79 IRE 鹿 Habitat）不出走
［子］ ＊ラスメニナス（91牝 Glenstal）GB・FR・IRE・USA２勝，英１０００ギニー

‐G1，Silver Flash S‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，etc.
スパニッシュラン Spanish Run（87牡 Commanche Run）NOR・SWE
・DEN９勝，Pokallob‐L，Danish St.Leger‐L

ヘッドオヴジアビー Head of the Abbey（85� Glenstal）IRE・USA７
勝，Tyros S‐L ３着

［孫］ シアーヴァイキング Sheer Viking（96� ＊デインヒル）GB・SIN３勝，
フライイングチルダーズＳ‐G2，英ノーフォークＳ‐G3 ２着

ジャーナリスト Journalist（97 牝 Night Shift）GB１勝，プリンセスマー
ガレットＳ‐G3 ２着

［曾孫］ キングズゲイトネイティヴ Kingsgate Native（05� Mujadil）GB・FR
・IRE・HKG８勝，ナンソープＳ‐G1，ゴールデンジュビリーＳ‐G1，
テンプルＳ‐G2（２回），etc.

シニョーラカベッロ Signora Cabello（16 牝 Camacho）�GB・FR４勝，
クイーンメアリーＳ‐G2，ロベールパパン賞‐G2，Marygate S
‐L，etc.

エミレイツガール Emirates Girl（05 牝 Unbridled's Song）FR・GER１
勝，P. de la Cochere‐L ２着，P. der Spielbank Bad Neuenahr
‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

1242 マダムアグライア２０２０ �・黒鹿 ３／ ４
＊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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayマダムアグライア アグネスタキオン

��
��
�マリスカ鹿 2011 ＊マチカネレダ

1t
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 マチャプチャレ（13鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トーホウグロリアス（18牡栗 ＊ダンカーク）�入着，��１勝
ベルウッドブラボー（19牡鹿 シルバーステート）�入着

２代母 テンシノキセキ（98栗 フジキセキ）９勝，セントウルＳ‐Jpn3，フェアリー
Ｓ‐Jpn3，小倉日経ＯＰ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
カレンナホホエミ（07牝 ＊タイキシャトル）２勝，フェニックス賞‐OP
キミニアエタキセキ（08牝 サクラバクシンオー）１勝
ミカエルシチー（12牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，恵那特別２着，��10 勝
ピースフルメモリー（15牝 ロードカナロア）�２勝��

３代母 ＊ビーバップアルー（86 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
フォーキャップ Four Cap（96牝 Capote）USA出走

テクサンティップ Texan Tip（02牝 Water Poet）VEN２勝，P. Starship M
iss‐L ３着
ファストティップ Fast Tip（08 牡 Fast as a Cat）VEN７勝，P. Jib Da
ncer‐L ２着

レイディアレイダ Lady Aleida（03牝 Seek Smartly）不出走
フランクロス Frank Ross（07 牡 Water Poet）VEN７勝，P. Burlesco
‐L，P. Iraqui‐L，Copa Remarkable News‐L ２着，etc.

エノロゴ Enologo（07牡 Water Poet）VEN４勝，P. Internacional del Cari
be‐L ３着

クリノトップレディ（97牝 Salt Lake）３勝，若菜賞，鈴鹿特別２着，火の山特別２
着，etc.

クリノレディスルガ（00牝 ＊タイキシャトル）２勝，こでまり賞２着
クリノワールド（01牡 ＊スピニングワールド）５勝，京洛Ｓ，心斎橋Ｓ，小倉日経賞

２着，etc.

４代母 ニューチャンスレイディNewchance Lady（74 USA鹿 Roi Dagobert）不出走
［子］ ストライクゴールド Strike Gold（80牡 Mr. Prospector）USA４勝，ベ

イショアＳ‐G3，種牡馬

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

1243 マチャプチャレ２０２０ �・鹿 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythマチャプチャレ フジキセキ

��
��
�テンシノキセキ鹿 2013 ＊ビーバップアルー

A5
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 マミーフェスト（10鹿 エイシンサンディ）�２勝��１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ライジングサミット（18牡鹿 エスポワールシチー）���１勝

２代母 ハドリセンプー（88栗 トウシヨウボーイ）��２勝�
エイティセンプー（94牡 ＊プルラリズム）�１勝�９勝�３勝�入着
エイティフドー（95牡 ロングニュートリノ）�４勝
エイティテツオウ（96牡 ロングニュートリノ）入着，�10 勝�
エイティグリー（97牝 アスワン）�１勝�入着
エイティダーツ（00牡 ダイナガリバー）�４勝
エイティフロー（01牡 ダイナガリバー）３勝，恋路ケ浜特別２着
エイティサンデイ（02牡 エイシンサンディ）�３勝
エイティジャガー（03牡 エイシンサンディ）�５勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3，

全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着
ユウターストライプ（04牡 キングヘイロー）１勝
バトルアイ（05牝 ＊バトルライン）�３勝
ユウターセンプー（06牡 ＊ムタファーウエク）�１勝
エイティスパシーバ（07牝 ネオユニヴァース）�１勝�６勝
ナカモトクリスタル（08牝 アドマイヤジャパン）�１勝	４勝

３代母 キヤロンランバー（72栗 ＊ラークスパー）不出走
ニラサキランバー（76牝 アローエクスプレス）１勝

リンドエクスプレス（84牡 ＊リアルム）２勝，フェアウェルＳ，加治川特別，
��６勝

ヒカルランバー（93牝 ＊アレミロード）不出走
ヒカルチャンプ（98
 メジロライアン）１勝，蔵王特別３着，湯浜特別３
着，��１勝�

アサカグランディ（87牡 ＊グランデイ）１勝，スイートピー賞３着

４代母 フアストビユーチー（62栗 ＊フアストロ）不出走
［子］ ヤシマスウパー（69牡 ＊ラークスパー）��７勝，全日本３歳優駿，ＮＴ

Ｖ盃２着，黒潮盃２着

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1244 マミーフェスト２０２０ �・栗 ２／２９
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードマミーフェスト トウシヨウボーイ

��
��
�ハドリセンプー鹿 2010 キヤロンランバー

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 マヤフィオーレ（06栗 バブルガムフェロー）３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（29）〕
マヤブリリアント（13牝栗 メイショウボーラー）�16 勝
マヤルーチェ（14牝鹿 カンパニー）��11 勝
パワーアッシュ（15牡栗 ＊シニスターミニスター）１勝，��２勝�入着�
ララペタンク（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��出走
マヤローザ（18牝栗 ＊タートルボウル）�１勝

２代母 スーパーアフリート（96栗 ＊アフリート）５勝，渡利特別，ＴＶｈ賞，大雪Ｈ
３着，伏見特別３着
ラブアフリート（03牝 ＊ヴィクトリースピーチ）��４勝

フリオグレイスー（11牝 サムライハート）�１勝�２勝�入着��，金沢プリ
ンセスＣ，兼六園ジュニアＣ２着，花吹雪賞３着，金沢ヤングＣｈ３着

スカイフレイバー（04牡 ＊タバスコキャット）��４勝
サルサフレイバー（07牝 ステイゴールド）��２勝
ヒカリトリトン（08牡 フサイチコンコルド）２勝，吾妻小富士賞２着
ドクトルサルビア（10牝 アドマイヤジャパン）	４勝
コスモトレント（11牝 ＊コンデュイット）��１勝
ウインミラージュ（12牡 ステイゴールド）	12 勝，ハーベストＣ２着（２回）
ウインアルディー（14牝 ＊アイルハヴアナザー）�５勝�入着３回

３代母 スーパーシヨツト（83栗 ＊ジヤツジヤー）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ２着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，菖蒲
特別‐OP ２着，etc.
ミッドウィッシング（92牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ミッドキャロル（01牝 ＊アフリート）１勝
ドラゴンシップ（09牝 ＊クロフネ）��３勝，ローレル賞，ハイセイコー記念

４代母 シービーフラワー（75栗 ＊バツクストツパー）６勝，寿賞
［子］ フラワーアモン（87牝 ＊ピツトカーン）３勝，野地特別２着，相馬特別３着
［孫］ シュネル（94牡 ＊ナグルスキー）４勝，御影特別，檜山特別，伊丹特別２

着，etc.

販売申込者・所有者： 高山 博＝日高町豊郷 �01456-2-6133
生 産 牧 場： 高山 博
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1245 マヤフィオーレ２０２０ 牡・鹿 ４／２７
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーマヤフィオーレ ＊アフリート

��
��
�スーパーアフリート栗 2006 スーパーシヨツト

＊チルウインド 9h
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 マリアージュ（05栗 ＊ブライアンズタイム）４勝，初茜賞（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（11）〕
ジュアンマリエ（13牝栗 ダイワメジャー）２勝
キクノデア（14牝青鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�２勝
ティアマリア（15牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�６勝
ボンマリアージュ（16牝栗 ヴィクトワールピサ）��３勝
リングボーイ（18�黒鹿 ＊シニスターミニスター）�出走

２代母 ＊アーミールージュ（99 USA鹿 Miswaki）FR・USA１勝
マシェリーアンジュ（08牝 ゼンノロブロイ）��11 勝
クロノスバローズ（12牡 ステイゴールド）�出走，��３勝�５勝
リュウノオサ（15牡 ヴァーミリアン）���３勝

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

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

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

1246 マリアージュ２０２０ 牡・鹿 ４／ ５

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayマリアージュ
＊ Miswaki

��
��
�アーミールージュ栗 2005 All Along

1d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 マルトクビクトリー（12鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回，フェニックス賞‐OP
（芝 1200）３着，�３勝�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マルトクローレル（18牝栗 エスポワールシチー）��１勝
ストロングフォース（19牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）�出走

２代母 スーパーマルトク（03鹿 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館日刊
スポーツ杯
マイネルボルソー（11牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，両津湾特別２着，��２勝�
チョウクルクル（13牝 ＊コンデュイット）�10 勝，のじぎく賞３着
ジャックナイフ（14牡 カンパニー）入着４回，�３勝�７勝

３代母 エリットビーナス（96鹿 ＊ジェイドロバリー）入着３回
スーパーボス（00� フサイチコンコルド）３勝，西脇特別，花園Ｓ３着
マルトク（01牝 マーベラスサンデー）５勝，新涼特別２着

マルトクスパート（10牡 ＊アルデバランⅡ）入着５回，�20 勝�２勝�	，園田
ＦＣスプリント，サマーＣ，東海桜花賞，etc.

レッツゴードンキ（12牝 キングカメハメハ）３勝，桜花賞‐G1，京都牝馬Ｓ
‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，etc.，�	入着

クィーンマルトク（02牝 ＊マイネルラヴ）３勝，ＳＴＶ賞，ＳＴＶ賞２着，サロマ湖
特別２着，etc.

４代母 フリースピリツト（86鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
［子］ ニューイチトク（05牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別，

オークランドＲＣＴ２着
ユレルオモイ（97牝 メジロマックイーン）５勝，大雪Ｈ２着，層雲峡特別
２着，噴火湾特別２着，etc.

［孫］ ニシケンフロド（01牡 サクラチトセオー）�４勝
入着，荒尾ダービー３着

５代母 ダイナフランダース（79鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，
みなみ北海道Ｓ，ルビーＳ，伏拝特別
［孫］ クィーンスプマンテ（04牝 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯

‐G1，みなみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，etc.

販売申込者・所有者： 竹中牧場＝新冠町美宇 �0146-47-5331
生 産 牧 場： 竹中牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1247 マルトクビクトリー２０２０ 牡・鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandマルトクビクトリー アドマイヤボス

��
��
�スーパーマルトク鹿 2012 エリットビーナス

＊レデイフランダーズ 4r
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 マンダラキッス（13栗 ＊サウスヴィグラス）�４勝��６勝
初仔

２代母 サンシャワーキッス（95栗 アンバーシヤダイ）不出走
ダイワベルタ（03牝 スペシャルウィーク）出走

ダイワシンシア（08牝 ダイワテキサス）�６勝��１勝��入着４回，東海ク
イーンＣ２着

ダイワバーチュー（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，サフラン賞２着
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，欅Ｓ‐L ３着，etc.，��１勝��，テレ
玉杯オーバルＳ‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着

キョウエイインドラ（12牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

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

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

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

‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
アグネススペシャル（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オールカマー‐Jpn2 ２着，

ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
スターリーロマンス（98牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西日本ス

ポーツ杯３着
ダノンミル（08	 ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分

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

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

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

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

1248 マンダラキッス２０２０ �・青鹿 １／２２

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターマンダラキッス アンバーシヤダイ

��
��
�サンシャワーキッス栗 2013 ＊ミルレーサー

22d
ミルレーサーS3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マーティンオート（10鹿 ＊プリサイスエンド）３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ロマンロケット（18牝栗 ミッキーアイル）���入着２回�１勝

２代母 オートクリス（06鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
オートリボーン（12牝 ブラックタイド）１勝
マーティンクリベー（13牡 ＊ベーカバド）入着，��７勝
マーティンリボーン（17牝 ブラックタイド）��１勝

３代母 オートジャーニー（94鹿 ＊リズム）２勝，�１勝
ミナモトトニーオー（00牡 ＊トニービン）１勝
オートキャメロン（01牝 ＊エルコンドルパサー）�２勝�

シゲルアボカド（09牡 ＊クロフネ）入着３回，��２勝�２勝
ノイモント（03牡 ＊エルコンドルパサー）	５勝

４代母 カーナ（82黒鹿 アローエクスプレス）不出走
［子］ ヤマヒサウイング（88牡 ＊プルラリズム）４勝，ＴＶＱ杯，飛梅賞，万葉

Ｓ２着，etc.
ゼンノクリーク（95牡 ＊リズム）３勝
ヤマヒサレディー（86牝 ＊ムーリン）１勝
タガノルネサンス（91牡 レジエンドテイオー）��２勝�５勝
タガノストリーム（92牝 ＊ラシアンルーブル）��２勝�

［孫］ サンドウェル（99牝 サンデーウェル）
９勝
ヤマヒサクローバー（91牝 ウインザーノツト）��１勝

５代母 マスフアーバ（75鹿 ＊フアバージ）２勝
［子］ アサカリフアード（84牡 ＊リイフオー）２勝，アマリリス賞，御岳特別３

着，�２勝�入着
ファションファーバ（93牡 ＊サンキリコ）�５勝
ヒノデスーパーマン（91牡 ＊リフアーズスペシヤル）
２勝�入着３回

販売申込者・所有者： 高橋 陵＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2056
生 産 牧 場： 高橋 修
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1249 マーティンオート２０２０ 牡・黒鹿 ４／１０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyマーティンオート ＊シンボリクリスエス

��
��
�オートクリス鹿 2010 オートジャーニー

＊星旗 16h
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 マイカ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ウマインボルト（14牡鹿 ＊タイキシャトル）�１勝�
アウトラン（16牝栗 ＊アポロキングダム）��５勝
アグレッシブ（18牡鹿 ＊モンテロッソ）��出走
ザビッグレディー（19牝青鹿 ベルシャザール）�地方未出走

２代母 タニノティアラ（97青 ＊サンデーサイレンス）入着２回
チャールストン（05牝 タニノギムレット）１勝
クリノジュロウジン（11牡 タニノギムレット）１勝，�４勝���	

３代母 タニノブーケ（82鹿 ＊ノーザンディクテイター）３勝，デイリー杯３歳Ｓ
‐Jpn2，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，りんどう特別
タニノボレロ（88
 ＊トレボロ）５勝，新潟記念‐Jpn3，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，

ブラッドストーンＳ‐OP，etc.，障害１勝
テンシンランマン（90
 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，白百合Ｓ‐OP ３着，春

日特別，樟葉特別，etc.
タニノクリエイト（92牡 ＊クリエイター）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，しゃくなげＳ，

こけもも賞
タニノルミエール（93牝 ＊ルション）１勝

タニノトリビュート（98牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若草Ｓ‐OP ３着，すみれ
Ｓ‐OP ３着，筑後川特別，etc.

タニノカプリース（99
 ＊サンデーサイレンス）２勝，仁山特別３着，�２勝	入着
タニノジャドール（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，南総特別３着，�１勝�

ビッグウィーク（07牡 ＊バゴ）４勝，菊花賞‐G1，神戸新聞杯‐G2 ３着，玄海
特別，etc.，障害１勝

タニノフェアリー（99牝 ＊ブライアンズタイム）	１勝
ヒカルヴィオーラ（05牝 ＊ワイルドラッシュ）�９勝�２勝�入着２回	，黒潮

菊花賞２着
タニノバーバラ（00牝 ＊フォーティナイナー）１勝	１勝

ケッキセヨ（10牡 アドマイヤコジーン）２勝，高砂特別２着，尾頭橋特別３着，
	１勝

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

1250 マイカ２０２０ �・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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayマイカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�タニノティアラ黒鹿 2007 タニノブーケ

＊イシユクーダー 2u
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 フロリアリア（05鹿 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－１（２）〕
マーストファクト（16牡芦 ＊ダンカーク）��入着２回�２勝

２代母 ＊ケイシー（85 GB鹿 Caerleon）GB・USA４勝，パークヒルＳ‐G2，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ３着
ディローンシーDelauncy（94牝 Machiavellian）FR・USA１勝，P. Charles Laf

fitte‐L ２着，P. de Liancourt‐L ３着
デルサルトDelsarte（00 牡 Theatrical）GB・UAE２勝，Newmarket S‐L，

キングエドワード七世Ｓ‐G2 ２着，スコティッシュダービー‐G2 ３着，
Aston Park S‐L ２着

ハンブルアンドプラウドHumble And Proud（06牝 Pivotal）不出走
グローリアスエンパイアGlorious Empire（11� Holy Roman Emperor）
�GB・USA・CAN・HKG10勝，ソードダンサーＳ‐G1，フォートロ
ーダデイルＳ‐G2，ボーリンググリーンＳ‐G2

レジーナムンディ Regina Mundi（07 牝 Montjeu）FR・ITY３勝，P. Paolo
Mezzanotte‐L ３着

＊ロック（16牝 Lawman）FR３勝，オマール賞‐G3
マウンヴラットMaun Vrat（09 牝 Montjeu）GB入着２回
ヴァチャン Vachan（17牡 Whatsthescript）�IND１勝，Madras Gold
Vase‐LR，South India 2000 Guineas‐LR ２着

キャットアンドッグ（95牡 Machiavellian）３勝
サイレントクルーズ（96牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，仲春特別，皆生特別，九重

特別，斑鳩Ｓ２着，青葉城特別２着，etc.
ペリーヌ（97牝 ＊トニービン）不出走

テイエムオーロラ（06牝 マンハッタンカフェ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G3，マーメ
イドＳ‐G3 ３着，西宮Ｓ，パールＳ，こでまり賞２着

テンザンセイザ（98牡 ＊トニービン）４勝，京都新聞杯‐Jpn2，京阪杯‐Jpn3，オー
ストラリアＴ‐L，天皇賞（秋）‐Jpn1 ３着，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，�２勝

スローアキッス（02牝 スペシャルウィーク）１勝

３代母 キス Kiss（78 GB鹿 Habitat）GB４勝，Portland H‐L ３着

販売申込者・所有者： 中脇 一幸＝様似町岡田 �0146-36-4667
生 産 牧 場： ㈲坂本牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1251 フロリアリア２０２０ 牡・鹿 ４／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジフロリアリア
＊ Caerleon

��
��
�ケイシー鹿 2005 Kiss

1k
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レッドサーガ（10鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
レイデマー（15牡黒鹿 ロードカナロア）１勝，��出走�３勝�
クララコード（18牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 ＊プラウドビューティー（00 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・IRE・USA４勝，Tra
mpoli S‐R
レッドガルーダ（07� Giant's Causeway）入着４回，�２勝�	
オンリーザブレイヴ（08牡 ディープインパクト）１勝
レッドキングダム（09牡 ディープインパクト）入着２回，障害５勝，中山大障害

‐JG1，�２勝�	
レッドフィエルテ（14牝 ステイゴールド）入着３回，�２勝��	
エムティティアラ（15牝 オルフェーヴル）�１勝�入着４回
ボランテレオ（16牡 ロードカナロア）�１勝，障害１勝

３代母 ＊ハニーバン（91 GB鹿 Unfuwain）GB入着
ハニーダンサー（04牝 Danehill Dancer）入着４回

ヨカヨカ（18牝 ＊スクワートルスクワート）�３勝，フィリーズレビュー‐G2
２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ５着，etc.

４代母 ココット Cocotte（83 GB鹿 Troy）GB・FR１勝，英ナッソーＳ‐G2 ４着，
プシュケ賞‐G3 ２着，Sweet Solera S‐L ２着，メイヒルＳ‐G3 ４着
［子］ ＊ピルサドスキー（92牡 Polish Precedent）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・

FR・IRE・GER・USA９勝，ＢＣターフ‐G1，英チャンピオンＳ
‐G1，etc.，種牡馬

＊ファインモーション（99牝 ＊デインヒル）８勝，秋華賞‐Jpn1，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，etc.，優３牝

グローイングアーダーGlowing Ardour（88 牝 ＊ダンシングブレーヴ）G
B・IRE・USA３勝，シルケングライダーＳ‐G3

ブリオレット Briolette（02 牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Trigo S
‐L，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ２着

ピーチアウトオヴリーチ Peach Out of Reach（96牝 Sadler's Wells）I
RE１勝，Ballyroan S‐L

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

1252 レッドサーガ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラレッドサーガ
＊

＊デインヒル

��
��
�プラウドビューティー鹿 2010 ＊ハニーバン

11
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドビアンカ（13芦 ＊ハードスパン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ルビーチョコ（19牝栗 グランデッツァ）��入着

２代母 ＊マイジェン（07 USA芦 Fusaichi Pegasus）USA４勝，ギャラントブルーム
Ｈ‐G2，Letellier Memorial S，ヴィクトリーライドＳ‐G3 ２着
サーワシントン（14� ディープインパクト）��８勝�２勝
セルゲイ（15� ディープインパクト）���７勝
ネルソンタッチ（16牡 ディープインパクト）��２勝�２勝
サトノゴールド（17� ゴールドシップ）�１勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着

３代母 メッコホクテMekko Hokte（00 USA芦 Holy Bull）USA３勝，Delta Miss S
，Dixie Belle S３着，Instant Racing Breeders' Cup S３着
カラヴァッジョ Caravaggio（14 牡 Scat Daddy）GB・FR・IRE７勝，フィーニク

スＳ‐G1，コモンウェルスＣ‐G1，フライイングファイヴＳ‐G2，コヴェント
リーＳ‐G2，etc.，種牡馬

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

５代母 シルヴァーインフライト Silver in Flight（80 USA黒鹿 Silver Series）USA
５勝，Key Largo S，ブラックヘレンＨ‐G2 ２着，ラプレヴォワイヤントＨ
‐G3 ３着，スワニーリヴァーＨ‐G3 ３着，Columbiana H‐L ３着，etc.
［子］ ポーリッシュプリンス Polish Prince（93 牡 Silver Hawk）USA１勝，

Golden Act S２着
ステレオ Stereo（87牡 The Minstrel）GB・ITY２勝，P. Principe Am
edeo‐L ３着，種牡馬

［孫］ シャープパフォーマンス Sharp Performance（98牡 Kris S.）USA４勝，
ロレンスリアリゼイションＨ‐G3，ベルモントレキシントンＳ‐G3，
セクレタリアトＳ‐G1 ３着

ストライクイーグル（13牡 ＊キンシャサノキセキ）５勝，���３勝，日本
ＴＶ盃‐Jpn2 ３着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ５着，大井記念，etc.

ロイヤルウォーアカデミー RoyalWar Academy（04� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）
USA５勝，Mardi Gras S２着

販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1253 レッドビアンカ２０２０ �・栗 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�マイジェン芦 2013 Mekko Hokte

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

価格： 購買者：



母 メモリーサクセス（13鹿 ＊バゴ）�13 勝
初仔

２代母 メモリーフローラ（02栗 ＊パントレセレブル）入着，�３勝
メモリービレッジ（11牡 ＊ファンタスティックライト）�３勝
メモリーデシジョン（12� ディープスカイ）１勝

３代母 ＊バラワキ（85 USA栗 Miswaki）FR３勝，ロベールパパン賞‐G2，P. Soya
‐L，モルニー賞‐G1 ３着
メモリージャスパー（91牝 ＊イルドブルボン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，

サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
メモリージュエル（95牝 ＊アーミジャー）１勝，サフラン賞３着

メモリーシャルマン（09牝 ＊アジュディケーティング）４勝，和布刈特別２着，
観月橋Ｓ３着，舞鶴特別３着

アイオシルケン（12牡 ＊ヴリル）１勝，鳥栖特別３着，国東特別３着，�７勝
メモリーキアヌ（00牝 ＊トニービン）３勝，愛知杯‐Jpn3，スイートピーＳ‐L，福

島牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 バラフナ Balakhna（79 FR黒鹿 Tyrant）FR３勝，グロシェーヌ賞‐G3 ３着
［孫］ ユトマジュールUt Majeur（03 牡 Brahms）FR・QAT７勝，G.P. du S

ud‐Ouest‐L ３着
［曾孫］ ランナーブル Runner Bull（14 牡 Victory Gallop）�TUR４勝，Adn

anMenderes S‐L，Topkapi Trophy‐L，Cevre ve Sehircilik B
akanligi S‐L，etc.

５代母 バルザミックBalsamique（73 FR鹿 Tourangeau）FR７勝，FR障害２勝
［子］ ブルーノート Blue Note（85 牝 Habitat）GB・FR５勝，モーリスドゲー

スト賞‐G2，ポルトマイヨ賞‐G3，Criterium d'Evry‐L，etc.
［孫］ ツィーテン Zieten（90牡 Danzig）入着，GB・FR６勝，ミドルパークＳ

‐G1，英チャレンジＳ‐G2，フォンテヌブロー賞‐G3，etc.，種牡馬
ブルーダスター Blue Duster（93 牝 Danzig）GB・FR５勝，チヴァリー
パークＳ‐G1，クイーンメアリーＳ‐G3，プリンセスマーガレットＳ
‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1254 メモリーサクセス２０２０ 牡・黒鹿 ３／１６
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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxメモリーサクセス ＊パントレセレブル

��
��
�メモリーフローラ鹿 2013 ＊バラワキ

16
Mr. Prospector S4×M5×M5 Blushing GroomM4×S5 Nureyev M4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ミスケリー（13栗 ＊カジノドライヴ）��入着
〔産駒馬名登録数：２〕
ファーストケリー（17�栗 スマートファルコン）���入着３回
サクセスビリーブ（18牝鹿 ミッキーアイル）�出走

２代母 ネオカラー（03芦 ＊クロフネ）不出走
プレミアムカラー（07牝 マヤノトップガン）１勝
グッドレインボー（10牝 ステイゴールド）１勝，エルフィンＳ‐OP ３着
サットー（11牝 ステイゴールド）��４勝
カラーアゲン（14牝 ローエングリン）入着２回，�２勝�入着２回
リュウノユキナ（15牡 ヴァーミリアン）�５勝，大和Ｓ‐OP，ジャニュアリーＳ

‐OP，すずらん賞‐OP，etc.，�２勝��１勝，東京スプリント‐Jpn3，北海
道スプリントＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ナギサ（93黒鹿 ＊マークオブディスティンクション）４勝，京都牝馬特別
‐Jpn3 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，ＨＴＢ賞，ニセコ特別
サウンドザビーチ（01牝 ＊アフリート）６勝，薫風Ｓ，etc.，��１勝，ＴＣＫ女王

盃‐Jpn3，エンプレス杯‐Jpn2 ３着
ミッキーハナコ（09牝 アドマイヤムーン）出走
ロールオブサンダー（17牡 エピファネイア）�３勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯
京都２歳Ｓ‐G3 ３着，兵庫特別，紫菊賞

スマハマ（15牡 ネオユニヴァース）４勝，名鉄杯‐L，ヒヤシンスＳ‐L，東海Ｓ
‐G2 ３着，etc.，�地方未出走

ハッピービーチ（04牝 ＊タイキシャトル）３勝，勝浦特別

４代母 ミデオンルビー（83鹿 ＊ノーザリー）４勝，浦安特別，伊万里特別，ひめさゆ
り賞，紅葉特別２着，エーデルワイスＳ２着，etc.
［子］ シャドウランサー（97� サクラバクシンオー）５勝，水上特別，浦安特別，

妙高特別２着，etc.，��２勝���
フジノウイナーズ（89牡 ニホンピロウイナー）３勝，越後特別２着，月岡
特別３着，ローズマリー賞３着

販売申込者・所有者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： ㈲飛渡牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1255 ミスケリー２０２０ 牡・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourミスケリー ＊クロフネ

��
��
�ネオカラー栗 2013 ナギサ

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

価格： 購買者：



母 ミニョンレーヌ（13鹿 ディープインパクト）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ルンバブギー（99 GB鹿 RainbowQuest）��入着
シキノイロドリ（04牝 ＊アフリート）�３勝

シアワセクル（15牝 アッミラーレ）�４勝，古伊万里賞３着
ヨクバリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，久留米特別
タイガーストーン（06牡 ＊アフリート）３勝，マーガレットＳ‐L ２着，さざんかＳ

‐OP，橘Ｓ‐OP ３着，長岡京Ｓ，ストークＳ２着，etc.，�３勝��
タイニーベイビー（17牡 タニノギムレット）１勝

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

＊レース（92牝 Gulch）USA１勝
アドマイヤリッチ（98牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，雅Ｓ，フィリピンＴ，摩

耶Ｓ２着，etc.
レッドソロモン（12牡 メイショウサムソン）５勝，アンドロメダＳ‐L，若
葉Ｓ‐LR，五稜郭Ｓ，etc.

トーセンアレス（07牡 アドマイヤドン）５勝，ブリリアントＳ‐L ３着，etc.，
障害１勝，��４勝�	�，浦和記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ５着，etc.

＊スプリングマンボ（95牝 Kingmambo）不出走
スズカマンボ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1，朝日Ｃｈ

Ｃ‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スズカエルマンボ（05牝 ＊シンボリクリスエス）３勝
クイーンマンボ（14牝 マンハッタンカフェ）２勝，��２勝
�入着３回，Ｌ
プレリュード‐Jpn2，関東オークス‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，etc.

スプリングサンダー（07牝 ＊クロフネ）５勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞
‐G3 ２着，阪急杯‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 高村 伸一＝様似町岡田 �0146-36-4666
生 産 牧 場： 高村 伸一
飼 養 者： 高村 伸一＝様似町岡田 �0146-36-4666

1256 ミニョンレーヌ２０２０ �・栗 ５／ ８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアミニョンレーヌ
＊ Rainbow Quest

��
��
�ルンバブギー鹿 2013 ＊キーフライヤー

7
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ムーンレイク（12鹿 アドマイヤムーン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
レイクプラン（17牡黒鹿 ＊バトルプラン）��１勝��入着
ウォニー（18牡栗 ＊バトルプラン）��３勝

２代母 ベレッツァ（03黒鹿 フジキセキ）２勝，紫川特別２着，須賀川特別３着
リリアーナ（10牝 ジャングルポケット）�１勝�１勝�	入着７回
メイザフォース（11牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝
ホウオウスティング（16牡 ルーラーシップ）��３勝�

３代母 ＊ビアンキ（98 USA鹿 Gulch）GB入着３回
タッキーナ（06牝 アグネスタキオン）不出走

タキオンメーカー（12牝 ＊エンパイアメーカー）不出走
イッツクール（16牡 ＊アルデバランⅡ）�３勝，マーガレットＳ‐L ２着，
ききょうＳ‐OP，中京スポーツ杯，etc.

４代母 ノーザントリックNorthern Trick（81 USA栗 Northern Dancer）FR４勝，
仏オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，ノネット賞‐G3，凱旋門賞‐G1 ２着，
サンタラリ賞‐G1 ２着
［子］ オンダノヴァOnda Nova（01牝 Keos）FR３勝，P. Imprudence‐L
［孫］ ジューヌターコ Jeune‐Turc（04 牡 Know Heights）USA・ARG・BRZ

４勝，ブラジル大賞‐G1，サンパウロ大賞‐G1，P. Justica do Traba
lho‐L，etc.，種牡馬

シーヴァ Shiva（95牝 ＊ヘクタープロテクター）GB・IRE４勝，タタソー
ルズゴールドＣ‐G1，ブリガディアジェラルドＳ‐G3，アールオヴセ
フトンＳ‐G3，etc.

ライトシフト Light Shift（04 牝 Kingmambo）GB・FR・IRE４勝，英オ
ークス‐G1，Cheshire Oaks‐L，愛オークス‐G1 ２着，etc.

ノンノルイージNonno Luigi（02 牡 Dubai Dust）USA・BRZ２勝，Ａ
ＢＣＰＣＣ大賞‐G1

リムノス Limnos（94牡 ＊ヘクタープロテクター）FR４勝，フォワ賞‐G2，
ジャンドショードネイ賞‐G2，P. Le Fabuleux‐L，etc.，種牡馬

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

1257 ムーンレイク２０２０ 牡・鹿 ４／１０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊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レイク フジキセキ

��
��
�ベレッツァ鹿 2012 ＊ビアンキ

4m
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M5×M5
サンデーサイレンスM4×M4 Halo S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 メイクデュース（06黒鹿 トウカイテイオー）１勝，日田特別（芝 2000）２着，りん
どう賞（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（２）〕
ウィナーポイント（15牝黒鹿 スクリーンヒーロー）�３勝，汐留特別（芝 2000），

初咲賞（芝 2200）３着，糸魚川特別（芝 2000）３着
ヤマショウハヤテ（16牝黒鹿 ブラックタイド）��２勝���入着５回��
サービスエース（17牝黒鹿 ゴールドシップ）��出走

２代母 セカンドサービス（94鹿 ＊リズム）不出走
ドリームキッズ（99牡 ミホノブルボン）入着，ラベンダー賞‐OP ２着，�３勝，野菊賞
セカンドノホシ（01牝 シンボリルドルフ）１勝，�１勝

スターリバイバル（06牡 ゴールドアリュール）１勝，岳特別２着
スプリングボックス（14牡 ハーツクライ）入着３回，障害３勝，小倉サマージ

ャンプ‐JG3，�３勝，金沢スプリングＣ３着
コスモギンガ（17牝 ゴールドシップ）１勝，山藤賞２着，きんもくせい特別３

着，���出走
リンガスファースト（04牡 ＊オペラハウス）２勝，�３勝

３代母 ＊ファーストサービス（85 USA栗 Blushing Groom）GB出走
マフブーバMahboobah（90牝 Diesis）不出走

ブームブームベイビーBoom Boom Baby（97牝 True Hero）不出走
ブームタイムセイヴィングズ Boom Time Savings（03 牝 Secret Savings）
AUS入着４回，ＡＴＣリースリングスリッパートライアル‐G2 ２着，
ＡＴＣシルヴァースリッパーＳ‐G2 ２着

ブームワー Boomwaa（11� Mutawaajid）�AUS７勝，ＶＲＣマリバー
ノンプレイト‐G3，ＭＲＣヴェインＳ‐G3 ３着，VRCMaribyrnong
Trial S‐L ３着

４代母 トーナメントスター Tournament Star（78 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，
Busher H２着，Beaugay H３着，My Fair Lady H３着
［孫］ ディレイオヴゲイムDelay of Game（93� Summer Squall）USA16 勝，

スタイヴァサントＨ‐G3，Tampa Bay BC S‐L（２回），キーン
ランドターフマイル‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲出口牧場＝日高町賀張 �01456-5-2683
生 産 牧 場： ㈲出口牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1258 メイクデュース２０２０ �・黒鹿 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

シンボリルドルフ

�
�
�
�
�

��
��

�トウカイテイオー トウカイナチユラルメイクデュース ＊リズム

��
��
�セカンドサービス黒鹿 2006 ＊ファーストサービス

23b
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウシオギリ（04鹿 ＊メイショウドトウ）２勝，壬生特別（芝 1200），道頓
堀Ｓ（芝 1400）３着，平ヶ岳特別（芝 1400）３着，有田特別（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
メイショウトヅガワ（13牡鹿 メイショウボーラー）�１勝�４勝
メイショウカチゴマ（17牡鹿 ＊ノヴェリスト）��２勝
メイショウホオズキ（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�入着

２代母 メイショウエビータ（95鹿 ＊キンググローリアス）出走
メイショウエスパダ（00牝 ＊グランドオペラ）�１勝
メイショウシャフト（03牡 メイショウオウドウ）６勝，関越Ｓ‐L，トパーズＳ‐L ２

着，エニフＳ‐L ３着，ＫＢＣ杯‐L ３着，太秦Ｓ，etc.

３代母 ＊デザート（84 USA鹿 Cox's Ridge）不出走
メイショウマロニエ（89牝 Dr. Carter）４勝，藻岩山特別，石狩特別，羅生門Ｓ２

着，etc.
メイショウドメニカ（97� ＊サンデーサイレンス）８勝，福島記念‐Jpn3，オパ

ールＳ‐OP，ニューマーケットＣ，etc.
メイショウジンライ（99牡 ＊エリシオ）３勝，沓掛特別２着，二本松特別２着，

伊丹特別３着
メイショウカーター（03牡 メイショウオウドウ）２勝，知多特別，鞍ケ池特別，

周防灘特別２着，etc.，�２勝
メイショウデザート（91牝 ＊エブロス）入着３回

セフティージャパン（96牡 ＊アーミジャー）４勝，耶馬渓特別，御嶽特別，讃岐
特別２着，etc.

インディアンツー（99牡 ＊シアトルダンサーⅡ）�３勝	
１勝�３勝，イノセ
ントＣ

４代母 モハーヴィMojave（78 USA鹿 Northern Dancer）USA４勝
［子］ ピーチマイスター Peachmeister（86 牡 Buckfinder）USA４勝，Fair G

rounds Sales Derby‐R ３着

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

1259 メイショウシオギリ２０２０ 牡・鹿 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Bigstone

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウドトウ ＊プリンセスリーマメイショウシオギリ ＊キンググローリアス

��
��
�メイショウエビータ鹿 2004 ＊デザート

1d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイマドンナ（06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（４），地方－４（７）〕
ミラクルヴォーグ（11牡鹿 フジキセキ）�３勝���入着４回
メイローゼズ（12牝栗 ハーツクライ）�１勝��入着
タイガーヴォーグ（13牡鹿 ダイワメジャー）２勝，���入着２回
ジャイアンヴォーグ（14牡黒鹿 マンハッタンカフェ）入着３回，���２勝
ショウブ（16牡鹿 アドマイヤムーン）�２勝
スカイボルト（17牡栗 スクリーンヒーロー）入着，���出走�１勝
オンザゴー（19牝黒鹿 ベルシャザール）�地方未出走

２代母 ローズサッシュ（95栗 ＊ドクターデヴィアス）入着
マリットチャージ（00� バブルガムフェロー）３勝，�６勝�，中島記念２着，九

州大賞典２着
ヤマカツサクラ（01牝 フジキセキ）出走

ヤマカツセイレーン（07牝 ＊グラスワンダー）出走
ダイアナヘイロー（13牝 キングヘイロー）８勝，阪神Ｃ‐G2，阪急杯‐G3，
北九州記念‐G3，京阪杯‐G3 ３着，エルフィンＳ‐OP ２着，etc.

ゴットロブロイ（11牡 ゼンノロブロイ）２勝

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

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

グレースランド（98牝 ＊トニービン）入着２回
ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさらぎ賞

‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.
レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ

‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
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： タバタファーム＝日高町美原 �0146-47-9707
生 産 牧 場： タバタファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1260 メイマドンナ２０２０ �・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayメイマドンナ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ローズサッシュ鹿 2006 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 メモリーオブハース（12黒鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：２〕
フォースオブライフ（17牡鹿 ＊ワークフォース）��出走�入着２回
ザヴィネリ（18牝黒鹿 ラブリーデイ）���出走

２代母 ＊スウィートハース（06 USA栃栗 Touch Gold）FR・ITY・HKG４勝，P. d
e la Cochere‐L，P. Alessandro Perrone‐L，フォレ賞‐G1 ２着，P. de Ba
gatelle‐L ３着
アドラメレク（14牡 ディープインパクト）�４勝，丹沢Ｓ３着
ラテュロス（15牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2 ３着，アルテミスＳ

‐G3 ３着，秋華賞‐G1 ５着，不知火特別，博多Ｓ２着，etc.
レイジングブレイズ（16牡 オルフェーヴル）入着２回，���２勝
ハースファイア（18牡 スクリーンヒーロー）�１勝

３代母 スイートゴールド Sweet Gold（95 USA栗 Gilded Time）USA出走
ウォーナーズWarners（99 牡 ＊デヒア）USA２勝，ベイショアＳ‐G3 ２着，Oc

ala Breeders' Sales Sprint S‐R ２着
＊サンタテレジータ（04牝 Lemon Drop Kid）USA４勝，サンタマリアＨ‐G1，S

anta Lucia H‐R，サンタマルガリータＨ‐G1 ２着，etc.
レガーロ（13牡 Bernardini）２勝，レパードＳ‐G3 ３着，もちの木賞，��入

着�，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，種牡馬
ゴールドバドGoldbud（07牝 Buddha）USA入着２回

ヴァリッドポイント Valid Point（16 牡 Scat Daddy）�USA３勝，セクレタ
リアトＳ‐G1，Artie Schiller S‐L ２着

４代母 アンティソーシャル Anti Social（75 USA栗 Pretense）USA３勝，Bowie
Kindergarten S‐R ３着
［子］ ザローンレンジャー The Lone Ranger（83 牡 Shelter Half）USA７勝，

ロレンスリアリゼイションＳ‐G2
グリーンブックGreen Book（84牡 Golden Act）USA10 勝，Norther
n Dancer S‐LR，Hirsch Jacobs S，Devil's Bag S‐R，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 富本 茂喜＝新冠町新和 �0146-47-5063
生 産 牧 場： 富本 茂喜
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1261 メモリーオブハース２０２０ �・鹿 ５／２５
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアメモリーオブハース
＊ Touch Gold

��
��
�スウィートハース黒鹿 2012 Sweet Gold

8h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メルジェリーナ（15鹿 ＊ハービンジャー）出走
初仔

２代母 ルミナスハーバー（04鹿 アグネスタキオン）４勝，マーガレットＳ‐L，阪神ジュ
ベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，飯豊特別，長岡京Ｓ２着，水無月特別２着，etc.
ランデックヴェスパ（11牝 メイショウサムソン）�１勝
アットザシーサイド（13牝 キングカメハメハ）４勝，桜花賞‐G1 ３着，フィリーズ

レビュー‐G2 ２着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ５着，オーロＣ‐OP
３着，道頓堀Ｓ，etc.

ルミナスコースト（14牝 ＊ハービンジャー）�４勝�入着�
アグロウ（17牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 タックスヘイブン（91鹿 Alydar）４勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，紅葉特別，
背振山特別，きんせんか賞
タックスシェルター（98牝 フジキセキ）１勝，赤松賞２着

ヘヴンリークルーズ（05牝 ＊ファルブラヴ）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，朝日
岳特別，火打山特別３着

アルバタックス（10牡 キングカメハメハ）５勝，東風Ｓ‐L ２着，オーロＣ‐L
２着，谷川岳Ｓ‐L ３着（２回），etc.

アトミックフォース（16牡 ＊ワークフォース）�４勝，新潟大賞典‐G3 ２着，
メイＳ‐OP ３着，アメジストＳ，etc.

ヒシアトラス（00牡 ＊ティンバーカントリー）10勝，エルムＳ‐Jpn3，マーチＳ
‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，���入着２回

キャピタルフライト（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，横手特別，隅田川特別２着
アクロスザヘイブン（03牝 フジキセキ）４勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，檜原湖特別，

うずしおＳ２着
アグネスエナジー（05牡 アグネスタキオン）２勝，精進湖特別，習志野特別２着，

白井特別３着，�２勝
アンシャンレジーム（06牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，立夏Ｓ２着
グレナディーン（07牝 スペシャルウィーク）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，紫

川特別，乙訓特別２着，etc.
ハーキュリーズ（08牡 ディープインパクト）４勝，鶴橋特別，芦原特別，木津川特

別２着，etc.

販売申込者・所有者： 土田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3478
生 産 牧 場： 土田ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1262 メルジェリーナ２０２０ 牡・黒鹿 ２／２５
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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlメルジェリーナ アグネスタキオン

��
��
�ルミナスハーバー鹿 2015 タックスヘイブン

＊タックスペイヤーズフォリー A1
サンデーサイレンス S3×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ヤマカツサユリ（11鹿 マンハッタンカフェ）�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ミューオン（19牡鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ヤマカツリリー（00栗 ＊ティンバーカントリー）２勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ３着，ローズ
Ｓ‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
ヤマカツハクリュウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，奥多摩Ｓ，神奈川新聞杯，竹尾特別，

石打特別，etc.，障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ヤマカツクライム（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）�３勝
ヤマカツセレーヌ（12牝 キングカメハメハ）�３勝
ヤマカツライアン（16牡 ベルシャザール）��４勝

３代母 リンデンリリー（88栗 ＊ミルジヨージ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，ロー
ズＳ‐Jpn2，馬籠特別
リンデンジョオー（93牝 ＊リアルシヤダイ）入着２回

コマノシャーク（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，鳴海特別，和田岬特別３着
コマノマコ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝
コマノハイ（02牡 スペシャルウィーク）３勝，阿寒湖特別，英彦山特別，黄菊

賞３着
コマノルカン（03牡 ＊ボストンハーバー）４勝，醍醐特別，ＳＴＶ賞，山城Ｓ２

着，etc.
コマノアクラ（08牝 フジキセキ）入着
コマノインパルス（14牡 ＊バゴ）２勝，京成杯‐G3，葉牡丹賞２着

リンデンシラユリ（94牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
グラヴィテーション（06牡 ネオユニヴァース）４勝，恵庭岳特別２着，夕張特

別２着，錦秋Ｓ３着
リンデンルレーブ（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，浄土平特別３着

マスイデア（09牝 リンカーン）４勝，美利河特別，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ杯３着，etc.
ハナイチリン（03牝 ＊ボストンハーバー）４勝

ヒラソール（16� マツリダゴッホ）�４勝，名鉄杯‐OP ３着，天保山Ｓ‐OP
３着，高瀬川Ｓ

販売申込者・所有者： 富塚ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4024
生 産 牧 場： 富塚ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1263 ヤマカツサユリ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジヤマカツサユリ ＊ティンバーカントリー

��
��
�ヤマカツリリー鹿 2011 リンデンリリー

＊シユリリー 7d
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ヤマノアイリー（10栗 ＊グラスワンダー）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
アイアンクロー（15�栗 アドマイヤムーン）１勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ２着，フェニ

ックス賞‐OP（芝 1200）３着，��４勝��
ブレーンクロー（16牡栗 ＊アイルハヴアナザー）入着３回，��入着２回��入着
ユウチャファスト（17牝鹿 ルーラーシップ）�入着，�２勝
アップケーダイヤ（18牝栗 ＊パイロ）��入着

２代母 ダイワノブレス（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
ダイワカレン（06牝 ダイワテキサス）１勝，��５勝
ラッシュザワーク（07牡 ＊ワイルドラッシュ）２勝
ヤギリヴィーナス（12牝 ＊コンデュイット）１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.

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

1264 ヤマノアイリー２０２０ 牡・鹿 ５／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraヤマノアイリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイワノブレス栗 2010 ＊ミルレーサー

22d
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ヤヤラーラ（09鹿 ゼンノロブロイ）２勝，桑折特別（芝 1800）２着，外房特別
（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
コーリングローリー（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ウエイヴ（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）���１勝

２代母 ＊ヒアズホーピング（93 NZ鹿 ＊ダハール）不出走
アイデンティティ Identity（00 牝 Daggers Drawn）NZ４勝
イフルックスクッドキル Iflooxcouldkill（01 牝 Daggers Drawn）AUS・NZ３勝，エ

ラズリーサイアーズプロデュースＳ‐G1，Great Northern Guineas Trial‐L，
Super Bonus Classique‐L ２着，Star Way 1000‐L ３着

キラルックスKilla Loox（03牝 City On a Hill）NZ２勝
ペナルティシュートアウトPenalty Shoot Out（04� Van Nistelrooy）AUS・N

Z２勝
ヒアズルッキング（08� サクラバクシンオー）入着２回，��１勝
ディーエスマインド（11牡 ハーツクライ）�11 勝�入着��
キョウエイブレイン（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝�入着�

３代母 フレンチポーリッシュ French Polish（82 NZ鹿 Poil de Chameau）NZ３
勝，レヴィンターフクラシック‐G2 ２着，ユーロジーＳ‐G3 ２着
ダラーゼンゴールドDollars 'n Gold（89� ＊パレスミュージック）AUS・NZ11勝，

マートンメトリックマイル‐G3，Great Northern Guineas Trial‐L，ロ
トルアチャレンジプレイト‐G3 ２着，etc.

マディソンポイントMadison Point（90� ＊パレスミュージック）AUS11 勝，ＡＴ
ＣザショーツＳ‐G3，ATC Hall Mark S‐L，VRC Century S‐L ２着，etc.

ゼアズノーダウトThere's No Doubt（99 牝 Pompeii Court）不出走
リアルスペシャリスト Real Specialist（07� ＊ストーミングホーム）HKG９勝，

Premier Cup‐L ２着，Chinese Club Challenge C‐L ２着，S
ha Tin Trophy‐L ３着

ケセラQue Sera（05 牝 Daggers Drawn）NZ４勝，Canterbury Breeders' S
‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
飼 養 者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003

1265 ヤヤラーラ２０２０ 牡・鹿 ２／２７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルヤヤラーラ
＊

＊ダハール

��
��
�ヒアズホーピング鹿 2009 French Polish

14c
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ニシノコハク（09栗 ゴールドアリュール）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
イクノチャン（14牝栗 トランセンド）��１勝，ローレル賞（Ｄ1600）２着
ランランコハク（16牝青鹿 ＊ケイムホーム）��２勝��２勝
カシノオーロラ（17牝鹿 グランプリボス）��入着５回
ウンエンリヒカイ（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�出走
ポメラート（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ニシノフジムスメ（03鹿 キングヘイロー）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，オ
ークス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP
ニシノカンザシ（11牝 タニノギムレット）１勝
ニシノハナムスメ（13牝 ディープインパクト）１勝
ニシノオマージュ（14牝 ＊ストリートセンス）�１勝
カルトレガーメ（17牝 キズナ）入着，��１勝

３代母 ブランドアート（89鹿 ＊ビシヨツプボブ）２勝，フラワーＣ‐Jpn3，ユートピ
アＳ３着
ニシノコマンド（98牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，ジュニアＣ‐OP，�５勝��

入着２回
ニシノナイフ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）��７勝��
ニシノアーティスト（00牝 ＊エリシオ）�	１勝�７勝��入着
ニシノピクチャー（01牝 ＊タイキシャトル）１勝

ディーエスブリッツ（10牡 オレハマッテルゼ）�２勝�
グローリア（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�３勝

ニシノイエロー（02牝 ＊デヒア）１勝
ニシノプライド（04牡 セイウンスカイ）４勝，船橋Ｓ，帆柱山特別，山城Ｓ３着
ニシノバスター（07牡 ＊カリズマティック）入着，��１勝
３勝�入着
ニシノテンコウ（08牡 ＊ブライアンズタイム）
２勝�４勝

４代母 ニシノアート（84芦 ＊ネヴアーダンス）入着２回

５代母 ＊ムサシネイテイブ（76 USA鹿 Raise a Native）２勝
［子］ キンザンアンバー（91牡 アンバーシヤダイ）�13 勝，迎春賞２着

販売申込者・所有者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1266 ニシノコハク２０２０ �・栗 ４／２６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤニシノコハク キングヘイロー

��
��
�ニシノフジムスメ栗 2009 ブランドアート

＊ムサシネイテイブ A1
Halo M4×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ヤマノボンディール（05鹿 ダンスインザダーク）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（７）〕
ローズベビークリス（10牝黒鹿 ＊ファスリエフ）��５勝
ゴーストノート（13牡芦 ＊クロフネ）１勝
ネコワシ（15牡鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝，チバテレ杯（Ｄ1800），��２勝
カミヤガルーラ（18牡鹿 エイシンフラッシュ）�出走，��入着

２代母 ロジータ（86鹿 ＊ミルジヨージ）��10 勝，川崎記念，東京大賞典，東京王冠
賞，東京ダービー，羽田盃，etc.
シスターソノ（91牝 ＊ナスルエルアラブ）２勝，エルフィンＳ‐OP ２着，もちの木賞

レギュラーメンバー（97牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，�１勝��２勝�入
着�，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，
東京大賞典‐Jpn1 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着，種牡馬

ブライアンズソノ（00牝 マヤノトップガン）�５勝
ブラゾンドゥリス（12� ＊ノボジャック）６勝，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ
‐L ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.，��３勝�３勝	入着���，黒
船賞‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ５着，etc.

オースミサンデー（94牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，弥生賞‐Jpn2 ２着
イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，朝日Ｃｈ

Ｃ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，小倉記念‐Jpn3
２着，etc.

カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝�入着，帝王賞
‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，ダイオライト記念
‐Jpn2，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

アクイレジア（01牝 ＊フォーティナイナー）３勝，端午Ｓ‐OP，��入着２回，ジャ
パンＤダービー‐Jpn1 ２着，関東オークス‐Jpn3 ２着
トイガー（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，瀬波温泉特別，

���出走�	出走

３代母 メロウマダング（81鹿 ＊マダング）��３勝

販売申込者・所有者： ㈲高瀬牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2785
生 産 牧 場： ㈲高瀬牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1267 ヤマノボンディール２０２０ �・鹿 ４／２３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイヤマノボンディール ＊ミルジヨージ

��
��
�ロジータ鹿 2005 メロウマダング

＊チツプトツプ 4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ユアライフスタイル（99栗 ＊ティンバーカントリー）３勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（10）〕
エルヴィエント（08牝栗 ＊ワイルドラッシュ）���１勝・４勝
ネオヴァンクル（09牡栗 ＊フレンチデピュティ）２勝，ききょうＳ‐OP（芝 1400）
ワイルドソウル（11牡栗 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��３勝�入着，知床賞
（Ｄ1400）２着

カジュアルスタイル（12牝栗 ＊ロージズインメイ）��１勝
スチルマン（19牡栗 ＊ヘニーハウンド）��入着

２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）��４勝，園田ジュニアＣ，兵庫若駒賞

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

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

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

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

＊ペニーアップ（91牝 Halo）不出走
サンデーブレーヴ（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着
トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2
３着，福島記念‐G3 ３着，etc.

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

ew Year Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： 土井牧場＝新冠町新和 �0146-47-5261
生 産 牧 場： 土井牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1268 ユアライフスタイル２０２０ �・栗 ４／１８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenユアライフスタイル
＊ Halo

��
��
�マイライフスタイル栗 1999 WishingWell

3e
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 マリア（08青鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
サンバディ（14牝芦 ＊クロフネ）�４勝�入着��
ラストシーン（16牝黒鹿 ロードカナロア）��１勝�２勝�
エンリサラ（17牝鹿 セレスハント）��１勝��入着
プレセンシア（19牡鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 チアズフィアレス（02鹿 ＊フォーティナイナー）出走
トロンボーン（10牝 アグネスタキオン）出走

ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝�入着３回，金沢ヤングＣｈ３着
トロンアゲイン（18牝 ＊プリサイスエンド）�１勝

スノーピアサー（12牝 マンハッタンカフェ）不出走
バトルピアサー（17牝 ＊バトルプラン）１勝

モードザナゲット（14牝 ハーツクライ）�２勝
パーフェクトクイン（15牝 マツリダゴッホ）��３勝

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

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

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

メイショウセイカ（07牝 ＊クロフネ）不出走
ルックスマート（15牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１
戦２着，調布特別３着，陣馬特別３着

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

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

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

1269 マリア２０２０ 牡・鹿 ４／１９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアマリア ＊フォーティナイナー

��
��
�チアズフィアレス青鹿 2008 チアズフラワー

＊デュカイナ 21a
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 アルマフローラ（08青 ハーツクライ）２勝，陣馬特別（芝 2400）２着，調布特別
（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
デルマゴシュナイト（17牡栗 ＊タートルボウル）��３勝
シャドウファックス（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
ナックフローラ（19牝鹿 モーリス）�未出走

２代母 ＊セトフローリアンⅡ（90 AUS黒鹿 Bellotto）AUS５勝，ＡＴＣアドリアンノ
ックスＳ‐G3，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1 ２着，Bendigo JC Bendi
go Cup‐L ３着，GOSRC Belle of the Turf S‐L ３着
タイガーカフェ（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，エイプリルＳ‐L，皐月賞‐Jpn1

２着，弥生賞‐Jpn2 ３着，巴賞‐L ２着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬
フウレイカ（00牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，あずさ賞３着

ラッキーバニラ（07牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，日本海Ｓ，信夫山特別，萬
代橋特別２着，箱根特別３着，障害１勝

マルカフローリアン（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，矢車賞，鶴橋特別２着，玄
海特別３着，夕月特別３着，障害１勝

フサイチジャンク（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐Jpn1 ３
着，若駒Ｓ‐OP，福寿草特別，天の川Ｓ３着

フローリストライフ（07牝 ネオユニヴァース）１勝

３代母 イェーツィナYeatsina（84 AUS黒鹿 Yeats）AUS１勝
プレジナ Presina（92牝 Prego）AUS６勝，ATC P.J. Bell H‐L，BRCDoomb

en Slipper S‐L，BRC Sir Douglas Wadley H‐L，etc.
デジーナDesina（99牝 ＊デザートキング）AUS１勝
イーグルフォールズ Eagle Falls（05� Hussonet）AUS・UAE・SIN８勝，
ＭＲＣオークレイプレイト‐G1，ＶＲＣリンリスゴーＳ‐G2，ＭＲＣ
ルービトンＳ‐G3，etc.

ザゴールデンデイン The Golden Dane（96牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ATC D
arby Munro Quality S‐L，ATC Reginald Allen Quality H‐L，ＡＴＣフラ
イトＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

1270 アルマフローラ２０２０ �・青鹿 ２／ ４
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアルマフローラ
＊ Bellotto

��
��
�セトフローリアンⅡ青 2008 Yeatsina

4m
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 メモリーマニフィカ（13黒鹿 マンハッタンカフェ）�２勝
初仔

２代母 ＊シルカズギフト（01 GB鹿 Cadeaux Genereux）GB３勝，ネルグウィンＳ
‐G3，Albany S‐L
メモリービジュアル（08牝 サクラバクシンオー）出走

メモリーミラクル（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�５勝，東海クイーンＣ，スプ
リングＣ，中京ペガスターＣ２着，ライデンリーダー記念２着，新春ペガ
サスＣ３着

メモリーロワジール（10牝 アグネスタキオン）入着
メモリーメソッド（15牡 ＊フレンチデピュティ）�４勝，中京ペガスターＣ３着

メモリーフェイス（14牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 オデットOdette（95 GB鹿 Pursuit of Love）GB２勝
レジスタンスヒロインResistance Heroine（02 牝 Dr Fong）GB入着２回

ノーズダイヴNosedive（07� Observatory）GB・FR２勝，Redcar Two‐
Year‐Old Trophy‐L ３着

ヴィオレット Violette（03 牝 Observatory）GB・FR・IRE・GER４勝，ファース
オヴクライドＳ‐G3，ロックフェルＳ‐G2 ２着，Redcar Two‐Year‐Old T
rophy‐L ２着，etc.

セシリーCecily（06 牝 Oasis Dream）GB２勝
レッドバルーンズ Red Balloons（16 牝 Kyllachy）�GB２勝，ヨークサマー

Ｓ‐G3 ３着
ヴァージニアホール Virginia Hall（07 牝 Medicean）GB・FR・GER３勝，Coral Di

staff S‐L，カルヴァドス賞‐G3 ２着，Criterium du Bequet‐L ２着
マリーオヴリヨンMarie of Lyon（14牝 Royal Applause）GB・IRE３勝，

Boadicea S‐L ２着，Queen Charlotte S‐L ３着，Empress S‐L
３着

スパイゲート Spygate（17 牡 Brazen Beau）�GB・ITY１勝，P. Botticelli
‐L ３着

４代母 オンティプトーズOn Tiptoes（88 GB鹿 Shareef Dancer）GB・IRE５勝，
クイーンメアリーＳ‐G3，Bentinck S‐L

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1271 メモリーマニフィカ２０２０ 牡・鹿 ４／２５

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジメモリーマニフィカ
＊ Cadeaux Genereux

��
��
�シルカズギフト黒鹿 2013 Odette

6e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ラッシュストーム（13黒鹿 ＊ザール）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
マエストリーナ（18牝鹿 ワールドエース）�出走
アカルイスモウブ（19牝黒鹿 アドマイヤムーン）��出走

２代母 ラッシュウインド（08黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）１勝
ストーミーワンダー（14牡 ＊ストーミングホーム）�16 勝�１勝�１勝�，姫山菊花

賞，くろゆり賞，金沢スプリントＣ，飛山濃水杯，白銀争覇，etc.
ラッシュラッシュ（15牝 ＊バトルプラン）��２勝�２勝�２勝�入着３回�	
ワガママボディ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��	３勝
バリチューロ（18牡 ＊シニスターミニスター）��	１勝�１勝

３代母 ＊ラクリス（91 USA黒鹿 Private Account）FR入着
ニューグレイオンザブロックNugrayontheblock（99
 With Approval）USA・

CAN16勝，R. J. Speers S２着，Klondike H２着，Gold Breeders' Cu
p S２着，etc.

クロニカ（00牝 Broad Brush）３勝，麒麟山特別３着，�１勝�入着
ラプンツェル（02牝 ＊デヒア）�４勝�

クロタカ（09牝 ＊シーキングザダイヤ）２勝，春風Ｓ３着，�９勝�	６勝

４代母 スペクタキュラ－ジョ－ク Spectacular Joke（82 USA鹿 Spectacular Bid）
FR・USA４勝，モーリスドゲースト賞‐G2，パレロワイヤル賞‐G3，ポルトマイ
ヨ賞‐G3 ２着，P. de Bagatelle‐L ２着，Miss America H‐L ３着
［子］ アモニータ Amonita（98 牝 Anabaa）FR・USA６勝，マルセルブサック

賞‐G1，スワニーリヴァーＨ‐G3，P. du Pin‐L，etc.
コックスオランジュ Cox Orange（90牝 Trempolino）FR・USA10 勝，バッ
クラムオークＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3，ボーゲイＨ‐G3，etc.

［孫］ エンビハール Enbihaar（15 牝 Redoute's Choice）GB・FR７勝，リリーラ
ングトリーＳ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，パークヒルＳ‐G2，etc.

ヴィスタベッラ Vista Bella（02 牝 ＊ディクタット）GB・UAE２勝，M
asaka S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着

［曾孫］ スペクタクルドマルス Spectacle Du Mars（07
 Martillo）GB・FR・
UAE11 勝，P. Hampton‐L

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

1272 ラッシュストーム２０２０ �・鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeラッシュストーム ＊ワイルドラッシュ

��
��
�ラッシュウインド黒鹿 2013 ＊ラクリス

2s
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ラヴァーズタイム（11黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�５勝
〔産駒馬名登録数：３〕
プレストウイング（18牡鹿 ネオユニヴァース）���入着
テイエムアルプス（19牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ナイストレビアン（97鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
アタゴダイチ（03牡 スペシャルウィーク）��２勝
ゴールデンダリア（04牡 フジキセキ）５勝，新潟大賞典‐G3，プリンシパルＳ‐L，

産経大阪杯‐G2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，ディセンバーＳ‐L ３
着（２回），etc.

ドリームハッチ（06� ＊グラスワンダー）３勝
キャプテンダリア（08牡 マンハッタンカフェ）��６勝
スカイディグニティ（09牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，菊花賞‐G1 ２着，セント

ライト記念‐G2 ２着，有馬記念‐G1 ５着
ゴールデンファレノ（10牝 フジキセキ）１勝
アルマオンディーナ（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐G1 ５着
プラチナダリア（13牡 ディープスカイ）１勝
レイクルイーズ（14牝 ディープスカイ）�４勝��２勝
ヴェリートレビアン（16牡 ゼンノロブロイ）��２勝
ラストトレビアン（17牡 スマートファルコン）��４勝

３代母 ＊クリスタルガーデン（84 CAN鹿 Alleged）USA２勝
ミスティックノヴァ（94牡 ミスターシービー）３勝，睦月賞２着
エイコウナナ（99牝 ＊ジェイドロバリー）�１勝

アビンニャー（06牝 アドマイヤコジーン）�９勝	２勝��入着２回，九州ジ
ュニアＧＰ２着

４代母 メモリーガーデンMemory Garden（75 USA鹿 Bold Bidder）USA３勝，
Vantage S，Honeymoon S２着，Portage S２着，Silver Spoon H
２着
［孫］ プロブリリョ Puro Brilho（99牡 Nugget Point）BRZ５勝，ルイスオリ

ヴェイラデバロス会長大賞‐G2

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1273 ラヴァーズタイム２０２０ 牡・鹿 ２／２６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayラヴァーズタイム ＊ノーザンテースト

��
��
�ナイストレビアン黒鹿 2011 ＊クリスタルガーデン

2c
ノーザンテーストM3×S4 Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ラヴコマンダー（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－５（12）〕
ノットレイティド（08牡鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝
カネトシミント（09牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）２勝
ナガシメ（10牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝��３勝
モリトハリウッド（11牡鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
ラヴァーズデイ（12牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）入着，�３勝�入着３回��
トップラン（14牡鹿 ブラックタイド）２勝，春待月賞（Ｄ1400）２着，��２勝
ミツカネコマンダー（16牡黒鹿 ベルシャザール）��２勝
トイボブ（18牝黒鹿 ベルシャザール）��入着���入着３回

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

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

サウスエンピリカル（05牝 マンハッタンカフェ）１勝
リプレーザ（18牡 リオンディーズ）�２勝，�１勝，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

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

ミスタープリサイス（15牡 ＊プリサイスエンド）１勝

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

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

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

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

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

‐G2 ２着，Easter S‐L ２着，種牡馬

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

1274 ラヴコマンダー２０２０ 牡・黒鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousラヴコマンダー
＊ Miswaki

��
��
�エンピリカル鹿 2001 Louisville

1s
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Drone S5×M5
Raise a Native M5×M5
価格： 購買者：



母 ラクテウスオルビス（10鹿 ＊ホワイトマズル）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
クールインパクト（17牡栗 リアルインパクト）�１勝，木古内特別（Ｄ1700）３着
ナムラロクロー（18牡鹿 グランデッツァ）��１勝
ナツメク（19牡鹿 ロゴタイプ）��出走

２代母 スターフェスタ（99鹿 ＊エリシオ）不出走
セラピー（03牡 ニューイングランド）入着２回，��１勝
ヒーリングステージ（05牡 サクラチトセオー）１勝
ガイアボルト（06牡 ＊ホワイトマズル）��３勝
コスモヘレノス（07牡 ＊グラスワンダー）４勝，ステイヤーズＳ‐G2，ＡＲ共和国杯

‐G2 ３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，本栖湖特別，寒竹賞
ドレミファドン（08牡 スパイキュール）４勝，丹沢Ｓ，霞ヶ浦特別，上賀茂Ｓ２着，

上総Ｓ２着，赤富士Ｓ２着，etc.，�２勝��入着��
トラヴィス（11牡 ステイゴールド）�１勝�８勝
タイセイアプローズ（12牡 ハーツクライ）４勝，不知火特別，清滝特別，足立山特

別，伊勢志摩サミット開催記念２着，但馬Ｓ２着，etc.，障害１勝

３代母 ＊パラダイスムーン（93 USA栗 Mr. Prospector）出走
シャイニングムーン（02牝 ＊エリシオ）３勝，深秋特別３着
ゴールドステイブル（03牡 ＊ピルサドスキー）３勝，鷹ケ峰特別２着

４代母 ビューティフルメロディ Beautiful Melody（86 USA栗 Alydar）USA４勝，
ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，ウィルシャーＨ‐G2 ２着

５代母 ビューティフルスピリットBeautiful Spirit（73 USA栗 Bold Bidder）不出走
［子］ ビューティフルグラス Beautiful Glass（79 牝 Pass the Glass）USA６

勝，エルエンシノＳ‐G3，La Brea S，Jan Jessie S，etc.
［孫］ ジーンジョーンズ Jeanne Jones（85 牝 Nijinsky）USA５勝，ファンタジ

ーＳ‐G1，Santa Ysabel S‐LR，Autumn Days H‐L，etc.
ビッグパル Big Pal（89	 Beau's Eagle）USA16 勝，カリフォルニアジュヴ
ェナイルＳ‐G3，SanMatean H‐L，Gold Rush H‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230
生 産 牧 場： ㈲ナカノファーム
飼 養 者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230

1275 ラクテウスオルビス２０２０ 牡・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeラクテウスオルビス ＊エリシオ

��
��
�スターフェスタ鹿 2010 ＊パラダイスムーン

1c
Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×S5 Tyrant S5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ラストワルツ（07鹿 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－２（５）〕
ハッピーノリチャン（12牝栗 サクラバクシンオー）３勝，吾妻小富士賞（芝 1200），

さくらんぼ特別（芝 1200）３着（２回），飯豊特別（芝 1200）３着
ビップディオス（14牡栗 ＊キングズベスト）�１勝
レクイエム（15牝芦 ＊クロフネ）�１勝�３勝
モンテアーサー（16牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，野路菊Ｓ‐OP（芝 1800）３着
スワーヴヨハン（17牡黒鹿 ＊エスケンデレヤ）�１勝
フミロア（18牝鹿 ロードカナロア）�１勝

２代母 ＊パーフェクトサークル（89 GB青鹿 Caerleon）GB・FR２勝，Sceptre S
‐L，ミュージドラＳ‐G3 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ２着
シャレモノ Sharemono（94牡 Woodman）IRE１勝，アングルシーＳ‐G3 ２着
クリスタルシオン（98牡 ＊フォーティナイナー）１勝
モンテブライアン（99牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，若竹賞
スターリーヘヴン（00牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，オ

ーロＣ‐L ３着，都大路Ｓ‐L ３着，キャピタルＳ‐L ３着，ユートピアＳ，etc.
パーフェクトダンス（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

３代母 フェアサリニア Fair Salinia（75 IRE 黒鹿 Petingo）GB・FR・IRE４勝，英
オークス‐G1，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，英１０００ギニー‐G1
２着，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着
フェアハビット Fair Habit（81 牝 Habitat）GB入着，Firth of Clyde S‐L ３着
ホーンダンス Horn Dance（86� Green Dancer）GB・AUS３勝，Murray Bri

dge Gold C‐L ３着
パークフェクトヴィンテジ Perfect Vintage（90� Shirley Heights）GB・FR・G

ER９勝，クインシー賞‐G3，Grand Handicap de Deauville‐L，G.P. du
Conseil General de Seine‐et‐Marne‐L，etc.

オンフェアステイジOn Fair Stage（93牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Rub
y S‐L，Platinum S‐L ３着
リライアブルマン Reliable Man（08牡 Dalakhani）GB・FR・CAN・AUS５

勝，仏ダービー‐G1，ＡＴＣクイーンエリザベスＳ‐G1，ニエル賞‐G2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

1276 ラストワルツ２０２０ �・鹿 ３／２４
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルラストワルツ
＊ Caerleon

��
��
�パーフェクトサークル鹿 2007 Fair Salinia

16c
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラパヌイ（08鹿 ＊アフリート）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
モアイ（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，���入着７回
イオラナ（16牝鹿 スマートファルコン）���４勝
マヌイーア（17牝鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ＊マジックミラージュ（02 IRE 芦 Giant's Causeway）１勝
オニノシタブル（11牡 ＊ストーミングホーム）４勝，大島特別２着
アオジャシン（12牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��５勝�，サッポロクラシックＣ３着
グランピー（16牝 ＊ロージズインメイ）���１勝
グレアミラージュ（17牡 ディープブリランテ）�１勝

３代母 ミシーズミラージュMissy's Mirage（88 USA芦 Stop the Music）USA14
勝，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ファーストフライトＨ‐G2，コロ
ンビアＳ‐G3，Correction H‐L（２回），etc.
フラッシュアクト Flash Act（06 牝 Sky Mesa）USA２勝

ナインルートNine Route（15 牡 ＊ザファクター）USA３勝，Gander S‐R
アプリヘンダー Apprehender（09� Posse）USA11 勝，Ed Skinner S，King

Cotton S（２回），カウントフリートスプリントＨ‐G3 ２着，etc.

４代母 ファーストミラージュ First Mirage（82 USA芦 Riva Ridge）不出走
［子］ クラッシーミラージュ Classy Mirage（90牝 Storm Bird）USA13 勝，バ

レリーナＨ‐G1，ジェニュインリスクＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ
‐G2，etc.

ジョーイズファーストジョーヴ Joey's First Jove（86� Northern Jove）
USA18 勝，Batty S，Equus Breeders' Cup H，Joyce Kilmer
H，etc.

［孫］ ダブリンDublin（07 牡 Afleet Alex）USA２勝，ホープフルＳ‐G1，ア
ーカンソーダービー‐G1 ３着，レベルＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ソネティーア Sonneteer（14� Midnight Lute）�USA３勝，Fifth Se
ason S‐L，Champions DayMarathon Overnight S，レベルＳ
‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789

1277 ラパヌイ２０２０ �・鹿 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyラパヌイ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジックミラージュ鹿 2008 Missy's Mirage

9b
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ラビアンローズ（06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：中央－２（２），地方－２（５）〕
チェリージュビレ（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
リッコドンナ（13牝青鹿 ＊ジャイアントレッカー）��２勝�２勝�入着３回��
スリーミスヨハネス（14牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
スリーヘリオス（15�黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 ＊ストリートパレード（01 USA黒鹿 Seeking the Gold）出走
コウソクコーナー（12� サクラバクシンオー）１勝
プエルトプリンセサ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝
イワネコゴシキ（16牡 グランプリボス）�１勝，�１勝�	入着
グランフェスタ（17牡 ワールドエース）１勝，��	出走

３代母 ハ－トオヴジョイ Heart of Joy（87 USA黒鹿 ＊リイフオー）GB・FR・IRE
・USA10 勝，パロマーＨ‐G2，ラスシエネガスＨ‐G3，サンシメオンＨ‐G3，ネ
ルグウィンＳ‐G3，B.Thoughtful H‐L（２回），etc.

＊マイネルラヴ（95牡 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，シルク
ロードＳ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.，種牡馬

レッドティアラRed Tiara（96 牝 Mr. Prospector）GB出走
レッドダイアデム Red Diadem（03牝 Pivotal）GB・USA４勝，Daisycutt

er H‐L
ファーベロウ Furbelow（09牝 Pivotal）GB１勝
アドヴァタイズ Advertise（16 牡 Showcasing）GB・FR・IRE５勝，フィ
ーニクスＳ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G1，コモンウェルスＣ‐G1，etc.，
種牡馬

ミラクルワーカーMiracleWorker（97 牝 Seeking the Gold）USA１勝
ウォーターウォーカーWaterWalker（02 牝 Belong to Me）USA２勝，T

homas J. Malley S３着
ペピーノーズ Peppi Knows（07� Stephen Got Even）USA14 勝，Changing

Times S‐L，Whirlaway S‐L，Finger Lakes Juvenile S，etc.
ヴァイタルフォース Vital Force（05� War Chant）USA３勝，Free Spirits H

３着

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

1278 ラビアンローズ２０２０ �・鹿 ４／２９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラビアンローズ
＊ Seeking the Gold

��
��
�ストリートパレード青鹿 2006 Heart of Joy

14c
Halo M4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ラブハミング（07青鹿 スペシャルウィーク）�２勝�１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ハナノキセキ（13牝鹿 ミリオンディスク）�２勝
ワイドコマンダー（14牡鹿 トランセンド）１勝，��３勝��１勝
サンオブロジータ（17�鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�入着３回，�２勝��
エムオーリボン（19牝黒鹿 メイショウボーラー）��出走

２代母 シスターソノ（91黒鹿 ＊ナスルエルアラブ）２勝，エルフィンＳ‐OP ２着，も
ちの木賞
イブキコマンダー（96牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，フリージア賞，相模湖特別

２着，周防灘特別２着，金峰山特別３着，芦屋川特別３着，etc.
レギュラーメンバー（97牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，�１勝��２勝�入着�，

ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，東京大
賞典‐Jpn1 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着，種牡馬

オウケンガール（99牝 マーベラスサンデー）１勝
オウケンワールド（12牡 ＊クロフネ）６勝，名鉄杯‐OP，梅田Ｓ，種牡馬

ブライアンズソノ（00牝 マヤノトップガン）�５勝
ブラゾンドゥリス（12� ＊ノボジャック）６勝，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ‐L ２

着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.，�	３勝�３勝
入着���，黒船賞
‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ５着，etc.

アウトオブサイト（02� ＊サンデーサイレンス）３勝，障害１勝
ヤマノキングアロー（04牡 ＊クロフネ）１勝

３代母 ロジータ（86鹿 ＊ミルジヨージ）��10 勝，川崎記念，東京大賞典，東京王冠
賞，東京ダービー，羽田盃，etc.
オースミサンデー（94牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，弥生賞‐Jpn2 ２着
イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，朝日Ｃｈ

Ｃ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.
カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝�入着，帝王賞

‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，ダイオライト記念
‐Jpn2，etc.，種牡馬

アクイレジア（01牝 ＊フォーティナイナー）３勝，端午Ｓ‐OP，��入着２回，ジャ
パンＤダービー‐Jpn1 ２着，関東オークス‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1279 ラブハミング２０２０ 牡・青鹿 ５／１７

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Devil His Due

�
�
�
�
�
�
�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールラブハミング ＊ナスルエルアラブ

��
��
�シスターソノ青鹿 2007 ロジータ

＊チツプトツプ 4m
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ヤマノサッシュ（09鹿 ＊ファルブラヴ）�出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
アレルキナーダ（13牝鹿 ＊シンボリクリスエス）障害１勝
キャスタウェイ（15牡鹿 ＊ハービンジャー）��１勝
マーヴェラスロード（16牡鹿 ロードカナロア）��１勝�入着２回
エクシダス（18�鹿 ドゥラメンテ）��出走
ハートオンシューズ（19牡黒鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 プリンセスゴールド（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
ゴールデンヒーロー（10� ＊シンボリクリスエス）４勝，瀬波温泉特別，インディア

Ｔ３着，障害１勝
ジュエルタワー（17牝 ＊クロフネ）１勝

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

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

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

1280 ヤマノサッシュ２０２０ 牡・鹿 ５／１５
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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightヤマノサッシュ ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスゴールド鹿 2009 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 リュンヌ（07鹿 ＊クロフネ）５勝，彦根Ｓ（芝 1200），福島中央ＴＶ杯（芝 1200），
大濠特別（芝 1200），三河特別（芝 1200）２着，船橋Ｓ（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（12）〕
ヴェルジェーズ（15牝鹿 ハーツクライ）��12 勝�
イザラ（17牝鹿 キズナ）�１勝
シゲルカミナリ（18牡鹿 ドゥラメンテ）�入着

２代母 レイオブライト（96鹿 ウイニングチケット）３勝
フェイズシフト（06牝 サクラバクシンオー）２勝，君子蘭賞２着

ペリステライト（14牡 ＊クロフネ）��４勝�１勝，くろゆり賞３着
ラディアーレ（08牡 サクラバクシンオー）４勝，長篠Ｓ３着
レイズオブザサン（09牡 スパイキュール）入着５回，�１勝�４勝
ムーンシャイン（11牝 ダンスインザダーク）�５勝��入着 12回
シゲルキュウリ（15牡 ヴィクトワールピサ）�３勝
トウケイココノエ（16牝 ＊クロフネ）�１勝，�１勝

３代母 リアルドラマ（88鹿 ＊リアルシヤダイ）出走

４代母 フアインドラマ（74鹿 シンザン）４勝，愛知杯２着，ＨＴＢ賞，祇園特別
［子］ ヘルメスアンジエラ（83牝 ＊ヴアイスリーガル）５勝，忘れな草賞‐OP ２

着，洛陽特別２着，あずさ賞２着，etc.
サンシードラマ（81牡 ＊サンシー）７勝，飛鳥特別，津軽海峡特別，樽前
山特別，etc.

エイプリルドラマ（89牝 サクラユタカオー）４勝，北洋特別，知床特別，
松浜特別，etc.

ハードドラマ（82牡 ＊ハーデイカヌート）２勝，エリカ賞
フェミニンドラマ（84牝 ＊デイクタス）３勝，石清水特別２着，川西特別
２着，比良山特別３着，etc.

［孫］ ロジック（03牡 アグネスタキオン）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ＮＺト
ロフィー‐Jpn2 ３着，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

ジャストアヒーロー（92牡 ＊アウザール）６勝，ブラジルＣ‐OP ２着，花
園Ｓ，北山Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311

1281 リュンヌ２０２０ 牡・鹿 ４／１７
＊

＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューリュンヌ ウイニングチケット

��
��
�レイオブライト鹿 2007 リアルドラマ

＊スイートヘレン 2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 リーベグランツ（15鹿 ＊ノヴェリスト）�入着４回
初仔

２代母 ＊オネストリーダーリン（98 USA鹿 Kingmambo）USA４勝，ダリアＨ‐G2 ３着
ダーリングマンボDarling Mambo（04牝 Broad Brush）USA１勝

ダーリングスカイDarling Sky（12牝 Sky Mesa）USA３勝，Jostle S‐L
２着，Christiecat S２着，Gin Talking S２着，Coronation Cup
S３着

イレフュータブル Irrefutable（06 牡 Unbridled's Song）USA４勝，エインシェン
トタイトルＳ‐G1 ２着，スマイルスプリントＨ‐G2 ２着，ヴァーノンＯアン
ダーウッドＳ‐G3 ２着

サンレガーロ（08牝 ディープインパクト）３勝，壇之浦特別２着，春日特別３着，
西海賞３着，オーストラリアＴ３着，糺の森特別３着

アルアマーナ（09牝 ディープインパクト）２勝，都井岬特別，西海賞２着，糺の森
特別３着

ディアマイダーリン（12牝 ハーツクライ）２勝，フローラＳ‐G2 ２着，フラワーＣ
‐G3 ３着，赤松賞，新潟日報賞３着，��１勝，クイーン賞‐Jpn3

タイセイヴィクター（13� ヴィクトワールピサ）１勝，�１勝�３勝��
シンシアリダーリン（18牝 ドリームジャーニー）�１勝

３代母 リラクタントゲスト Reluctant Guest（86 USA鹿 Hostage）USA10 勝，ビ
ヴァリーヒルズＨ‐G1，ウィルシャーＨ‐G2，Beverly D.S‐L，Louis R.Ro
wan H‐L，Senorita S‐L，etc.

＊ニキーヤ（93牝 Nureyev）FR３勝
ゴールドアリュール（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，

��２勝�１勝，東京大賞典‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，etc.，
優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

オリエントチャーム（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3
３着，秋華賞‐Jpn1 ４着，紅梅Ｓ‐OP ２着，etc.
ペルシアンナイト（14牡 ＊ハービンジャー）�４勝，マイルＣｈＳ‐G1，ア
ーリントンＣ‐G3，大阪杯‐G1 ２着，etc.

ピーティーインディ P. T. Indy（94牡 A.P. Indy）USA２勝，Pirate Cove S‐R，
シネマＨ‐G3 ２着，ウィルロジャーズＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ティーズファーム＝神奈川県横浜市 �045-342-8927
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1282 リーベグランツ２０２０ �・鹿 ２／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonリーベグランツ
＊ Kingmambo

��
��
�オネストリーダーリン鹿 2015 Reluctant Guest

9h
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 アレキサンドリア（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（16）〕
テストマッチ（09牡鹿 キングカメハメハ）入着４回，�４勝�４勝��１勝
イスタンブール（10牝青鹿 キングカメハメハ）出走

イェッツト（15牡 カンパニー）３勝，京成杯‐G3 ３着，プリンシパルＳ‐LR
３着，館山特別，ＳＴＶ賞２着，飛鳥Ｓ３着，etc.

アドヴァンス（13牡鹿 ＊ワークフォース）�３勝
ナイルデルタ（15牡鹿 ＊タートルボウル）２勝
テイエムサンドリア（17牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）入着，��４勝
リョウランポケット（19牡青鹿 ジャングルポケット）�未出走

２代母 アドマイヤライト（96栗 Kris S.）３勝
ヴィヴィッドカラー（04牝 ダンスインザダーク）３勝，三面川特別，西海賞２着

カレンラストショー（12牡 タニノギムレット）４勝，アメジストＳ，阿賀野川
特別２着，シンガポールターフクラブ賞２着，小牧特別２着，出雲崎特別
２着，etc.，�３勝�

チュウワフライヤー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，フェニックス賞‐OP ２
着，青梅特別２着

プロフェッショナル（05牡 フジキセキ）４勝，響灘特別，下総Ｓ２着，桜島特別３
着，	�入着２回��，コスモバルク記念３着

アドミラルシップ（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，若駒Ｓ‐LR ３着
グリントオブライト（13牝 ステイゴールド）３勝
ベルーガ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，ファンタジーＳ‐G3，信越Ｓ‐L ３着

３代母 ＊ホワットケイティーディド（89 USA鹿 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P.
Tantieme‐L，Preis von Koln‐L ２着，P. Lovelace‐L ３着，P. du P
oint du Jour‐L ３着
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞‐G3，

北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲タニグチ牧場＝新冠町高江 �0146-47-3088
生 産 牧 場： ㈲タニグチ牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

1283 アレキサンドリア２０２０ 牡・青鹿 ３／２５
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellアレキサンドリア Kris S.

��
��
�アドマイヤライト青鹿 2003 ＊ホワットケイティーディド

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

価格： 購買者：



母 アイズユーニン（11栗 サクラバクシンオー）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
フレンドキャット（19牡栗 ＊バゴ）�未出走

２代母 ナムラエラン（05栗 アグネスタキオン）１勝
ヒカルスプレンダー（10牡 ＊タイキシャトル）��６勝
ティーズアライズ（12牝 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��１勝，東京プリンセス賞，

東京２歳優駿牝馬２着，栄冠賞
ブンゴ（15牡 メイショウサムソン）１勝
スースー（16牝 ジャングルポケット）１勝
ディオスクーロイ（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝

３代母 アンバロビン（97鹿 ＊ジェネラス）��１勝

４代母 ダイナアンバー（78鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ ラリーキャップ（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，青葉賞‐OP ２着

ブルマーケット（85牡 ＊ターゴワイス）２勝，霞ヶ城特別，障害１勝
ディスコアンバー（87牝 ＊ターゴワイス）３勝，宇治川特別３着，噴火湾
特別３着

［孫］ ファストタテヤマ（99牡 ダンスインザダーク）６勝，京都新聞杯‐Jpn2，
デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2，大阪―ハンブルクＣ‐L，etc.

コスモキララ（02牝 タマモクロス）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，臥牛山特
別，五泉特別，etc.

メインストリーム（93牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，有松特別，糸魚川特別，
左京山特別，etc.

アドマイヤグローリ（03牡 ダンスインザダーク）３勝，支笏湖特別
［曾孫］ マイネアルナイル（09牝 ＊ロージズインメイ）４勝，江坂特別，日田特別，

京橋特別２着，etc.

５代母 ＊クリアアンバー（67 USA黒鹿 Ambiopoise）USA３勝
［子］ アンバーシヤダイ（77牡 ＊ノーザンテースト）11勝，有馬記念，天皇賞

（春），ＡＪＣＣ（２回），etc.，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

1284 アイズユーニン２０２０ 牡・鹿 ４／１７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモアイズユーニン アグネスタキオン

��
��
�ナムラエラン栗 2011 アンバロビン

＊クリアアンバー 4m
Northern Dancer S4×M5 ノーザンテーストM4×M5 クリアアンバーM4×M5

価格： 購買者：



母 レイアンドキス（13鹿 キングカメハメハ）入着
初仔

２代母 キョウエイタキオン（04栗 アグネスタキオン）２勝
タキオンレディー（12牝 ＊クロフネ）２勝
マイネルバローネ（14牡 ＊シンボリクリスエス）��９勝��３勝
ミヤギウイング（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，���入着２回
サンエイキングダム（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）��３勝

３代母 イエローウイング（98栗 ＊ジェイドロバリー）１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1285 レイアンドキス２０２０ �・栗 ３／１３

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスレイアンドキス アグネスタキオン

��
��
�キョウエイタキオン鹿 2013 イエローウイング

＊ワンスウエド 4m
Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 レイクメリット（06鹿 ネオユニヴァース）２勝，織姫賞（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
メジャーエドワード（13牡鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝�１勝�３勝�入着３回

２代母 オークミード（96鹿 ＊トニービン）１勝
ツリーオブライフ（03牝 アグネスタキオン）１勝
エフティイカロス（04牡 アグネスタキオン）４勝，九十九里特別，グッドラックＨ，

迎春Ｓ２着，常総Ｓ３着
マッカラン（05牡 アグネスタキオン）１勝

３代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
ブラウンアイボリー（85牝 ＊ターゴワイス）６勝，メイＳ‐OP，カーネーションＣ

‐OP ２着，緑風Ｓ，etc.
エアインセンス（95牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
プレシャスカフェ（99牡 ＊ハートレイク）８勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，シルクロ
ードＳ‐Jpn3，札幌日刊スポーツ杯‐L，etc.，種牡馬

アロマキャンドル（05牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，スイートピーＳ‐L，
いちょうＳ‐L

アイシーゴーグル（87牝 ＊ロイヤルスキー）３勝，アベリア賞３着
エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着
カレイジャスミン（05牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，タ
ーコイズＳ‐L ２着，豊栄特別，etc.

オークツリー（89牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，福島記念‐Jpn3 ２着
ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，

青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬
ギミーシェルター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，スイートピーＳ‐L ２着，

アネモネＳ‐L ２着，鷹巣山特別，etc.
ガレオン（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，日本ダービー

‐Jpn1 ４着，アイビーＳ‐OP，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1286 レイクメリット２０２０ 牡・栗 ３／ ７

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスレイクメリット ＊トニービン

��
��
�オークミード鹿 2006 シヤダイアイバー

＊サワーオレンジ 8g
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 レイズアセイル（11栗 ハーツクライ）１勝，�２勝���
本馬の他に産駒あり

２代母 セイリングシップ（03栗 ＊クロフネ）２勝
ユズチャン（12牝 カネヒキリ）�４勝�，ル・プランタン賞，花吹雪賞

プレストレジェーロ（17牝 ＊パイロ）１勝，���１勝�１勝

３代母 ＊ティッパートゥー（91 USA栗 Trempolino）USA４勝，Belle Star S‐L，
Sandpiper S２着，Edgewood S‐L ３着
モージョ（99牝 ＊サンダーガルチ）１勝，遠賀川特別２着

ベルウッドケルン（12牡 サイレントディール）３勝，横手特別
レオニダス（00牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，潮騒特別，周防灘特別，五泉特別２

着，�２勝
プリンシペデルソル（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，西郷特別，浄土平特別，逆

瀬川Ｓ２着，etc.

４代母 ミツビシヴィジョンMitsubishi Vision（83 IRE 栗 Cure the Blues）IRE・
USA３勝，Waterford Testimonial S‐L，バリーオーガンＳ‐G3 ２着，フィ
ーニクススプリントＳ‐G3 ４着，愛パークＳ‐G3 ４着
［子］ トロピックライトニング Tropic Lightning（95牡 ＊オジジアン）USA６

勝，Ellis Park Juvenile S‐L，Black Gold H‐L ２着，Promis
ed City S２着，etc.，種牡馬

＊ダイワアンジェラ（94牝 Crafty Prospector）２勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2
２着，新潟日報賞‐OP ２着，月岡特別，etc.

［孫］ ファントムフュリー Phantom Fury（09	 Devil His Due）USA２勝，
W.E.B.N. S２着

ナリタボルト（08	 ステイゴールド）１勝，ＳＴＶ賞２着，
９勝�１勝
�入着 11回，五ケ瀬川賞２着

［曾孫］ キングガンズラング（14牡 ＊ストリートセンス）���10 勝，京成盃グラ
ンドマイラーズ，戸塚記念２着

ロードクラヴィウス（10牡 アドマイヤムーン）２勝，樅の木賞

販売申込者・所有者： 長浜 忠＝新冠町東泊津 �0146-47-3973
生 産 牧 場： 長浜 忠
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

1287 レイズアセイル２０２０ 牡・栗 ５／１３

＊

ローマンルーラー Fusaichi Pegasus

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Roman Ruler

�
�
�
�
�
�
�
�
� Silvery Swanマスクゾロ サラヴァティ Giant's Causeway

��
��
�SaravatiUSA 黒鹿 2011 Our Dani

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスレイズアセイル ＊クロフネ

��
��
�セイリングシップ栗 2011 ＊ティッパートゥー

1k
Mr. Prospector S4×S5 Deputy Minister S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドペルル（12鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
アイルビー（17牡鹿 ＊アイルハヴアナザー）���入着�１勝�１勝
トライアンフオース（18牝鹿 ＊プリサイスエンド）��２勝�１勝

２代母 フェルメールブルー（97鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，桜島特別２着
エーブダッチマン（06牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，

バーデンバーデンＣ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，白秋Ｓ，淀屋橋Ｓ，etc.
エスジーナミ（07牝 ＊タイキシャトル）１勝

アサケエース（17牡 ワールドエース）�２勝，中京２歳Ｓ‐OP ３着，こうやま
き賞２着，合馬特別３着

パッション（10牝 ＊アフリート）１勝，�２勝���
エーブキットマン（11牡 マンハッタンカフェ）入着，��２勝�入着５回
ナリタブルー（15牡 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，��８勝�
アリスブルー（16牝 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 ノースフライト（90鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ
‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，etc.，優古牝
キコウシ（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，大和特別３着，オーロラ特別３着
ミスキャスト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，福島記念

‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP，etc.，種牡馬
パピュラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝

サノサマー（14牡 ＊サマーバード）５勝，春光Ｓ，香取特別，etc.，��入着�
２勝�入着��，利家盃

ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ
チ賞２着，etc.
オハナ（15牝 ディープインパクト）�３勝，ノエル賞，菜の花賞

４代母 シヤダイフライト（73鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［孫］ マリーゴッド（91牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ３着，卯月Ｓ‐OP，etc.

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

1288 レッドペルル２０２０ 牡・栗 ４／２６
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊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ペルル ＊ノーザンテースト

��
��
�フェルメールブルー鹿 2012 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM3×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 レッドマシェリ（07鹿 GoneWest）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ウインヴェルメリオ（17牝鹿 リアルインパクト）入着，�２勝
シェナチチカカ（19牝栗 ドリームジャーニー）���出走

２代母 ＊ダラバンカ（01 IRE 黒鹿 In TheWings）IRE１勝
ハードロッカー（09� ＊ブライアンズタイム）３勝，初茜賞３着，初日の出賞３着，

障害１勝

３代母 ダラリータDararita（91 IRE 鹿 Halo）FR１勝
ダラシムDarasim（98� Kahyasi）GB・FR・IRE・GER10 勝，グッドウッドＣ

‐G2，ケルゴルレイ賞‐G2，ベティバークレイレネン‐G3，etc.，GB障害１勝
ダルリイヤDaruliyya（04牝 Highest Honor）IRE１勝

ドシャーリーDe Charlie（14 牝 Big Bad Bob）GER入着３回，Junioren Pr
eis‐L ２着

４代母 ダララDarara（83 IRE 黒鹿 Top Ville）FR・USA３勝，ヴェルメイユ賞
‐G1，プシュケ賞‐G3，P. Joubert‐L ２着
［子］ ダーレイミーDar Re Mi（05 牝 Singspiel）GB・FR・IRE・USA・UAE

６勝，ヨークシャーオークス‐G1，ドバイシーマクラシック‐G1，愛
プリティポリーＳ‐G1，etc.

リワイルディング Rewilding（07牡 Tiger Hill）GB・FR・UAE５勝，ド
バイシーマクラシック‐G1，プリンスオヴウェイルズＳ‐G1，グレイ
トヴォルティジュールＳ‐G2，etc.

ダラザリDarazari（93 牡 Sadler's Wells）FR・AUS・HKG３勝，ＡＴ
ＣランヴェットＳ‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，ＡＴＣチッピン
グノートンＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ディアギレフDiaghilev（99� Sadler's Wells）GB・FR・IRE・HKG４
勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，ラフォルス賞‐G3，Hong Kong
Champions and Chater Cup‐L ２着，etc.

［孫］ トゥーダーンホット Too Darn Hot（16 牡 Dubawi）GB・FR・IRE６勝，
サセックスＳ‐G1，ジャンプラ賞‐G1，デューハーストＳ‐G1，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 戸川牧場＝日高町豊田 �01456-5-2724
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1289 レッドマシェリ２０２０ �・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

ゴーンウェスト Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�GoneWest Secrettameレッドマシェリ
＊ In TheWings

��
��
�ダラバンカ鹿 2007 Dararita

13c
Halo S4×M4 Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 ロビングショット（08鹿 ゼンノロブロイ）��出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ノアブリジット（14牝栗 ＊サマーバード）入着３回，��３勝
ハッシュレート（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��未出走�３勝�入着２回��
ダイユウニシキ（17牡黒鹿 パドトロワ）��６勝
ザハートハート（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 レインボーサッシュ（02栗 サツカーボーイ）出走
レインボーカムカム（09牝 ＊ケイムホーム）入着２回，��２勝�入着２回

３代母 レインボーブルー（88栃栗 ＊ノーリユート）１勝
レインボーアルファ（94牝 ＊アサティス）��４勝

セトノシェーバー（01牡 ＊リンドシェーバー）３勝，御嶽特別，伊勢特別，etc.，
�４勝	１勝
，新春ペガサスＣ，etc.

カシノバズライト（02牡 バブルガムフェロー）２勝，花見山特別２着，福島放
送賞３着，�１勝�

レインボーマグナム（05牝 マンハッタンカフェ）入着
レインボーラヴラヴ（11牝 ＊マイネルラヴ）２勝，村上特別，相模湖特別２
着，鷹巣山特別３着，etc.，��２勝

トーホウエンペラー（96牡 ＊ブライアンズタイム）入着，�17 勝��１勝�１勝�１
勝�入着，東京大賞典‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，名古屋大賞典
‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

ストロングレオン（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，大島特別，三条特別

４代母 イーデンブルース（74栗 ＊マツチウオン）１勝
［子］ レインボーアンバー（86牡 アンバーシヤダイ）３勝，弥生賞‐Jpn2，菊花

賞‐Jpn1 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
［孫］ レインボーリバティ（97 ＊リンドシェーバー）��６勝，ゴールドＣ，

ウインターＣ
テイエムファイター（90牡 アンバーシヤダイ）３勝，松川浦特別，恵庭岳
特別２着，宗谷特別３着，etc.

リュウベンセル（91牡 アンバーシヤダイ）�15 勝，鳥海大賞典２着
テンザンカブト（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，白菊賞３着

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1290 ロビングショット２０２０ �・黒鹿 ４／ ６
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルロビングショット サツカーボーイ

��
��
�レインボーサッシュ鹿 2008 レインボーブルー

＊プロポンチス 4d
ノーザンテースト S3×M5 Northern Dancer S4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 オドゥールゲラン（03鹿 ステイゴールド）２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（14）〕
タフキッド（10牡鹿 ＊トワイニング）�３勝��入着３回
エリタージュゲラン（11牡鹿 マヤノトップガン）１勝，�３勝�
タケショウマックス（12牡鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝
タニマサガール（13牝鹿 ＊アグネスデジタル）１勝
ウインホノカ（16牝鹿 フリオーソ）��出走�５勝
エムティミーナ（17牝栗 バンブーエール）���出走�２勝�
エムティゲラン（19牡栗 バンブーエール）�入着

２代母 ヒダカゲラン（95鹿 ＊ミルジヨージ）出走
ピエナオンリーワン（01� フサイチコンコルド）３勝，長良川特別，つばき賞２着，

あすなろ賞２着，北海Ｈ３着
エディキャスケード（02牡 ＊フレンチデピュティ）入着２回，�１勝
ロードシップ（07牡 マンハッタンカフェ）１勝
ライトアップゲラン（08牝 ＊ファンタスティックライト）	２勝�

３代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
メガミゲラン（92牝 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，アンドロ

メダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，etc.
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特

別，etc.
ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイ
ビスサマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）�FR
・GER・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ２着，etc.

４代母 ミスゲラン（81鹿 マルゼンスキー）１勝
［曾孫］ ウインブライト（14牡 ステイゴールド）７勝，中山記念‐G2（２回），etc.，

HKG２勝，香港カップ‐G1，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，etc.，
優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 富菜牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1578
生 産 牧 場： 富菜牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1291 オドゥールゲラン２０２０ 牡・栗 ４／２５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュオドゥールゲラン ＊ミルジヨージ

��
��
�ヒダカゲラン鹿 2003 モガミゲラン

＊ミスブゼン 18
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ランブルジャンヌ（05鹿 Mutakddim）３勝，尾瀬特別（芝 1200）２着，七重浜特
別（芝 1200）３着，巻機山特別（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（15）〕
ビリケンラッシュ（13�鹿 ＊バゴ）１勝
カリーナ（14牝黒鹿 ＊キングズベスト）�１勝�２勝��入着
テイエムクロムシャ（16牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝，和布刈特別
（Ｄ1700）３着

サンビースト（17牡黒鹿 ＊クロフネ）�入着２回，��１勝��１勝��
リュウノシンゲン（18牡青鹿 グランプリボス）�	10 勝，東北優駿（Ｄ2000），ダ

イヤモンドＣ（Ｄ1600），スプリングＣ（Ｄ1600），金杯（Ｄ1600），寒菊賞
（Ｄ1600），若駒賞（Ｄ1600），ビギナーズＣ（Ｄ1400），南部駒賞（Ｄ1600）３
着，若鮎賞（芝 1600）３着

ブレイブジャンヌ（19牝芦 ＊ザファクター）�地方未出走

２代母 ＊レストレス（97 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
ケーレイアK'ehleyr（01 牝 Rahy）USA２勝

アフリートメモリーズAfleet Memories（10 牝 Afleet Alex）USA４勝
ファーストディール First Deal（16 牡 Turbo Compressor）�USA６勝，
Jersey Shore S，Decathlon S

シャーズブルー（06牡 ＊マリエンバード）２勝

３代母 スレプトスルーイト Slept Thru It（88 USA鹿 Sunny's Halo）USA４勝，
デムワゼルＳ‐G2 ３着，Patelin S２着，テンプテドＳ‐G3 ３着，Lake Co
untry S３着
シティスリーパー City Sleeper（00 牝 Carson City）USA４勝，Stonerside S‐L

３着，Santa Teresa H３着，Bold Ego Thoroughbred H３着，etc.
パロマメサ Paloma Mesa（08牝 Sky Mesa）USA４勝，Sunray Park Allow

ance S，Sunland Park Oaks‐L ２着，El Paso Times S２着，etc.

４代母 スリープオンイト Sleep On It（77 USA鹿 Buckpasser）USA５勝，Illin
ois Matchmaker H２着
［孫］ ドリーミーキッドDreamy Kid（08� Lemon Drop Kid）USA４勝，ス

ワップスＳ‐G2

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1292 ランブルジャンヌ２０２０ �・鹿 ３／１６
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

ムタクディム Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�Mutakddim Oscillateランブルジャンヌ
＊ Storm Cat

��
��
�レストレス鹿 2005 Slept Thru It

9b
Mr. Prospector S4×M4 Seattle SlewM4×S5 Halo S5×M5
Buckpasser M5×M5 Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ラヴァーズロック（15栗 ＊ヘニーヒューズ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ライラックラブ（05栃栗 アグネスタキオン）入着３回
リオヴェラ（11� ＊ファルブラヴ）入着，�３勝
アオイスター（17牝 ＊エスケンデレヤ）��１勝

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

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

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

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

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

ラヴソレイユ（07牝 フジキセキ）出走
タガノグルナ（14牡 ルーラーシップ）�４勝，鳥取特別，早鞆特別，甲南Ｓ２

着，障害１勝
ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記

念‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，etc.
フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

４代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
［子］ ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京

都牝馬Ｓ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，ウッドロー
ンＳ‐G3，タンパベイダービー‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬

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

1293 ラヴァーズロック２０２０ 牡・鹿 ２／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ライラックラブ栗 2015 ヴァイオレットラブ

＊ヴアインゴールド 4r
サンデーサイレンス S3×M4 Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ワタリプリンセス（10鹿 ダンスインザダーク）�９勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
イキトウゴウ（17牡青鹿 シビルウォー）��１勝
ソンリエ（18牝青鹿 フリオーソ）���入着
セイダンシング（19牡青鹿 トゥザワールド）��出走

２代母 コンサートクィーン（98鹿 ＊カコイーシーズ）��３勝
ブルーヒーロー（06牡 ＊シーロ）��３勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着，東京ダービ

ー２着，クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着
ワタリキングオー（11牡 キングヘイロー）�２勝��２勝，クラウンＣ
ケンタキシード（14牡 ブラックタキシード）��１勝
エムオークィーン（15牝 スマートファルコン）�２勝��４勝
ワタリビクトリー（17牝 ベルシャザール）��出走��１勝

３代母 マルゼンラッド（91鹿 ＊ミルジヨージ）��４勝
クールダウン（96牝 ＊シャンハイ）３勝，甲斐駒特別２着

リスカルダメント（18牝 リアルインパクト）���１勝�１勝�入着�，金沢
シンデレラＣ３着

サダムアオイツキ（99牡 ＊シャンハイ）３勝，出雲崎特別
シャンハイサラ（00牝 ＊シャンハイ）��２勝�１勝，サラ・クイーンＣ２着
ワレンダラッド（05牝 ＊ワレンダー）不出走

エムオーグリッタ（14牡 ブラックタキシード）５勝，古町Ｓ，與杼特別，名古
屋城Ｓ２着，etc.

ブルーラッド（06牡 ＊シーロ）�１勝��６勝	４勝�入着，浦和記念‐Jpn2，マー
キュリーＣ‐Jpn3 ２着，埼玉栄冠賞，etc.，ＮＡＲ優３歳

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

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

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

販売申込者・所有者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3177
生 産 牧 場： 田中 春美
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1294 ワタリプリンセス２０２０ �・鹿 ４／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイワタリプリンセス ＊カコイーシーズ

��
��
�コンサートクィーン鹿 2010 マルゼンラッド

＊シル 5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ワンスアポンタイム（13鹿 サクラプレジデント）�２勝��
初仔

２代母 サクラエミリー（08栗 ＊タイキシャトル）不出走
スウィートセシル（14牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝
スクワットゴールズ（15牝 ナカヤマフェスタ）�２勝�入着��
レモネード（18牝 マツリダゴッホ）��１勝

３代母 サクラヴィクトリア（99栗 ＊トニービン）２勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ
‐Jpn2 ２着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，呉竹賞，��１勝，関東オークス‐Jpn3
サクラヴィッキー（04牝 ダンスインザダーク）��入着５回

サクラインザスカイ（09牡 ＊ワイルドラッシュ）４勝，初春Ｓ，etc.，�２勝�
７勝�入着��，トレノ賞，黒潮スプリンターズＣ２着，etc.

ノーブルサファイア（14牝 ＊サウスヴィグラス）���４勝�１勝，ノースクイ
ーンＣ３着

サクラヴィクトリー（09牡 タニノギムレット）２勝，石打特別，葉山特別３着，�
４勝�入着２回

４代母 サクラユスラウメ（94栗 サクラユタカオー）１勝
［子］ サクラボールド（07牡 ＊オペラハウス）３勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，八雲特別，

いわき特別，etc.，�３勝
［孫］ ラッキードリーム（18牡 ＊シニスターミニスター）��６勝��，ＪＢＣ

２歳優駿‐Jpn3，北海優駿，北斗盃，etc.
カプリフレイバー（17牡 ＊サウスヴィグラス）���６勝，川崎スパーキ
ングスプリント，優駿スプリント，船橋記念３着

コパノチャンス（13牡 ＊タイキシャトル）３勝，潮騒特別
サクラルーフェン（16牡 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，苫小牧特別

５代母 セダンフオーエバー（87鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ サクラプレジデント（00牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，中山記念‐Jpn2，

札幌記念‐Jpn2，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
サクラアルディート（08牡 ディープインパクト）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，
ＡＪＣＣ‐G2 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

1295 ワンスアポンタイム２０２０ 牡・青鹿 ４／ ３
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エルコンドルパサー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サドラーズギャルサクラオリオン
＊ Danzig

��
��
�サクラセクレテーム黒鹿 2002 Secrettame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーワンスアポンタイム ＊タイキシャトル

��
��
�サクラエミリー鹿 2013 サクラヴィクトリア

＊スワンズウツドグローヴ 16a
セダンフオーエバーM3×M5 Northern Dancer S4×S5 Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 アグネスアーニャ（12鹿 ＊アグネスデジタル）３勝，�１勝
初仔

２代母 アグネスラック（03芦 ＊クロフネ）３勝，豊明特別
アグネスコスモス（10牝 ＊アグネスワールド）入着，�７勝
アグネスオラシオン（11牡 ＊ティンバーカントリー）１勝
アグネスフェアリー（13牝 ヴィクトワールピサ）１勝

３代母 アグネスセレーネー（96栗 ＊トニービン）出走
アグネスパサー（01牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アグネスサクラ（06牝 ＊ホワイトマズル）３勝，白藤賞，三面川特別２着，木津
川特別２着，etc.
ブレイキングドーン（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3，弥生賞‐G2 ３着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，etc.

アグネストレジャー（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，白富士Ｓ‐L ３着，むらさ
き賞，三田特別，etc.

４代母 アグネスフローラ（87鹿 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐OP，エルフィンＳ‐OP，若菜賞，優３牝
［子］ アグネスタキオン（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，種牡馬
アグネスフライト（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー
‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

アグネスタカオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，蓬莱峡特別，松島
特別２着，千葉日報杯２着

アグネスプロトン（99牡 ＊エリシオ）２勝，医王寺特別２着

５代母 アグネスレデイー（76鹿 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ
ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝
［孫］ 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.
アグネススターチ（05牡 バブルガムフェロー）４勝，プリンシパルＳ‐L
２着，京橋特別，兵庫特別，etc.

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1296 アグネスアーニャ２０２０ 牡・黒鹿 ２／２１
＊ 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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawアグネスアーニャ ＊クロフネ

��
��
�アグネスラック鹿 2012 アグネスセレーネー

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 アマレット（08鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝�１勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
コパノアーチャー（17牡鹿 ヴァンセンヌ）��出走�２勝
パンツァー（19牡鹿 ＊ラニ）��未出走�出走

２代母 ＊アドベンチャーオン（90 USA鹿 Relaunch）USA３勝，カリフォルニアジョ
ッキークラブＨ‐G3 ３着，Tulare Breeders' Cup S３着
ケイアイバルーン（97牝 ＊ノーザンテースト）�１勝
ケイアイエイブル（99牡 ＊フォーティナイナー）��１勝
ケイアイワルツ（00牝 ＊タイキシャトル）��３勝
ケイアイガード（01牡 ＊デヒア）５勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，都大路Ｓ‐L，神戸新聞

杯‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐G2 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.
アソビゴコロアワー（04牝 ＊ヘクタープロテクター）�１勝�入着
ケイアイマーズ（06牡 ＊デヒア）３勝
ケイアイラプター（07牡 タニノギムレット）�２勝

３代母 ホワイミーロードWhyMe Lord（74 USA黒鹿 Bold Reasoning）USA１勝
ビダーズイミッジ Bidders Image（78牡 Circle Home）USA10 勝，Syracuse H

３着
＊アレミロード（83牡 Tom Rolfe）入着，GB・GER・USA７勝，オークトリー招待

Ｈ‐G1，オイロパ賞‐G1，ゴードンリチャーズＳ‐G3，etc.，種牡馬
ジャワギャル Java Gal（93 牝 Java Gold）USA１勝

ジャワウォリアー JavaWarrior（02 牡 Cape Town）USA４勝，M. Tyson
Gilpin S‐R ３着

ゲットシリアスGet Serious（04	 City Zip）USA14 勝，レッドバンクＳ‐G3
（３回），オーシャンポートＳ‐G3，モンマスＳ‐G3，etc.

ブロンドレイディBlond Lady（96牝 Rubiano）USA１勝
ビストード Bestowed（02	 Repeal）USA・CAN８勝，Da Hoss S，Pr

esque Isle Mile S‐L ２着，Elkwood S２着，etc.
アリスト Aristo（03 牝 Adcat）USA３勝，Rare Treat H２着，Saratoga

Dew S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1297 アマレット２０２０ 牡・鹿 ３／３１
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellゼンノロブロイ

＊
＊マイニング

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceアマレット
＊ Relaunch

��
��
�アドベンチャーオン鹿 2008 Why Me Lord

8f
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 アップファーレン（15栗 ＊ハードスパン）１勝
初仔

２代母 アブソリューション（04鹿 ＊タイキシャトル）入着
バーレスク（10牝 ゴールドアリュール）�１勝�１勝
キンシノキセキ（11� フジキセキ）２勝，橘Ｓ‐OP ２着，カンナＳ‐OP ２着，メ

イショウカイドウＣ２着，朱竹賞２着，六社特別３着，etc.
テイエムカンベエ（12牡 ＊ワイルドラッシュ）�４勝
ハヤテ（14牝 ブラックタイド）�２勝
モズトンボ（17牡 ゴールドシップ）入着，��入着２回�１勝�１勝

３代母 ＊フリーフォーギブン（99 USA鹿 Unbridled）USA入着２回
アンペア（06牝 ＊ワイルドラッシュ）�７勝�	入着，エーデルワイス賞‐Jpn3，関

東オークス‐Jpn2 ３着，リリーＣ，etc.，ＮＡＲ優２歳
フラワーフェアリー（07牝 ＊アルカセット）�入着２回

ライトフェアリー（12牝 サムライハート）４勝，ＵＨＢ賞‐OP ２着，鞍馬Ｓ
‐OP ２着，船橋Ｓ，etc.，�	２勝

ダイワモービル（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，浦安特別３着，くるみ
賞３着

４代母 レディーマーRedeemer（86 USA鹿 Dixieland Band）USA４勝
［子］ ＊アメリカンボス（95牡 Kingmambo）８勝，中山記念‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3（２回），etc.，種牡馬
［孫］ プライヴェトシェフ Private Chef（00� Partner's Hero）USA２勝，ウ

ィルロジャーズＳ‐G3
イクスペクティドプレジャーズ Expected Pleasures（04牝 Allen's Prospect）
USA２勝，MarylandMillion Lassie S‐R ２着，Gin Talking S
‐R ３着

スナークファルコン（02牡 ＊キンググローリアス）５勝，雅Ｓ，甲南Ｓ２着
［曾孫］ イクスペクティドルーラー Expected Ruler（13� Leroidesanimaux）

�USA・CAN４勝，Tyro S
ジャマイカンドン Jamaican Don（15� Freedom Child）�USA５勝，
MarylandMillion Nursery S‐R ２着

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

1298 アップファーレン２０２０ �・鹿 ４／１１

＊

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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystアップファーレン ＊タイキシャトル

��
��
�アブソリューション栗 2015 ＊フリーフォーギブン

1s
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 アドマイヤトパーズ（05鹿 アドマイヤベガ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（10）〕
バレルウェーブ（10牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，�１勝
ロックステップ（12牝鹿 キングカメハメハ）�４勝�１勝
ラブフルーツ（14牝鹿 キングカメハメハ）�１勝��入着�
カーリングストーン（16牡鹿 アサクサキングス）１勝，�３勝��
シフクユウヒ（17牡栗 ＊タートルボウル）�１勝
ベルスオパール（19牝鹿 サドンストーム）��出走

２代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
ロイヤルカード（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走
サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，毎日
王冠‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，新潟記念‐G3 ３着，ジューンＳ，etc.

アドマイヤケルソ（08牡 アドマイヤドン）３勝，万葉Ｓ‐L ２着，睦月賞，鷹取
特別２着，ディープインパクトＣ３着

アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，
若葉Ｓ‐LR，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.

アドマイヤロッキー（00	 マヤノトップガン）３勝，タケシバオーメモリアル，ゆ
りかもめ賞，あすなろ賞２着，幕張特別３着

アドマイヤホープ（01牡 ＊フォーティナイナー）２勝，米子Ｓ‐L，障害２勝，�１勝
��１勝
入着����，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3，兵
庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着

アドマイヤフジ（02牡 アドマイヤベガ）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山金杯‐G3
（２回），若葉Ｓ‐L，京都記念‐G2 ２着，中山記念‐G2 ３着，etc.

アドマイヤカンナ（03牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ゴールデンブーツＴ，グリー
ンチャンネルＣ，壇之浦特別２着，利尻特別３着

アドマイヤコスモス（07牡 アドマイヤマックス）５勝，福島記念‐G3，大原Ｓ，京
橋特別，赤倉特別，二王子特別，�２勝

３代母 エレヴェイト Elevate（85 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB・IRE２勝，Bally
macoll Stud S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1299 アドマイヤトパーズ２０２０ 牡・鹿 ２／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガアドマイヤトパーズ
＊ Be My Guest

��
��
�アドマイヤラピス鹿 2005 Elevate

1l
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アフィニティ（06鹿 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（17）〕
リズヴェーリョ（12牡鹿 サムライハート）�６勝
プロットツイスト（15牝鹿 ルーラーシップ）���未出走�１勝�７勝
ラストヘビー（17牡鹿 アドマイヤムーン）�３勝

２代母 オギブルービーナス（93栗 スーパークリーク）２勝
ブルーショットガン（99牡 サクラバクシンオー）７勝，阪急杯‐Jpn3，函館スプリ

ントＳ‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐L ３着（２回），札幌日刊スポーツ杯
‐OP ２着，六甲アイランドＳ，etc.

ブルーデリンジャー（01牡 ＊エルコンドルパサー）�４勝
ブルーラヴグラス（02牝 ＊グラスワンダー）�３勝
ブルーゲッタウェイ（03牡 ＊クロフネ）�１勝�
ショットバー（05牡 サクラバクシンオー）�３勝
スリーバリアント（08牡 サクラバクシンオー）�14 勝��
ブルーキューピット（10牡 ネオユニヴァース）�１勝

３代母 オギトゥインクル（88鹿 ＊サイドチヤペル）１勝
リアルノーマジーン（95牝 ＊カコイーシーズ）４勝，内房特別，村上特別，浄土平特別
イイデトゥインクル（98牝 ＊オジジアン）出走

エフケーアスコット（06牝 ＊プリサイスエンド）��１勝�３勝，兵庫クイーン
Ｃ２着

ミラクルフラワー（12牝 ＊プリサイスエンド）�３勝	10 勝��，フェアリーＣ
（２回），トウケイニセイ記念，一條記念みちのく大賞典，etc.

グロリアスシーン（01牝 ＊キンググローリアス）��２勝
バトルファイター（07牡 トーシンブリザード）��７勝
10 勝，東京スプリン

グ盃２着，船橋記念２着
アキノモーグル（08牡 ＊プリサイスエンド）３勝，陽春Ｓ２着，八海山特別３着

ワタリルーブル（10牝 ＊プリサイスエンド）	２勝��，ビギナーズＣ，プリンセス
Ｃ２着，知床賞２着

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

1300 アフィニティ２０２０ �・栗 ３／１２
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellゼンノロブロイ

＊
＊マイニング

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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモアフィニティ スーパークリーク

��
��
�オギブルービーナス鹿 2006 オギトゥインクル

＊マイリー 7e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アリスマイン（09栗 タニノギムレット）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
クィーンアリス（14牝栗 ディープブリランテ）�２勝�１勝
ワイズワン（15牡鹿 キングカメハメハ）２勝
エスジーリカチャン（18牝黒鹿 ジャスタウェイ）出走，�地方未出走
ベアクッキー（19牝鹿 リオンディーズ）�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
レースドール（04牝 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

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

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

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

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

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

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝
サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，シンザン記

念‐Jpn3，etc.，�１勝��入着	，佐賀記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： 富沢萩沢俊雄牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2182
生 産 牧 場： 萩澤 俊雄
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

1301 アリスマイン２０２０ �・芦 ５／ ６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルアリスマイン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2009 ＊フェアリードール

9f
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 アルテシア（02栗 ＊サンデーサイレンス）２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－５（28）〕
ベリアル（08牡栗 タニノギムレット）１勝，湯沢特別（芝 1200）２着
クシャトリア（09牝青 ＊ワイルドラッシュ）�15 勝�４勝
ポッドローザ（10牝黒鹿 ＊ホワイトマズル）入着，��３勝�
ランドオブマヤ（11牝芦 ＊チチカステナンゴ）�１勝�入着６回
ミュゼダルタニアン（12牡栗 ＊ハービンジャー）２勝，長良川特別（芝 2200）２着，

水仙賞（芝 2200）３着
ラインセイラ（13牝栗 ＊フレンチデピュティ）２勝
ロイヤルアイザック（14牡栗 ＊ハービンジャー）���３勝
パルティーレ（15牝栗 ローエングリン）�２勝
ヴィアッジョ（18牡栗 ＊ノヴェリスト）��入着３回

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
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

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，ロ
イヤルメアズ賞‐G3，バグッタ賞‐G3，P. Seregno‐L，P. Pietro Bessero
‐L，Criterium Nazionale‐L，etc.
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.
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： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1302 アルテシア２０２０ �・黒鹿 ４／２５

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellアルテシア
＊ Indian Ridge

��
��
�バルドネキア栗 2002 Rosa de Caerleon

20c
Halo M3×S5

価格： 購買者：



母 アラモアナワヒネ（13栗 ＊グラスワンダー）１勝，くるみ賞（芝 1400）３着
初仔

２代母 プリティタヤス（03栗 マーベラスサンデー）３勝，鳥羽特別２着
ワイレアワヒネ（11牝 ＊タイキシャトル）１勝，巌流島特別３着
ラウレアワヒネ（12牝 ＊グラスワンダー）�３勝
ラニカイサンデー（14牡 ジャングルポケット）２勝，喜多方特別
アリイタヤス（15牡 ＊ベーカバド）入着２回，�３勝
プリティフラッシュ（17牝 エイシンフラッシュ）�１勝

３代母 ＊ライトシップ（83 USA栗 Majestic Light）不出走

４代母 ナヴサップNavsup（66 USA鹿 Tatan）USA入着５回
［子］ ＊ポリッシュネイビー（84牡 Danzig）USA７勝，米シャンペインＳ‐G1，

ウッドワードＳ‐G1，カウディンＳ‐G1，etc.，種牡馬
ジャッジアドヴォケイト Judge Advocate（75 牡 Reviewer）USA４勝，
ディスカヴァリーＨ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ チャーツ Charts（87� Mari's Book）USA12 勝，Golden Gate Fields B
reeders' Cup H‐L，SanMatean H，C.H.B.P.A. Dinner H‐R，etc.

［曾孫］ メイショウバンバン（97牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，野麦峠特別
オートアルカディア（01牝 バブルガムフェロー）��４勝�８勝��１勝
�，園田フレンドリーＣ２着

５代母 ブサンダ Busanda（47 USA青 War Admiral）USA10 勝，サバーバンＨ，
アラバマＳ，トップフライトＨ，ニューキャッスルＨ，ダイアナＨ，etc.
［子］ バックパサー Buckpasser（63 牡 Tom Fool）USA25 勝，トラヴァーズＳ，

ジョッキークラブゴールドＣ，メトロポリタンＨ，etc.，種牡馬
ビューパーズ Bupers（61 牡 Double Jay）USA７勝，米フュチュリティ
Ｓ，ハイビスカスＳ，米シャンペインＳ３着，etc.，種牡馬

ビューロクラシー Bureaucracy（54� Polynesian）USA11 勝，ドゥワイ
アＨ，Providence S，National Stallion S，etc.

販売申込者・所有者： 対馬 正＝新冠町若園 �0146-49-5477
生 産 牧 場： 対馬 正
飼 養 者： 対馬 正＝新冠町若園 �0146-49-5477

1303 アラモアナワヒネ２０２０ �・栗 ３／２１

＊

＊
＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraアラモアナワヒネ マーベラスサンデー

��
��
�プリティタヤス栗 2013 ＊ライトシップ

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アドマイヤスペース（04芦 アドマイヤコジーン）４勝，ＨＴＢ杯（芝 2000），壇之
浦特別（芝 2000），元町Ｓ（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ミスズメサイア（12牝鹿 メイショウサムソン）�７勝
トーホウウノ（14牝鹿 ＊ハービンジャー）��１勝�５勝�入着
スズカジャスト（17牡鹿 ジャスタウェイ）��１勝

２代母 アドマイヤキセキ（98鹿 ＊トニービン）不出走
アドマイヤソーラー（05牡 ＊デザートキング）入着，�３勝
アドマイヤワンダ（06牡 アドマイヤコジーン）１勝，��１勝�
アドマイヤチャーム（07牝 キングヘイロー）出走

メガホワイティ（13牝 キャプテントゥーレ）�８勝，新緑賞２着，梅桜賞３着，
ライデンリーダー記念３着

キタサンヴィクター（15牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，昇仙峡特別２着，松
戸特別３着

アドマイヤフライト（09牡 マンハッタンカフェ）５勝，日経新春杯‐G2 ２着，日経
新春杯‐G2 ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，オリオンＳ，御堂筋Ｓ，etc.

３代母 オトメゴコロ（90栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）４勝，室蘭特別
シュガーハート（05牝 サクラバクシンオー）不出走

ショウナンバッハ（11牡 ステイゴールド）４勝，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，中日新聞
杯‐G3 ２着，新潟記念‐G3 ３着，etc.，	２勝，種牡馬

キタサンブラック（12牡 ブラックタイド）12勝，大阪杯‐G1，ジャパンＣ‐G1，
有馬記念‐G1，etc.，年代表（2回），優古牡（2回），種牡馬

エブリワンブラック（17牡 ブラックタイド）�３勝，鷹取特別，臥牛山特別３着

４代母 ＊テイズリー（81 USA鹿 Lyphard）FR４勝
［子］ シーズティジー Cee's Tizzy（87 牡 Relaunch）USA３勝，スーパーダー

ビー‐G1 ３着，種牡馬
オトメノイノリ（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フェアリーＳ‐Jpn3
３着，オークス‐Jpn1 ４着，アイビーＳ‐OP，etc.

［孫］ ピストワリー Pistoiry（96 牡 Pistolet Bleu）ITY31 勝，P. Roma Vecchi
a‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

1304 アドマイヤスペース２０２０ �・芦 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディアドマイヤスペース ＊トニービン

��
��
�アドマイヤキセキ芦 2004 オトメゴコロ

＊テイズリー 9g
Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィヴァマリアンヌ（15栗 ＊ヘニーヒューズ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
マオノソプデト（19牝鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 シングフォアジョイ（03栗 ＊グラスワンダー）入着３回
トップフライアー（09牡 ＊スタチューオブリバティ）４勝，伊良湖特別，�８勝，東

海桜花賞３着
メイショウメブキ（12牝 メイショウサムソン）�１勝�４勝�入着３回��
メイショウフレイヤ（13牝 メイショウボーラー）１勝，�４勝�入着
メイショウギガース（14牡 メイショウボーラー）�５勝，越後Ｓ，天王寺特別２着，

桶狭間Ｓ３着
メイショウアレス（17牡 ＊パイロ）��２勝

３代母 ＊シルバージョイ（93 CAN栗 Silver Deputy）USA４勝，Muskoka S‐R
２着，Classy'N Smart S‐R ３着
アジアンリゾート（99牝 Capote）出走

ハイパーフォルテ（07牡 ＊クロフネ）�10 勝���，兵庫ダービー，楠賞，園田
ジュニアＣ２着，etc.

カツゲキドラマ（10牝 ＊クロフネ）�５勝�１勝��，プリンセス特別，園田プ
リンセスＣ

バリーバーン（01牝 ＊エンドスウィープ）３勝，津軽海峡特別２着，オホーツクＨ３
着，噴火湾特別３着
ブラックカード（14牡 ゼンノロブロイ）２勝，大倉山特別２着，ニセコ特別３

着，渥美特別３着，��入着２回
オウケンブルースリ（05牡 ジャングルポケット）５勝，菊花賞‐Jpn1，京都大賞典

‐G2，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ネオシーサー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，尾頭橋特別２着，��１勝�１勝
トーセンルクリア（08牝 ダンスインザダーク）入着３回

トーセンオパール（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，すずらん賞‐OP
３着，��５勝

コスモジョイジョイ（12牡 ジャングルポケット）入着，��18 勝，すずらん賞２着，
青藍賞３着

販売申込者・所有者： 中脇 一幸＝様似町岡田 �0146-36-4667
生 産 牧 場： 中脇 一幸
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1305 ヴィヴァマリアンヌ２０２０ �・鹿 ４／ ５
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerヴィヴァマリアンヌ ＊グラスワンダー

��
��
�シングフォアジョイ栗 2015 ＊シルバージョイ

13c
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 メモリーフェイス（14鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
初仔

２代母 ＊シルカズギフト（01 GB鹿 Cadeaux Genereux）GB３勝，ネルグウィンＳ
‐G3，Albany S‐L

＊メモリーサフィニア（06牝 ＊ロックオブジブラルタル）�２勝
メモリービジュアル（08牝 サクラバクシンオー）出走

メモリーミラクル（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�５勝，東海クイーンＣ，スプ
リングＣ，中京ペガスターＣ２着，ライデンリーダー記念２着，新春ペガ
サスＣ３着

メモリーロワジール（10牝 アグネスタキオン）入着
メモリーメソッド（15牡 ＊フレンチデピュティ）�４勝，中京ペガスターＣ３着

メモリーバッカス（11� ネオユニヴァース）�４勝
メモリーマニフィカ（13牝 マンハッタンカフェ）�２勝

３代母 オデットOdette（95 GB鹿 Pursuit of Love）GB２勝
レジスタンスヒロインResistance Heroine（02 牝 Dr Fong）GB入着２回

ノーズダイヴNosedive（07� Observatory）GB・FR２勝，Redcar Two‐
Year‐Old Trophy‐L ３着

ヴィオレット Violette（03 牝 Observatory）GB・FR・IRE・GER４勝，ファース
オヴクライドＳ‐G3，ロックフェルＳ‐G2 ２着，Redcar Two‐Year‐Old T
rophy‐L ２着，etc.

セシリーCecily（06 牝 Oasis Dream）GB２勝
レッドバルーンズ Red Balloons（16 牝 Kyllachy）�GB２勝，ヨークサマー

Ｓ‐G3 ３着
ヴァージニアホール Virginia Hall（07 牝 Medicean）GB・FR・GER３勝，Coral Di

staff S‐L，カルヴァドス賞‐G3 ２着，Criterium du Bequet‐L ２着
マリーオヴリヨンMarie of Lyon（14牝 Royal Applause）GB・IRE３勝，

Boadicea S‐L ２着，Queen Charlotte S‐L ３着，Empress S‐L
３着

スパイゲート Spygate（17 牡 Brazen Beau）�GB・ITY１勝，P. Botticelli
‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1306 メモリーフェイス２０２０ 牡・黒鹿 ２／１５

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudメモリーフェイス
＊ Cadeaux Genereux

��
��
�シルカズギフト鹿 2014 Odette

6e
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ラインキャメロン（09黒鹿 キングカメハメハ）１勝，��１勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アオイベクター（17牝青鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��入着
スティールノーヴァ（19牝青鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝

２代母 オートサンデー（95栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
アルファグリン（01牝 ＊エルコンドルパサー）��１勝���
バトルエアーカット（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，�１勝�
シゲルユウボウカブ（03牝 ＊グラスワンダー）１勝
ラインストーム（04牡 ＊クロフネ）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，皆生特別２着，

青梅特別３着
ラインウインド（05牡 ＊メイショウドトウ）入着２回，��２勝
ラインレグルス（08牡 ＊クロフネ）３勝，障害１勝
ダイメイクイーン（10牝 ＊シンボリクリスエス）出走

トップレベル（17牝 フリオーソ）�	３勝��，九州ダービー栄城賞，佐賀皐
月賞２着，ル・プランタン賞２着，花吹雪賞２着，カペラ賞３着，etc.

クラウンデピュティ（11牡 ＊クロフネ）１勝，障害１勝
ナイスガイラバー（13
 キングカメハメハ）���８勝�

３代母 ヤマヒサエオリア（88黒鹿 スズカコバン）３勝，スイートピーＳ‐OP，ＵＨＢ
杯‐OP ２着
マチカネスサノオ（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，吹田特別２着，障害１勝，�１勝

�入着
アサヒミネルバ（97牡 フジキセキ）�３勝��１勝�６勝�３勝，二十四万石賞，

中京盃，駿蹄賞３着，etc.

４代母 トツプメイジⅡ（79栗 トウシヨウボーイ）�入着５回
［子］ ディープグローリー（86牡 ＊デイープダイバー）７勝，栗東Ｓ‐OP，仁川

Ｓ‐OP ３着，銀嶺Ｓ‐OP ３着，etc.
フミヒサ（87牡 ＊ペール）入着４回，内外タイムス杯２着，師走Ｓ２着，etc.，
��６勝，青雲賞３着，etc.

［孫］ タマノハルカ（03牝 エイシンサンディ）	１勝��，花吹雪賞３着

販売申込者・所有者： 高橋 陵＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2056
生 産 牧 場： 高橋 修
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1307 ラインキャメロン２０２０ �・鹿 ３／１４

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスラインキャメロン ＊サンデーサイレンス

��
��
�オートサンデー黒鹿 2009 ヤマヒサエオリア

＊エナモールド 2h
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドアモーレ（10鹿 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ネイチャーアモーレ（17牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）��１勝�入着２回��
キミノナハ（18牝黒鹿 ローエングリン）���入着４回
ダンツクルーガー（19牡栗 ＊クロフネ）�未出走

２代母 ＊グレースアンドグローリー（93 GB黒鹿 Sadler's Wells）不出走
＊グレイトサンライズ（98牝 Caerleon）１勝

レッドディザイア（06牝 マンハッタンカフェ）３勝，秋華賞‐G1，オークス
‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ２着，ジャパンＣ‐G1 ３着，etc.，USA・
UAE１勝，アルマクトゥームチャレンジＲ３‐G2，etc.

キミノナハセンター（11� ディープインパクト）３勝，ＴＶ山梨杯，丹波特別
２着，八ヶ岳特別２着，昇仙峡特別３着

オースミマコ（05牝 ＊フレンチデピュティ）２勝
アセント（08� ＊ロージズインメイ）１勝

３代母 グレイスノートGrace Note（82 FR黒鹿 Top Ville）GB１勝，リングフィ
ールドオークストライアルＳ‐G3 ２着
ベルメス Belmez（87牡 El Gran Senor）GB・FR・IRE５勝，Ｋジョージ六世＆Ｑ

エリザベスＳ‐G1，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，チェスターヴァーズ
‐G3，etc.，種牡馬

ダウランドDowland（88牡 Sovereign Dancer）GB・IRE５勝，Ulster Harp De
rby‐L，ベレスフォードＳ‐G2 ３着，Ballycullen S‐L ３着，etc.，種牡馬

オペラコミックOpera Comique（01牝 Singspiel）GB・IRE１勝，愛パークＳ
‐G3 ３着
ドゥビュッシーDebussy（06 牡 Diesis）GB・FR・USA・UAE６勝，アーリント

ンミリオンＳ‐G1，ウジェーヌアダム賞‐G2，ハクスリーＳ‐G3，etc.，種牡馬
エンターテインメント Entertainment（12 牝 Halling）GB・FR１勝，Chesh

ire Oaks‐L ２着
＊ラフアラウド（13牝 Dubawi）GB４勝，プリンセスエリザベスＳ‐G3，Con

queror S‐L，Rosemary S‐L

販売申込者・所有者： 竹中牧場＝新冠町美宇 �0146-47-5331
生 産 牧 場： 竹中牧場
飼 養 者： ㈲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

1308 レッドアモーレ２０２０ 牡・栗 ５／ ４
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケレッドアモーレ
＊ Sadler's Wells

��
��
�グレースアンドグローリー鹿 2010 Grace Note

16b
Hail to Reason S4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5 Nashua S5×S5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 アンチャン（13青鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ソルティエラ（18牝青鹿 エピファネイア）�入着２回
ロードマーサ（19牡青鹿 ロードカナロア）�出走

２代母 ＊アンナモンダ（02 GER栗 Monsun）GB・FR・GER・ITY４勝，ヴィットリ
オディカプア賞‐G1，ヘンケルレネン‐G2，オイロパマイレ大賞‐G2

＊リリエンタール（07牡 Montjeu）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，むらさき賞，日高
特別，水仙賞，ポプラＳ３着，etc.，FR２勝

アンナドンナ（08牝 Galileo）１勝
モントリヒト（09牡 アグネスタキオン）３勝
アンナミルト（11牝 マンハッタンカフェ）５勝，佐世保Ｓ，岩室温泉特別
ステイウィズアンナ（14牝 ステイゴールド）１勝

３代母 アナオヴキエフAnna of Kiev（90 GB栗 Salse）FR出走

４代母 アナマトルーシュカAnna Matrushka（84 GB栗 Mill Reef）不出走
［子］ アナーバ Annaba（93牝 In TheWings）GB・FR・ITY３勝，コンセイ

ユドパリ賞‐G2，ロワイヤリュー賞‐G2，英ナッソーＳ‐G2 ３着
ポサリカ Pozarica（95 牡 RainbowQuest）GB・FR・UAE・SAU５勝，
ユベールドショードネイ賞‐G2，ベルトゥー賞‐G3，Coupe des
Trois Ans‐L，etc.，種牡馬

［孫］ ヘルメット Helmet（08 牡 Exceed And Excel）GB・AUS・UAE６勝，
ＡＴＣサイアーズプロデュースＳ‐G1，ＡＴＣシャンペインＳ‐G1，
ＭＲＣコールフィールドギニーズ‐G1，etc.，種牡馬

エポレット Epaulette（09 牡 ＊コマンズ）AUS５勝，ＢＲＣドゥームベン
１０，０００Ｓ‐G1，ＡＴＣゴールデンローズＳ‐G1，コールフィールド
ギニーズプレリュード‐G3，etc.，種牡馬

パールズ Pearls（12 牝 Exceed And Excel）AUS３勝，ＡＴＣティーロ
ーズＳ‐G2，ＡＴＣトーイショークオリティ‐G3，ＭＲＣトリスター
クＳ‐G2 ３着，etc.

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

1309 アンチャン２０２０ �・青鹿 ２／２１
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルアンチャン
＊ Monsun

��
��
�アンナモンダ青鹿 2013 Anna of Kiev

7f
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 アルボランシー（08栗 ＊ロックオブジブラルタル）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ローブドール（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）入着２回，�３勝
ネルハ（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）入着，���未出走�入着
レイデルマール（18�栗 ＊ヘニーヒューズ）�地方未出走

２代母 フィーユドゥレーヴ（01栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，
フィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ローレルベオウルフ（07牡 キングカメハメハ）�８勝
オソレイユ（09牡 キングカメハメハ）３勝

３代母 ランフォザドリーム（94鹿 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マー
メイドＳ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，京都
牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇賞

（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，�９勝

４代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.

５代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，��	出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
ニホンピロハーレー（96牡 ＊セレスティアルストーム）６勝，オーシャン
Ｓ‐L ２着，クリスマスＣ，伏見特別，etc.

［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝	１勝
入
着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高瀬牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2785
生 産 牧 場： ㈲高瀬牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1310 アルボランシー２０２０ �・鹿 ５／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomアルボランシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�フィーユドゥレーヴ栗 2008 ランフォザドリーム

＊チツプトツプ 4m
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アプリコットチャン（16栗 ＊フレンチデピュティ）�出走
初仔

２代母 レモンチャン（10栗 デュランダル）４勝，ツインターボＣ，稲妻特別
コスモリモーネ（17牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，すずらん賞‐OP ３着，��未出走

��出走

３代母 コールミースーン（95鹿 ＊リファーズウィッシュ）３勝
ハーレムスウィング（06牝 マンハッタンカフェ）１勝，��３勝

シンデン（14牡 ＊コンデュイット）１勝
アサクサマリンバ（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，山藤賞２着，障害１勝
トーセンターボ（08牡 サクラバクシンオー）１勝，��１勝
トーセンコールミー（09牡 シックスセンス）�２勝
カムヒア（12牝 スウィフトカレント）�９勝
ファイナルコール（13� メイショウボーラー）１勝，��入着４回��１勝�２勝
コールオンミー（14牝 デュランダル）�	９勝

４代母 コールミーネイム（89鹿 ＊アレミロード）３勝
［子］ コールミーラヴ（96牝 ＊ゴールデンフェザント）３勝，赤穂特別，丹波特

別２着，湘南Ｓ３着，etc.
ボイスオブリーズン（99牡 バブルガムフェロー）３勝，ニセコ特別，礼文
特別３着

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

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

５代母 ＊ミステイコール（79 USA栗 What a Pleasure）USA１勝
［孫］ マイネルブーバリス（03牡 ＊チーフベアハート）１勝，ひめさゆり賞３着
［曾孫］ タテヤマ（14牡 ＊パイロ）６勝，天王山Ｓ‐OP，室町Ｓ‐OP ２着，西陣Ｓ，etc.，

���出走
出走
マンテンハット（02牝 トウカイテイオー）３勝，壬生特別，九重特別，ス
トークＳ２着，etc.

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
飼 養 者： ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ＝浦河町西幌別 �080-1516-4877

1311 アプリコットチャン２０２０ �・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandアプリコットチャン デュランダル

��
��
�レモンチャン栗 2016 コールミースーン

＊ミステイコール 5j
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィーヴァテキーラ（13黒鹿 ＊タイキシャトル）入着，タイランドＣ（芝 1200）３
着，��２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ゼラニウム（04鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
イキイキシンサク（10牡 ＊アルカセット）�５勝
エネルリリー（12牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝��２勝

３代母 ＊フォーシングビッド（91 USA鹿 Irish Open）USA３勝，ブシャーＳ‐G3，
National Jockey Club Oaks‐L，ジョンＡモリスＨ‐G1 ２着，ゴーフォーワン
ドＳ‐G1 ２着，Michigan H‐L ３着
メイジノジョケツ（99牝 Silver Hawk）１勝

メイショウゲンスイ（04牡 フサイチコンコルド）４勝，甲斐路特別，初日の出
Ｓ２着，甲斐路特別２着，etc.

ムーンテンダー（07牡 ネオユニヴァース）１勝，はこべら賞３着，��１勝�
２勝���

シャイニングピアス（01牝 ＊ブライアンズタイム）３勝
スギノエンデバー（08牡 サクラバクシンオー）６勝，北九州記念‐G3，ファル

コンＳ‐G3 ２着，春雷Ｓ‐L ２着，etc.
ワールドダンス（11牡 ダンスインザダーク）２勝，初茜賞３着
スギノグローアップ（13牡 マンハッタンカフェ）入着２回，	��７勝�１勝

�入着３回��，東京記念３着，北國王冠，イヌワシ賞２着
ブライアンズビット（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ゴールドブライアン（08牡 ステイゴールド）３勝，姫川特別，菅名岳特別，名
古屋日刊スポーツ杯２着，etc.

ヒカルマンテンボシ（05牡 ダンスインザダーク）２勝，南武特別２着，佐渡特別２
着，春日山特別２着，etc.，�７勝�

４代母 クイックオナーズQuick Honors（81 USA栗 To the Quick）USA１勝
［孫］ ミルキレイツMil Kilates（93 牝 Gold Alert）USA・PAN11勝，ピムリ

コディスタフＨ‐G3，アフェクショネトリーＨ‐G3，Turnback the
Alarm H‐L，etc.

販売申込者・所有者： 武牧場 武 栄子＝新ひだか町静内田原 �0146-42-1587
生 産 牧 場： 武牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1312 ヴィーヴァテキーラ２０２０ �・栗 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンヴィーヴァテキーラ ＊フォーティナイナー

��
��
�ゼラニウム黒鹿 2013 ＊フォーシングビッド

9f
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ルナーコロナ（07青 ネオユニヴァース）入着２回，�４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ディープサミット（14牡栗 ＊カジノドライヴ）�５勝�入着 11回�
ブラウンマカン（16�黒鹿 ルーラーシップ）��出走�２勝�１勝�	
キゾク（18牡栗 ＊マクフィ）�１勝
キタノラズベリ（19牝栃栗 ＊マクフィ）�未出走

２代母 オリーブクラウン（97栗 ＊ドクターデヴィアス）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，
フラワーＣ‐Jpn3 ２着，府中Ｓ
ブラックオリーブ（04牡 スペシャルウィーク）３勝，蓬莱峡特別，白梅賞，隅田川

特別３着，春日特別３着，昇仙峡特別３着，etc.
プルシアンオリーブ（06牡 マンハッタンカフェ）２勝，長良川特別，高湯温泉特別

２着，若戸特別２着
オリーブジュエル（09牝 ディープインパクト）１勝
サタンズクラウン（11牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
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.
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.
パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ
‐G3，キーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，etc.，種牡馬

アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ
‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，�	出走

ステレオタイプ（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回，�２勝
ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1，etc.，優２牡，種牡馬

フレンチウォリアー（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，
１勝�	入着３回，
北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，サンライズＣ３着

アグネスミネルバ（94牝 ＊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

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1313 ルナーコロナ２０２０ 牡・鹿 ５／ ７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスルナーコロナ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�オリーブクラウン青 2007 ＊ベリアーニ

8k
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アースソング（08鹿 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（９）〕
テラフォーマー（14牡鹿 ＊キングズベスト）��４勝��
ハウリング（15牝栗 ＊ハードスパン）１勝
サステイナビリティ（16�鹿 ＊キングズベスト）��５勝�
エスニックソング（17牝黒鹿 ＊パイロ）１勝

２代母 ＊ワールドミュージック（02 USA鹿 Dixieland Band）GB・UAE入着
ワールドホーリング（07牡 Halling）入着，�２勝�４勝�１勝
サークルオブライフ（10牡 ジャングルポケット）入着２回，�１勝�１勝	１勝

３代母 ヘッドラインHeadline（93 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
ジルバブ Jilbab（99牝 A.P. Indy）USA３勝，ＣＣＡオークス‐G1，コティリオン

Ｈ‐G2 ３着
＊アバヤ（04牝 Storm Cat）不出走

アブラ Abra（08� Elusive Quality）USA９勝，Gravesend H３着
カフタンCaftan（07牝 Awesome Again）USA入着３回

＊オーサムボス（14牝 Street Boss）USA１勝，ブルボネットオークス‐G3 ２着
エインシェントワールド AncientWorld（00� ＊スピニングワールド）GB・FR・I

TY・HKG５勝，ヴィットリオディカプア賞‐G1，ウィンターヒルＳ‐G3，ジ
ョーエルＳ‐G3 ２着，etc.

ニュースリールNewsreel（06 牝 A.P. Indy）USA１勝
メールショットMailshot（14 牡 ＊ハードスパン）�GB・UAE・TUR７勝，

National Day Cup‐L ３着

４代母 プライスレスフェイムPriceless Fame（75 USA黒鹿 Irish Castle）USA２勝
［子］ サラトガシックス Saratoga Six（82 牡 Alydar）USA４勝，デルマーフュ

チュリティ‐G1，ハリウッドジュヴェナイルＣｈ．‐G2，バルボアＳ
‐G3，種牡馬

ダンビースDunbeath（80牡 Grey Dawn）GB・USA４勝，英フュチュ
リティＳ‐G1，ロイヤルロッジＳ‐G2，セントジェイムズパレスＳ
‐G2 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 土田 和男＝新ひだか町三石歌笛 �090-1524-5032
生 産 牧 場： 土田 和男
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1314 アースソング２０２０ �・黒鹿 ３／１２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアースソング
＊ Dixieland Band

��
��
�ワールドミュージック鹿 2008 Headline

9f
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊アグネスカルミア（04 USA鹿 ＊ケイムホーム）３勝，芍薬賞（Ｄ1400），���１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－５（12）〕
アグネスチャンス（10牝黒鹿 アグネスタキオン）入着２回，芍薬賞（Ｄ1400）３着，

��２勝�１勝����
アグネスドリーム（11牡黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，京都２歳Ｓ‐LR（芝 2000）

２着，精進湖特別（芝 2000）２着，��１勝
アグネスカミング（13牡鹿 ディープインパクト）�４勝
エスシーハンコック（15牝栗 ダイワメジャー）１勝，��１勝	�１勝
ドミノパス（16牝黒鹿 ＊キングズベスト）�２勝�入着２回
ピナ（18牝鹿 キズナ）
１勝

２代母 モーニングスターMorning Star（96 CAN黒鹿 Shotiche）USA２勝，Pas
sing Mood S‐R ２着，La Prevoyante S‐R ２着，Victorian Queen S‐R
３着
ダンスレッスンDance Lesson（05牝 Cape Town）USA４勝
ハドソンランディング Hudson Landing（07� Maria's Mon）USA12 勝，オール

アメリカンＳ‐G3，サンフランシスコマイルＳ‐G3，Mt. Rainier H，Al
catraz S，オールアメリカンＳ‐G3 ２着，etc.

３代母 リトルスターヴィッキー Little Star Vicky（88 CAN黒鹿 Bold Ruckus）U
SA２勝
クレヴァーリスポンス Clever Response（95� Clever Trick）USA５勝，ニアー

クティックＨ‐G2，ローレルダッシュ‐G3 ２着，Geri S‐L ３着
スターボー Starbeau（98牡 Barbeau）USA２勝，Bunty Lawless S‐R
スターフリッカー Star Flicker（99 牝 Woodman）USA出走

シンフォニー Symphony（08牝 Eagle Eyed）TUR11 勝，Zuhtu Erisen S
‐L，Disi Tay Deneme One Thousand Guineas‐L ３着

パーフェクトウォリアー PerfectWarrior（10 牡 Perfect Storm）TUR12 勝，
Marmara S‐L，AdnanMenderes S‐L，Basbakanlik S‐L，etc.

スターストラックヴィッキー Starstruck Vicky（04牝 Langfuhr）CAN出走
ボリータボーイズ Bolita Boyz（11� Act of Duty）
USA10 勝，Calder U

nbridled S，Gulfstream Park Juvenile Sprint S‐R

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1315 アグネスカルミア２０２０ 牡・鹿 ５／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayアグネスカルミア モーニングスター Shotiche

��
��
�Morning Star鹿USA 2004 Little Star Vicky

3g
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 アデュラリア（06芦 ＊クロフネ）４勝，與杼特別（Ｄ1400）２着，京都オータムプ
レミアム（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
アデュラレッセンス（14牡栗 ディープブリランテ）�１勝
チャンダナ（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��入着
ネーロルチェンテ（17牝青鹿 ベルシャザール）��６勝��，ブロッサムＣ
（Ｄ1700），フローラルＣ（Ｄ1600）２着

アイヴォリーアイ（18牝芦 エイシンヒカリ）�入着
チームケミストリー（19牡芦 サトノアラジン）�未出走

２代母 クロッサンドラ（97黒鹿 フジキセキ）５勝，欅Ｓ‐OP ２着，フェアウェルＳ，
韓国馬事会杯，立夏Ｓ２着（２回），ブラッドストーンＳ２着，etc.
ステイドリーム（05牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，岩室温泉特別，三陸特別，鎌倉Ｓ３着
レインボーデイズ（08牝 ジャングルポケット）入着，�２勝�入着２回
ジャスティシア（09牝 キングカメハメハ）２勝
ハーデス（10� ＊シンボリクリスエス）１勝
シャルドン（12牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 シクレノンビオス（84栗 ＊ノーザンテースト）２勝
アサクサゴーフル（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ＳＴＶ賞，高尾特別，種牡馬
アサクサコルベール（93牝 サクラユタカオー）１勝
プレーミオ（03牝 ＊グラスワンダー）出走

アイヅラブリー（11牝 ハイアーゲーム）１勝，�５勝
スマートイマージュ（04牝 マンハッタンカフェ）１勝

４代母 フアーザークイン（73黒鹿 ＊フアーザーズイメージ）３勝，障害２勝
［子］ トライトン（81牡 ダイコーター）６勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，中津川特別，

麦秋特別，etc.
マサノダンデイ（80牝 ＊ダンデイルート）２勝，山藤賞，障害１勝

５代母 ＊キルグレイ（62 IRE 鹿 French Beige）GB１勝
［子］ ミヤギノチドリ（72牝 ＊ダラノーア）４勝，猪苗代特別

販売申込者・所有者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230
生 産 牧 場： ㈲ナカノファーム
飼 養 者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230

1316 アデュラリア２０２０ �・黒鹿 ３／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアデュラリア フジキセキ

��
��
�クロッサンドラ芦 2006 シクレノンビオス

＊キルグレイ 19
サンデーサイレンス S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラベッシー（07鹿 サクラプレジデント）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（11）〕
サクラヘラクレス（15牡鹿 サクラゼウス）��６勝�３勝��２勝
ブレイブゼウス（19牡黒鹿 サクラゼウス）��入着２回

２代母 サクラブルース（96鹿 Cure the Blues）１勝
サクラグッドラック（01牡 サクラバクシンオー）５勝，知多特別，ＴＵＦ杯２着
サクラゴスペル（08牡 サクラプレジデント）９勝，京王杯スプリングＣ‐G2，オー

シャンＳ‐G3（２回），スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮記念‐G1 ４着，安
田記念‐G1 ５着，etc.，�１勝�入着

サクラジュレップ（10牝 サクラプレジデント）出走
カイザーメランジェ（15牡 サクラオリオン）�４勝，函館スプリントＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L ３着，サンライズＳ，ＨＢＣ賞，黄梅賞，etc.，�１勝
サクラベルカント（12牡 サクラゼウス）１勝
サージュ（16牡 サクラプレジデント）��１勝�１勝��入着 11回，東京湾Ｃ３着

３代母 ＊スループリンセス（84 USA鹿 Seattle Slew）USA２勝
スルージンフィズ Slew Gin Fizz（91 牡 Relaunch）USA４勝，シェリダンＳ‐G3，

ホープフルＳ‐G1 ２着，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
アイガットリズム Igotrhythm（92牝 Dixieland Band）USA８勝，エイグリームＨ

‐G2，ラスフローレスＨ‐G3，Soviet Problem Breeders' Cup H‐L，etc.
ネイティヴリズムNative Rhythm（98牡 Woodman）USA７勝，Bertram

F.Bongard S‐R ３着
ゴーンミュージカルGone Musical（99 牝 GoneWest）USA２勝
ジェットセッティング Jet Setting（05 牝 Forestry）USA３勝，Love Is E
ternal S‐R ３着

＊ラングラクィーン（94牝 Relaunch）４勝，潮来特別，青嵐賞，くすのき賞，etc.
ドリームモーテルDreamMotel（95 牝 Relaunch）不出走

チャリミーオンChari Me On（01牝 ＊カリズマティック）不出走
オフサイクルOff Cycle（11 牝 Harborage）USA13 勝，Acadiana S‐R

サクラスマッシュ（97牝 サクラチトセオー）１勝，ミモザ賞３着
スルーペグ Slew Peg（03牝 Fusaichi Pegasus）USA３勝，ターフウェイＢＣＳ

‐G3 ３着

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： �谷岡スタット
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

1317 サクラベッシー２０２０ 牡・黒鹿 ４／ １

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーサクラベッシー Cure the Blues

��
��
�サクラブルース鹿 2007 ＊スループリンセス

13c
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S4×M4 Gold Digger S5×M5
Dr. Fager S5×M5 Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 イケトップクイーン（08鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
デイジーブリランテ（15牝黒鹿 ディープブリランテ）１勝，�１勝
ハヤブサジーニー（17牡鹿 トーセンラー）���１勝�１勝
ロヴィスイート（18牝黒鹿 フェノーメノ）���入着２回

２代母 ＊ディジーハイツ（91 USA鹿 Danzig）FR２勝
マチカネカガフリ（01牡 Spectrum）１勝，知床特別３着

３代母 シーユーアトザトップ See You At the Top（78 USA鹿 Riva Ridge）US
A１勝
ライフアトザトップ Life At the Top（83牝 Seattle Slew）USA９勝，マザーグー

スＳ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ロングルックＨ‐G2，etc.
エリザベスベイ Elizabeth Bay（90牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA７勝，エ

クリプス賞‐G3，Just A Game S‐L，コロネイションＳ‐G1 ２着，etc.
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. du P
oint du Jour‐L，P. de Pontarme‐L，P. Roland de Chambure
‐L，etc.

＊ジンジャーブレッドフィースト（93牝 ＊ハンセル）USA２勝，Susan's Girl S
３着

ライフインシアトル Life in Seattle（98 牝 Unbridled）USA２勝
ラルジャン Largent（16� Into Mischief）�USA６勝，フォートローダ
デイルＳ‐G2，Edward P. Evans S‐R，ペガサスワールドＣターフ招
待Ｓ‐G1 ２着，etc.

ブルーハートップBlew Her Top（93牝 ＊ブラッシングジョン）不出走
＊アラビックソング（99牝 Alhaarth）FR・USA４勝，Osunitas H‐R，ハニ

ムーンＨ‐G2 ２着，サンタアナＨ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

1318 イケトップクイーン２０２０ 牡・鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスイケトップクイーン
＊ Danzig

��
��
�ディジーハイツ鹿 2008 See You At the Top

9f
Nureyev S4×M5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 イッツマイタイム（13鹿 ＊ワイルドラッシュ）��１勝�１勝�入着
本馬の他に産駒あり

２代母 エイブルインレース（06鹿 フジキセキ）入着２回，クイーンＣ‐G3 ３着，ク
ローバー賞‐L ３着，�１勝�２勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ
エックスファクター（11牡 ＊シンボリクリスエス）��８勝
エクストリングラン（12牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��４勝�
イントゥゾーン（14牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝�
ビーエイブルトゥ（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）���１勝
レッツゴーアスク（18牝 ロードカナロア）�入着３回，りんどう賞３着

３代母 ＊フサイチエイブル（96 USA栗 Deputy Minister）USA１勝
サイレントアスク（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ，府中Ｓ３

着，浅草特別３着
リメインサイレント（10牝 ＊ホワイトマズル）５勝，西宮Ｓ，大倉山特別，リボ

ン賞，etc.
エイブルブラッド（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大雪Ｈ３着，もちの木賞３着，

障害２勝

４代母 スタ－ダスク Stardusk（84 USA栗 Stage Door Johnny）USA５勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，クイーンシャーロットＨ‐G3 ４着
［孫］ ゴールドヴェンデッタGold Vendetta（05� Gold Fever）USA６勝，

New York Stallion Cab Calloway S‐R ２着

５代母 ダスクDusk（68 USA鹿 Olden Times）不出走
［子］ ジョニ－ディ－Johnny D.（74 牡 Stage Door Johnny）USA７勝，ワシ

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.
［孫］ アージェントリクエストUrgent Request（90 牡 RainbowQuest）GB

・USA・HKG７勝，サンタアニタＨ‐G1，サンマルコスＨ‐G2，オ
ークトリーＢＣマイル‐G3，etc.，種牡馬

ウインドフィールズ（91牡 ウインザーノツト）４勝，セントライト記念
‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.，���入着４回，浦和記念
‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640
生 産 牧 場： 田中スタッド
飼 養 者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640

1319 イッツマイタイム２０２０ �・鹿 ４／ ５
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkイッツマイタイム フジキセキ

��
��
�エイブルインレース鹿 2013 ＊フサイチエイブル

9
Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ヴェルサイユパーク（11鹿 ＊チチカステナンゴ）�６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
レディオスカル（16牝黒鹿 ゼンノロブロイ）入着，�２勝
ラーラクロリ（17牝鹿 サムライハート）１勝，�１勝�
ラマルセイエーズ（18牝鹿 ストロングリターン）�１勝

２代母 ＊アワーミスレッグス（93 USA黒鹿 Deputy Minister）FR１勝
サクセスビューティ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

菜の花賞‐OP，千両賞３着
サクセスブロッケン（05牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，フェブラリーＳ‐G1，etc.，

��２勝��入着２回，東京大賞典‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，
ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ２着，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ２着，etc.

サクセスウイッチ（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
マカニビスティー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，日経新春杯‐G2 ３着，万葉Ｓ

‐L ２着，天皇賞（春）‐G1 ４着，大沼Ｓ‐OP，etc.，��２勝�入着�，
名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，etc.

ヴェリイブライト（10牡 メジロベイリー）��３勝�６勝�４勝�，ハイセイ
コー記念２着，くろゆり賞，すずらん賞，くろゆり賞２着（２回），不来方
賞２着，etc.

サクセスアルデンテ（01牝 ＊エルコンドルパサー）１勝
サクセスビスケット（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
サクセスヒューゴー（06牡 ネオユニヴァース）４勝，白馬岳特別３着
サクセスアイニー（07牝 ジャングルポケット）��７勝

サクセスエナジー（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�７勝，�１勝��２勝�１勝
	１勝，さきたま杯‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ
‐Jpn3，黒船賞‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3，etc.

テイエムナデシコ（10牝 ゼンノロブロイ）１勝

３代母 コロニアルウォーターズ Colonial Waters（85 USA黒鹿 Pleasant Colony）
USA６勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，レイディーズＨ‐G2，ジョニーウォーカーク
ラシック‐G2，Florida Oaks‐L，Lady's Secret S，etc.
パナマカナル Panama Canal（94 牝 Gulch）USA４勝，ネクストムーヴＨ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲タニグチ牧場＝新冠町高江 �0146-47-3088
生 産 牧 場： ㈲タニグチ牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

1320 ヴェルサイユパーク２０２０ 牡・栗 ３／２８
＊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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラヴェルサイユパーク
＊ Deputy Minister

��
��
�アワーミスレッグス鹿 2011 Colonial Waters

4r
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ウッドシップ（08鹿 ＊クロフネ）４勝，紅梅Ｓ‐OP（芝 1400）３着，両国特別
（Ｄ1200）２着，茨城新聞杯（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
ツインシップ（17牡芦 ゴールドシップ）�１勝
メガゴールド（18牡芦 ゴールドシップ）�１勝

２代母 ＊ブライドウッド（93 USA黒鹿 Danzig）不出走
マイネルストライク（99牡 Smart Strike）１勝，��４勝�３勝��
ファイトスター（03牡 ＊タバスコキャット）１勝
インパルション（09� デュランダル）２勝
ハッピーセーラー（11牝 ダンスインザダーク）１勝
キタノオドリコ（16牝 エスポワールシチー）３勝，ブラッドストーンＳ３着

３代母 ブレイズウィック Braiswick（86 GB鹿 King of Spain）GB・IRE・USA５
勝，ＥＰテイラーＳ‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，ローズオヴランカスターＳ
‐G3，Cheshire Oaks‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ３着

＊プリックウイロー（92牝 Nureyev）GB・UAE１勝
ウィルフルWilful（00 牡 Bering）GB・IRE・UAE１勝，愛フュチュリティＳ

‐G2 ３着，Newmarket S‐L ２着
オータムウェルス AutumnWealth（01 牝 Cadeaux Genereux）GB・FR３

勝，Pinnacle S‐L，Lady Godiva Fillies S‐L ２着，Gillies Fillie
s' S‐L ３着

プレセデンスPrecedence（96牝 Polish Precedent）IRE 入着５回
ウィングマンWingman（02� In TheWings）GB・FR１勝，コンデ賞‐G3

３着，GB障害３勝
イックリンガム Icklingham（00� Sadler's Wells）GB・IRE４勝，Vintage Cro

p S‐L，Vintage Crop S‐L ３着

４代母 ラフィングガ－ル Laughing Girl（73 GB鹿 Sassafras）GB１勝，Galtres
S‐L ２着
［孫］ サーパーシー Sir Percy（03 牡 Mark of Esteem）GB・UAE５勝，英ダー

ビー‐G1，デューハーストＳ‐G1，ヴィンテージＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲出口牧場＝日高町賀張 �01456-5-2683
生 産 牧 場： ㈲出口牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1321 ウッドシップ２０２０ 牡・栗 ３／２７
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューウッドシップ
＊ Danzig

��
��
�ブライドウッド鹿 2008 Braiswick

3c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ウートゥルメール（13鹿 マンハッタンカフェ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 フェルメールブルー（97鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，桜島特別２着
エーブダッチマン（06牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，

バーデンバーデンＣ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，白秋Ｓ，淀屋橋Ｓ，etc.
エスジーナミ（07牝 ＊タイキシャトル）１勝

アサケエース（17牡 ワールドエース）�２勝，中京２歳Ｓ‐OP ３着，こうやま
き賞２着，合馬特別３着

パッション（10牝 ＊アフリート）１勝，�２勝���
エーブキットマン（11牡 マンハッタンカフェ）入着，��２勝�入着５回
ナリタブルー（15牡 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，��８勝�
アリスブルー（16牝 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 ノースフライト（90鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ
‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，etc.，優古牝
キコウシ（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，大和特別３着，オーロラ特別３着
ミスキャスト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，福島記念

‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP，etc.，種牡馬
パピュラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝

サンホッブズ（13牡 メイショウサムソン）４勝，伊勢佐木特別，伊勢特別３着，
障害１勝

サノサマー（14牡 ＊サマーバード）５勝，春光Ｓ，香取特別，etc.，��入着�
２勝�入着��，利家盃

ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ
チ賞２着，etc.
オハナ（15牝 ディープインパクト）�３勝，ノエル賞，菜の花賞

４代母 シヤダイフライト（73鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［孫］ マリーゴッド（91牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ３着，卯月Ｓ‐OP，etc.

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

1322 ウートゥルメール２０２０ 牡・鹿 ３／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジウートゥルメール ＊ノーザンテースト

��
��
�フェルメールブルー鹿 2013 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 イスルギ（11黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
カバロプレト（19牡青鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 エレガンスクイーン（02黒鹿 スペシャルウィーク）不出走
エクスレジェーラ（09牝 ＊クロフネ）�２勝�入着２回
キングアンドクイン（12牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 コランディアクイン（92鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，かもめ島特別３着，火の
山特別３着
センシュアス（00牝 ダンスインザダーク）１勝

ドナフュージョン（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
ドンリッチ（14牡 ディープブリランテ）１勝，早苗賞２着
ドンアルゴス（15牡 ドリームジャーニー）�３勝，比良山特別，オホーツ
クＳ２着，千里山特別２着，etc.

４代母 ルイジアナピット（85鹿 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，武庫川Ｓ，白藤賞，etc.，
優古牝
［子］ リトルハーモニー（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，甲武特別２着，

大津特別３着
ショウナンラヴァー（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，開成山特別２着

［孫］ リトルアマポーラ（05牝 アグネスタキオン）５勝，エリザベス女王杯‐G1，
愛知杯‐G3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.，優３牝

イネオレオ（06牡 ダンスインザダーク）２勝，白百合Ｓ‐OP ３着，ゆき
やなぎ賞，江坂特別３着

サザンツイスター（00牡 ダンスインザダーク）６勝，烏丸Ｓ，兵庫特別，
三田特別，etc.

フィールドミューズ（03牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，フィリピンＴ２
着，鶴橋特別３着，熱田特別３着

［曾孫］ ラブフール（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，野島崎
特別，日田特別，etc.

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

1323 イスルギ２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスイスルギ スペシャルウィーク

��
��
�エレガンスクイーン黒鹿 2011 コランディアクイン

＊コランデイア 9e
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊インヴィンシブルタッチ（07 IRE 鹿 Invincible Spirit）ITY12 勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ステーションワン（17牡鹿 ヴィクトワールピサ）��未出走�出走
ライヴガーネット（19牝鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 ナジュマートアルシェマールNajmat Alshemaal（92 IRE鹿 ＊ダンシングブレーヴ）
GB１勝，Golden Daffodil S‐L ２着，Cheshire Oaks‐L ３着
エムテヤズEmteyaz（98牡 Mark of Esteem）GB・UAE・SAU９勝
オトートトムOtototm（00牡 Mtoto）GB・UAE１勝
ミスキーナMiskina（01牝 Mark of Esteem）GB３勝
シャイマー Shaimaa（03牝 ＊ファンタスティックライト）IRE４勝，GB・IRE障害２勝
ペドラオーナPedra Ona（06牝 Mark of Esteem）ITY２勝

３代母 ノレッタNoretta（83 GER黒鹿 Cortez）FR・GER４勝，Robert Pferdme
nges‐Rennen‐L，Gontard‐Rennen‐L，独セントレジャー‐G2 ２着，ド
イツ牝馬賞‐G3 ２着，ヘルプスト牝馬賞‐G3 ２着，etc.

４代母 ニニヴェッタNinivetta（77 GER鹿 Caro）GER２勝
［子］ ニューシューターNew Suitor（88 牡 Local Suitor）GER６勝，Hamb

urger Criterium‐L，GER障害１勝
ニゲーラNigella（86牝 Limbo）GER３勝，P. der Landeshauptstadt M
unchen‐L ２着，Dusseldorfer BMWPreis‐L ３着

［孫］ ナヌーシュカNanouska（98牝 Dashing Blade）GER・ITY１勝，Fa
hrhofer Stutenpreis‐L ３着

［曾孫］ ニッツアNizza（04牝 Acatenango）GER１勝，Japan Racing Associa
tion Trophy‐L ２着

ヌクレオンNukleon（00� Platini）FR・GER・ITY８勝，Dresdner P
reis Der Dreijahrigen‐L ２着

５代母 ナポリターナNapolitana（67 GER黒鹿 Kaiseradler）GER２勝
［子］ ナタニアNathania（79 牝 Athenagoras）GER２勝，Gontard‐Renne

n‐L ２着，Ostermann‐Pokal‐L ２着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

1324 インヴィンシブルタッチ２０２０ 牡・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

インヴィンシブルスピリット Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Invincible Spirit Rafhaインヴィンシブルタッチ ナジュマートアルシェマール ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�Najmat Alshemaal鹿IRE 2007 Noretta

4r
Lyphard M4×S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンスイーツ（14鹿 ＊シンボリクリスエス）�入着�
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊バーモントガール（97 USA鹿 ＊ミシエロ）１勝
＊エイシンヴァイデン（02牡 Touch Gold）３勝，野路菊Ｓ‐OP，フェニックス賞

‐OP，松戸特別２着，瀬波温泉特別３着，etc.，障害１勝，�入着��，ウイ
ンター争覇２着

＊エーシンベロシティ（05牝 Lemon Drop Kid）�３勝�９勝��１勝
メイショウテッコン（15牡 マンハッタンカフェ）５勝，日経賞‐G2，ラジオＮ

ＩＫＫＥＩ賞‐G3，白百合Ｓ‐LR，神戸新聞杯‐G2 ３着，梅花賞
＊エーシンベタラネリ（06牝 Elusive Quality）�出走

メディクス（16牡 ゴールドアリュール）�３勝，高田城特別２着，彦星賞２着
エイシンハルニレ（17牡 ＊エイシンアポロン）��４勝�１勝�２勝�，ハヤテ

スプリント，オパールＣ，新緑賞，駿蹄賞２着，若駒賞２着，etc.
ブルーバード（18牝 リーチザクラウン）�２勝，ダリア賞‐OP

＊エーシンテュポーン（07牡 Dynaformer）１勝，指宿特別３着，�１勝�１勝
エーシンバリントン（08牡 Awesome Again）３勝，梅田Ｓ２着，甲南Ｓ２着，御

嶽特別２着，わらび賞２着，桃山Ｓ３着，�１勝�入着６回
エーシンヘディング（10牡 タニノギムレット）３勝
エイシンイースト（11牡 マンハッタンカフェ）１勝，�４勝�入着，摂津盃２着

３代母 レイジングアパラチーRaging Apalachee（88 USA黒鹿 Apalachee）不出走
アールタクス Artax（95牡 Marquetry）USA７勝，ＢＣスプリント‐G1，カーター

Ｈ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，サンフェリペＳ‐G2，フォレストヒルズＨ‐G2，etc.，
種牡馬

レイジングビューティRaging Beauty（02 牝 Saint Ballado）USA１勝
ルーリングビューティRuling Beauty（07 牝 Roman Ruler）不出走
ローランズビッグスマイル Rowlands Big Smile（12 牝 Notional）�US
A８勝，Michael G. Mackey Memorial Angenora S‐R ３着

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

1325 エイシンスイーツ２０２０ 牡・芦 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエイシンスイーツ
＊

＊ミシエロ

��
��
�バーモントガール鹿 2014 Raging Apalachee

14a
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 メモリーロワジール（10栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
メモリーメソッド（15牡栗 ＊フレンチデピュティ）�４勝，中京ペガスターＣ
（Ｄ1600）３着

メモリーパーソナル（16牡栗 ＊グラスワンダー）��１勝��入着３回
メモリースタッグ（17牡栗 ＊クロフネ）��未出走��２勝
メモリーアンクル（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）�出走

２代母 ＊シルカズギフト（01 GB鹿 Cadeaux Genereux）GB３勝，ネルグウィンＳ
‐G3，Albany S‐L
メモリービジュアル（08牝 サクラバクシンオー）出走

メモリーミラクル（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�５勝，東海クイーンＣ，スプ
リングＣ，中京ペガスターＣ２着，ライデンリーダー記念２着，新春ペガ
サスＣ３着

メモリーフェイス（14牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 オデットOdette（95 GB鹿 Pursuit of Love）GB２勝
レジスタンスヒロインResistance Heroine（02 牝 Dr Fong）GB入着２回

ノーズダイヴNosedive（07� Observatory）GB・FR２勝，Redcar Two‐
Year‐Old Trophy‐L ３着

ヴィオレット Violette（03 牝 Observatory）GB・FR・IRE・GER４勝，ファース
オヴクライドＳ‐G3，ロックフェルＳ‐G2 ２着，Redcar Two‐Year‐Old T
rophy‐L ２着，etc.

セシリーCecily（06 牝 Oasis Dream）GB２勝
レッドバルーンズ Red Balloons（16 牝 Kyllachy）�GB２勝，ヨークサマー

Ｓ‐G3 ３着
ヴァージニアホール Virginia Hall（07 牝 Medicean）GB・FR・GER３勝，Coral Di

staff S‐L，カルヴァドス賞‐G3 ２着，Criterium du Bequet‐L ２着
マリーオヴリヨンMarie of Lyon（14牝 Royal Applause）GB・IRE３勝，

Boadicea S‐L ２着，Queen Charlotte S‐L ３着，Empress S‐L
３着

スパイゲート Spygate（17 牡 Brazen Beau）�GB・ITY１勝，P. Botticelli
‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1326 メモリーロワジール２０２０ 牡・鹿 ５／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラメモリーロワジール
＊ Cadeaux Genereux

��
��
�シルカズギフト栗 2010 Odette

6e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊コスモミザール（12 USA鹿 Pioneerof the Nile）�１勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アズライール（17牡黒鹿 ＊パイロ）��１勝
クリオシタース（18�栗 ＊パイロ）�出走
レヴァンツォ（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 ヴァリーフィーヴァValley Fever（99 USA栗 Peaks and Valleys）USA１勝
フィーヴァフィーヴァ Fever Fever（05 牝 Elusive Quality）FR１勝，Grand Cr

iterium de Bordeaux‐L ３着
ヒジュラ Hijra（10 牝 Oratorio）FR・USA４勝，Luther Burbank H３着，

Miss America S３着
ヴァーリウィズアヴァウ Valli With a Vow（07牝 Broken Vow）USA・CAN４

勝，Pago Hop S，加ナッソーＳ‐G2 ３着
グリーンマウスGreen Mouse（09� Cherokee Run）USA５勝

３代母 ハードノッカーHard Knocker（83 USA栗 Raja Baba）不出走
ウアンボ Huambo（97牡 Green Dancer）FR・GER・ITY・TUR・SIN５勝，

Orakel Der Dreijahrigen‐L，Muller Brot Riemer Meile‐L ２着，P. de
s Casino Baden‐Baden‐L ２着，etc.

チミチュリ Chimichurri（00 牝 Elusive Quality）USA３勝，テンプテドＳ‐G3，
Jersey Jumper S，プライオレスＳ‐G1 ２着，etc.
ラヴィングヴィンディケイション Loving Vindication（05牝 Vindication）U

SA２勝
ハードノットトゥラヴ Hard Not to Love（16牝 ＊ハードスパン）�USA
５勝，ラブレアＳ‐G1，サンタモニカＳ‐G2，ビホールダーマイルＳ
‐G1 ２着，etc.

チマヨChimayo（07牝 A.P. Indy）USA１勝
＊シークレットスパイス（15牝 ＊ディスクリートキャット）USA３勝，ビホー

ルダーマイルＳ‐G1，クレメントＬハーシュＳ‐G1 ２着，ラトロワン
ヌＳ‐G1 ２着，etc.

スキップポーカー Skip Poker（01 牝 Skip Away）USA３勝，Twin Lights S３着

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

1327 コスモミザール２０２０ 牡・黒鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

パイオニアオヴザナイル ＊エンパイアメーカー

�
�
�
�
�

��
��

�Pioneerof the Nile Star of Goshenコスモミザール ヴァリーフィーヴァ Peaks and Valleys

��
��
�Valley Fever鹿USA 2012 Hard Knocker

17b
Fappiano S4×M5

価格： 購買者：



母 エパティック（08鹿 ディープインパクト）３勝，三面川特別（芝 1800）３着，八ヶ
岳特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ストロングガルム（16牡鹿 エイシンフラッシュ）���１勝
トミケンチェスト（18牝青 フェノーメノ）���出走

２代母 ＊スカイアライアンス（98 CAN鹿 Sky Classic）USA２勝，ナタルマＳ‐G3，
Cup and Saucer S‐R
アフィリエイト（06牡 GoneWest）３勝，刈谷特別
グァンタナメラ（07牝 フジキセキ）３勝

ハバナウインド（16牡 ＊ハービンジャー）２勝，あすなろ賞
クライベイビー（14牝 ハーツクライ）１勝，�９勝
オーデットエール（15� ハーツクライ）１勝，萩Ｓ‐LR ２着

３代母 スイフトアライアンス Swift Alliance（90 CAN鹿 ＊アフリート）USA４勝，
Belle Isle S，Star Shoot S‐L ２着
クラシックアライアンス Classic Alliance（95牡 Sky Classic）USA７勝，Sport

City H‐L，Cup and Saucer S‐R ３着，種牡馬
スイフトリークラシック Swiftly Classic（97 牝 Sky Classic）USA１勝

スカイマム Sky Mom（05牝 Maria's Mon）USA・CAN６勝，アーリントン
オークス‐G3，Sunland Park Oaks‐L，Kentucky C Juvenile Fillies S
‐L，etc.

ファミリーファースト Family First（01 牝 Belong to Me）不出走
イクステンデドファミリー Extended Family（08� Stephen Got Even）US

A２勝，OBS Championship S C&G‐R ２着
プライムルーラー Prime Ruler（04� Orientate）USA６勝，Foothill S，Su

nny Slope S３着
モディフィケイションModification（05牝 Vindication）USA３勝，ヒューマナデ

ィスタフＳ‐G1 ３着
ソーヤーズヒル Sawyer's Hill（11 牡 Spring At Last）USA６勝，デルマーダ

ービー‐G2 ２着，トワイライトダービー‐G2 ２着
ヤウポン Yaupon（17牡 Uncle Mo）�USA・UAE４勝，アムステルダムＳ

‐G2，チックラングＳ‐G3

販売申込者・所有者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
生 産 牧 場： 高橋 啓
飼 養 者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529

1328 エパティック２０２０ �・芦 ２／１８
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアエパティック
＊ Sky Classic

��
��
�スカイアライアンス鹿 2008 Swift Alliance

5i
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンミント（13黒鹿 ジャングルポケット）入着
〔産駒馬名登録数：２〕
バジガクシャルム（18牝黒鹿 ＊エーシンフォワード）���入着
エイシンスマッシュ（19牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��出走

２代母 エイシンブイブイ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
＊エイシンカイフォン（01牡 ＊カリズマティック）２勝
＊エーシンエヴァン（04牡 Exploit）１勝，�６勝�１勝���入着４回，イヌワシ賞，

マーチＣ２着，マイル争覇３着（２回），くろゆり賞３着，西日本ＧＰ３着，etc.
オカラブイブイOcala Bui Bui（05 牝 Marquetry）USA１勝
エーシングングン（09牡 ジャングルポケット）４勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，信夫山

特別，札幌競馬場グランドＯＰ記念２着，日本海Ｓ２着，英彦山特別２着，etc.
エイシンゾロー（11牡 ＊ファスリエフ）�２勝

３代母 ＊ナダビッド（86 USA鹿 Spectacular Bid）USA４勝，Iroquois S‐LR ２
着，Schenectady H‐LR ３着

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

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

ティＳ‐G1，メドーランズＣ‐G2，レッドバンクＨ‐G3，etc.，種牡馬
トウカイパルサー（96牡 トウカイテイオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，京都記
念‐Jpn2 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.

［曾孫］＊ファイネストシティ（12牝 City Zip）USA５勝，ＢＣフィリー＆メアスプ
リント‐G1，サンタモニカＳ‐G2，グレイトレイディエムＳ‐G2，etc.

マルブツイースター（05牡 サクラバクシンオー）３勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，
ファルコンＳ‐Jpn3 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，etc.

エンジュアリングウィル EnduringWill（02 牝 Arch）USA２勝，Silve
r Spur Breeders' Cup S‐L，Tiffany Lass S‐L ２着，M.P. Deba
rtolo Memorial Oaks‐L ２着，etc.

グランプリGrand Prix（14 牝 Tale of the Cat）USA４勝，Dr. Tere
sa Garofalo Memorial S‐R，New Start S‐R，Minaret S２着，etc.

販売申込者・所有者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546
生 産 牧 場： 築紫 洋
飼 養 者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546

1329 エイシンミント２０２０ 牡・芦 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエイシンミント ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイシンブイブイ黒鹿 2013 ＊ナダビッド

8h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エムエヌメロディー（02鹿 ＊グラスワンダー）�出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（16）〕
ディアトウシロウ（06牡栃栗 ニューイングランド）２勝，�１勝�入着２回��
マサイチ（08牡黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）��２勝
ヤマニンメダイユ（09牡鹿 ＊ホワイトマズル）１勝，障害１勝
リックダンサー（11�黒鹿 ウインラディウス）�３勝�６勝��
レデッキー（15牝栗 エスポワールシチー）�１勝�１勝�
プリズムストーン（17牡青鹿 サンカルロ）	�入着 10回
ラッシュフェイス（18牝鹿 ＊ベーカバド）	
２勝��，ノトキリシマ賞（Ｄ1500）２着

２代母 ムーンセレナード（87黒鹿 ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ‐OP，野
路菊Ｓ‐OP ３着，ゆうすげＳ，りんどう賞，やまなみＳ３着
ルナモジュール（93牝 ＊スリルシヨー）１勝
ムーンクラフト（96牡 サクラバクシンオー）５勝，青梅特別，春風賞２着，初風特

別２着，常葉特別３着
リキセレナード（98牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，スイートピー

Ｓ‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
キングスレガリア（06牡 キングカメハメハ）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３

着，萩Ｓ‐OP ２着
オスカールビー（15牝 ハーツクライ）３勝，御室特別，汐留特別，西海賞３着，

都井岬特別３着
ミキノセレナーデ（05牝 ＊コロナドズクエスト）３勝

ミキノハルモニー（11牡 タイムパラドックス）２勝，桃山Ｓ２着，甲南Ｓ３着，
鳥取特別３着，�７勝
５勝�

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
マキシマムデニール（91牝 ＊ノーザンテースト）不出走

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，etc.

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： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

1330 エムエヌメロディー２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスワンアンドオンリー ＊タイキシャトル

��
��
�ヴァーチュ黒鹿 2011 サンタムール

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraエムエヌメロディー ミスターシービー

��
��
�ムーンセレナード鹿 2002 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
Halo S4×S5 Danzig S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 エンダレ（09鹿 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
ミトノリバー（14牝栗 ＊シニスターミニスター）�３勝��入着５回�，ゴールド

ウィング賞（Ｄ1600）
ブルベアダイズ（15�鹿 ＊プリサイスエンド）���６勝�２勝
ゴールドプリンス（16牡鹿 ＊プリサイスエンド）���５勝
ハットハート（18牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�出走

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

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

サウスエンピリカル（05牝 マンハッタンカフェ）１勝
リプレーザ（18牡 リオンディーズ）�２勝，�１勝，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

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

ミスタープリサイス（15牡 ＊プリサイスエンド）１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

1331 エンダレ２０２０ 牡・栗 ４／ １

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤエンダレ
＊ Miswaki

��
��
�エンピリカル鹿 2009 Louisville

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

価格： 購買者：



母 エールドランジュ（10鹿 メイショウボーラー）�１勝��８勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
ネオエール（19牡鹿 ネオユニヴァース）��出走

２代母 ワンモアミイチュー（01鹿 ＊エンドスウィープ）出走
ミラクルミイクン（09牡 ＊ブラックホーク）入着５回，��３勝
チアフルミイチャン（11牝 リンカーン）�２勝
ロードゼフィール（13牡 ブラックタイド）１勝
プロトイチバンボシ（16牡 キングヘイロー）�２勝
ワンモアエフォート（17牡 カレンブラックヒル）�１勝

３代母 グリドルボーン（94鹿 ＊ジェイドロバリー）３勝，��１勝�入着
ギオンガムフェロー（03牡 バブルガムフェロー）�２勝
シルクマンハッタン（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，悠久山特別
ルピナスブルー（06牝 ネオユニヴァース）�１勝	

４代母 エンゼルスキー（83鹿 マルゼンスキー）
�５勝，こまくさ賞
［子］ ツキノイチバン（89牡 ＊ミルジヨージ）��11 勝，アフター５スター賞，

金盃，ベイサイドＣ
エンゼルプリンセス（91牝 ＊ロイヤルスキー）
７勝��１勝，いで湯賞

［孫］ ブルーホーク（04牡 ＊ブラックホーク）��12 勝，サンタアニタＴ
［曾孫］ プリンスリターン（17牡 ストロングリターン）�２勝，シンザン記念‐G3

２着，アーリントンＣ‐G3 ３着，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.
ポピュラーソング（17牝 アンライバルド）���２勝�入着���，ユン
グフラウ賞３着，ジュニアＧＰ３着

ダンストンリアル（04牡 ＊ジョリーズヘイロー）�19 勝�入着，岩鷲賞，
桐花賞３着

５代母 ミスカイリユウ（68鹿 ＊マロツト）不出走
［子］ マルホミンシオ（77牡 ＊ミンシオ）４勝，４歳抽せん馬特別‐OP，節分賞，

椿賞，���１勝
［孫］ ワンモアマイハート（85牝 ニチドウアラシ）４勝，石和特別，北海Ｈ３着

ポールシッター（88牡 ＊ノーザンアンサー）３勝，シドニーＴ３着，１勝�

販売申込者・所有者： ㈲中館牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6107
生 産 牧 場： ㈲中館牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

1332 エールドランジュ２０２０ 牡・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズエールドランジュ ＊エンドスウィープ

��
��
�ワンモアミイチュー鹿 2010 グリドルボーン

＊フリヂデイテイー 9d
Halo S4×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 オサマジョール（09栗 ＊アフリート）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
クリノケンリュウ（14牡栗 ＊パイロ）�４勝，ギャラクシーＳ‐OP（Ｄ1400）３着，

御影Ｓ（Ｄ1400），洲本特別（Ｄ1200）
リュウノオスカー（18牝鹿 ベルシャザール）��１勝�入着

２代母 スプリングバンブー（90栗 ＊ワツスルタツチ）６勝，小倉記念‐Jpn3，朝日Ｃ
ｈＣ‐Jpn3 ２着，北九州記念‐Jpn3 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ５着，etc.
バンブージェダイ（98牡 ＊ジェネラス）�10 勝�14 勝�
バンブーユベントス（99牡 マヤノトップガン）３勝，日経新春杯‐Jpn2，青葉賞

‐Jpn2 ２着，中日新聞杯‐Jpn3 ２着，さわらび賞
バンブーボカ（00牡 ＊フォーティナイナー）�13 勝�	�入着２回�
�，とちぎマ

ロニエＣ‐Jpn3 ２着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ３着，道営記念，道営記念２着，
瑞穂賞，etc.

シャバダバダ（01牝 サクラローレル）入着，�３勝
スプリングオー（09� ソングオブウインド）�１勝�１勝�１勝
�，サンラ

イズＣ３着
バンブーウエファ（03牡 アグネスタキオン）３勝，初夢賞，鳴海特別，清滝特別２

着，名古屋日刊スポーツ杯３着，衣笠特別３着
バンビーナココ（04牝 ＊フォーティナイナー）２勝

マラドーナスピン（13牝 カネヒキリ）�１勝
�１勝�，ブロッサムＣ３着
サニーダンサー（15牡 バンブーエール）３勝，舞浜特別

３代母 サワーバンブー（83栗 ＊ジヨンテイオンブル）３勝，北摂特別２着
バンブーユージン（91牡 ＊テンパレートシル）４勝，マーガレットＳ‐OP ３着，ゴ

ールデンスパーＴ，平安建都１２００年記念，etc.，障害１勝
バンブーマリアッチ（95牡 バンブーアトラス）６勝，愛知杯‐Jpn3，福島記念

‐Jpn3 ３着（２回），エプソムＣ‐Jpn3 ３着，etc.，４勝
バンブーロドリゲス（97牡 ＊フォーティナイナー）５勝，妙高特別，鳴門Ｓ２着

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

1333 オサマジョール２０２０ 牡・栗 ４／１８

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyオサマジョール ＊ワツスルタツチ

��
��
�スプリングバンブー栗 2009 サワーバンブー

＊種正 5h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キモンクイーン（11芦 ＊クロフネ）��１勝�入着６回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ガミラスビート（16牝芦 ベルシャザール）�３勝
ソレユケタケコ（17牡芦 スピルバーグ）��入着�２勝��入着
ハイプリーステス（18牝芦 ネオユニヴァース）�１勝

２代母 ローリエ（96芦 メジロマックイーン）２勝
ハリーアップ（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，北海Ｈ，臥牛山特別，ウェルカム

Ｓ２着，古都Ｓ２着，春日山特別２着，etc.
ラブイズブーシェ（09牡 マンハッタンカフェ）６勝，函館記念‐G3，目黒記念‐G2 ２着，

福島記念‐G3 ３着，有馬記念‐G1 ４着，天皇賞（秋）‐G1 ４着，etc.，種牡馬
プティットクルール（14牝 マンハッタンカフェ）３勝，淡路特別３着
スマイルガール（17牝 キズナ）�１勝

３代母 ナカミシュンラン（87鹿 ＊モガミ）２勝，ロベリア賞２着
ミズホユウセイ（02牝 ＊デヒア）２勝，礼文特別２着

４代母 ナカミサフアイヤ（76黒鹿 ＊ボールドリツク）２勝，新潟記念，オークス２着，
クイーンＣ２着
［子］ ナカミジユリアン（84牝 ＊モガミ）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，新春４歳牝

馬Ｓ‐OP
ナカミリーゼント（85� トウシヨウルチエー）５勝，府中Ｓ，金峰山特別，
エーデルワイスＳ，etc.

ナカミエレガンス（92牝 メリーナイス）３勝，ミモザ賞３着
［孫］ フリソ（06牡 ゴールドアリュール）５勝，ブラジルＣ‐OP ２着，etc.，��

�入着２回��，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着
ナカミアンデス（90� ＊モガミ）７勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP，ディセンバー
Ｓ‐OP，メトロポリタンＳ‐OP ２着，etc.

ウインドファンタジ（03牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��	，園田ユース
Ｃ，園田ジュニアＣ，兵庫ダービー３着

コスモクレムリン（99牡 ＊ソヴィエトスター）１勝，檜原湖特別２着，�
３勝
�

レガーロ（05牡 ＊サウスヴィグラス）�７勝��，コウノトリ賞３着

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1334 キモンクイーン２０２０ �・芦 ３／ ３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューキモンクイーン メジロマックイーン

��
��
�ローリエ芦 2011 ナカミシュンラン

＊シスターサリー 1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ギオンゴールド（06鹿 ゴールドヘイロー）�12 勝�５勝���１勝・２勝�入着
��，習志野きらっとスプリント（Ｄ1000）３着，荒炎賞（Ｄ1500），九州ダービー
栄城賞（Ｄ2000），荒尾ダービー（Ｄ2000），ル・プランタン賞（Ｄ1800），etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
トウケイゴコウ（15牝鹿 ＊ロージズインメイ）１勝
フェノゴールド（17牡黒鹿 フェノーメノ）	��１勝

２代母 マルタカウィーラ（96鹿 ＊アレミロード）�１勝
ツルマルオーカン（03牡 ＊アルカング）
３勝��入着，ウイナーＣ３着
ココロノオアシス（04牡 ＊ミシル）�６勝��
ダートチープ（05牡 ＊ジェリ）�５勝�
ゴールドチャッピー（08牝 ゴールドヘイロー）�１勝
ビービーマグレブ（09牡 ゴールドヘイロー）��２勝
キョウエイヘンケル（10牡 ゴールドヘイロー）��１勝
トップオーラ（11牝 マヤノトップガン）�２勝�入着
ダンストンウィーラ（12牡 ＊グラスワンダー）�１勝
ウメマツサクラ（13牝 ゴールドヘイロー）入着３回，なずな賞２着，つわぶき賞３

着，�２勝，兵庫若駒賞２着
キングリーフィスト（15牡 ゴールドヘイロー）入着２回，	�１勝�４勝�５勝

��入着４回

３代母 ロングセピア（87鹿 マルゼンスキー）出走

４代母 ロングドーター（79鹿 ＊ハードリドン）３勝
［子］ ロングカイウン（93牡 ＊トニービン）６勝，七夕賞‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1

５着，箱根Ｓ，etc.
ロングワールド（92牡 ＊トロメオ）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，七
夕賞‐Jpn3 ３着，福島民報杯‐OP ３着，etc.

ロングシャーマン（91牡 サツカーボーイ）３勝，エメラルドＳ‐OP ３着，
白鷺特別，白鷺特別２着，etc.

［孫］ エジソン（06牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，
ライラック賞，日高特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲道見牧場＝日高町清畠 �01456-5-6552
生 産 牧 場： ㈲道見牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1335 ギオンゴールド２０２０ �・黒鹿 ４／ ４
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドギオンゴールド ＊アレミロード

��
��
�マルタカウィーラ鹿 2006 ロングセピア

＊ノルマニア 5i
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 コーリンブリリアン（12鹿 キングカメハメハ）入着，�５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 コーリンピュア（96鹿 サクラバクシンオー）３勝
コーリンヴァリウス（02牡 サクラローレル）２勝，九十九里特別２着，グッドラッ

クＨ３着，�４勝�入着
コーリンブラッサム（07牝 ダンスインザダーク）�３勝
コーリンヴァレロ（08牡 ゼンノロブロイ）�７勝
コーリンマレガー（10牝 ネオユニヴァース）�８勝
コーリンジャヴロー（11牡 ハーツクライ）�３勝
コーリンスライム（14牡 ローエングリン）�３勝
オーゴンノカゼ（17牝 ローズキングダム）��１勝�２勝

３代母 キャッチザナイト（90鹿 マルゼンスキー）出走
フラワーウイナー（95牝 ニホンピロウイナー）�２勝

ドラゴンアイズ（00牡 ＊シャーディー）３勝，四国新聞杯３着，�２勝
イチコウバクシンオ（98牡 サクラバクシンオー）�	６勝，黒潮盃２着

４代母 セントフオード（75鹿 ＊セントクレスピン）２勝
［子］ オーソリティー（94
 シンボリルドルフ）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3

３着，小倉日経ＯＰ‐OP，立秋賞，etc.，障害１勝
マルブツフォード（88
 ＊ラツキーソブリン）４勝，もみじＳ‐OP ３着，
須磨特別，千両賞，etc.

キャッチミー（85牝 ＊ノノアルコ）４勝，野分特別（２回），足立山特別，
天草Ｓ２着

［孫］ ヒダカオーシャン（96牡 ＊パークリージエント）１勝，筑前特別２着，障
害１勝

［曾孫］ サンキョウイットー（91牡 サクライツトー）２勝，鷹ケ峰特別２着

５代母 ホウシユウスタン（68鹿 ＊ヒンドスタン）�	１勝
［孫］ キングハイセイコー（81牡 ハイセイコー）入着，札幌記念‐Jpn3 ２着，

�	13 勝，ゴールドＣ，しらさぎ賞，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003
生 産 牧 場： カロッテファーム
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

1336 コーリンブリリアン２０２０ 牡・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスコーリンブリリアン サクラバクシンオー

��
��
�コーリンピュア鹿 2012 キャッチザナイト

＊ヘレンサーフ 16c
Mr. Prospector S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊アップルトンドローヴ（11 USA鹿 Street Cry）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
パズルPuzzle（16 GB�鹿 Paco Boy）�GB入着２回
ロングホワイトクラウド LongWhite Cloud（18 IRE 牝鹿 Cable Bay）�SAF入着

２代母 インタイスメント Enticement（06 GB鹿 Montjeu）GB・FR３勝，Severa
ls S‐L，Montrose Fillies S‐L，ミュージドラＳ‐G3 ３着
ピックユアチョイスPick Your Choice（12� Elusive Quality）GB２勝
＊ディプロマ（13牝 Dubawi）GB３勝，Lyric S‐L
イレクターElector（15� Dansili）�GB２勝

３代母 イクーティラEcoutila（01 USA鹿 Rahy）不出走
ロイアルティ Loyalty（07� Medicean）�GB18 勝，Winter Derby Trial S‐L

３着
サーフライダー Surfrider（08 牡 Dansili）FR・USA・CAN３勝，ジェベル賞‐G3，

フォレ賞‐G1 ３着，シェーヌ賞‐G3 ３着，種牡馬
ソウルサーチ Soul Search（17牝 Zoffany）�IRE１勝，リッジウッドパールＳ‐G2

２着，愛デビュターントＳ‐G2 ３着，Owenstown Stud S‐L ２着，etc.

４代母 エクート Ecoute（93 USA鹿 Manila）FR・USA４勝，Reloy H‐L，P.
Isola Bella‐L，サンタラリ賞‐G1 ３着，サンゴルゴニオＨ‐G2 ２着，サンタ
バルバラＨ‐G2 ３着，etc.
［子］ リスンインディ Listen Indy（00� A.P. Indy）USA２勝，ノーフォーク

Ｓ‐G2 ３着
［孫］ サイレンティオ Silentio（09 牡 サイレントネーム）USA４勝，サイテイ

ションＨ‐G2，サーボーフォートＳ‐G2，フランクＥキルローマイル
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ノーワードNoWord（17牡 サイレントネーム）�USA２勝，ベルモン
トダービー‐G1 ２着，Saratoga Derby３着

アルモハルハル Al Mohalhal（13� Acclamation）�IRE・QAT３勝，
バリーコーラスＳ‐G3 ２着，Qatar Derby‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： Ｍｒ Ｔａｋａｙａ Ｋｉｍｕｒａ（ＦＲ）
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1337 アップルトンドローヴ２０２０ 牡・鹿 ３／２２
ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerユーエスネイヴィーフラッグ

U S Navy Flag ミスティフォーミー Galileo

��
��
�Misty For MeUSA 黒鹿 2015 Butterfly Cove

＊

ストリートクライ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Street Cry Helen Streetアップルトンドローヴ インタイスメント Montjeu

��
��
�Enticement鹿USA 2011 Ecoutila

4j
Northern Dancer S4×S5×M5 Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 オアハカ（15栗 ＊キングズベスト）出走
初仔

２代母 ＊グワダラハラ（01 GER栗 Acatenango）GB・FR・GER５勝，G.P. de Lyo
n‐L，ポモーヌ賞‐G2 ２着，ロワイヤリュー賞‐G2 ３着，ジェフリーフリアＳ
‐G3 ２着
チャパラ（12牡 ＊ストーミングホーム）２勝，開成山特別２着，生田特別２着，萬代

橋特別２着，メルボルンＴ３着
チャレアーダ（14牝 ディープインパクト）３勝，鳥羽特別３着

３代母 ゲルニカGuernica（94 GB鹿 Unfuwain）不出走
グアダルーペGuadalupe（99牝 Monsun）GB・FR・GER・ITY・HKG４勝，伊

オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1 ２着，伊ジョッキークラブ大賞
‐G1 ２着，etc.
グァンタナGuantana（05牝 Dynaformer）FR・GER３勝，Kolner Oster‐S

tutenpreis‐L，Hanshin Cup‐L，ヴァルターＪヤコブス牝馬賞‐G3
２着
グァルディーニGuardini（11 牡 Dalakhani）FR・GER・USA・AUS４勝，
ゲルリンク賞‐G2，ＡＴＣＪＲＡプレイト‐G3，リス賞‐G3，etc.

ジュリアーニGuiliani（11 牡 Tertullian）FR・GER・ITY５勝，バイエリシェ
スツフトレネン‐G1，デュッセルドルフ春季マイレ‐G3，Kolner Fruhja
hrs‐Meile‐L，etc.，種牡馬

ギニョール Guignol（12牡 Cape Cross）FR・GER・ITY６勝，バーデン大賞‐G1，
バイエルン大賞‐G1（２回），バーディシェン経済大賞‐G2，etc.，種牡馬

ゴーギャンGauguin（13� Tertullian）�FR・GER・USA１勝，P. Ridgwa
y‐L ３着

ゲッタウェイGetaway（03牡 Monsun）GB・FR・GER・ITY９勝，バーデン大賞
‐G1，ドイツ賞‐G1，ドーヴィル大賞‐G2，英ジョッキークラブＳ‐G2，ケル
ゴルレイ賞‐G2，etc.，種牡馬

ガーディアGuardia（04 牝 Monsun）FR・GER２勝，Japan Racing Association
Trophy‐L ３着
グイリGuiri（15� Motivator）�GER１勝，ヘルツォークフォンラティボル

レネン‐G3 ２着，フリューヤールス賞‐G3 ３着，IRE障害１勝

販売申込者・所有者： 中脇 満＝浦河町東幌別 �0146-28-1530
生 産 牧 場： 中脇 満
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1338 オアハカ２０２０ 牡・栗 ２／ ３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaオアハカ
＊ Acatenango

��
��
�グワダラハラ栗 2015 Guernica

22d
Mr. Prospector S3×M4 Nureyev S4×M5 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5 Riverman S5×M5
価格： 購買者：



母 オボロヅキ（05栗 ＊カリズマティック）��２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－８（31）〕
ウルフマン（11牡栗 スマートボーイ）�２勝��１勝
ラブミークン（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）３勝，コスモス賞‐OP（芝 1800）３着，

夙川特別（Ｄ1200）２着，��１勝��６勝�
サムバディトゥラブ（13牝鹿 スマートボーイ）�２勝�１勝
ジュンアイノキミ（14牝鹿 ＊セイントアレックス）�３勝��入着，ブロッサムＣ
（Ｄ1600），フローラルＣ（Ｄ1600）２着

ロトヴィーナス（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）�９勝��
クツシタヌゲタ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）���２勝
キクノヴィゴ（17牡栗 ＊サウスヴィグラス）�	２勝�１勝
ジャヤワルダナ（18
栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
フウト（19牡栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ＊アイチェックユー（97 USA鹿 Miswaki）３勝
イチゴイチエ（04牝 マンハッタンカフェ）３勝，かもめ島特別２着，ＨＴＢ杯３着，

遊楽部特別３着
ダイシンサンダー（11牡 アドマイヤムーン）５勝，米子Ｓ‐L ３着，鞍馬Ｓ‐OP

３着，錦Ｓ，下鴨Ｓ，北大路特別，etc.，種牡馬
ハヤブサレジェンド（15牡 ＊ヘニーヒューズ）４勝，ＢＳＮ賞‐L ２着，安達太

良Ｓ，白河特別，福島中央ＴＶ杯２着
グレイトロータリー（06牡 マンハッタンカフェ）３勝
ハヤブサペコチャン（10牝 アグネスタキオン）３勝

３代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1

３着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
［子］ ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特

別‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： 飛渡 敬二＝新ひだか町三石本桐 �0146-37-4007
生 産 牧 場： 沖田 哲夫
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1339 オボロヅキ２０２０ �・鹿 ３／１８

＊

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

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeオボロヅキ
＊ Miswaki

��
��
�アイチェックユー栗 2005 ＊ジョーンズギフト

16c
Storm Bird S4×M4 Secretariat S5×M5 Buckpasser S5×M5

価格： 購買者：



母 オブラディオブラダ（11黒鹿 ゼンノロブロイ）�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ノーシークレッツ（17牝青鹿 ＊ヴィットリオドーロ）�１勝�入着

２代母 ＊テレサザティーチャ（95 USA栗 Cure the Blues）USA５勝，アフェクショ
ネトリーＨ‐G3，Montauk H‐R，Jack Betta Be Rite S‐R ２着
メサウミMesawmi（02� Lemon Drop Kid）USA・CAN８勝，Regaey Island

S‐L ３着，Tri‐State H３着
タッチミーワンスTouch Me Once（03牝 Touch Gold）USA２勝

ゴールドメギラーGold Megillah（09� Purim）USA８勝，Rushaway S
‐L ３着

スズカシャンティー（05牝 Giant's Causeway）�４勝��２勝
シベリウス（13牡 ＊サウスヴィグラス）�４勝，大倉山特別，大雪Ｈ２着，利根

川特別３着
ヴォーガ（14� キャプテントゥーレ）４勝，越後Ｓ２着，��出走��入着
ミスズグランドオー（18牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝，なでしこ賞２着，ヤマ

ボウシ賞３着
セトウチダイヤ（06牝 ＊タイキシャトル）入着２回，�２勝�２勝	入着２回

サンセットオーラ（15牡 アドマイヤオーラ）�入着，平ヶ岳特別２着，�２勝

１勝

クリーンメタボ（08牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，金山特別３着
スナーククラウン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，	２勝

３代母 プラウデンアピール Proud n' Appeal（87 USA栗 Proud Appeal）USA６勝，
Ticonderoga H‐LR，Broadway H‐R，Schenectady H‐LR ２着
スマートクーポンズ Smart Coupons（93� Gate Dancer）USA10 勝，イクセルシ

アＨ‐G3，Kings Point H‐R（３回），Elkwood S３着，etc.
モアザンプラウドMore Than Proud（07牝 More Than Ready）USA３勝

ステフビーイングステフ Steph Being Steph（15牝 ＊マジェスティックウォリアー）
USA２勝，Golden Gate Debutante S，サンタイネスＳ‐G2 ２着，ラ
スヴィルヘネスＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183
生 産 牧 場： 中橋 清
飼 養 者： 中橋 清＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3183

1340 オブラディオブラダ２０２０ 牡・栗 ４／３０
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊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オブラディオブラダ
＊ Cure the Blues

��
��
�テレサザティーチャ黒鹿 2011 Proud n' Appeal

1s
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 オルビア（04鹿 ＊カリズマティック）��６勝，ロジータ記念（Ｄ2100）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（14）〕
パドヴァ（11牝鹿 ＊ノボジャック）��２勝
マルケルス（12牡鹿 ＊プリサイスエンド）��２勝
カイジンマイティー（13牝鹿 ＊シニスターミニスター）��１勝
カイジンセレン（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝�
チェインギャング（16牡鹿 ゴールドヘイロー）�４勝�１勝��
アンズビジン（17牝青鹿 メイショウボーラー）��１勝�１勝��入着，あやめ賞
（Ｄ1400），ひまわり賞（Ｄ1800）３着

２代母 ＊マイルドアンドブリージー（96 USA鹿 Lear Fan）IRE１勝
タソガレノビギーン（06牝 ＊マリエンバード）	１勝
，花吹雪賞２着
バルベリーニ（09牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝

３代母 サファイアブリ－ズ Sapphire Breeze（88 USA鹿 Lyphard）GB出走
＊タイキレッド（95牡 Crafty Prospector）３勝，白百合Ｓ‐OP，オアシスＳ‐OP ２

着，銀嶺Ｓ‐OP ２着，etc.
＊タイキヴァンベール（00牡 Rubiano）６勝，白嶺Ｓ，日吉特別，清里特別，etc.

４代母 ＊ブルーウィンド（78 IRE 栗 Lord Gayle）GB・FR・IRE・USA５勝，英オー
クス‐G1，愛オークス‐G1，シルケングライダーＳ‐G3，愛１０００ギニー‐G1 ２着
［孫］ ブレーヴキャンター（06牡 ＊プリサイスエンド）�４勝�１勝�33 勝�５

勝���，久松城賞，黒潮スプリンターズＣ２着，だるま夕日賞３着
［曾孫］ バロンデル Baron De'l（03 In TheWings）GB・IRE６勝，Allege

d S‐L，GB・IRE障害２勝

５代母 アジュリン Azurine（57 IRE 鹿 Chamossaire）GB・IRE３勝，ロイヤルホイ
ップＳ，愛１０００ギニー３着，愛プリティポリーＳ２着，オーモンドＳ２着，Gal
tres S３着
［孫］ マッドガ－ドMad Guard（82 Home Guard）FR・USA３勝，ジョン

シェール賞‐G3，P. Montenica‐L ２着
セイフホ－ム Safe Home（81牝 Home Guard）IRE２勝，カラＳ‐G3

販売申込者・所有者： 富田 恭司＝様似町朝日丘 �0146-36-4644
生 産 牧 場： 富田 恭司
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1341 オルビア２０２０ �・黒鹿 ３／２３
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

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeオルビア
＊ Lear Fan

��
��
�マイルドアンドブリージー鹿 2004 Sapphire Breeze

4d
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 オチャノコサイサイ（07黒鹿 ダイタクサージャン）１勝，��２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
フィールドノア（17牡青鹿 ＊ロードアルティマ）��出走�３勝���１勝

２代母 メイショウカルメン（99鹿 エアダブリン）不出走
シンメイシロフネ（03牡 ＊クロフネ）�10 勝�入着
ロードクリムゾン（06	 ニューイングランド）１勝，�１勝
レオレジェンド（08牡 マーベラスサンデー）��２勝
グッドピュアレディ（09牝 ＊ストラヴィンスキー）�５勝��入着３回

３代母 シャダイカグラ（86栗 ＊リアルシヤダイ）７勝，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ
‐Jpn2，ペガサスＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，etc.，優３牝
エイブルカグラ（92牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

アスクコマンダー（98牝 ＊コマンダーインチーフ）４勝，忘れな草賞‐OP，西海
賞，三田特別，etc.
トレノエンジェル（07牝 ＊タイキシャトル）２勝，スイートピーＳ‐L
ドゥオーモ（13牡 ディープインパクト）�３勝，函館記念‐G3 ２着，小倉
大賞典‐G3 ２着，玄海特別，etc.

メガバックス（99牡 ウイニングチケット）２勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着，春
菜賞，日高特別３着

ネヴァカグラ（03牝 アグネスタキオン）不出走
ネイチャーレット（13牡 タニノギムレット）４勝，本栖湖特別，緑風Ｓ３着

ネヴァシャトル（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，皆生特別３着
オプティマルマザー（03牝 マーベラスサンデー）１勝，香春岳特別，
２勝

４代母 ミリーバード（76栗 ＊フアバージ）３勝
［子］ スペースクリス（89牝 ギヤロツプダイナ）２勝，江差特別，なでしこ賞２着

ダイイチキャプテン（93牡 ＊トライマイベスト）２勝，つばき賞
［孫］ オースミブライト（96牡 ＊ラストタイクーン）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，

京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.
オースミコスモ（99牝 フジキセキ）７勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ
‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲東栄牧場＝浦河町東栄 �0146-26-3226
生 産 牧 場： ㈲東栄牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

1342 オチャノコサイサイ２０２０ 牡・黒鹿 ３／１７
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイタクサージャン スイートラブオチャノコサイサイ エアダブリン

��
��
�メイショウカルメン黒鹿 2007 シャダイカグラ

＊ラバテラ 16a
トニービン S3×M4 Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 ＊オモテナシⅡ（12 USA鹿 Henrythenavigator）GB出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
レオ（16牡芦 Mastercraftsman）１勝，���出走
ジランドール（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝
メイプルリーフ（19牝鹿 オルフェーヴル）��出走

２代母 ミリオンギフト（98鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
＊ミリオンキング（04牡 Grand Slam）入着，��１勝
＊ミリオンセラーⅡ（06牝 A.P. Indy）USA４勝，Rosenna S
サンデイアフェアー Sunday Affair（07 牝 A.P. Indy）不出走

ニピゴンNipigon（12� Niigon）�USA・CAN７勝，Bunty Lawless S‐R ２
着，Coronation Futurity‐R ２着，Steady Growth S‐R ３着

ヨークトン Yorkton（14牡 Speightstown）USA・CAN７勝，ボールドヴェン
チャーＳ‐G3（２回），Queenston S‐R，King Corrie S，Charli
e Barley S，ニアークティックＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ウェイバーンWeyburn（18牡 Pioneerof the Nile）�USA２勝，ゴーサムＳ
‐G3，Pegasus S‐L ２着

＊ジョルジオ（13� Street Cry）入着２回，��１勝
＊グラスコックピット（17牡 Congrats）��６勝

３代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着
スカイビューティ Sky Beauty（90 牝 Blushing Groom）USA15 勝，エイコーンＳ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，アラバ
マＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，ゴー
フォーワンドＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，etc.

アワカントリープレイスOur Country Place（92牝 Pleasant Colony）不出走
プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ

ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.
サイレンスビューティ Silence Beauty（97 牝 ＊サンデーサイレンス）IRE入着

テイルオヴエカティ Tale of Ekati（05 牡 Tale of the Cat）USA５勝，ウッド
メモリアルＳ‐G1，シガーマイル‐G1，ジェロームＨ‐G2，etc.，種牡馬

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

1343 オモテナシⅡ２０２０ �・鹿 ４／２９

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊

ヘンリーザナヴィゲイター Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Henrythenavigator SequoyahオモテナシⅡ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミリオンギフト鹿USA 2012 ＊メイプルジンスキー

1g
Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ガイーヌ（07栗 デュランダル）�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
サンエイミラクル（14牡栗 ＊パイロ）�１勝
クラリテディーオ（15牡栗 フリオーソ）�５勝�入着��
サンエイムサシ（16牡栗 ＊シニスターミニスター）���２勝�４勝，ウイナーＣ
（Ｄ1400）２着

スティールアンジュ（17牝黒鹿 ＊ケイムホーム）��２勝��入着
ガイーヌアダージョ（19牝栗 トーセンジョーダン）�地方未出走

２代母 タイキロザリオ（02黒鹿 ＊スピニングワールド）不出走
ヴァレンティーア（10牝 ハーツクライ）２勝
カレンスフィーダ（12牡 ハーツクライ）１勝，梅花賞３着
ワタシノロザリオ（14牝 ヴァーミリアン）３勝

３代母 ＊ロイヤルブライド（89 USA鹿 Blushing Groom）不出走
＊タイキエルドラド（94牡 Theatrical）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2

２着，金鯱賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬
＊タイキアルカディア（95� Theatrical）３勝，気仙沼特別，飛翔特別２着，etc.，�

入着，せきれい賞２着
＊タイキトレジャー（96牡 Miswaki）８勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，マイルＣｈＳ

‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
＊タイキステラ（97牝 Miswaki）６勝，湘南Ｓ，初霜特別，シャングリラ賞，etc.

４代母 ＊ロイコン（75 GB鹿 High Top）GB・IRE２勝
［子］ キングズリヴァ－Kings River（82 牡 Irish River）GB・IRE・USA13 勝，

グレンカーンＳ‐G3，River City H‐L，What A Guest S‐L
（２回），etc.

［孫］ ＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝

ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札
幌日刊スポーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： ㈲出口牧場＝日高町賀張 �01456-5-2683
生 産 牧 場： ㈲出口牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1344 ガイーヌ２０２０ 牡・栗 ３／ ８
＊ Seeking the Gold

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マイネルラヴ

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

��
��
�サンライトチーフ青 2009 サンライトコール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスガイーヌ ＊スピニングワールド

��
��
�タイキロザリオ栗 2007 ＊ロイヤルブライド

4d
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 カカリア（11鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝，雷光特別（芝 1000）２着，ハッピーエン
ドＣ（芝 1200）３着，�２勝�
〔産駒馬名登録数：２〕
スズカガーベラ（18牡鹿 エピファネイア）�未出走
スズカワールド（19牡黒鹿 ワールドエース）�入着

２代母 スプリングガーベラ（97黒鹿 ＊ルション）３勝，アネモネＳ‐OP ２着，美利河
特別，下北半島特別，仲冬特別２着，南総特別３着，etc.
ネイチャーバカンス（07牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝
スプリングムサシ（12牡 ＊ジャイアントレッカー）�３勝

３代母 アンジェラスロマン（90栗 シービークロス）入着
スプリングダイアナ（94牝 メリーナイス）２勝，すずらん賞‐OP，中京３歳Ｓ‐OP ２着
スプリングアリウム（96牝 ＊パークリージエント）��４勝

スプリングヘッド（04牡 ＊ティンバーカントリー）３勝，アレキサンドライトＳ
２着，�７勝

マイネルレンツ（06牡 サニングデール）１勝，ガーベラ賞２着

４代母 ユウワスカーレツト（81鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
［子］ スリースポット（91牝 シービークロス）５勝，ハッピーエンドＣ，初霜特

別２着，矢作川特別２着，etc.
ホマレノエース（88牡 カツラギエース）１勝，横津岳特別３着，�11 勝

［孫］ ミッキーフォルテ（05牡 ＊スクワートルスクワート）３勝，茨城新聞杯，
浦安特別３着

ヒロショウグン（99牡 ＊アフリート）３勝，日吉特別３着，etc.，�１勝
�	�
，エトワール賞２着，道営スプリント２着，etc.

５代母 ソロナフオード（64黒鹿 ＊ソロナウエー）不出走
［孫］ ダイカツヤク（89牡 ネオキーストン）１勝，春日山特別，
７勝

チェリーランド（85牝 ＊ナイスダンサー）１勝，筑紫特別３着
カミノニシキ（76牡 ＊ラフインゴラ）２勝，�14 勝，秋の鞍３着，スポニ
チ杯，東海ＪＣ

トツプエコー（85牝 バンブーアトラス）�３勝��５勝，紅葉賞３着

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

1345 カカリア２０２０ 牡・鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythカカリア ＊ルション

��
��
�スプリングガーベラ鹿 2011 アンジェラスロマン

＊シルヴアーフオート 5d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ウインファンタジア（02栗 ＊ヘネシー）３勝，香春岳特別（芝 1200）２着，播磨特
別（芝 1400）３着，鳥栖特別（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（５）〕
ボスコエフィーメ（10牡栗 アグネスタキオン）�２勝
ナンヨートゥループ（13牡黒鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
シャープスティーン（15牝栗 ハーツクライ）入着５回，���入着５回�１勝
フォークアート（16牝栗 オルフェーヴル）１勝
ファルーク（17�栗 ダイワメジャー）１勝，���出走
マルシャ（18牡鹿 ワールドエース）��１勝
ファング（19牡鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ＊ミナミノバレッツ（92 USA栗 Easy Goer）１勝，カトレア賞２着
カネツストーリー（98牡 ＊シアトルダンサーⅡ）１勝，��３勝
アンフィトリオン（99牡 ダンスインザダーク）６勝，オパールＳ‐OP，高雄特別，

西部日刊スポーツ杯，天の川Ｓ３着，夕月特別３着，etc.
ミリオンベル（01牝 ＊フォーティナイナー）７勝，ペルセウスＳ‐L，ＫＢＣ杯‐L，シ

リウスＳ‐Jpn3 ２着，霜月Ｓ‐L ２着（２回），ギャラクシーＳ‐L ２着，etc.
ウインステルス（04牡 スペシャルウィーク）１勝
キュルミナン（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 アイヴォリーウィングズ IvoryWings（78 USA栗 Sir Ivor）GB・FR・ITY
・USA４勝，P. des Tuileries，Ruffian H，リディアテシオ賞‐G1 ３着，
James Herbuveaux Mile H３着
ウィングズオヴウィッシズWings ofWishes（86 牝 Alydar）GB・FR４勝，P.

Panacee‐L ２着，P. Predicateur‐L ３着
サラティン Salatin（90 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）GB・AUS・UAE５勝，Europ

ean Free H‐L ３着，Gala S‐L ３着
ワイルドプラネットWild Planet（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE・USA３勝，

P. Coronation‐L，プレスティージＳ‐G3 ２着
スルヤ Surya（98牝 Unbridled）FR・USA５勝，ダリアＨ‐G2，ロイヤルヒロ

インＳ‐G3，Ballston Spa H‐L，etc.
アルーナ Aruna（07牝 Mr. Greeley）FR・USA７勝，スピンスターＳ
‐G1，シープスヘッドベイＳ‐G2，ミセズリヴィアＳ‐G2，etc.

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

1346 ウインファンタジア２０２０ �・鹿 ２／２１
＊

＊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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�ヘネシー Island Kittyウインファンタジア
＊ Easy Goer

��
��
�ミナミノバレッツ栗 2002 IvoryWings

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

価格： 購買者：



母 ギンマク（07黒鹿 スペシャルウィーク）��３勝�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（10）〕
バジガクミワチャン（13牝栗 クーリンガー）�１勝��１勝�入着２回
ペイシャギンコ（14牝鹿 フリオーソ）�２勝�１勝��
ペイシャアコ（15牝栗 カネヒキリ）�２勝
レオズアズライト（17牝鹿 タイムパラドックス）��１勝��１勝
ヨシケンローズ（18牝鹿 トーセンジョーダン）��１勝

２代母 シネマライフ（92鹿 マルゼンスキー）入着２回
マサアンビション（99牡 ＊ウォーニング）６勝，なにわＳ，高砂特別２着，etc.，�1

2 勝�２勝���，笠松ＧＰ，サマーＣ，東海桜花賞，etc.
ホシコマンダー（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，若葉Ｓ‐L ３着，皐月賞

‐Jpn1 ５着，中京２歳Ｓ‐OP
マリスブラッシュ（01牡 ＊スピニングワールド）１勝，�27 勝�入着２回�，黒潮ス

プリンターズＣ（２回），二十四万石賞２着（２回），珊瑚冠賞２着，建依別賞２
着，高知県知事賞３着

クィーンオブキネマ（04牝 ＊タイキシャトル）６勝，ギャラクシーＳ‐L ２着，霜月
Ｓ‐L ３着，ＢＳＮ賞‐OP，ＮＳＴ賞‐OP ３着，etc.，��入着，スパーキン
グＬＣ‐Jpn3 ２着
ペイシャクィーン（12牝 ＊バトルプラン）�９勝，黒潮菊花賞，土佐秋月賞２着，

高知県知事賞３着
クインズヌーサ（14牝 ゴールドアリュール）３勝，米沢特別

ドリームプレイ（05牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，彦星賞３着，�４勝�入着
��，福山牝馬特別３着，ウインター争覇３着
ペイシャドリーム（16牝 ディープブリランテ）�３勝，さくらんぼ特別，由比ヶ浜

特別２着，クリスマスＣ２着，みちのくＳ３着，セプテンバーＳ３着，etc.

３代母 ＊デイオラマ（77 USA栗 Secretariat）USA２勝，アルシバイアディズＳ‐G2 ２着
イエスマイディアYes My Dear（82 牝 Affirmed）不出走

＊タイキクレセント（92	 Keen）４勝，京成杯‐Jpn3 ３着，谷川岳Ｓ‐OP ２着，
平ヶ岳特別，etc.

販売申込者・所有者： 竹中牧場＝新冠町美宇 �0146-47-5331
生 産 牧 場： 竹中牧場
飼 養 者： ㈲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

1347 ギンマク２０２０ �・鹿 ３／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールギンマク マルゼンスキー

��
��
�シネマライフ黒鹿 2007 ＊デイオラマ

21a
マルゼンスキーM3×M4

価格： 購買者：



母 キクノレヨン（12鹿 ＊エンパイアメーカー）�６勝�１勝�入着２回，園田クイー
ンセレクション（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
マウジュ（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 ゴールドコイン（05鹿 ＊デヒア）�11 勝�入着��
オールインワン（13牡 アドマイヤムーン）５勝，淀屋橋Ｓ（２回），戎橋特別３着
グランドディアマン（14牡 ルーラーシップ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ３着
ヒロシゲサンライズ（17牡 トゥザグローリー）��５勝
ゴールドフライト（18牡 ロードカナロア）�１勝

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

京新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
フジノウェーブ（02牡 ＊ブラックタイアフェアー）入着２回，�２勝��21 勝�，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，東京スプリント‐Jpn3 ２着（２回），etc.，
ＮＡＲ優古馬，ＮＡＲ優短距（2回）

４代母 ワンアイラヴOne I Love（76 USA黒鹿 Sir Ivor）USA５勝
［子］ クリプトスター Crypto Star（94 牡 Cryptoclearance）USA５勝，アー

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

アーノルドエス Arnold S.（89� Northern Jove）USA３勝，Canadi
an Derby‐L ２着，Alberta Derby‐L ２着，Western Canad
a H３着

バンドリーダー Band Leader（85 牡 Mr. Leader）USA８勝，Fort Mc
Henry H‐L ２着，Broad Brush S‐L ２着

５代母 デルタエンプレスDelta Empress（70 USA黒鹿 Delta Judge）USA４勝，
フォールズシティＨ‐G3，Pocahontas S２着

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

1348 キクノレヨン２０２０ 牡・芦 ４／１６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキクノレヨン ＊デヒア

��
��
�ゴールドコイン鹿 2012 ＊インキュラブルロマンティック

4j
Unbridled M3×S4 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 キセキノデアイ（13青鹿 ＊キンシャサノキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
シゲルワルツ（18牝鹿 メイショウサムソン）��入着
ルビウスノキセキ（19牝鹿 タイムパラドックス）�地方未出走

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

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

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

ッカスＳ‐OP，ジュニアＣ‐OP ２着，etc.

４代母 ノースサイダーNorth Sider（82 USA黒鹿 Topsider）USA15 勝，アップル
ブラッサムＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，マスケットＳ‐G1，ヴェイグラ
ンシーＨ‐G3，Monmouth Park Breeders' Cup H‐L，etc.
［子］ ウェスタンサイドWestern Side（98牝 GoneWest）USA２勝，Hou

ston San Felipe S３着
［孫］ ファフティトゥー Fufty Too（06� Speightstown）USA７勝，Dean Kut

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1349 キセキノデアイ２０２０ �・黒鹿 ４／２８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンキセキノデアイ ジャングルポケット

��
��
�ルビウス青鹿 2013 ＊ルビーマイディア

1c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ギタートウショウ（08黒鹿 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
オスズ（13牝黒鹿 ローエングリン）��７勝，九州ジュニアＣｈ（Ｄ1750）２着
ノーブルタイタン（15�栗 キングヘイロー）��１勝�入着
マスタリーピーク（18�鹿 ＊シニスターミニスター）���１勝

２代母 バージントウショウ（99黒鹿 フジキセキ）不出走
デコトウショウ（04牝 サクラバクシンオー）�１勝
ネイヴルトウショウ（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
トウショウデザート（06牡 ＊デザートキング）３勝，鹿野山特別，九十九里特別２着，

信濃川特別２着，府中Ｓ３着，東雲賞３着，etc.
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，ギャラクシーＳ‐LR

２着，栗東Ｓ‐L ２着，etc.，���	�入着４回
，さきたま杯‐Jpn2 ３着，
黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

クリスタトウショウ（10牝 ＊グラスワンダー）�３勝

３代母 タバサトウショウ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞

‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優古牝
トウショウデザイア（06牡 キングカメハメハ）２勝，睦月賞３着，etc.，障害３勝，

小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�２勝，北國王冠
トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝


���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走

アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐G1 ４着，
エリカ賞

４代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
［孫］ トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷

川岳Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，��１勝

販売申込者・所有者： 富沢萩沢俊雄牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2182
生 産 牧 場： 萩澤 俊雄
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

1350 ギタートウショウ２０２０ �・鹿 ３／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawギタートウショウ フジキセキ

��
��
�バージントウショウ黒鹿 2008 タバサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 キョウエイアロマ（08栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
セイコチャン（15牝栗 ＊シニスターミニスター）��出走�１勝�２勝��４勝�１勝
グレイトボルケーノ（17牡栗 ＊サウンドボルケーノ）��未出走�１勝�
ビターチョコ（19牝栗 コパノリッキー）��出走

２代母 メローサンデー（94黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルマトゥーロ（02牡 ＊ピルサドスキー）	７勝�
ルナアーケード（03牝 テイエムオペラオー）�２勝��３勝�３勝�６勝
入着３回
マルケイフロイデ（12牝 ＊タイキシャトル）�７勝

３代母 メルドスポート（79栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
カッティングエッジ（86牝 ＊フアバージ）６勝，クイーンＣ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝

馬Ｓ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，etc.
ファビラスターン（94牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞３着，�１勝
シャドウゲイト（02牡 ＊ホワイトマズル）６勝，中京記念‐G3，中山金杯
‐G3，etc.，��入着，GB・IRE・HKG・SIN２勝，シンガポール国際
Ｃ‐G1，種牡馬

サトノタイガー（08牡 キングカメハメハ）５勝，カペラＳ‐G3 ２着，etc.，
��３勝��入着３回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，ＪＢＣスプ
リント‐Jpn1 ５着，etc.，ＮＡＲ優短距

プロミネントカット（95牝 ＊トニービン）不出走
ハノハノ（08牡 アドマイヤコジーン）６勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，
京洛Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ３着，etc.

ディヴァインライト（95牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念‐Jpn1 ２着，
マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，東京新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

メルロースウィート（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，紅葉特別，上総特別３着，
福島中央ＴＶ杯３着
アグネスワルツ（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，オークス‐G1 ３着，フローラＳ

‐G2 ２着，マーメイドＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 中前牧場＝日高町豊郷 �090-7646-8416
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

1351 キョウエイアロマ２０２０ �・鹿 ４／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキョウエイアロマ ＊サンデーサイレンス

��
��
�メローサンデー栗 2008 メルドスポート

＊ナイトライト 22d
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 クレールドリュヌ（09栗 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ノースガッツ（14牡栗 ディープスカイ）���２勝
ケイティーセキトバ（15牡栗 ＊ヘニーヒューズ）���７勝
ロマンエクスプレス（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）���１勝

２代母 ＊ルークラティブ（98 USA栗 Seeking the Gold）FR２勝
プロフィタビリティ Profitability（05 牝 Cherokee Run）GB・USA３勝，City o

f Phoenix S２着，Chandler S２着
カロライナジャスミン Carolina Jasmine（12牝 Line of David）USA６勝，

Letellier Memorial S２着
プラータオプローモ Plata O Plomo（14� Paddy O'Prado）�UAE・SWE９勝，

PrammsMemorial‐L，Norra Skanska Regementets Minneslopning
‐L，Nickes Minneslopning‐L ２着，PrammsMemorial‐L ３着，
Norra Skanska Regementets Minneslopning‐L ３着

バンクマージャー Bank Merger（07 牡 Consolidator）USA・UAE４勝，Galla
nt Bob S‐L，キングズビショップＳ‐G1 ２着，IslandWhirl S２着

バンカーズギャル（16牝 アドマイヤムーン）��４勝

３代母 バンカーズレイディ Banker's Lady（85 USA栗 Nijinsky）USA８勝，トッ
プフライトＨ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ベッドオーロージ
ズＨ‐G2，ロングルックＨ‐G2，etc.
バンカーズゴールド Banker's Gold（94 牡 ＊フォーティナイナー）USA６勝，トムフ

ールＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，メトロポリタンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ソサイエティコラム Society Column（96牝 Seeking the Gold）USA出走

レイテストスクープ Latest Scoop（05牝 Tiznow）USA１勝
＊パーソナルダイアリー（11牝 City Zip）USA・CAN３勝，デルマーオーク

ス‐G1，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，リグレットＳ‐G3
２着，etc.

スイートチャリティ Sweet Charity（99 牝 A.P. Indy）USA１勝
チャリティーベル Charity Belle（06 牝 ＊エンパイアメーカー）GB・FR２勝，

ノネット賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈱ティーズファーム＝神奈川県横浜市 �045-342-8927
生 産 牧 場： オカモトファーム
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1352 クレールドリュヌ２０２０ 牡・栗 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズクレールドリュヌ
＊ Seeking the Gold

��
��
�ルークラティブ栗 2009 Banker's Lady

1l
Seeking the Gold S3×M3 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5
Buckpasser S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 サクラエボル（08栗 サクラバクシンオー）入着，�２勝��入着６回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
シャインボルテージ（16牝黒鹿 サクラオリオン）��１勝�入着３回�
メモリア（17牝黒鹿 ＊ストーミングホーム）入着，��２勝���
オオモリクン（18	黒鹿 サクラオリオン）��出走

２代母 サクラコンドル（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サクラナスカ（06牝 サクラバクシンオー）３勝

ワールドヘリテージ（15牡 アドマイヤコジーン）�３勝，ＳＴＶ賞，稲城特別，
初富士Ｓ３着，レインボーＳ３着

スタークニナガ（15	 サクラオリオン）�
未出走�１勝�２勝�１勝�入着３回
�，オパールＣ，知床賞

３代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 牝 Fabulous Dancer）FR入着５回

＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２
歳Ｓ‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，etc.

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

＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞
‐G2 ２着，北野特別，etc.

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，
オールカマー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

サクラフューチャー（96牝 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプローズ賞２着
サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着（２回），天

保山Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵庫ゴールドＴ
‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： �谷岡スタット
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

1353 サクラエボル２０２０ �・黒鹿 ３／２７
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エルコンドルパサー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サドラーズギャルサクラオリオン
＊ Danzig

��
��
�サクラセクレテーム黒鹿 2002 Secrettame

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラエボル ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラコンドル栗 2008 ＊ローラローラ

14
Northern Dancer S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 サンマルフェアー（08黒鹿 アドマイヤドン）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
サンマルアルティマ（14牡黒鹿 ＊ロードアルティマ）入着，�１勝�１勝
リンノストーン（15牝青鹿 スマートロビン）�３勝��１勝，平和賞（Ｄ1600）
フェアースカイ（16牝鹿 グランプリボス）�３勝
ハクサンフルリール（17牡鹿 ディープブリランテ）入着，��入着２回��
ゴールドオーロラ（18牝鹿 エピファネイア）�出走
イチフジプリンス（19牡黒鹿 コパノリッキー）���入着

２代母 ＊シアトルフェアー（91 USA黒鹿 Capote）２勝，ききょうＳ‐OP
シアトルフレーム（97牡 ＊ポリッシュネイビー）３勝，アイビーＳ‐OP，灘Ｓ‐OP

３着，大原Ｓ
ステラクィーン（98牝 ダンスインザダーク）�４勝��２勝

シゲルハスラット（05牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジュライＳ，須磨特別，雪割
草特別，心斎橋Ｓ３着，千里山特別３着，etc.

シゲルトンカーン（05牝 フサイチコンコルド）１勝
アドバンスウェイ（06牡 ネオユニヴァース）７勝，すばるＳ‐L，マリーンＳ‐LR ２

着，ギャラクシーＳ‐LR ２着，トパーズＳ‐L ２着，ＢＳＮ賞‐OP，etc.

３代母 フランプトンダンサー Frampton Dancer（70 USA黒鹿 Jig Time）USA１勝
ディスタントダンサーDistant Dancer（75 牡 Distant Day）USA11 勝，Florida

Breeder's Futurity‐R
ディスタントローズDistant Rose（76牝 Distant Day）USA10 勝，Marica H，

Miss Mommy H，Cinderella S３着
ベンアリズルーラー Ben Ali's Rullah（89牡 Clever Trick）USA９勝，Sec

ondWind S‐R ２着
トロピコシエロ Tropico Cielo（90 牝 ＊セクレト）USA１勝，Moccasin S

‐L ３着
プラムタイム Plum Time（82牝 Plum Bold）USA２勝，Minnesotan S‐R ３着
ドッツシスDot's Sis（89 牝 Conquistador Cielo）USA１勝

アシエンダデルマル Hacienda Del Mar（00 牝 Jumron）USA４勝，Czaria
H２着

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

1354 サンマルフェアー２０２０ 牡・黒鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ティンバーカントリー

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤドン ベガサンマルフェアー
＊ Capote

��
��
�シアトルフェアー黒鹿 2008 Frampton Dancer

1o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サーリセルカ（05鹿 ＊ウォーエンブレム）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－４（９）〕
セルーカ（10�鹿 ダンスインザダーク）�４勝��
マーシャラー（11牡黒鹿 スペシャルウィーク）�３勝
メイショウタチマチ（13牝鹿 スペシャルウィーク）４勝，忘れな草賞‐LR（芝 2000）

３着，ポプラ特別（Ｄ1700），御陵Ｓ（Ｄ1800）２着，御室特別（芝 2000）２着，
生田特別（芝 2400）２着，セントポーリア賞（芝 1800）２着，福寿草特別
（芝 2000）２着，オークランドＲＣＴ（Ｄ1800）３着，糺の森特別（芝 1800）３着

メイショウレイロウ（15牡鹿 ディープブリランテ）入着，�１勝
テゴナ（17牝鹿 ジャスタウェイ）��１勝

２代母 ラストリゾート（00栗 ＊ノーザンテースト）１勝
ダイビングボード（10牡 ダンスインザダーク）１勝

３代母 ＊リープフォージョイ（92 GB栗 Sharpo）GB・FR・IRE・ITY３勝，オメノー
ニ賞‐G3（２回），ダイアデムＳ‐G2 ３着，P. Certosa‐L ２着，フィーニクス
スプリントＳ‐G3 ３着，Doncaster S‐L ３着
チャペルコンサート（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，米子Ｓ‐L，オークス

‐Jpn1 ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
ムードインディゴ（05牝 ダンスインザダーク）３勝，府中牝馬Ｓ‐G3，秋華賞

‐Jpn1 ２着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，etc.
ユーキャンスマイル（15牡 キングカメハメハ）�６勝，阪神大賞典‐G2，新潟

記念‐G3，ダイヤモンドＳ‐G3，etc.

４代母 ハンブルパイ Humble Pie（85 GB栗 Known Fact）GB２勝，Rose Bowl
S‐L ３着
［孫］ キングズチャペル King's Chapel（00 牡 ＊キングオブキングス）AUS・N

Z10勝，テレグラフＨ‐G1，オタキマオリ馬齢Ｓ‐G1，ＮＺ２０００ギニ
ー‐G1，etc.，種牡馬

コプラー Coprah（08� Bertolini）GB・IRE・NOR・SWE・DEN６勝，
ストックホルムストゥーラプリス‐G3，Swedish OpenMile‐L，
Polar Mile Cup‐L，etc.

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

1355 サーリセルカ２０２０ 牡・鹿 ４／２４

＊

＊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

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyサーリセルカ ＊ノーザンテースト

��
��
�ラストリゾート鹿 2005 ＊リープフォージョイ

1l
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 サーストンララア（10鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（５）〕
マースゴールド（15牡栗 ゴールドアリュール）２勝
サンデープリンセス（17牝青鹿 キズナ）��４勝�１勝
メイショウウネビ（19牡鹿 メイショウサムソン）�出走

２代母 シャイニングスルー（02青鹿 スペシャルウィーク）１勝，湯浜特別３着
ヴァンガードシチー（12牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
パッキーノ（14牡 ＊ファルブラヴ）�２勝
リョウランレーヴ（15牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝
ドーベルフラッシュ（17牡 エイシンフラッシュ）��３勝�１勝�

３代母 ＊メインスルー（92 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA６勝，E.B. Johnston S
‐L，Torrey Pines S‐R
メインタイトル（98牝 Rahy）１勝

ディアーウィッシュ（04牡 ＊クロフネ）３勝，��７勝�４勝，浦和記念‐Jpn2
３着，京成盃グランドマイラーズ（２回），スパーキングサマーＣ，etc.

キングダンサー（08牝 キングカメハメハ）１勝
イズジョーノキセキ（17牝 エピファネイア）�３勝，忘れな草賞‐L ２着，
太宰府特別，京橋Ｓ２着

ブリガドーン（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，京成杯
‐Jpn3 ３着，館山特別，etc.

マコトキンギン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーションＣ３着
ダイバーシティ（05	 ジャングルポケット）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ３

着，湾岸Ｓ，晩秋特別，etc.，障害１勝
ハッピーパレード（06牝 ネオユニヴァース）４勝，ｔｖｋ賞，中京スポーツ杯２着，

檜原湖特別２着，etc.

４代母 メインプロスペクトMain Prospect（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝，
Miss Autumn S
［孫］ ビルヒニアフィッツ Virginia Fitz（99 牝 Fitzcarraldo）ARG４勝，ラモ

ンビアウス賞‐G2，P. Juan Pedro Artigas‐L，ＣＥジュヴェナイ
ルフィリーズ‐G1 ２着，etc.

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

1356 サーストンララア２０２０ �・栗 ４／１１

＊

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 ＊マンファスサーストンララア スペシャルウィーク

��
��
�シャイニングスルー鹿 2010 ＊メインスルー

8c
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



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

２代母 ミツワオーロラ（02鹿 メジロマックイーン）出走

３代母 ミツワロード（91鹿 ＊アレミロード）��２勝

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

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

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

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

ストリートジャズ（98牡 ＊ペルジノ）２勝，アベリア賞２着

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

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

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

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

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

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

1357 シアヌークビル２０２０ 牡・黒鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュシアヌークビル メジロマックイーン

��
��
�ミツワオーロラ黒鹿 2013 ミツワロード

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×M5

価格： 購買者：



母 キスミーソフトリー（10黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ジェーマリン（18牝黒鹿 タニノギムレット）���入着
ジュリアドリーム（19牝鹿 トーセンジョーダン）�地方未出走

２代母 カモンマイハウス（93栗 ＊キャロルハウス）５勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，
衣笠特別２着，八坂特別３着，秋分特別３着，ＴＶＱ杯３着
ヒカルジェイエ（02� フジキセキ）２勝
ナリタコンコルド（04� フサイチコンコルド）１勝
ウイニングフルール（05牝 ＊ファルブラヴ）�５勝�

メタリフェル（17牝 アーネストリー）��４勝�，湾岸スターＣ２着，中京ペ
ガスターＣ２着

ミルテ（09牝 ＊アフリート）１勝

３代母 メイクアウイッシュ（87栗 ＊ノーザンテースト）１勝
ビゼンスバル（94牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，白百合Ｓ‐OP ３着，国際ＪＳ（２），

白藤Ｓ，etc.，障害１勝
クリールポイント（95牡 サクラユタカオー）４勝，寺泊特別，赤倉特別２着，隅田

川特別２着，etc.
ブレスマイスターズ（96牝 ＊ホワイトマズル）１勝

ゼンノグッドウッド（03牡 エアジハード）６勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，サン
シャインＳ，春日特別，etc.

テレグノシス（99牡 ＊トニービン）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，毎日王冠‐G2，
京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，FR・HKG入着，種牡馬

ブローザキャンドル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回，��１勝�
フレイムオブピース（09牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，マーチＳ‐G3 ３着，伊

丹Ｓ，オークランドＲＣＴ２着，etc.
キャンドルグラス（14牡 ＊サウスヴィグラス）���10 勝	２勝，東京スプリント

‐Jpn3 ３着（２回），ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５着，船橋記念（２回），etc.
アサクサコンソメ（02牝 ダンスインザダーク）１勝

ヴェリタスマリコ（12牝 キングカメハメハ）不出走
アシャカトブ（16牡 ＊シニスターミニスター）�５勝，アハルテケＳ‐OP，
ポルックスＳ‐OP ３着，etc.，
入着，佐賀記念‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-3701
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1358 キスミーソフトリー２０２０ 牡・鹿 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスアンライバルド
＊ Sadler's Wells

��
��
�バレークイーン鹿 2006 Sun Princess

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceキスミーソフトリー ＊キャロルハウス

��
��
�カモンマイハウス黒鹿 2010 メイクアウイッシュ

＊メツシーナ 5h
Northern Dancer S4×M5 Aphonia M5×M5

価格： 購買者：



母 グラシエトウショウ（11芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ハクユウラッキー（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��入着��５勝
オセアジャスティス（18牡鹿 ＊マクフィ）�１勝
キャッスルロック（19牡芦 ＊ザファクター）�地方未出走

２代母 ＊キートウショウ（94 USA鹿 Nureyev）出走
カソクソウチ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）��10 勝
グローブトウショウ（00牝 ＊リアルシヤダイ）��２勝

トウショウロジック（07牡 ＊ティンバーカントリー）３勝，直江津特別３着，中
ノ岳特別３着

ザップトウショウ（01牝 ＊オジジアン）３勝
コルサトウショウ（03牝 ＊ヘクタープロテクター）２勝
トウショウツアラー（04� サツカーボーイ）１勝
ロッソトウショウ（05牝 マーベラスサンデー）４勝，アカシヤ特別３着，�６勝	

２勝
１勝�入着��，兵庫クイーンＣ，秋桜賞，兵庫サマークイーン賞，福
山牝馬特別２着，etc.

ロマニートウショウ（06牝 ＊ティンバーカントリー）�８勝��
トウショウスパーダ（07牡 サクラバクシンオー）�２勝
ピオニエトウショウ（09牝 デュランダル）３勝，頌春賞
トウショウネクスト（13牡 ＊エンパイアメーカー）�１勝

３代母 キーアップKey Up（87 CAN栗 Key to the Mint）USA出走
＊ゲイリーアポロ（93牡 Houston）１勝，鳥栖特別３着

４代母 ランタナレイディ Lantana Lady（81 CAN鹿 Vice Regent）USA４勝，
Selene S‐L，Ontario Damsel S‐R，Fury S‐R ２着，Lady Angela S
‐L ２着，Wonder Where S‐R ２着，etc.
［子］ ミネラルウェルズMineral Wells（89 牡 Mr. Prospector）USA４勝，サ

ンヴィセンテＳ‐G3，コールタウンＢＣＳ‐G3 ３着
ヘイメイカー Haymaker（88 牡 Two Punch）USA４勝，Private Ter
ms S‐L，Maryland Juvenile Championship S‐LR，Goss L. St
ryker S‐R，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 土田 和男＝新ひだか町三石歌笛 �090-1524-5032
生 産 牧 場： 土田 和男
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1359 グラシエトウショウ２０２０ 牡・栗 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューグラシエトウショウ
＊ Nureyev

��
��
�キートウショウ芦 2011 Key Up

1h
Nureyev M3×S4 Vice Regent M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊クラシカルバリュー（10 USA鹿 Theatrical）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シンライスマイル（17牡黒鹿 ジャスタウェイ）���入着２回
カネトシエステラ（18牡鹿 ＊エスケンデレヤ）�１勝

２代母 アンティ－クオ－クション Antique Auction（90 CAN黒鹿 Geiger Counter）
USA４勝，Star Shoot S‐L，Fanfreluche S‐R，MyDear S‐L ２着，
Glorious Song S‐R ２着，Bold Jill H‐L ３着

＊オステアアンティカ（95牝 A.P. Indy）不出走
アウトディスタンス（01牡 ＊カーネギー）１勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着

＊インディアナカーヴ（96牝 A.P. Indy）５勝，蓬莱峡特別，三宮特別，ガーベラ賞３着
フローラルカーヴ（04牝 アグネスタキオン）１勝，アネモネＳ‐L ２着，さざん

かＳ‐OP ３着
エクセラントカーヴ（09牝 ダイワメジャー）６勝，京成杯オータムＨ‐G3，ク

イーンＣ‐G3 ３着，新潟日報賞，江の島特別
オークションキャットAuction Cat（97 牝 Storm Bird）不出走

キャットカトールズ Cat Quatorze（02 牝 Louis Quatorze）USA４勝，Lik
ely Exchange S

＊ネットオークション（98牝 Storm Bird）１勝，��２勝
コレクターアイテム（10牝 ハーツクライ）３勝，アルテミスＳ（重賞）‐L，阪神

ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，鷹巣山特別，舞子特別２着
＊アンティークコイン（01牡 Theatrical）５勝，保津峡特別，仲秋特別，九重特別，

マカオＪＣＴ，清水Ｓ２着，etc.，障害１勝
＊アンティックタイル（02牝 Fusaichi Pegasus）入着，�６勝�入着

メイショウアキシノ（09牝 デュランダル）２勝
メイショウケイメイ（16牝 ＊ワークフォース）�３勝，紅梅Ｓ‐L

＊ドリーミーペガサス（04牡 Fusaichi Pegasus）４勝，檜山特別，伊良湖特別，第３２
回ＡＲＣ東京大会記念２着，観月橋Ｓ２着，オークランドＲＣＴ２着，etc.

＊スナイプビッド（08牡 Theatrical）２勝，立川特別２着，摂津特別３着
＊ストーンウェア（12牡 Birdstone）５勝，若駒Ｓ‐LR ２着，福島民報杯‐L ３着，メ

イＳ‐OP ２着，ノベンバーＳ，湘南Ｓ，etc.

３代母 ＊オールドスタッフ（85 USA鹿 Irish River）不出走

販売申込者・所有者： 富本 茂喜＝新冠町新和 �0146-47-5063
生 産 牧 場： 富本 茂喜
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1360 クラシカルバリュー２０２０ �・黒鹿 ４／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊

シアトリカル Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�Theatrical ＊ツリーオブノレッジクラシカルバリュー アンティ－クオ－クション Geiger Counter

��
��
�Antique Auction鹿USA 2010 ＊オールドスタッフ

9f
Nureyev M3×S5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×M5
ThongM4×M5 Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 グランドゲルニカ（12青鹿 ネオユニヴァース）��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ケイツーポンド（17牡黒鹿 ＊モンテロッソ）入着，���１勝
ニュードロップオフ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）���入着３回
モルゴース（19牝鹿 ビッグアーサー）��入着

２代母 ＊オルティスローザ（04 USA栗 Fusaichi Pegasus）不出走
ベルウッドジンプウ（10牡 ゴールドアリュール）入着，�３勝��入着２回�
サンライズクロンヌ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，美濃特別，信濃川特別２着，

千両賞２着，白梅賞３着，��１勝
ユニルドール（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝，�３勝��入着
キョウエイシンシア（16牝 ヴィクトワールピサ）��５勝

３代母 ＊ゲルニカ（97 ARG栗 Luhuk）ARG６勝，パレルモ賞‐G1，ＣＥディスタフ
‐G1，ミルギニーズ‐G1，亜１０００ギニー‐G1，イネスＶロカ賞‐G3，etc.
タペストリー（05牝 Fusaichi Pegasus）出走

サージェントバッジ（12� ステイゴールド）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，ア
ルデバランＳ‐OP ３着，雅Ｓ，etc.，�	２勝����

レッドカーペット（13牡 ダノンシャンティ）３勝，もみじＳ‐OP ２着
レイナソフィア（06牝 スペシャルウィーク）２勝，春日山特別，浦佐特別２着

レイエスプランドル（15牡 ＊ハービンジャー）２勝，山吹賞，三田特別２着，白
川特別２着，etc.

エイシンオスマン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，Ｎ
ＨＫマイルＣ‐G1 ４着，障害２勝

４代母 グワーシュGouache（89 ARG栗 ＊サザンヘイロー）ARG９勝，ブエノスア
イレス市大賞‐G1，サトゥルニーノＪウンスエ大賞‐G1，カルロスカサレス賞
‐G2，フランシスコＢボッシュ将軍賞‐G3（２回），ビアモンテ将軍賞‐G3，etc.
［子］ パブリックスピーカー Public Speaker（05 牡 Distorted Humor）USA

８勝，Robert F. Carey Memorial H‐L，Sea O Erin H‐L，ファ
イアクラッカーＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ゴールデンライフGolden Life（04 牝 ＊コロナドズクエスト）FR３勝，
P. Isola Bella‐L

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

1361 グランドゲルニカ２０２０ �・黒鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスグランドゲルニカ
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�オルティスローザ青鹿 2012 ＊ゲルニカ

9g
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 グリシーヌシチー（12鹿 ハーツクライ）１勝
本馬の他に産駒あり

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

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

キクタロウ（09牡 ダンスインザダーク）２勝，��４勝�
ピサノナイトレイ（11牝 ネオユニヴァース）１勝

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

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

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

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

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

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

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

ゲスホワットGuessWhat（08� Danroad）NZ７勝，Kaimai S‐L，
タラナキＳ‐G3 ２着

ワンリケティスプリットOne Lickety Split（06 牡 Medecis）AUS６勝，
BRCGolden S‐L，種牡馬

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

1362 グリシーヌシチー２０２０ 牡・鹿 ４／２３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスグリシーヌシチー ＊ホワイトマズル

��
��
�シェナンドアリバー鹿 2012 ＊アリシーナ

9f
Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 グレースグランド（11鹿 アドマイヤムーン）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ケイティグレース（16牝栗 ロジユニヴァース）入着２回，��１勝�入着２回��
シンヨモギネス（18牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�１勝，プラタナス賞（Ｄ1600）３着

２代母 ＊フレンチリヴィエラ（99 USA栗 ＊フレンチデピュティ）USA４勝，サラブレ
ッドクラブオヴアメリカＳ‐G3
スズカコーズウェイ（04牡 Giant's Causeway）６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，

ジュニアＣ‐OP ２着，朱雀Ｓ，宇治川特別，さわらび賞，etc.，種牡馬
クイーンリヴィエラ（09牝 ディープインパクト）３勝，リボン賞，シンガポールタ

ーフクラブ賞２着
カデナ（14牡 ディープインパクト）�４勝，弥生賞‐G2，小倉大賞典‐G3，Ｒ－Ｎ

ＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，小倉記念‐G3 ２着，新潟記念‐G3 ３着，etc.

３代母 アクティネラActinella（90 USA鹿 Seattle Slew）GB・USA入着２回
ディヴァイデドウィフォールDividedWe Fall（97 牝 You and I）USA２勝

サウンズインポッシブル Sounds Impossible（02� Smoke Glacken）USA９
勝，Inaugural S２着

ディヴィサDivisa（03� Smoke Glacken）USA11 勝，William Livingston
S３着

ホットスペイス Hot Space（02� Lord Carson）USA２勝，キャリーバックＳ
‐G2 ３着

レットジョイレイン Let Joy Reign（04牝 Awesome Again）不出走
オシポッセOsi Posse（09 牝 Osidy）USA５勝，Elge Rasberry S‐R
ゲットアノーションGet a Notion（11� Notional）�USA18 勝，Premier Cu

p H２着，Winsham Lad H３着，Zia Park Sprint S３着
ケルティックケイオス Celtic Chaos（13 牡 Dublin）�USA10 勝，JohnMor

rissey S‐R（２回），Affirmed Success S‐R，Hollie Hughe S‐R
２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1363 グレースグランド２０２０ �・鹿 ３／２７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズグレースグランド
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ鹿 2011 Actinella

16h
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 クイーンベジタブル（11鹿 キングカメハメハ）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
スウィープアイ（17牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��入着�

２代母 ＊マチカネエンムスビ（94 IRE 鹿 Caerleon）４勝，桃山特別，賢島特別，西日
本スポーツ杯２着，城崎特別２着，有松特別２着，etc.
マチカネセイカイハ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ミッシングナンバー（06牡 アグネスタキオン）１勝，�１勝�１勝
トウカイインパルス（10牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 ファラオズディライト Pharaoh's Delight（87 IRE 鹿 Fairy King）GB・FR・I
RE３勝，フィーニクスＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1 ２着，ナンソープＳ‐G1 ３着，ヘイドックスプリントＣ‐G1 ３着，etc.
ファーマシスト Pharmacist（96 牝 Machiavellian）IRE１勝，Rochestown S

‐L，Rockingham H‐L ２着
メディシナルMedicinal（01� Linamix）FR・IRE３勝，Silver S‐L，愛ダ

ービートライアルＳ‐G2 ３着，ロイヤルホイップＳ‐G2 ３着，GB・FR
・IRE障害４勝

レッドロックス Red Rocks（03 牡 Galileo）GB・FR・IRE・USA・UAE・H
KG６勝，ＢＣターフ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，ゴードンリチャーズＳ
‐G3，etc.，種牡馬

ガルヴォーンGalvaun（09牝 Galileo）FR３勝，P. Solitude‐L，ロワイヤ
リュー賞‐G2 ３着，P. Casimir‐Delamarre‐L ２着

＊ファリシーク（99牝 RainbowQuest）IRE１勝，Celebration S‐L ２着，Pl
atinum S‐L ３着

ドゥークスDookus（05 牝 Linamix）FR出走
ユーエスローUs Law（10� Lawman）FR・NZ・HKG５勝，トーマスブラ

イアン賞‐G3，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1 ３着，フォンテヌ
ブロー賞‐G3 ３着，etc.

フランクース Frankuus（14� Frankel）�GB・FR・IRE４勝，ローズオヴラ
ンカスターＳ‐G3，コンデ賞‐G3，Ascendant S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高山牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6114
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1364 クイーンベジタブル２０２０ �・鹿 ３／１０
＊

＊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 ＊マンファスクイーンベジタブル
＊ Caerleon

��
��
�マチカネエンムスビ鹿 2011 Pharaoh's Delight

A29
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 グロリアフライト（15青鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
初仔

２代母 エスフライト（99黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アクアブルーハート（12牝 ＊エンパイアメーカー）入着

ショウナンマリオ（17牡 ＊トビーズコーナー）�２勝，わらび賞，浦佐特別２着，
黒竹賞２着，カトレア賞２着，中ノ岳特別３着，etc.

タガノマニカ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝
ハッピーフライト（16牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�２勝�１勝，梅桜賞２着，

金沢ヤングＣｈ２着

３代母 ノースフライト（90鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ
‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，etc.，優古牝
キコウシ（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，大和特別３着，オーロラ特別３着
フェルメールブルー（97牝 ＊ノーザンテースト）３勝，桜島特別２着

エーブダッチマン（06牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２
着，バーデンバーデンＣ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，etc.

ミスキャスト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，福島記念
‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP，etc.，種牡馬

パピュラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝
サンホッブズ（13牡 メイショウサムソン）４勝，伊勢佐木特別，伊勢特別３着，

障害１勝
サノサマー（14牡 ＊サマーバード）５勝，春光Ｓ，香取特別，etc.，��入着�

２勝�入着��，利家盃
ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ

チ賞２着，etc.
オハナ（15牝 ディープインパクト）�３勝，ノエル賞，菜の花賞

４代母 シヤダイフライト（73鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［孫］ マリーゴッド（91牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ３着，卯月Ｓ‐OP，etc.

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

1365 グロリアフライト２０２０ 牡・鹿 ４／ ５

＊

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythグロリアフライト ＊サンデーサイレンス

��
��
�エスフライト青鹿 2015 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 グローリサンディ（01芦 エイシンサンディ）�６勝�１勝�７勝��，エーデル
ワイス賞‐Jpn3 ３着，ノースクイーンＣ（Ｄ1600），ひまわり賞（Ｄ1900），華月
賞（Ｄ1500），若草賞（Ｄ1600），etc.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－６（15）〕
カントリーホーマ（08牡芦 ＊ティンバーカントリー）��１勝�５勝
フジグローリラヴ（12牝鹿 ＊ファルブラヴ）�２勝�
ウインオスカー（13牡鹿 スクリーンヒーロー）６勝，千葉Ｓ‐OP（Ｄ1200），千葉Ｓ

‐OP（Ｄ1200）２着，ながつきＳ（Ｄ1200），鶴ヶ城特別（Ｄ1150），八海山特別
（Ｄ1200），越後Ｓ（Ｄ1200）２着，ラジオ福島賞（Ｄ1150）２着，大須特別
（Ｄ1200）２着，秋明菊賞（芝 1400）２着，��１勝����入着３回，笠松ＧＰ
（Ｄ1400）２着，etc.

トラスト（14牡芦 スクリーンヒーロー）１勝，札幌２歳Ｓ‐G3，朝日杯フューチュ
リティＳ‐G1 ５着，クローバー賞‐OP（芝 1500）２着，障害４勝，京都ハイジ
ャンプ‐JG2（3900）２着，阪神スプリングジャンプ‐JG2（3900）３着，東京ハイ
ジャンプ‐JG2（3110）３着，��２勝，ＮＡＲ優ターフ

ウインスラーヴァ（15牡鹿 スクリーンヒーロー）２勝，障害１勝
ヴィクトリーナイト（17牡芦 ＊キングズベスト）��３勝
テイエムテンホー（18牝鹿 リオンディーズ）�	１勝

２代母 ダイヤターン（94芦 メジロテイターン）
�４勝�
ダイヤユウユウ（99牝 ＊ハイエステイト）�１勝�６勝
�入着３回��
ダイヤサンディ（02牡 エイシンサンディ）�３勝��３勝�２勝�入着，全日本２

歳優駿‐Jpn1 ５着
ユウタービスケット（04牡 エイシンサンディ）障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
クリスタルターン（06牝 サクラプレジデント）�10 勝�入着
マルチトップセダン（07牡 サクラプレジデント）２勝�10 勝�４勝，黒潮ダービ

ー３着
ビービーアックス（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，���	入着 11回，佐賀弥生

賞２着，仙酔峡賞２着，錦江湾賞３着，如月賞３着
マルチドラゴン（11牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝�５勝，土佐春花賞３着
ビービールチル（13牝 ビービーガルダン）��３勝�５勝�１勝��

３代母 キヨウシンタマヨリ（86鹿 ハギノカムイオー）
�９勝

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1366 グローリサンディ２０２０ �・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードグローリサンディ メジロテイターン

��
��
�ダイヤターン芦 2001 キヨウシンタマヨリ

＊フエアリストコメツト 2g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ワイオリ（16鹿 ヴィクトワールピサ）出走
初仔

２代母 ＊アシェラフ（00 USA鹿 Deputy Minister）USA・UAE２勝
ジャストリーガル Just Regal（05 牝 Pulpit）USA・ARG１勝
スマートシュガー Smart Sugar（06 牝 Smarty Jones）USA２勝
オンウォーOnWar（08� Smart Strike）FR・UAE・CHA・OMN２勝
アッシュベリー（09牝 Any Given Saturday）出走

タイキフェルヴール（15牡 フリオーソ）５勝，師走Ｓ‐L，ヒヤシンスＳ‐L ２着，
舞鶴Ｓ，瀬波温泉特別

シナモンアップル（11牡 ＊ファンタスティックライト）�３勝
ジャンニーナ（15牝 ロードカナロア）�７勝，黒潮菊花賞２着
アールウェルス（17牡 ヴィクトワールピサ）１勝

３代母 シナモンシュガー Cinnamon Sugar（91 IRE 鹿 Wild Again）USA６勝，ロ
ングルックＨ‐G2，Coral Gables H‐L，エイコーンＳ‐G1 ２着，マザーグー
スＳ‐G1 ２着，ガゼルＨ‐G1 ２着，etc.
オータムスパイスAutumn Spice（07 牝 Grand Slam）不出走

ディスクリートリーグランドDiscreetly Grand（12牝 Discreetly Mine）US
A４勝，Louisiana Legends Soiree S‐R ２着

４代母 シュガーアンドスパイス Sugar and Spice（77 USA鹿 Key to the Mint）
USA５勝，マザーグースＳ‐G1，アシュランドＳ‐G2，コティリオンＳ‐G2，レ
イディーズＨ‐G1 ２着，エイコーンＳ‐G1 ３着，etc.
［子］ シュアターン Sure Turn（83牡 Best Turn）USA２勝，Crimson Sata

n S‐R，種牡馬
［孫］ オールスパイス Allspice（00 牝 ＊コロナドズクエスト）USA４勝，シクステ

ィセイルズＨ‐G3，Eliza S‐L，Tiffany Lass S‐L ２着，etc.
ストライクスノースペアーズ Strikes No Spares（99 牝 Smart Strike）U
SA３勝，King County H，Summertime Promise S‐L ２着，
Angie C. S２着，etc.

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

1367 ワイオリ２０２０ �・鹿 ４／２０
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

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ワイオリ
＊ Deputy Minister

��
��
�アシェラフ鹿 2016 Cinnamon Sugar

9c
Machiavellian M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ケアリイカイ（14鹿 ディープインパクト）�５勝
初仔

２代母 ランフォザドリーム（94鹿 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マー
メイドＳ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，京都
牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フィリ

ーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
フジキドリーム（03牡 ＊エルコンドルパサー）��５勝
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇賞

（秋）‐G1 ４着，オークス‐G1 ５着，安土城Ｓ‐OP ３着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，�９勝
デナリ（13牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
ニホンピロハーレー（96牡 ＊セレスティアルストーム）６勝，オーシャン
Ｓ‐L ２着，クリスマスＣ，伏見特別，etc.

［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝�入
着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

アクイレジア（01牝 ＊フォーティナイナー）３勝，端午Ｓ‐OP，��入着
２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，関東オークス‐Jpn3 ２着

オースミサンデー（94牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，弥生賞‐Jpn2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲高瀬牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2785
生 産 牧 場： ㈲高瀬牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1368 ケアリイカイ２０２０ �・黒鹿 ４／２４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアケアリイカイ ＊リアルシヤダイ

��
��
�ランフォザドリーム鹿 2014 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 コウヨウマリア（11鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ザルティス（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��２勝
リックマーベル（18牡栗 ＊パイロ）���１勝
ヨーソロー（19牝鹿 グランプリボス）��出走

２代母 ＊フォーティース（93 USA鹿 ＊フォーティナイナー）FR３勝
カナハラサンサン（98牡 Caerleon）３勝，稲妻特別２着，須賀川特別３着
カナハライサベラ（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走

コウヨウタレイア（09牝 エイシンサンディ）��５勝，優駿スプリント２着
コウヨウアイリーン（04牝 ダンスインザダーク）４勝
コウヨウマリーン（05牝 マンハッタンカフェ）２勝，郡山特別３着
コウヨウサンデー（06牡 バブルガムフェロー）３勝，由比ヶ浜特別２着，新発田城

特別２着
コウヨウアレス（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，朱鷺Ｓ

‐OP ２着，パラダイスＳ‐OP ２着，フリーウェイＳ，勝浦特別，etc.，��２勝

３代母 ブックコレクター Book Collector（85 USA鹿 Irish River）GB・USA４勝，
Scythe H，Columbus Day H‐R ２着
リテラリー Literary（94 牝 Woodman）GB１勝

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

４代母 リパティア Lypatia（75 FR鹿 Lyphard）FR・USA２勝，P. d'Alencon
‐L ２着
［子］ リシウス Lycius（88 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE２勝，ミドルパ

ークＳ‐G1，P. du Haras de la Huderie‐L，英２０００ギニー‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

＊アカビール（81牡 Riverman）FR・USA６勝，ブーゲンヴィリアＨ‐G2，
ディクシーＨ‐G2，P. des Gravilliers‐L，etc.，種牡馬

［孫］ エディントン Eddington（04牡 Model Man）SAF５勝，ゴマゴマチャレ
ンジ‐G1，Sea Cottage S‐L，サウスアフリカンクラシック‐G1
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1369 コウヨウマリア２０２０ 牡・黒鹿 ２／２０

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコウヨウマリア
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�フォーティース鹿 2011 Book Collector

4i
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 コンゴウプリンセス（15鹿 ＊エンパイアメーカー）�入着
〔産駒馬名登録数：１〕
キタノズーナクア（19牝鹿 フェノーメノ）�未出走

２代母 コンゴウアンゲルス（01鹿 ＊カーネギー）出走
ホッコーキンツル（09牡 ネオユニヴァース）�２勝
カネトシエターナル（10牝 ハーツクライ）１勝
モズワトウナイ（11牡 キングカメハメハ）�２勝
シャッターチャンス（12牡 ネオユニヴァース）１勝，美濃特別２着
ジュウワンエース（17� キズナ）��１勝�入着２回

３代母 ＊ズーナクア（90 USA鹿 Silver Hawk）USA５勝，オークリーフＳ‐G1，カウ
ンテスファーガーＨ‐G3，ソレントＳ‐G3，Harold C. Ramser Sr. H‐L，イエ
ローリボン招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

＊ダリカラノテガミ（98牡 Broad Brush）１勝，佐倉特別３着
トウカイトリック（02牡 ＊エルコンドルパサー）９勝，ステイヤーズＳ‐G2，阪神大

賞典‐G2，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，etc.
レオパステル（07牝 キングカメハメハ）５勝，轟Ｓ，吾妻小富士賞，稲妻特別，etc.

レオハイセンス（17牝 ジャスタウェイ）�１勝，秋吉台特別３着

４代母 メイドインアメリカMade in America（77 USA栗 Explodent）USA５勝，
Imperatrice H２着，Candy Eclair S２着，Hydrangea H３着
［子］ ディアブロアミーゴDiablo Amigo（88� Woodman）USA６勝，Hi

s Majesty's Council S，President's C２着
［孫］ アウトオヴグエッダOut of Gwedda（04� Out of Place）USA７勝，

Tremont S‐L，ハッチソンＳ‐G2 ３着，Spectacular Bid S‐L
２着，etc.

ジェニーズプロスペクター Jenny's Prospector（00 牝 Banker's Gold）
USA４勝，Hoosier Debutante S‐L，Gowell S３着

ストーンレイン Stone Rain（01� Grindstone）USA９勝，Sam J. Wh
iting Memorial H，Ernest Finley H２着

販売申込者・所有者： 土田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3478
生 産 牧 場： 土田ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1370 コンゴウプリンセス２０２０ 牡・黒鹿 ３／２４
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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudコンゴウプリンセス ＊カーネギー

��
��
�コンゴウアンゲルス鹿 2015 ＊ズーナクア

5g
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドリボン（12栗 ＊スターキングマン）�５勝
〔産駒馬名登録数：２〕
バジガクシェリール（18牝鹿 ダノンシャーク）���出走
サンドファルコン（19牡栗 スマートファルコン）�地方未出走

２代母 モープラ（05鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
ゴールドバニラ（11牝 ゴールドキング）�２勝�１勝�
ゴールドアラシ（13牡 サムライハート）�８勝
ジュンダ（16牡 ロードカナロア）�１勝�入着２回

３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，etc.

４代母 ゴージャスGorgeous（86 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，アップルブラッサムＨ
‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，etc.
［孫］ ＊スウィフトテンパー（04牝 Giant's Causeway）USA６勝，ラフィアンＨ

‐G1，デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.
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.

サラチ Sarach（10牝 Arch）USA４勝，ハニムーンＨ‐G2，Sandy Blu
e H

オールインクルーデド All Included（11牡 Include）USA５勝，アップ
ルトンＳ‐G3，ガルフストリームパークターフＨ‐G1 ２着，ガルフ
ストリームパークターフＨ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲豊郷牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6132
生 産 牧 場： ㈲豊郷牧場
飼 養 者： ㈲豊郷牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6132

1371 ゴールドリボン２０２０ 牡・栗 ５／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�スターキングマン Princesse Timideゴールドリボン ＊ブライアンズタイム

��
��
�モープラ栗 2012 ＊グラマラス

14c
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 スパークルキャット（11黒鹿 ダンスインザダーク）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
トライゲッター（16�黒鹿 ルーラーシップ）入着２回，�５勝
ボレロ（18牝鹿 モーリス）�１勝

２代母 ＊オーピーキャット（90 USA青鹿 Storm Cat）USA５勝，Sweetest Chant S
‐L，Bal Harbour S２着，Suncoast S２着，Lieutenant Governor S
２着
インターキャット（95牡 Cryptoclearance）１勝，ほうせんか賞２着，�８勝
ブラックタキシード（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念‐Jpn2，

日本ダービー‐Jpn1 ５着，プリンシパルＳ‐OP，ベンジャミンＳ‐OP，山桜
賞３着，種牡馬

ブラックジーンズ（97牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，駒草賞‐OP ２着
ラフィカ（98牝 ＊サンデーサイレンス）入着８回

エアパスカル（05牝 ＊ウォーエンブレム）２勝，チューリップ賞‐Jpn3，紅梅Ｓ
‐OP ２着

カルドブレッサ（08牡 ジャングルポケット）５勝，中山金杯‐G3 ２着，日本海
Ｓ，鳥栖特別，オリオンＳ２着，九州スポーツ杯２着，etc.

ピンクガーター（00牝 ＊アフリート）３勝，五泉特別２着，福島中央ＴＶ杯３着
ジュンツバサ（12牡 ステイゴールド）２勝，セントライト記念‐G2 ３着，種牡馬

アドマイヤタカ（02牡 スペシャルウィーク）１勝，梅花賞２着
ミカエルビスティー（07牡 ネオユニヴァース）４勝，ホープフルＳ‐L ２着，すみれ

Ｓ‐OP ２着，精進湖特別，ストークＳ２着，府中Ｓ２着，etc.，�入着４回
マイネルシュライ（08牡 ハーツクライ）２勝，館山特別２着，ｔｖｋ賞２着，魚野

川特別２着，岡崎特別２着，館山特別３着，etc.
ハタノシュヴァリエ（12牝 ディープスカイ）�２勝�

ニューホープ（16牡 フリオーソ）��２勝�１勝�２勝�３勝�１勝，福永洋
一記念３着，マーチＣ，東海ゴールドＣ，岐阜金賞，若駒賞，etc.

３代母 プリンセスエス Princess S.（78 USA鹿 Assagai Jr.）USA・PR７勝，C.Be
be Cabrera‐L，C.Roberto Clemente‐L，C. Susana D‐L ２着
ロールフェリクス Lord Felix（91 牡 Storm Cat）GB・FR・GER・USA１勝，サ

ンジョルジュ賞‐G3 ２着，P. Cor de Chasse‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲中島牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1514
生 産 牧 場： ㈲中島牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1372 スパークルキャット２０２０ 牡・青鹿 ４／１４
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスパークルキャット
＊ Storm Cat

��
��
�オーピーキャット黒鹿 2011 Princess S.

9f
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 スマイルジュノ（08鹿 ステイゴールド）��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
キクノプルス（14牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）�４勝�入着
マナラプレ（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
クリー（16牡鹿 ショウナンカンプ）入着３回，��６勝
イノセントグラム（17牡鹿 ＊グラスワンダー）��入着２回
フラッシュヒーロー（18牡鹿 エイシンフラッシュ）��入着

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1373 スマイルジュノ２０２０ �・黒鹿 ４／ ３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスマイルジュノ ＊コインドシルバー

��
��
�チャームトウショウ鹿 2008 ガールトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジュネスガール（15栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��入着４回
初仔

２代母 シラタマ（01栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）�２勝
キングヘリオス（06牡 キングヘイロー）��10 勝
キョウワゴールド（07牝 ＊キョウワアリシバ）��２勝�入着３回
ランドボイジャー（10牡 メジロベイリー）�１勝�３勝
ゼンザイ（12牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�６勝��
グレートヒット（13牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，�４勝�４勝�１勝��入着３回�

３代母 ＊カンコウバイ（92 USA栗 Java Gold）１勝
キングプログレス（02牡 キングヘイロー）１勝，ひめさゆり賞３着，	１勝
イフウドウドウ（04牡 ＊アサカホマレ）１勝，ひまわり賞‐OP ２着
ファーマウォラト（05牡 ＊アサカホマレ）入着，ひまわり賞‐OP ３着，��１勝

４代母 ジャルダンドニュイ Jardin de Nuit（83 USA鹿 Raja Baba）FR・USA１勝
［子］ ユド Hudo（90牡 Hero's Honor）FR４勝，仏２０００ギニー‐G1 ３着，

P. Altipan‐L ２着
［曾孫］ ハッピークルセイダー Happy Crusader（01 牡 Cape Cross）GB・FR

・HKG６勝，シェーヌ賞‐G3 ３着

５代母 ザガーデンクラブThe Garden Club（66 USA鹿 Herbager）USA３勝
［子］ アップザフラッグポールUp the Flagpole（78 牝 Hoist the Flag）USA

７勝，デラウェアオークス‐G2，Anne Arundel H，クリサンシマ
ムＨ‐G3 ２着，etc.

［孫］ プロスペクターズディライト Prospectors Delite（89 牝 Mr. Prospector）
USA６勝，エイコーンＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，フェアグラウン
ズオークス‐G3，etc.

フラッグバード Flagbird（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE・ITY・USA・
UAE６勝，伊共和国大統領賞‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，グロッ
ト賞‐G3，etc.

ラナップザカラーズ Runup the Colors（94 牝 A.P. Indy）USA６勝，アラ
バマＳ‐G1，Delaware Oaks‐L，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱タツヤファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-1899-0840
生 産 牧 場： ㈱タツヤファーム
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

1374 ジュネスガール２０２０ �・栗 ２／１３
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタージュネスガール ＊ロドリゴデトリアーノ

��
��
�シラタマ栗 2015 ＊カンコウバイ

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

価格： 購買者：



母 サウスエンピリカル（05青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（４）〕
サウスリュウセイ（12牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
サーストンウィナー（14�黒鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
カガトゥインクル（15牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝��入着３回
パレイドリア（16牝青鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝��
リプレーザ（18牡鹿 リオンディーズ）�２勝，��１勝，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

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

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

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

エンダレ（09牝 ゴールドアリュール）出走
ミトノリバー（14牝 ＊シニスターミニスター）	３勝��入着５回�，ゴールド

ウィング賞
ミスタープリサイス（15牡 ＊プリサイスエンド）１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

1375 サウスエンピリカル２０２０ �・黒鹿 ３／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�エンピリカル青鹿 2005 Louisville

1s
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 サトノバーキン（11栗 ＊クロフネ）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハッピーホンコン（18牡栗 エスポワールシチー）��２勝��

２代母 ピサノバーキン（01栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫風Ｓ，ポ

インセチア賞，中京競馬場グランドＯＰ記念２着，羅生門Ｓ２着，etc.
ダノンスプリーム（08牡 ＊ブライアンズタイム）入着３回，�２勝��入着４回
サトノデプロマット（10� ＊ブライアンズタイム）４勝，船橋Ｓ，�３勝��入着
サトノピスケス（12牡 ＊クロフネ）��１勝�
ヌーベルデフィー（13牝 ＊クロフネ）�４勝
ダズリングテソーロ（14牡 ＊クロフネ）入着，��１勝
セルヴィエット（15� ルーラーシップ）１勝
ボニーソックス（16牝 ルーラーシップ）入着，��３勝
ベストユエンモン（17牡 ＊キングズベスト）入着，�３勝
ハイオプターレ（18牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

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

ズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝
モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢ

Ｃ賞３着，かささぎ賞３着
ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）�AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，

ATC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

1376 サトノバーキン２０２０ �・栗 ３／ ８

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサトノバーキン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノバーキン栗 2011 ＊ビバムール

4d
Deputy Minister S4×M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 サイレンスアモール（03鹿 テイエムオペラオー）��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（23）〕
スズカステイボーイ（12牡鹿 ステイゴールド）１勝
リョーシンヒナタ（13牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��15 勝，名古屋記念（Ｄ1400）３着
メイショウキリマ（14牡鹿 トーセンホマレボシ）１勝
ジューンジョイ（15牝黒鹿 ドリームジャーニー）��１勝�３勝�
ウィスティアラ（16牝青鹿 パドトロワ）��４勝

２代母 プレイリークイーン（90鹿 バンブーアトラス）10勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，大
原Ｓ‐OP，メトロポリタンＳ‐OP，六甲Ｓ‐OP，古都Ｓ，etc.
ミシシッピーハート（98牡 ＊エルハーブ）３勝，�	３勝
セルリアンブルー（01牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

メイショウイエミツ（06
 ＊プリサイスエンド）３勝，城崎特別，はこべら賞，
樅の木賞２着，桜島特別３着

ヒダカアルテミス（08牝 アッミラーレ）２勝
デビルズハーツ（10牡 ハーツクライ）４勝，春光Ｓ，中京スポニチ賞
ローリエテソーロ（16牡 グランプリボス）２勝，��２勝

３代母 ヒダカシユート（81鹿 ＊コインドシルバー）４勝，恵那特別，比良特別２着，
衣笠特別２着，伊勢特別２着，浜名湖特別３着

４代母 ヒダカテツ（72栗 ＊サウンドトラツク）不出走
［子］ インターペナント（79牡 ＊シーホーク）４勝，播磨特別，清滝特別，奥尻特別

スズパンジー（76牝 ＊スノツブ）４勝，高湯特別
［曾孫］ ブンゴエリー（94牝 メジロアルダン）�５勝�入着，中津ダービー２着

５代母 スズガーベラ（65鹿 ＊モンタヴアル）８勝，オークス２着，中山記念３着，カ
ブトヤマ記念３着，クイーンＣ３着，朝日杯３歳Ｓ５着，etc.
［子］ スズコンリユウ（73牡 ＊ロードリージ）４勝，里見特別，相模特別

スズロレンス（82牝 ＊マンオブビイジヨン）１勝，尖閣湾特別３着
［孫］ ビワラッキー（88牡 ＊ラツキーソブリン）４勝，エメラルドＳ‐OP ２着，

烏丸Ｓ
スズライト（85牡 ＊インターメゾ）１勝，奥只見特別２着

販売申込者・所有者： 中村 勝則＝様似町田代 �0146-36-4640
生 産 牧 場： 中村 勝則
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

1377 サイレンスアモール２０２０ 牡・鹿 ５／１０
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�テイエムオペラオー ＊ワンスウエドサイレンスアモール バンブーアトラス

��
��
�プレイリークイーン鹿 2003 ヒダカシユート

＊ローズミツド 1m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サンジョ（11鹿 ＊ファスリエフ）�13 勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
サンジョノコ（19牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 リトルグローリアス（01黒鹿 ＊キンググローリアス）�８勝��２勝
リトルマリアンヌ（09牝 キングヘイロー）�３勝��入着３回
リトルマドンナ（10牝 サクラバクシンオー）�11 勝

３代母 シュンレイカ（86栗 ＊クラウンドプリンス）出走
アクアライデン（91牝 ワカオライデン）�３勝��５勝，クイーン賞，ダイオライ

ト記念，エンプレス杯（キヨフジ記念）２着，etc.
ハッピーアデル（99牝 ＊アジュディケーティング）��11 勝�入着，ビューチフ

ル・ドリーマーＣ２着
デビューノオドリコ（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）��12 勝
チャンピオンプレー（02牡 マーベラスサンデー）��７勝
アタゴコマンダー（04牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，�14 勝	１勝��
ヒノモトイチバン（07牡 ニューイングランド）１勝，�１勝��１勝
チャンピオンヤマト（09牡 メイショウボーラー）２勝，��２勝

バイオレックス（92牡 ＊マグニテユード）１勝
ミリオンチャーム（94牝 ワカオライデン）�９勝，東海クイーンＣ，新緑賞３着
ナイスチェリー（97牝 ＊マグニテユード）入着，サルビア賞２着，�４勝，ジュニア

クラウン
ロードブリット（99牡 ヤマニンゼファー）１勝，三条特別２着
ビビ（03牝 ワカオライデン）出走

ペガサスビビクン（08牡 サンライズペガサス）�３勝

カシノアポロン（09牡 サムライハート）１勝

４代母 シユンシゲ（78鹿 ＊コントライト）５勝，牝馬東タイ杯２着，スプリンターズ
Ｓ３着，京葉Ｓ，豊栄特別，五頭連峰特別

５代母 ＊ノーザンフエア（72 IRE 黒鹿 Bold Lad）GB２勝
［子］ スーパースワロー（79牡 ＊マイスワロー）８勝，中京記念‐Jpn3 ２着，オ

ールカマー‐Jpn3 ２着，睦月賞，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

1378 サンジョ２０２０ 牡・栗 ３／ ７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dream Supremeベストウォーリア

＊ Mr. Greeley

��
��
�フラーテイシャスミスUSA 栗 2010 Seductive Smile

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessサンジョ ＊キンググローリアス

��
��
�リトルグローリアス鹿 2011 シュンレイカ

＊ノーザンフエア 6e
Mr. Prospector M4×S5×S5×M5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 サンマルセイコー（03黒鹿 ビワタケヒデ）４勝，関越Ｓ‐L（Ｄ1800）３着，東北Ｓ
（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
サンマルトゥーレ（13牡芦 キャプテントゥーレ）入着３回，�３勝�１勝
サンマルライバル（14牡青鹿 アンライバルド）１勝，��入着
サンマルスター（15牡栗 トーセンホマレボシ）��１勝�２勝�入着３回
サンマルエトワール（16牝黒鹿 トーセンホマレボシ）�１勝
サンマルサクセス（17牡青鹿 マツリダゴッホ）��入着
サンマルアン（18牝栗 アンライバルド）��出走
ジュンツーポイント（19牡黒鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ワンセイコー（93栗 アスワン）入着，�７勝�11 勝�３勝�，佐賀競馬ＬＪ特別
サンマルアタック（04牡 ＊ホークアタック）�３勝�	
サンマルキング（07牡 ＊デザートキング）�	２勝�入着４回
サンマルヴィエント（08牡 オンファイア）入着９回，�２勝
サンマルミニスター（09牡 ＊シニスターミニスター）�２勝
サンマルタイム（11牝 タイムパラドックス）�４勝�１勝

３代母 ワカセイコー（83栗 ハイセイコー）３勝，阿寒湖特別３着，
11 勝�１勝
マンナセイコー（91牝 ミナガワマンナ）�９勝
ゴールセイコー（92牡 ウインドストース）�６勝�１勝�１勝�
ジャストセイコー（94牡 ＊ラシアンルーブル）�４勝�
エンブレムセイコー（97牡 ＊ヒシマサル）�２勝�１勝
グレートセイコー（99牡 ロングニュートリノ）�２勝�４勝�９勝

４代母 ワカチドリ（74鹿 ＊ペトロス）１勝，�	
７勝
［子］ プリンセスセイコー（89牝 ハイセイコー）�５勝�５勝

○ナルコマオー（82牡 ○キタノダイオー）
３勝

５代母 スズロング（69鹿 ＊ナデイア）不出走
［子］ ポットハード（76牡 ＊ダイハード）３勝，あすなろ賞，野菊賞，障害２勝

ロングシヤーク（77牡 ＊シルバーシヤーク）�	１勝

販売申込者・所有者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
飼 養 者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003

1379 サンマルセイコー２０２０ 牡・栗 ４／２１

＊

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�ビワタケヒデ ＊パシフィカスサンマルセイコー アスワン

��
��
�ワンセイコー黒鹿 2003 ワカセイコー

＊ステツプシスター 16g
Damascus S4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 サットー（11芦 ステイゴールド）��４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
プレストヴィーナス（19牝芦 ビッグアーサー）�地方未出走

２代母 ネオカラー（03芦 ＊クロフネ）不出走
プレミアムカラー（07牝 マヤノトップガン）１勝
グッドレインボー（10牝 ステイゴールド）１勝，エルフィンＳ‐OP ３着
カラーアゲン（14牝 ローエングリン）入着２回，�２勝�入着２回
リュウノユキナ（15牡 ヴァーミリアン）�５勝，大和Ｓ‐OP，ジャニュアリーＳ

‐OP，すずらん賞‐OP，etc.，�２勝��１勝，東京スプリント‐Jpn3，北海
道スプリントＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ナギサ（93黒鹿 ＊マークオブディスティンクション）４勝，京都牝馬特別
‐Jpn3 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，ＨＴＢ賞，ニセコ特別
サウンドザビーチ（01牝 ＊アフリート）６勝，薫風Ｓ，etc.，��１勝，ＴＣＫ女王

盃‐Jpn3，エンプレス杯‐Jpn2 ３着
ミッキーハナコ（09牝 アドマイヤムーン）出走
ロールオブサンダー（17牡 エピファネイア）�３勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯
京都２歳Ｓ‐G3 ３着，兵庫特別，紫菊賞

スマハマ（15牡 ネオユニヴァース）４勝，名鉄杯‐L，ヒヤシンスＳ‐L，東海Ｓ
‐G2 ３着，etc.，�地方未出走

ハッピービーチ（04牝 ＊タイキシャトル）３勝，勝浦特別

４代母 ミデオンルビー（83鹿 ＊ノーザリー）４勝，浦安特別，伊万里特別，ひめさゆ
り賞，紅葉特別２着，エーデルワイスＳ２着，etc.
［子］ シャドウランサー（97� サクラバクシンオー）５勝，水上特別，浦安特別，

妙高特別２着，etc.，��２勝���
フジノウイナーズ（89牡 ニホンピロウイナー）３勝，越後特別２着，月岡
特別３着，ローズマリー賞３着

５代母 ワールドソロン（78鹿 ＊パーソロン）不出走
［曾孫］ サウススターマン（11牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，霜月Ｓ‐L ２着，すば

るＳ‐L ３着，天保山Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

1380 サットー２０２０ 牡・鹿 ３／ １

＊

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サットー ＊クロフネ

��
��
�ネオカラー芦 2011 ナギサ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 シンメイミヤビ（05鹿 Langfuhr）�３勝�
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
サンレイミヤビ（12牝鹿 ＊チチカステナンゴ）�２勝
ガガク（18牝黒鹿 スクリーンヒーロー）�出走

２代母 ＊ドーンランサム（96 USA鹿 Red Ransom）FR入着
＊ブラッドバローズ（01牡 Singspiel）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3 ３着，遠州灘特

別，九州スポーツ杯２着，早春賞２着，ゴールデンブーツＴ３着
キングストリート（06� キングカメハメハ）６勝，東京新聞杯‐G3 ２着，ファイナ

ルＳ‐L ３着，小倉日経ＯＰ‐L ３着，洛陽Ｓ‐OP，新潟日報賞，etc.，�１勝

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着

＊ドーンズヘイロー（86牝 Halo）USA出走
ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリング

Ｓ‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，Monr

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
タザリーヌTazarine（05 牝 Cat Thief）USA２勝
マムズチョイスMoms Choice（13 牝 Kitten's Joy）USA・CAN６勝，
Kentucky Downs Juvenile Fillies S２着

ニッキーザヴェストNicky the Vest（18 牡 Runhappy）�USA２勝，
Gander S‐R

＊モーニングタイド（94牝 Seeking the Gold）USA１勝
マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3
（２回），ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.

シンメイレグルス（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，関越Ｓ‐L ２着，昇竜Ｓ
‐OP，etc.，��２勝�	，スパーキングサマーＣ２着

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： ㈲飛渡牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1381 シンメイミヤビ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１３
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

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

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

ラングフール Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Langfuhr Sweet Briar Tooシンメイミヤビ
＊ Red Ransom

��
��
�ドーンランサム鹿 2005 Eastern Dawn

5g
Danzig M3×S4 Roberto S4×M4 Northern Dancer M4×S5×S5
Damascus M4×M5 Hail to Reason S5×S5×M5 Nearctic M5×M5
価格： 購買者：



母 シェーンフレール（10鹿 Smart Strike）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
プレザンス（17牡栗 スピルバーグ）���２勝

２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

＊リトルドア（06� Storm Cat）１勝
＊ビジュアルショック（07牝 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

レッドソレイユ（11� ディープインパクト）１勝
レッドリュンヌ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回�４勝
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

３代母 チャンシースクオーChancey Squaw（91 USA鹿 Chief's Crown）USA１勝
＊アグネスデジタル（97牡 Crafty Prospector）７勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，��２勝�１勝
�１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，全日本３歳優駿‐Jpn2，etc.，UAE・H
KG１勝，香港カップ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

＊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

＊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.

デイムウルスラDame Ursula（06 牝 Elusive Quality）USA出走
フェアリーランド Fairyland（15牝 Scat Daddy）GB・USA２勝，Bolton L

anding S２着

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1382 シェーンフレール２０２０ 牡・黒鹿 ３／ 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

スマートストライク Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Smart Strike Classy 'n Smartシェーンフレール
＊ Pulpit

��
��
�リーチフォーザムーン鹿 2010 Chancey Squaw

22d
A.P. Indy S2×M4 Mr. Prospector M3×S4×M5 Secretariat S4×S5
Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 ジュウゴヤムーン（09黒鹿 アドマイヤムーン）�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ロードスターダスト（15牡栗 ＊シニスターミニスター）１勝，�１勝�入着４回��
ルナシーナ（17牝黒鹿 スマートファルコン）���１勝�１勝�

２代母 ＊ポリーズフリート（95 USA栗 ＊アフリート）FR・USA６勝，Falling Leave
s S‐L，Wild Rose H‐L，Pippin S‐L ２着，Truly Bound H‐L ３着，
Explosive Kitten S３着
ケイアイスイジン（05牡 ＊ヨハネスブルグ）５勝，妙高特別，麒麟山特別，春望Ｓ２着
プントバンコ（08牝 フジキセキ）３勝

マッスルマサムネ（15� ＊ヘニーヒューズ）�２勝，北九州短距離Ｓ３着，戸畑
特別３着，福島放送賞３着

３代母 ポリーズアルド Polly's Harde（74 FR鹿 Lyphard）FR１勝，P. Coronatio
n‐L ２着
ポリーズアーク Polly's Ark（81 牡 Arctic Tern）FR・HKG８勝，トーマスブライ

アン賞‐G3，Hong Kong Gold Cup‐L，P. Djebel‐L ２着，etc.
プランスキーラ Prince Kila（84� Bikala）FR１勝，P. Michel Houyvet‐L ２

着，FR障害２勝
ポリーズミラPolly's Mira（85 牝 Bikala）不出走

ダンスルコンテクストDans Le Contexte（94� Gairloch）FR３勝，Derb
y duMidi‐L ３着，P. du Grand Camp‐L ３着

ポリーズカロス Polly's Karos（88� Kenmare）FR１勝，P. OmniumⅡ‐L ３着
ポリーズウィカ Polly's Wika（90牝 Miswaki）FR１勝，P. de Bagatelle‐L ３

着，P. La Sorellina‐L ３着，P. Petite Etoile‐L ３着，etc.
ジャンプフォーユー Jump for You（02� Montjeu）FR・IRE・GER・HKG

３勝，Kolner Stehercup‐L，P. de Turenne‐L，Badener Stehe
r Cup‐L ２着，etc.

ソリッドイリュジオン Solid Illusion（91牡 Cozzene）FR１勝，仏ダービー‐G1
２着，パリ大賞‐G1 ２着，リュパン賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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： 中橋 清
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1383 ジュウゴヤムーン２０２０ 牡・栗 ３／２８
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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズジュウゴヤムーン
＊

＊アフリート

��
��
�ポリーズフリート黒鹿 2009 Polly's Harde

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

価格： 購買者：



母 ジャムトウショウ（07鹿 ＊デザートキング）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
スマートフレイ（15牡鹿 ゴールドアリュール）入着２回，���４勝�入着
レジーナトウショウ（16牝鹿 ヴァーミリアン）�１勝
リモテソーロ（17牡鹿 アスカクリチャン）��１勝

２代母 ダーリントウショウ（90鹿 トウシヨウボーイ）不出走
トウショウコナン（95牡 ホリスキー）３勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ３着，河口湖特別，

利根川特別２着，��１勝�入着��，グランシャリオＣ‐Jpn3 ２着
アップルトウショウ（96牝 アンバーシヤダイ）１勝，ガーベラ賞２着

サヤカチャン（15牝 リーチザクラウン）１勝，アルテミスＳ‐G3 ２着，フィリ
ピンＴ２着

スクープトウショウ（03牝 サニーブライアン）入着，�２勝�３勝	
ナンシーシャイン（10牝 ブラックタキシード）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ２着，

春菜賞
グリシーヌ（11牝 サムライハート）��３勝

３代母 セリナトウシヨウ（79黒鹿 ＊シルバーシヤーク）３勝，八瀬特別
キスミートウショウ（87牝 トウシヨウボーイ）出走

マイネルクラシック（95牡 ＊ラシアンルーブル）１勝，バイオレットＳ‐OP ３着，
�１勝
入着２回��	，北海道３歳優駿‐Jpn3，ダービーＧＰ‐Jpn1 ４着

ナリタキセキボーイ（99牡 フジキセキ）５勝，出石特別，橿原Ｓ２着，羅生門
Ｓ２着，etc.，�１勝�１勝

４代母 ＊ビバドンナ（70 GB鹿 Petingo）FR１勝，P. Finlande‐L ３着
［子］ ポリートウシヨウ（77牝 ＊ダンデイルート）４勝，クイーンＣ，朝日杯３

歳Ｓ４着，あかね賞
［孫］ ヌエボトウショウ（87牝 トウシヨウゴツド）９勝，京都牝馬特別‐Jpn3，

愛知杯‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，etc.
トウショウフェノマ（92牡 トウシヨウボーイ）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，
朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ５着

トウショウアンドレ（96牡 フジキセキ）５勝，中日新聞杯‐Jpn3，ゴール
デンブーツＴ，白百合Ｓ３着

販売申込者・所有者： つつみ牧場＝新冠町朝日 �090-1529-2453
生 産 牧 場： つつみ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1384 ジャムトウショウ２０２０ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�デザートキング Sabaahジャムトウショウ トウシヨウボーイ

��
��
�ダーリントウショウ鹿 2007 セリナトウシヨウ

＊ビバドンナ 14c
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ジオパークルビー（11鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝��６勝
初仔

２代母 プレジールダムール（99青鹿 ＊ウォーニング）１勝
インプルーヴ（05牡 ＊ボストンハーバー）４勝，ブラッドストーンＳ，内房Ｓ２着，

貴船Ｓ３着
チョウハイレベル（06牝 ＊フォーティナイナー）１勝

３代母 ＊バジー（81 USA鹿 In Reality）USA９勝，デラウェアＨ‐G1，Helena S，
レイディーズＨ‐G1 ２着，マスケットＳ‐G1 ４着，モリーピッチャーＨ‐G2
４着，etc.
ジーノ Jeano（88牝 Fappiano）USA10 勝，サラブレッドクラブオヴアメリカＳ

‐G3，シャーリージョーンズＨ‐G3，Ellis Park H‐L，etc.
プリンツオスカー Prinz Oskar（96 牡 Dayjur）FR・SIN・MAL５勝，P. Ha

mpton‐L ３着
キューガーデンKew Garden（97牝 Seattle Slew）USA１勝
クイーンズプラザQueens Plaza（02牝 Forestry）USA２勝，Sorority
S‐L

コントライヴContrive（98 牝 Storm Cat）不出走
フォークロア Folklore（03 牝 Tiznow）USA４勝，メイトロンＳ‐G1，Ｂ
Ｃジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，etc.

ディライトフルクオリティDelightful Quality（09 牝 Elusive Quality）
USA２勝，Correction S‐L ２着，Shine Again S.‐R ２着，C
agey Exuberance S‐R ２着，etc.

ディヴァイデドアテンションDivided Attention（11牝 A.P. Indy）USA
３勝，Ladies H‐L，テンプテドＳ‐G3 ２着，Affectionately S
‐L ３着

ネヴァーアノーヒッターNever a No Hitter（01 牝 Kris S.）不出走
ティザヒット Tizahit（07 牝 Tiznow）USA・CAN２勝，デムワゼルＳ
‐G2，Blue Hen S‐L ２着

ストーミーアンティクス Stormy Antics（08 牝 Stormy Atlantic）CAN１勝
スチューデントボディ Student Body（14牝 Colonel John）USA５勝，
Mardi Gras S

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

1385 ジオパークルビー２０２０ �・黒鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandジオパークルビー ＊ウォーニング

��
��
�プレジールダムール鹿 2011 ＊バジー

1s
In Reality M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 シギル（10鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
コスモミローディア（16牡黒鹿 ダノンバラード）�１勝
コスモウォークライ（18牡黒鹿 シビルウォー）��出走��出走

２代母 プラントオジジアン（99栗 ＊オジジアン）出走
サンツェッペリン（04牡 ＊テンビー）２勝，京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，ホ

ープフルＳ‐L ２着，日本ダービー‐Jpn1 ４着，百日草特別２着
リバーミラクル（05牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝
ベルウッドドラゴン（07牡 ＊アジュディケーティング）��３勝
ミヤコエンパイア（12牝 ＊エンパイアメーカー）�６勝
トウケイダンディ（13牡 ＊ロージズインメイ）１勝，�１勝
ヨンウォニ（17牝 ゴールドヘイロー）入着２回，��１勝

３代母 ＊キクカローバート（87 USA栗 Roberto）１勝
キクカグローバル（96牝 マルゼンスキー）不出走

キクカネイチャ（01牡 ＊リンドシェーバー）２勝，水芭蕉特別２着，雪うさぎ賞
２着，鳥栖特別３着

キクカラヴリイ（04牝 ＊マイネルラヴ）２勝，鹿屋特別，中京スポニチ賞２着，
門司特別２着，etc.

キクカタキシード（07牡 ブラックタキシード）３勝，鳴滝特別，迎春Ｓ２着，
オリオンＳ２着，etc.

４代母 オールドグレナダOld Grenada（72 USA栗 Pronto）USA３勝
［子］ オールドイクスクルーシヴOld Exclusive（85 牡 His Majesty）USA５

勝，El Cajon S‐LR，種牡馬
［孫］ チェロキープリンス Cherokee Prince（00� Cherokee Run）USA10 勝，

Independence Day S‐L（２回），Labor Day S‐L，Budw
eiser Challenger S，etc.

［曾孫］ キングオヴスキャット King of Scat（96 牡 Eastern Echo）USA４勝，
Remington Futurity‐L，Oklahoma T.A. Futurity‐R，Okl
ahoma Classic Juvenile S‐R，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲道見牧場＝日高町清畠 �01456-5-6552
生 産 牧 場： ㈲道見牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

1386 シギル２０２０ 牡・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラディープスカイ

＊ Chief's Crown

��
��
�アビ栗 2005 Carmelized

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシギル ＊オジジアン

��
��
�プラントオジジアン鹿 2010 ＊キクカローバート

22b
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 シゲルハチマンタイ（06鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
エムエイティグラン（12牝鹿 マンハッタンカフェ）��３勝
レーヌミラクル（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着３回，�３勝�入着２回
テンノビロク（16牝青鹿 パドトロワ）��３勝
アンジェロース（17牝鹿 ヴァンセンヌ）���２勝

２代母 レインボーファスト（92栗 レインボーアンバー）��２勝
エースインザレース（00牡 ＊ディアブロ）３勝，東風Ｓ‐L，マイラーズＣ‐G2 ３着，

ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，etc.，�１勝��入着�，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

レーゲンボーゲン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
アニメイトバイオ（07牝 ゼンノロブロイ）３勝，ローズＳ‐G2，秋華賞‐G1 ２

着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，京
王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

ホーマンフリップ（08牝 フジキセキ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
フォントルロイ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，積丹特別２着，富良野特別３着，

鳥栖特別３着
ドラゴンレジェンド（10牡 ステイゴールド）３勝，恵山特別
レインボーソング（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，ポプラ特別
レインボーライン（13牡 ステイゴールド）５勝，天皇賞（春）‐G1，阪神大賞典

‐G2，アーリントンＣ‐G3，菊花賞‐G1 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

シルクウィザード（03牡 ＊リンドシェーバー）５勝，安達太良Ｓ，ＴＶ埼玉杯，噴火
湾特別，なでしこ賞，etc.，�７勝	��，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着，etc.

スマートグリッド（07牡 タニノギムレット）３勝，高千穂特別
サカジロオー（09牡 アドマイヤムーン）３勝，トキノミノルＣ，高雄特別３着，山

吹賞３着
ファストクリス（12牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 レインボーローズ（79鹿 ＊フアーストフアミリー）３勝，富里特別
セキテイリュウオー（89牡 トウシヨウボーイ）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，金杯

‐Jpn3，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着（２回），etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789

1387 シゲルハチマンタイ２０２０ �・黒鹿 ５／ ８

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayシゲルハチマンタイ レインボーアンバー

��
��
�レインボーファスト鹿 2006 レインボーローズ

＊プテイツトアミ 19
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S4×M5

価格： 購買者：



母 ステラムーン（11栗 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サムシングフォー（17牝栗 ヴィクトワールピサ）��１勝�
トレンチタウン（18牡鹿 ヴィクトワールピサ）�出走
ノートルプロメス（19牡鹿 ヴィクトワールピサ）�出走

２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，チューリップ
賞‐G2，アルテミスＳ‐G3，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，マルセルブサック賞‐G1 ２着，Ro
yal Heroine S‐L ２着，etc.

ダイヤモンドビコー（98牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズ
Ｓ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1
２着，etc.，優古牝

ステラマリス（00牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
バーナードループ（17牡 ロードカナロア）�２勝，�１勝��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

ステラバスク（02牡 ＊エリシオ）１勝
ディスパーロ（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，�４勝�１勝�入着��，新春盃，

岩鷲賞２着
ヴィアラクテア（04牝 アグネスタキオン）３勝，君子蘭賞２着，御嶽特別３着

３代母 マイジュリエットMy Juliet（72 USA黒鹿 Gallant Romeo）USA24 勝，ヴ
ォスバーグＨ‐G2，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ‐G2，コティリオンＳ
‐G2，テストＳ‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.

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

1388 ステラムーン２０２０ �・黒鹿 ４／ ６
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズステラムーン
＊ Alydar

��
��
�ステラマドリッド栗 2011 My Juliet

6a
サンデーサイレンス S2×M4

価格： 購買者：



母 サクラデイジー（08黒鹿 サクラローレル）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 サクラジュリエット（92鹿 サクラチヨノオー）３勝，べにばな賞，サンライズ
Ｓ３着
サクラミヤビ（99牝 サクラローレル）４勝，夕月特別，桑折特別，北大路特別２着，

紫野特別３着，御在所特別３着，�１勝
サクラディスタンス（00牡 サクラローレル）２勝
サクラスプリーム（01� ＊ブライアンズタイム）�２勝
サクラサクシード（02牡 フジキセキ）�４勝��
サクラロミオ（05牡 サクラローレル）４勝，平安Ｓ‐G3 ３着，みやこＳ‐G3 ３着，

マリーンＳ‐LR ３着，ベテルギウスＳ‐OP ３着，桃山Ｓ，etc.，��２勝�１勝
サクラヒストリー（06牡 サクラローレル）４勝，麒麟山特別，両津湾特別２着

３代母 サクラサエズリ（87鹿 ＊サウスアトランテイツク）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，
朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，フローラＳ‐OP，カンナＳ‐OP，ターコイズＳ‐OP
３着，優２牝

４代母 サリーナス（80鹿 ＊ホープフリーオン）出走
［孫］ マルブンシルバー（96牝 ＊テンパレートシル）�１勝�１勝���，ペガ

サスＣ
［曾孫］ コスモコルデス（10牝 ゴールドヘイロー）１勝，�入着，北海道２歳優駿

‐Jpn3 ２着
チョットゴメンナ（06� ゴールドヘイロー）�５勝��１勝�１勝�，平
和賞，サンライズＣ

モエレエトワール（02牡 ＊アルカング）�８勝�３勝	入着４回，赤レン
ガ記念，瑞穂賞２着，星雲賞２着

５代母 ＊バイマイラブ（74 USA鹿 Forli）不出走
［子］ サクラハツスル（83牝 マルゼンスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，

巴賞‐OP ３着，セプテンバーＳ，etc.
［孫］ サクラスピードオー（93牡 サクラホクトオー）４勝，共同通信杯４歳Ｓ

‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： �谷岡スタット
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

1389 サクラデイジー２０２０ �・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラサクラデイジー サクラチヨノオー

��
��
�サクラジュリエット黒鹿 2008 サクラサエズリ

＊バイマイラブ 16g
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 シャンパンカクテル（15鹿 ＊ワークフォース）不出走
初仔

２代母 シャンパンフルート（05芦 ＊クロフネ）１勝
オーヴィレール（13牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，鞍馬Ｓ‐OP ２着，彦根Ｓ，瀬

戸内海特別，駿風Ｓ２着，長篠Ｓ２着（２回），etc.
ブレーメン（14牝 ＊コンデュイット）�１勝�１勝
シャンパンクーペ（16牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，伊勢Ｓ，鷹取特別，甲南Ｓ

２着，與杼特別２着，鈴鹿Ｓ３着，etc.
シャルドネ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

３代母 トランシーフレーズ（98鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
トーキングドラム（10牡 キングカメハメハ）５勝，阪急杯‐G3，新春Ｓ，トリトン

Ｓ２着，etc.

４代母 ＊アンスチユアート（80 USA鹿 Lyphard）不出走
［子］ ベイトン Beyton（89牡 Alleged）GB・GER・USA５勝，キングエドワ

ード七世Ｓ‐G2，サンセットＨ‐G2 ３着，オイローパシャンピオナ
ート‐G3 ２着，etc.，種牡馬

アンアレッジド Ann Alleged（85牝 Alleged）USA５勝，ビウィッチＳ
‐G3 ３着，Penn National BC H３着

［孫］ オブセッシヴObsessive（93 牝 Seeking the Gold）GB・IRE１勝，O
h So Sharp S‐L ２着，ミュージドラＳ‐G3 ３着

イツアシークレット It's A Secret（98 牝 Polish Precedent）GB２勝，
Virginia S‐L ２着

［曾孫］ エクセレントアート Excellent Art（04 牡 Pivotal）GB・FR・IRE・USA
・HKG４勝，セントジェイムズパレスＳ‐G1，ミルリーフＳ‐G2，
Sandown National S‐L，etc.，種牡馬

シークレットウィットネス SecretWitness（06� Pivotal）GB・IRE５
勝，Golden Rose S‐L ２着，ベンゴーフＳ‐G3 ３着

カスレ Cassoulet（05 牡 Distorted Humor）USA５勝，Donald Levin
e Memorial H‐L ２着

販売申込者・所有者： 中川 隆＝平取町川向 �01457-2-2606
生 産 牧 場： 中川 隆
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1390 シャンパンカクテル２０２０ �・鹿 ３／３１
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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonシャンパンカクテル ＊クロフネ

��
��
�シャンパンフルート鹿 2015 トランシーフレーズ

＊アンスチユアート 23b
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シャークサッカー（08黒鹿 ブラックタキシード）�１勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ビダンシ（13牡黒鹿 ＊マイネルラヴ）�１勝�３勝�１勝��
スプリングウェイ（17牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）��２勝�入着２回
ジョウレン（19牡黒鹿 ストロングリターン）�未出走

２代母 レイホーグロリアス（96黒鹿 ＊キンググローリアス）不出走
ジンデンキセキ（01牝 フジキセキ）�５勝
パトラパトラパトラ（02牝 マヤノトップガン）��１勝
マイネルグロリアス（03牡 ＊アラジ）１勝
プリフェクト（04牝 ＊ピルサドスキー）�１勝	
インファティック（06牡 ＊デヒア）入着，��２勝
ロックザネーション（07牡 ＊バイオマスター）１勝
シーダムエーカー（12
 モエレプルトス）��３勝	７勝
アーバレスト（14牝 モエレプルトス）�３勝�

３代母 サマニシャルダン（90鹿 シンボリルドルフ）不出走

４代母 ヤマトシヤルダン（73鹿 ＊セダン）��出走
［子］ サンエイソロン（78牡 ＊パーソロン）６勝，サンケイ大阪杯，京都新聞杯，

ＮＨＫ杯，etc.，種牡馬
レイホーソロン（83牝 ＊パーソロン）３勝，桜花賞‐Jpn1 ４着，チューリ
ップ賞‐OP，千両賞

アローシヤルダン（82牝 アローエクスプレス）３勝，木曽川特別，木曽川
特別３着，三宮特別３着

［孫］ サマニベッピン（90牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，金鯱賞‐Jpn3，etc.

ダンツキッチョウ（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，青葉賞‐Jpn2，札
幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，すみれＳ‐OP

ミスズシャルダン（95牡 ＊トニービン）６勝，小倉大賞典‐Jpn3，中山金
杯‐Jpn3 ２着，オーストラリアＴ‐OP ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ レディインブラック（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，アネモネＳ‐L，
赤松賞２着，青嵐賞３着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 春美＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3177
生 産 牧 場： 田中 春美
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1391 シャークサッカー２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ９

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットシャークサッカー ＊キンググローリアス

��
��
�レイホーグロリアス黒鹿 2008 サマニシャルダン

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 シャルマンウーマン（11鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
シャルマンニシキ（16牝鹿 ＊ワークフォース）��５勝
ドリームバンドーム（17牝黒鹿 トゥザグローリー）��３勝

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

２着，吾妻小富士賞２着
シニスタークイーン（09牝 ＊シニスターミニスター）３勝
シャインエタニティ（10牝 ＊グラスワンダー）入着，��１勝

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

ピエノフィオレ（12牝 キングカメハメハ）１勝
ラブロイ（13	 ＊シンボリクリスエス）��４勝

３代母 ＊フォーリア（89 GB鹿 Sadler's Wells）GB３勝

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

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

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

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

ラックマニー Luck Money（05牡 Indian Ridge）GB・IRE・USA３勝，
Majestic Light S‐R，コヴェントリーＳ‐G2 ３着，種牡馬

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

1392 シャルマンウーマン２０２０ �・鹿 ３／２１
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

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

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモシャルマンウーマン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フォーリアクイーン鹿 2011 ＊フォーリア

9e
Sadler's Wells S3×M4 Northern Dancer S4×S5×M5×M5
Princely Gift S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊シャンテクレール（11 GB鹿 Dubawi）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 シニョリナカティーヴァ Signorina Cattiva（96 USA鹿 El Gran Senor）G
B・ITY４勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，セントサイモンＳ‐G3，Harvest S
‐L，伊オークス‐G1 ３着，ローマ賞‐G1 ３着，etc.
カティーヴァジェネロサ Cattiva Generosa（01牝 Cadeaux Genereux）FR２勝，

P. des Lilas‐L，クロエ賞‐G3 ２着
カピタルCapitale（06 牝 Pivotal）不出走
キャピトル Capitole（16� Born To Sea）�GB・FR３勝，P. Delaha
nte‐L ２着

ドンカッティーボDon Cattivo（04牡 Selkirk）SPA３勝
シニョレッラ Signorella（08 牝 Pivotal）FR２勝
アワータイムウィルカムOur TimeWill Come（12牝 ＊ロックオブジブラルタル）

GB２勝

３代母 アッセキュイト Assez Cuite（74 USA鹿 Graustark）GB・FR１勝，P. Ya
cowlef‐L，サラマンドル賞‐G1 ２着

＊トレアグレアブル（80牝 Luthier）FR１勝
ミケロッツォMichelozzo（86牡 Northern Baby）GB・FR・IRE６勝，英セ

ントレジャー‐G1，P. Touffier‐L，March S‐L，etc.，種牡馬
ミケレッティMicheletti（88 牡 Critique）GB・USA３勝，英セントレジャー

‐G1 ３着
エルキュイト El Cuite（83 牡 Vaguely Noble）GB・FR・ITY４勝，ロイヤルオー

ク賞‐G1，イタリア大賞‐G1，種牡馬

４代母 クリンカーズ Clinkers（60 GB鹿 Relic）GB２勝，Lavant S２着
［子］ シャヴァン Chavin（71 牡 Herbager）FR５勝，P. des Gravilliers‐L，

P. de Saint‐Pair‐du‐Mont‐L ２着，P. de la Plaine Monceau
‐L ２着，etc.

［孫］ プティモンモランシー Petit Montmorency（79牡 Stage Door Johnny）
FR・GER・SWE７勝，ベルトゥー賞‐G3，P. deMandinet‐L，
G.P. de Marseille‐Vivaux‐L，etc.，種牡馬

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

1393 シャンテクレール２０２０ 牡・鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahシャンテクレール シニョリナカティーヴァ El Gran Senor

��
��
�Signorina Cattiva鹿GB 2011 Assez Cuite

8c
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ショウナンガッド（03鹿 フジキセキ）１勝，鳥屋野特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（５）〕
バーボンシーダー（10牡鹿 ＊チチカステナンゴ）��２勝�１勝
アンジュシュエット（11牝黒鹿 ＊フレンチデピュティ）２勝

ヘリオス（16� オルフェーヴル）�５勝，オアシスＳ‐L ３着，霜月Ｓ‐OP，陽春Ｓ
スマートマリウス（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）入着，��１勝��入着３回
スマートスピカ（15牝鹿 キングカメハメハ）�１勝�入着４回
ベルウッドエオ（18牡鹿 ルーラーシップ）�１勝

２代母 ＊シャンラン（93 IRE 鹿 Great Commotion）FR・USA４勝，P. Delahante
‐L，P. Aymeri de Mauleon‐L ３着
モウメント（99� Woodman）１勝，障害１勝
ショウナンタレント（04牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，菜の花賞

‐OP ２着，きんせんか賞
エルカミーノレアル（11� キングカメハメハ）２勝，葵Ｓ‐LR ３着，福島２歳

Ｓ‐OP，大日岳特別２着，帆柱山特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，etc.
サダムブルーハワイ（12牝 ＊ハービンジャー）１勝
エルティグレ（15牡 キングカメハメハ）１勝，福寿草特別３着，�１勝
ヴァーチャリティ（18牝 ＊マクフィ）�１勝

ショウナンアルバ（05牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，共同通信杯‐Jpn3，スワンＳ
‐G2 ２着，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，ＴＶユー福島賞，若竹賞，etc.

ショウナンパルフェ（08牡 アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐G2 ２着，いちょうＳ
‐L ３着，葉牡丹賞

イマジンザット（13� ディープインパクト）１勝

３代母 ダウンザラインDown the Line（80 GB鹿 Brigadier Gerard）GB・IRE１勝

４代母 シズラー Sizzler（74 GB鹿 Blakeney）GB１勝
［子］ シズリングホット Sizzling Hot（85 牡 Formidable）GB・ITY６勝，P.

Sette Colli‐L

販売申込者・所有者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546
生 産 牧 場： 築紫 洋
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1394 ショウナンガッド２０２０ 牡・鹿 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーショウナンガッド
＊ Great Commotion

��
��
�シャンラン鹿 2003 Down the Line

11d
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 ショウリダバンザイ（07鹿 ＊プリサイスエンド）�７勝��３勝�入着３回，道営
記念（Ｄ2000），ロジータ記念（Ｄ2100），桜花賞（Ｄ1600），道営記念（Ｄ2000）２
着，東京プリンセス賞（Ｄ1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ヴィブラビ（15牝黒鹿 ネオユニヴァース）��２勝�，優駿スプリント（Ｄ1200）３着
ジャルーン（16牝栗 ネオユニヴァース）��１勝�
サルヴ（17牝黒鹿 ＊パイロ）���４勝
マカベウス（18牡黒鹿 ゼンノロブロイ）���３勝，平和賞（Ｄ1600），ゴールド

ジュニア（Ｄ1400）２着，京浜盃（Ｄ1700）３着

２代母 オレンジスペシャル（00鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
カクメイセンシ（05牡 ＊カコイーシーズ）�２勝�
テイエムアピール（09牝 ＊パラダイスクリーク）入着２回，�１勝
モズマッテタワ（10牝 オレハマッテルゼ）１勝，�１勝�入着

３代母 ＊オレンジジャスミン（94 IRE 鹿 Masterclass）IRE・ITY・USA２勝，伊１０００
ギニー‐G2 ２着
スカーレットオハラ（02牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

マイネルカーミン（09牡 オレハマッテルゼ）２勝，いちょうＳ‐LR ３着，熊野
特別２着

クレイジーラブ（05牝 ＊タイキシャトル）１勝，鞍ケ池特別３着
ミッドナイトダンス（06牝 ダンスインザダーク）出走

サウンドカナロア（16牡 ロードカナロア）�２勝，豊中特別，淀屋橋Ｓ２着，
鶴見特別３着，�１勝	入着

カクリョウ（15牡 ＊ロードアルティマ）１勝，�	出走
６勝��，ウインターＣｈ２着

４代母 ラモルトーラ LaMortola（82 IRE 黒鹿 Bold Lad）不出走
［子］ キモラ Kimola（99 牝 King's Theatre）FR・NOR・SWE・DEN９勝，

Matchmaker S‐L，Scandinavia Cup‐L，Morten Og Torv
ald Klaveness Minnelop‐L ２着，etc.

［孫］ ペレグザ Perrexa（99牝 Perrault）FR２勝，エクリプス賞‐G3，クリテ
リヨムドメゾンラフィット‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

1395 ショウリダバンザイ２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ７
＊ 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyショウリダバンザイ ＊ジェイドロバリー

��
��
�オレンジスペシャル鹿 2007 ＊オレンジジャスミン

7f
Mr. Prospector S4×M4×M5 Nijinsky S4×M5

価格： 購買者：



母 シルクヴェルサイユ（08鹿 スペシャルウィーク）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ブルベアバブーン（14�栗 ＊プリサイスエンド）２勝，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）２着，

もちの木賞（Ｄ1800）
ニシノアンドレア（19牡鹿 ＊パイロ）�未出走

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

Ｓ２着，新潟日報賞２着，納屋橋Ｓ３着，etc.
シルクヴァルキリー（03牝 マーベラスサンデー）２勝
シルクヴィーナス（06牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

プレイアンドリアル（11牡 デュランダル）１勝，京成杯‐G3，東スポ杯２歳Ｓ
‐G3 ２着，�１勝�１勝，ジュニアＧＰ，ＮＡＲ優ターフ（2回）

デイドリーム（12牝 アドマイヤムーン）１勝，稲光特別２着
カイトゲニー（18牝 カレンブラックヒル）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，相模湖特別，

つわぶき賞，由比ヶ浜特別２着
ウインバーニング（13牡 ディープスカイ）入着２回，��出走�５勝��入着，不

来方賞２着

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

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

別，舞子特別２着，etc.

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

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

ＢＣ賞‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1396 シルクヴェルサイユ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールシルクヴェルサイユ
＊ Danzig

��
��
�シルクフレアー鹿 2008 Jet Route

7f
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 シルクジュリエット（99鹿 マーベラスサンデー）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－６（16）〕
シルクマーマレード（07牝鹿 ＊ストラヴィンスキー）入着，�５勝
ピクチャークレア（09牝鹿 ＊ケイムホーム）��３勝
シナノスコルピオン（10牡栗 ＊トワイニング）��１勝
チーキーフライデー（11牝鹿 ＊ザール）�１勝
ジャジャウマナラシ（12牡鹿 ＊アサクサデンエン）��４勝��１勝，兵庫ジュニ

アＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡
ラブリーユー（16牝鹿 ストロングリターン）��１勝
シルクロード（18牝鹿 トランセンド）��入着５回
パルメニデス（19牡鹿 タイムパラドックス）�地方未出走

２代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

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

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

E１勝，Polonia S‐L ２着
ダイヤモンドピサ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），
中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，愛
知杯‐G3 ３着，etc.

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

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

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

３代母 ベルドジュールBelle de Jour（73 USA鹿 Speak John）USA１勝

販売申込者・所有者： 堤牧場＝新冠町中央町 �0146-47-2073
生 産 牧 場： 堤牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

1397 シルクジュリエット２０２０ �・栗 ５／２９

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーシルクジュリエット
＊ Danzig

��
��
�ジョード鹿 1999 Belle de Jour

1s
Danzig M3×S5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ジルニーナ（04鹿 ＊オジジアン）��出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－４（16）〕
アビリティラヴ（10牡鹿 ＊マイネルラヴ）４勝，オルフェーヴルＣ‐OP（Ｄ1200）３

着，ブラッドストーンＳ（Ｄ1200）
レオクイック（12牡鹿 キングヘイロー）�10 勝�２勝��
ソラトウミノアオ（13牝鹿 ＊ベーカバド）�２勝
ベッラバンビーナ（14牝栗 スマートファルコン）�１勝
ケリアヴァーヴ（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝
ムーランマグノリア（19牝鹿 ヴィクトワールピサ）�未出走

２代母 サクラメグミ（86黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，フローラＳ‐OP，アイビーＳ‐OP
サクラステイタス（94牡 サクラユタカオー）��３勝	入着６回
サクラスイートキス（96牝 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ

サクラレイリ（02牝 サクラバクシンオー）１勝
サクラベル（08牝 サクラプレジデント）２勝，クローバー賞‐L，葵Ｓ‐LR ２着

サクラピュアハート（08牝 サクラプレジデント）出走
ピーベリー（15牝 ビービーガルダン）�２勝
入着 10回，あやめ賞３着

サクラアセット（97牡 サクラチトセオー）
３勝�入着２回
サクラティガー（98� ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別
ナムラハゴロモ（99牝 ＊ブラックタイアフェアー）�１勝
シャコーシンガー（00牡 ＊オジジアン）��２勝
ディーエスザホープ（03牡 ＊デザートキング）入着，��１勝入着５回
トミケンクルーク（05牡 ＊ティンバーカントリー）入着２回，��１勝�入着�

３代母 スーパービツク（78黒鹿 ＊ボールドリツク）�２勝
リバルドセブン（83牡 ＊パーソナリテイ）４勝，高尾特別，雄国沼特別，猪苗代特別

２着，etc.
アサカプリンセス（87牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯沢特別２着
サクラハイスピード（88牡 トウシヨウボーイ）３勝，いちょうＳ‐OP，etc.，��８

勝，東京盃（２回），グランドＣｈ２０００，etc.

販売申込者・所有者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640
生 産 牧 場： 田中スタッド
飼 養 者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640

1398 ジルニーナ２０２０ �・鹿 ４／１０
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Damascus

�
�
�
�
�

��
��

�オジジアン Gonfalonジルニーナ マルゼンスキー

��
��
�サクラメグミ鹿 2004 スーパービツク

＊ウオーホイツスル 4c
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スリーパール（13黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
プレストパール（18牝鹿 ＊キングズベスト）��出走���出走

２代母 スリーローマン（97青 ＊ブライアンズタイム）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，
忘れな草賞‐OP ３着，ポプラ特別，衣笠特別，遊楽部特別，etc.
スリーラジアル（04牝 ＊ラムタラ）�９勝�
スリーロールス（06牡 ダンスインザダーク）４勝，菊花賞‐Jpn1，野分特別，はな

みずき賞２着，種牡馬
スリーロビンソン（08牡 フジキセキ）�９勝��入着
スリーヴェローチェ（09牡 ダイワメジャー）１勝，横津岳特別２着，燧ヶ岳特別３

着，霊山特別３着，積丹特別３着，�３勝�入着２回�
スリーマキシマム（11牡 スズカマンボ）２勝，赤倉特別，浄土平特別，蓬莱峡特別

２着，２０１８ＷＡＳＪ第４戦３着，�８勝��

３代母 アコニットローマン（90黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��３勝，東京プリ
ンセス賞
オペラハット（96牡 ＊オペラハウス）��３勝	，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，

東京大賞典‐Jpn1 ４着，東京王冠賞，etc.
サムタイム（02牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，障害１勝
アコニットライアン（05牡 ＊ブライアンズタイム）３勝

４代母 カミモリレデイー（81青鹿 ＊ネプテユーヌス）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
５着，長万部特別
［子］ トキノクンショウ（89牡 ＊ラツキーソブリン）��６勝
３勝��２勝	

入着��，かしわ記念，旭岳賞２着，東京盃２着，etc.
フタバキング（87牡 ＊イエローゴツド）	12 勝，不来方賞２着
カミモリオーカン（95牡 シンボリルドルフ）入着，湯川特別３着，
３勝
��２勝

５代母 カミモリダイテン（73鹿 ＊セダン）不出走
［子］ プロフィール（85牝 ＊マンオブビイジヨン）２勝，小樽特別２着
［孫］ ミネノソシアル（86牡 リキタイコー）�５勝��入着６回，平和賞３着

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

1399 スリーパール２０２０ �・黒鹿 ３／１０
＊

＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlスリーパール ＊ブライアンズタイム

��
��
�スリーローマン黒鹿 2013 アコニットローマン

＊アコニツト 7d
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 スガノグラスワン（02芦 ＊グラスワンダー）障害入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（16）〕
レコードプレイヤー（08牝栗 サツカーボーイ）�１勝
ミスコクラ（09牝芦 タイムパラドックス）��１勝���
ヤマガール（10牝栗 ＊ストーミングホーム）１勝，�２勝�入着２回���	

マダムフィガロ（14牝芦 ＊ロージズインメイ）���10 勝	
リュウノイブキ（16牡黒鹿 ＊パイロ）��１勝�入着６回
ムサシフウジン（18牡青鹿 フリオーソ）���１勝

２代母 ビクトリアプリマ（96芦 ＊ラストタイクーン）出走
スリースピリット（01牡 ＊スピニングワールド）１勝
バトルクライ（04牡 サクラバクシンオー）入着，��１勝
コスモチャタレイ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）�３勝
テイケイパッション（08牡 ＊サウスヴィグラス）�３勝�入着２回

３代母 カツプリマドンナ（80芦 ＊シーホーク）４勝，みちのくＳ，横津岳特別
キョウエイボナンザ（88� ニホンピロウイナー）６勝，ニューイヤーＳ‐OP，多摩

川Ｓ‐OP，クリスマスＳ‐OP ２着，etc.
インターシュプール（89� ＊ワツスルタツチ）５勝，新潟記念‐Jpn3，北九州記念

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮオープン‐OP ３着，etc.，�入着����
フォレストブリーズ（92牝 ＊ファストトパーズ）出走

カミカゼアミー（98牡 ＊マイニング）��１勝，ブルーバードＣ３着
スリーイダテン（97牡 ＊ポリッシュパトリオット）入着 15回，久留米特別２着，豊前

特別３着，�２勝�１勝�入着，新春盃３着

４代母 カツエイコウ（72栗 ＊ネヴアービート）１勝
［子］ カツマサタイコウ（78牡 ＊インターメゾ）７勝，札幌記念２着，白樺賞，

オホーツクＨ，etc.，����４勝
カツエイコウエース（86牡 カツトツプエース）３勝，江戸川特別２着，上
総特別３着，松川浦特別３着，�１勝�１勝

［孫］ タケショウムテキ（89牡 リードワンダー）４勝，中山ヤングＪＳＳ，金峰
山特別，太宰府特別３着

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1400 スガノグラスワン２０２０ 牡・芦 ４／２８

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayヴィットリオドーロ ＊アフリート

��
��
�プリエミネンスUSA 黒鹿 2009 アジテーション

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraスガノグラスワン ＊ラストタイクーン

��
��
�ビクトリアプリマ芦 2002 カツプリマドンナ

＊トリーソング 9h
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 スカーレットダンス（10鹿 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビドウ（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）���２勝�
ヴァーユ（17牡鹿 ロードカナロア）���２勝�
カンジンカナメ（18牝青鹿 エピファネイア）�出走

２代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
クリムズンハウス（93牡 ＊キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別，五頭連峰

特別２着，瀬波特別３着，八海山特別３着，etc.
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�
１勝��入着３回�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，マー
キュリーＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1
（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念
‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウ
スＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，ベテルギウスＳ‐OP，etc.，�入着
���，佐賀記念‐Jpn3 ３着

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，ブリリアント
Ｓ‐L，etc.，��１勝�１勝���入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキ
ュリーＣ‐Jpn3，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

スギノフォルモーザ（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.
クリムゾンブーケ（06牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1401 スカーレットダンス２０２０ 牡・黒鹿 ４／１８

＊

＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスカーレットダンス ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ鹿 2010 ＊スカーレツトインク

4d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スターキャスト（12芦 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ブローディア（18牝鹿 ホッコータルマエ）��未出走�２勝
ブレイク（19牡鹿 ＊モンテロッソ）�未出走

２代母 ＊ライムライトⅡ（05 USA芦 Dalakhani）GB入着５回
ダノンロンシャン（11牡 Medicean）入着７回，�２勝
キーライム（13牝 ドリームジャーニー）�２勝�入着３回
レーヌアグリュム（15牝 オルフェーヴル）�１勝��入着

３代母 ラストセカンド Last Second（93 IRE 芦 Alzao）GB・FR・IRE４勝，英ナッソ
ーＳ‐G2，サンチャリオットＳ‐G2，愛パークＳ‐G3，コロネイションＳ‐G1 ２着
アプローチ Approach（00牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，Ballymacoll Stu

d S‐L，ギャラクシーＳ‐G2 ２着，メイヒルＳ‐G3 ２着
ミダースタッチMidas Touch（07牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS２勝，愛

ダービートライアルＳ‐G2，愛ダービー‐G1 ２着，英セントレジャー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロネット Coronet（14 牝 Dubawi）GB・FR・IRE６勝，サンクルー大賞
‐G1，ジャンロマネ賞‐G1，ミドルトンＳ‐G2，etc.

イントリーグド Intrigued（02牝 Darshaan）GB・FR・GER１勝，Pinnacle S
‐L ３着，Chalice S‐L ３着
ミケランジェロMichelangelo（09� Galileo）GB・AUS２勝，Cocked Hat

S‐L，英セントレジャー‐G1 ３着，ゴードンＳ‐G3 ３着，etc.
キュリアスマインドCurious Mind（10牝 Dansili）GB１勝
ガリレオクロームGalileo Chrome（17牡 Australia）GB・IRE４勝，英
セントレジャー‐G1，Yeats S‐L，種牡馬

プライヴェトセクレタリー Private Secretary（16 牡 Kingman）�GB・HKG
４勝，Cocked Hat S‐L

オーシールールズ Aussie Rules（03 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA４勝，
仏２０００ギニー‐G1，シャドウェルターフマイルＳ‐G1，サマーヴィルタタソー
ルＳ‐G3，etc.，種牡馬

グースベリーフールGooseberry Fool（09 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE・
GER・SWE１勝，シルヴァーフラッシュＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 寺井 文秀＝えりも町歌別 �01466-2-3624
生 産 牧 場： 寺井 文秀
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1402 スターキャスト２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスターキャスト
＊ Dalakhani

��
��
�ライムライトⅡ芦 2012 Last Second

9c
Alzao M4×M4

価格： 購買者：



母 スタートウショウ（02鹿 ＊スキャターザゴールド）�８勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（30）〕
ネコイッチョクセン（10牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，��２勝
メイスンヴィーナス（12牝栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
ベンテンコゾウ（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���７勝�８勝�２勝，京成盃グ

ランドマイラーズ（Ｄ1600），シアンモア記念（Ｄ1600），赤松杯（Ｄ1600），北
海優駿（Ｄ2000），北斗盃（Ｄ1600），奥州弥生賞（Ｄ1400），寒菊賞（Ｄ1600），
南部駒賞（Ｄ1600），青藍賞（Ｄ1600）２着，桐花賞（Ｄ2000）２着，etc.

ニッポンダエモン（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���４勝�１勝�２勝，若駒
賞（Ｄ1600）

オオウサンミャク（16牝栗 スマートファルコン）��２勝�２勝

２代母 ヌエボトウショウ（87鹿 トウシヨウゴツド）９勝，京都牝馬特別‐Jpn3，愛
知杯‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，サファイヤＳ‐Jpn3，etc.
アンジュトウショウ（97牝 ＊オジジアン）出走

トウショウヘイロー（09牡 キングヘイロー）５勝，ベテルギウスＳ‐OP ２着，
甲南Ｓ，赤穂特別（２回），花背特別３着

トウショウサクセス（98牡 メジロライアン）１勝
マイネルモデルノ（04牡 バブルガムフェロー）３勝，筑前特別，日高特別２着，霊

山特別２着，雄国沼特別３着

３代母 プリテイトウシヨウ（80鹿 トウシヨウボーイ）不出走
ターナートウショウ（92牝 ＊ナイスダンサー）入着３回

トウショウギア（00牡 ＊オジジアン）10勝，欅Ｓ‐L（２回），霜月Ｓ‐L，霜月Ｓ
‐L ２着，etc.，��１勝�入着

ハイジトウショウ（03牝 バブルガムフェロー）１勝
アードラー（14牡 ＊シニスターミニスター）�６勝，グリーンチャンネルＣ
‐L ３着，阿蘇Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，etc.

ビクタートウショウ（94牝 ＊シャーディー）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，フロ
ーラＳ‐OP，黒松賞

トウショウアンドレ（96牡 フジキセキ）５勝，中日新聞杯‐Jpn3，ゴールデンブー
ツＴ，白百合Ｓ３着

販売申込者・所有者： 土田 和男＝新ひだか町三石歌笛 �090-1524-5032
生 産 牧 場： 土田 和男
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1403 スタートウショウ２０２０ 牡・栗 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyスタートウショウ トウシヨウゴツド

��
��
�ヌエボトウショウ鹿 2002 プリテイトウシヨウ

＊ビバドンナ 14c
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スピナッチ（11青鹿 ゼンノロブロイ）３勝，加古川特別（Ｄ1800）
本馬の他に産駒あり

２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Ｈ

２着，花背特別３着，渡島特別３着，中ノ岳特別３着，etc.，�１勝�入着 12回
ヒラボクビジン（07牝 ＊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
エンデュミオン（17牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，燕特別，阿賀野川特別２

着，茶臼山高原特別３着，渥美特別３着，鳴滝特別３着，etc.
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，みやこＳ‐G3，レパードＳ‐G3，etc.，�１勝��入着２
回，種牡馬

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

３代母 ノットビフォータイムNot Before Time（91 IRE 栗 Polish Precedent）不出走
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.
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
タイムコントロールTime Control（05 牝 Sadler's Wells）GB１勝
カーソリーグラーンス Cursory Glance（12牝 Distorted Humor）GB・IRE
３勝，モイグレアスタッドＳ‐G1，アルバニーＳ‐G3，ローザーＳ‐G2 ２着

タイムアヘッド Time Ahead（00牝 Spectrum）GB・FR１勝，仏オークス‐G1 ２着
モーメントオヴタイムMoment of Time（08牝 RainbowQuest）GB入着５回，

Lord Weinstock Memorial S‐L ３着
チーフアイアンサイド Chief Ironside（15 牡 Lawman）�GB・IRE・AUS３

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.

４代母 タイムチャーター Time Charter（79 IRE 鹿 Saritamer）GB・FR９勝，英オ
ークス‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コ
ロネイションＣ‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

1404 スピナッチ２０２０ 牡・鹿 ３／２４

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスピナッチ
＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン青鹿 2011 Not Before Time

22a
Halo M4×M5 Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スピネッタ（06鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
マイネルリノセロス（15牡栗 ディープスカイ）���５勝�４勝
タンブラン（16牝鹿 マツリダゴッホ）��３勝�
パンナコッタ（18牝鹿 マツリダゴッホ）��出走
アップモンスター（19牝栗 ＊バトルプラン）��出走

２代母 ＊シャンラン（93 IRE 鹿 Great Commotion）FR・USA４勝，P. Delahante
‐L，P. Aymeri de Mauleon‐L ３着
モウメント（99� Woodman）１勝，障害１勝
ショウナンガッド（03牝 フジキセキ）１勝，鳥屋野特別２着

アンジュシュエット（11牝 ＊フレンチデピュティ）２勝
ヘリオス（16� オルフェーヴル）�５勝，オアシスＳ‐L ３着，霜月Ｓ‐OP，
陽春Ｓ

ベルウッドエオ（18牡 ルーラーシップ）�１勝
ショウナンタレント（04牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，菜の花賞

‐OP ２着，きんせんか賞
エルカミーノレアル（11� キングカメハメハ）２勝，葵Ｓ‐LR ３着，福島２歳

Ｓ‐OP，大日岳特別２着，帆柱山特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，etc.
サダムブルーハワイ（12牝 ＊ハービンジャー）１勝
エルティグレ（15牡 キングカメハメハ）１勝，福寿草特別３着，	１勝
ヴァーチャリティ（18牝 ＊マクフィ）�１勝

ショウナンアルバ（05牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，共同通信杯‐Jpn3，スワンＳ
‐G2 ２着，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，ＴＶユー福島賞，若竹賞，etc.

ショウナンパルフェ（08牡 アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐G2 ２着，いちょうＳ
‐L ３着，葉牡丹賞

イマジンザット（13� ディープインパクト）１勝

３代母 ダウンザラインDown the Line（80 GB鹿 Brigadier Gerard）GB・IRE１勝

４代母 シズラー Sizzler（74 GB鹿 Blakeney）GB１勝
［子］ シズリングホット Sizzling Hot（85 牡 Formidable）GB・ITY６勝，P.

Sette Colli‐L

販売申込者・所有者： 泊 仁史＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2576
生 産 牧 場： 泊 寿幸
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

1405 スピネッタ２０２０ 牡・栗 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayスピネッタ
＊ Great Commotion

��
��
�シャンラン鹿 2006 Down the Line

11d
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スマイルフラワー（14鹿 ステイゴールド）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
ディバインシチー（19牡黒鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 ダノンスズラン（07黒鹿 Awesome Again）�２勝
ダノンジェット（13牡 ダノンシャンティ）�２勝�入着 10回
スタンシア（15牝 ドリームジャーニー）�１勝
ローザノワール（16牝 マンハッタンカフェ）�４勝，内房Ｓ，リボン賞，鳥取特別３着
クリノアマリリス（17牝 ダノンシャンティ）入着３回，��未出走�１勝
リンガー（18牝 ドリームジャーニー）��３勝，のじぎく賞３着

３代母 ＊パルムドールⅡ（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・USA３勝，フロール賞‐G3，
P. Joubert‐L
ウェスタナイズWesternize（00 牝 GoneWest）USA入着

ウェスタンレイディWestern Lady（09牝 Win RiverWin）TUR５勝，O
zdemir Atman S‐L ３着

＊グランカナリア（05牝 Malibu Moon）出走
コウギョウカナリア（15牝 ディープブリランテ）�１勝，若鮎賞２着

４代母 パンパベラ Pampa Bella（81 FR栗 Armos）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，
仏オークス‐G1 ３着，サンタラリ賞‐G1 ３着
［子］ ピストレブルー Pistolet Bleu（88牡 Top Ville）FR・USA７勝，サンク

ルー大賞‐G1，クリテリヨムドサンクルー‐G1，エヴリ大賞‐G2，etc.，
種牡馬

［孫］ ＊ピースバーグ（10牝 Sageburg）GB・FR・IRE４勝，サンドリンガム賞
‐G2，オマール賞‐G3，ファルマスＳ‐G1 ３着，etc.

ピースドリーム Peace Dream（04牝 Linamix）FR４勝，P. Occitanie
‐L ３着

［曾孫］ ルーサムトリプルイーズ Rootham Triple E's（10 牝 WeatherWarning）
CAN３勝，Star Shoot S‐L，Ballade S‐R ２着，Passing M
ood S‐R ２着，etc.

ピースオヴオアシス Peace of Oasis（08 牝 Oasis Dream）FR３勝，
P. Rose deMai‐L

販売申込者・所有者： ㈲中原牧場＝日高町富川西 �01456-2-3308
生 産 牧 場： ㈲中原牧場
飼 養 者： ㈲中原牧場＝日高町富川西 �01456-2-3308

1406 スマイルフラワー２０２０ �・鹿 ３／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスマイルフラワー Awesome Again

��
��
�ダノンスズラン鹿 2014 ＊パルムドールⅡ

9e
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4

価格： 購買者：



母 スマートダズル（06鹿 スマートボーイ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（26）〕
フィーリンググー（12牝鹿 ＊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

モダンウーマン（13牝栗 ＊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（Ｄ1600），ユングフラウ賞（Ｄ1400），東京２歳優駿牝
馬（Ｄ1600），ローレル賞（Ｄ1600），船橋記念（Ｄ1000）３着，東京シンデレラ
マイル（Ｄ1600）３着，東京プリンセス賞（Ｄ1800）３着，リリーＣ（Ｄ1200），
フルールＣ（Ｄ1000），etc.

エグジビッツ（15牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�３勝�２勝�２勝��入着３回��，留
守杯日高賞（Ｄ1600），プリンセスＣ（Ｄ1400），若草賞（Ｄ1400）２着，徽軫賞
（Ｄ1500）３着，ラブミーチャン記念（Ｄ1600）３着，園田プリンセスＣ（Ｄ1400）３着

マイネルバトゥータ（16牡鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝，���出走
マルベルタ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）���４勝�２勝�

２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，上賀茂Ｓ３着
スリーヨーク（10	 スズカマンボ）入着３回，��１勝
チャチャマンボ（12牝 スズカマンボ）�２勝�

３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
ビッグマキバオー（95牡 Deputy Minister）４勝，吹田特別，ＴＶＫ賞，障害４勝
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

４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.
［孫］ シングルドーン Single Dawn（87牡 Grey Dawn）USA４勝，ホイスト

ザフラッグＳ‐G2，ノーフォークＳ‐G1 ２着，デルマーフュチュリ
ティ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 飛渡 敬二＝新ひだか町三石本桐 �0146-37-4007
生 産 牧 場： 築紫 洋
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1407 スマートダズル２０２０ �・鹿 ３／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊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

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルスマートダズル ＊アフリート

��
��
�ヨシファンタジア鹿 2006 ＊シアトルシンフォニー

19
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スモーキークォーツ（04芦 ＊ヘクタープロテクター）�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
レターオンザサンド（16牡芦 ゴールドヘイロー）２勝，ひめさゆり賞（芝 2000），

京橋特別（芝 2000）２着，ホンコンＪクラブＴ（芝 2000）３着
グレイスキッパー（18牝芦 カレンブラックヒル）�出走

２代母 エイシンフリスキー（90芦 ＊ジヤツジアンジエルーチ）１勝
ヤマノハイジ（96牝 ＊パークリージエント）２勝
ロケットバルーン（00牡 サクラチトセオー）�２勝

３代母 ＊ダムグリス（82 USA芦 Grey Dawn）USA６勝，Aella S‐L ３着，To
smah H‐R ３着，Carteret S‐R ３着
エイシンオンワード（95牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝，フェニックス賞‐OP ２着

４代母 ベッシーズマザーBessie's Mother（72 USA栗 Olden Times）USA８勝
［子］ マイフィリップMy Phillipe（83 牡 Lord Avie）USA３勝，New Jerse

y Futurity‐LR，Koluctoo Bay S２着，Bahamas S‐L ３着，
種牡馬

［孫］ パパダーリング Pappa Darling（97 牝 Pappa Riccio）USA３勝，Ne
w Jersey Futurity‐R ２着

フォーラムベルズ Forum Bells（99� Open Forum）USA１勝，Oca
la Breeders' Sales Championship S‐R ３着

［曾孫］ レイディシャーリ Lady Shari（99 牝 Judge T C）USA５勝，マザリー
ンＳ‐G1，メイプルリーフＳ‐G3，カナディアンダービー‐G3，etc.

ヒアータイガー Here Tiger（03� Tiger Ridge）USA６勝，Southern Be
au S‐R，Stardust S‐R，Sugar Bowl S‐L ２着，etc.

５代母 ダンギヴンDungiven（62 USA鹿 Correlation）USA７勝
［孫］ リュミネ－ル Luminaire（79 牝 Al Hattab）USA７勝，マッチメイカー

Ｓ‐G2，ロングルックＨ‐G2，Miss New Jersey H，etc.
ウィストフルWistful（77 牝 Maribeau）USA12 勝，ヘムステッドＨ‐G2，
Rampart H，Busher H，etc.

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

1408 スモーキークォーツ２０２０ 牡・芦 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaスモーキークォーツ ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�エイシンフリスキー芦 2004 ＊ダムグリス

19b
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 セイウンクレナイ（02栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（27）〕
ニシノエックス（08牡栗 ＊ムーンバラッド）�５勝，桐花賞（Ｄ2000）３着，不来方

賞（Ｄ2000）３着
パワーピッチング（11牡鹿 ＊クロフネ）�２勝��５勝
スナークレッド（13牡鹿 ヴァーミリアン）１勝，�２勝
ユイノムテキ（14牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��７勝��入着３回，イーハトー

ブマイル（Ｄ1600）２着
アンダーパワー（15牡鹿 アッミラーレ）��４勝��２勝
サンウィンズロー（18牝鹿 タニノギムレット）��出走
ビーイング（19牡鹿 ゼンノロブロイ）�出走

２代母 ウィンヒストリー（96鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ノゾミカナエタマエ（01牝 ＊タイキシャトル）１勝
マチカネノワキ（03牡 スペシャルウィーク）３勝，�３勝	１勝���，星雲賞３着
ナイキトライアンフ（04牝 ＊ボストンハーバー）出走

レジーナフォルテ（14牝 ＊アルデバランⅡ）６勝，ルミエールオータムダッシュ
‐L，春雷Ｓ‐L ２着，ルミエールオータムダッシュ‐L ２着，アイビスサマ
ーダッシュ‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP ３着（２回），etc.

マチカネカミカゼ（05牡 アグネスタキオン）３勝，ｔｖｋ賞，松浜特別，国東特別
２着，鹿屋特別２着，etc.，�１勝�１勝�５勝
入着��，せきれい賞，etc.

シャインプレジャー（06牝 ＊アグネスデジタル）出走
ウインフェニックス（11牡 スズカフェニックス）４勝，いちょうＳ‐LR ２着，

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，２０１５ＷＡＳＪ第４戦，羊ヶ丘特別，晩春
Ｓ２着，etc.

シェイクラブハート（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝

３代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞

＊エミネントガール（92牝 Nashwan）出走
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府
中牝馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ナカハシファーム＝新ひだか町三石富沢 �0146-32-3162
生 産 牧 場： 中橋 正
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1409 セイウンクレナイ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊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

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンセイウンクレナイ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ウィンヒストリー栗 2002 タレンテイドガール

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

価格： 購買者：



母 ＊セイントリースカウト（02 USA黒鹿 Saint Ballado）USA入着３回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－４（11）〕
ミッキーバラード（07牡鹿 Fusaichi Pegasus）４勝，天草特別（Ｄ1700），甲南Ｓ
（Ｄ1800）３着，桜島Ｓ（Ｄ1700）３着，あおぎりＳ（Ｄ1800）３着

コトブキハレスガタ（09牝鹿 ディープインパクト）入着，�２勝
ポッドジャンヌ（10牝鹿 ネオユニヴァース）�１勝
ストロベリーローズ（11牝栗 ゼンノロブロイ）�３勝�
ゲンパチファインド（16牡栗 ゴールドアリュール）��５勝

２代母 フィットトゥスカウト Fit to Scout（87 USA鹿 Fit to Fight）USA８勝，ジ
ョンＡモリスＨ‐G1，ラカニャーダＳ‐G2，サンタイネスＳ‐G2，アクサーベン
オークス‐G3，Miss America H‐L，etc.
ビープリペアードBe Prepared（95牝 Broad Brush）不出走

＊ゴーストスズカ（99牡 Silver Ghost）３勝，まりも特別，千両賞，ＴＶｈ賞３
着，�４勝

バックインシェイプ Back in Shape（96牝 Wild Again）USA４勝，Maryland
Racing Media H‐L ２着，Lady's Secret S‐L ２着，Prismatical S２
着，Doylestown H２着，レアトリートＨ‐G3 ３着

コレスカウトCorre Scout（04 牝 El Corredor）不出走
イネイリャナブルライツ Inalienable Rights（15� Mission Impazible）�US

A５勝，Funny Cide S‐R ２着，Bertram F.Bongard S‐R ２着，
Sleepy Hollow S‐R ３着

クイックジェイフィンレーQuick J Finlay（05� El Corredor）USA２勝
ハンズアップマニーダウン Handsup Moneydown（09� Sharp Humor）USA・

CAN17勝，Wild andWonderful S‐L ３着

３代母 ビーアスカウト Bee a Scout（78 USA鹿 West Coast Scout）USA７勝，
Princessnesian S，サンタスサーナＳ‐G1 ２着，オークリーフＳ‐G1 ３着，
ハニムーンＨ‐G2 ３着，Santa Ysabel S‐L ２着，etc.
スカウトコマンド Scout Command（85� Summing）USA10 勝，Bessemer S
ポリススカウト Police Scout（86 牝 Police Inspector）USA２勝，Southland S

２着，Seneca S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲鳥井牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2248
生 産 牧 場： ㈲三石軽種馬共同育成センター
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

1410 セイントリースカウト２０２０ 牡・鹿 ４／ ６
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アルデバランⅡ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chimes of Freedomダンスディレクター ＊サンデーサイレンス

��
��
�マザーリーフ鹿 2010 スカラシップ

＊

セイントバラード Halo

�
�
�
�
�

��
��

�Saint Ballado Balladeセイントリースカウト フィットトゥスカウト Fit to Fight

��
��
�Fit to Scout黒鹿USA 2002 Bee a Scout

1l
Halo M3×S4

価格： 購買者：



母 セトノフラッパー（10栗 ＊タイキシャトル）３勝，西郷特別（芝 1800），瀬戸内海
特別（芝 1400）２着，太宰府特別（芝 1800）２着，粟島特別（芝 1800）２着，久多特
別（芝 1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラッキーポケット（17牝栗 ジャングルポケット）�１勝�
ユリシスフライ（18牝鹿 ジャングルポケット）�出走
レックレス（19牝鹿 トーセンジョーダン）�未出走

２代母 マルカアイチャン（03栗 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう
賞２着，あけび賞３着
シルバーウエイブ（09牡 ジャングルポケット）２勝，水仙賞
アイノフシギ（12牝 ＊グラスワンダー）�２勝
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP
ナタンドラ（17牝 ジャングルポケット）�５勝

３代母 マルカコマチ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪
杯‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，小倉大賞
典‐Jpn3 ３着，etc.
アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L

３着，ウェルカムＳ，etc.
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイ

ルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

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

札幌日経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝�２勝�１勝，種牡馬
ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福
島ＴＶＯＰ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.

フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，
織姫賞，西郷特別２着，etc.

ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別

販売申込者・所有者： 滝本 健二＝日高町庫富 �01456-7-2235
生 産 牧 場： 滝本 健二
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1411 セトノフラッパー２０２０ 牡・栗 ４／２２

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンセトノフラッパー ＊フレンチデピュティ

��
��
�マルカアイチャン栗 2010 マルカコマチ

＊ハニードリーマー 23b
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 センコウノマイヒメ（12黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハーモニーレグルス（18牡鹿 ＊ダンカーク）����１勝・１勝
ミツカネムーン（19牝黒鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ジャンレーヴ（00鹿 ＊スキャン）出走
フォンテーヌ（05牝 ＊デザートキング）１勝
シゲルブチョウヅキ（08牝 ＊チーフベアハート）�７勝��

３代母 ホマレノプリンセス（90鹿 ＊プリンスオブバーズ）３勝，日田特別，箕面特別，
英彦山特別２着，ＴＶＱ杯３着
バンダムタイクーン（96牡 ＊ラストタイクーン）２勝，栗駒特別，稲村ヶ崎特別２着，

中ノ岳特別２着（２回），etc.
ブレイクタイム（97牡 ＊デインヒル）６勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），安田記

念‐Jpn1 ２着，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ブラックシルエット（98牡 ＊オジジアン）３勝，宝ケ池特別，箕面特別
レオソレイユ（02牝 ＊オペラハウス）１勝

レオアクティブ（09牡 アドマイヤムーン）４勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，京成杯オ
ータムＨ‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

レオフラッパー（12牝 ステイゴールド）３勝，国分寺特別３着
ハリソンバローズ（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，吾妻小富士賞３着，�１勝�入着２回

４代母 フクシヨウカマダ（79鹿 ＊コインドシルバー）１勝，�３勝
［孫］ レタセモア（98牡 ＊デュラブ）�５勝�７勝�入着��，兵庫ジュニアＧ

Ｐ‐Jpn3 ２着，スプリングＣ，ゴールドウィング賞，etc.

５代母 サチカマダ（68鹿 ＊ヴイミー）４勝，カーネーシヨンＣ
［孫］ キツポウシ（82牡 アローエクスプレス）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，吾

妻小富士賞‐OP ２着，阿武隈特別，etc.，�７勝	１勝
マチカネエルベ（83牝 アローエクスプレス）３勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，
サファイヤＳ‐Jpn3 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，etc.

［曾孫］ アマノブレイブリー（00牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，ドンカスターＳ
‐L，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲谷口牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5463
生 産 牧 場： ㈲谷口牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

1412 センコウノマイヒメ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieセンコウノマイヒメ ＊スキャン

��
��
�ジャンレーヴ黒鹿 2012 ホマレノプリンセス

＊フロリースカツプ 3l
Seattle Slew S4×M4 Storm Bird M4×M5 Lassie Dear M4×S5
Mr. Prospector M4×S5 Secretariat S5×M5 Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 ソフトライム（10黒鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
デルマアワモリ（15牡栗 ストロングリターン）��４勝
ゲンパチカナ（16牝鹿 ロードカナロア）��入着���１勝�３勝
ゲットアップ（18�黒鹿 ルーラーシップ）�入着２回
カルディナーレ（19牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 アスピリンスノー（02鹿 ＊エルコンドルパサー）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ３
着，対馬特別２着，鷹巣山特別３着，北摂特別３着，粟島特別３着，etc.，	１勝
ジュヒョウ（12牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞，不知火特別３着，黄菊賞３

着，��入着３回�１勝��
ハイアーグラウンド（14� ＊シンボリクリスエス）�３勝，五頭連峰特別，芦ノ湖特

別３着

３代母 ＊スキーパラダイス（90 USA芦 Lyphard）１勝，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，
GB・FR・USA５勝，ムーランドロンシャン賞‐G1，アスタルテ賞‐G2，サ
ンドリンガム賞‐G3，P. d'Angerville‐L，etc.
アグネスショコラ（96牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ゴールデンチケット（06牡 キングカメハメハ）１勝，ジャパンＣダート‐G1 ３
着，etc.，��１勝
１勝，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ３着，etc.

エアトゥーレ（97牝 ＊トニービン）６勝，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2
３着，etc.，GB・FR・SIN入着３回，モーリスドゲースト賞‐G1 ２着，etc.
アルティマトゥーレ（04牝 フジキセキ）７勝，セントウルＳ‐G2，シルクロー

ドＳ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，etc.
キャプテントゥーレ（05牡 アグネスタキオン）５勝，皐月賞‐Jpn1，デイリー

杯２歳Ｓ‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3（２回），etc.，種牡馬
プランスデトワール（08牡 ディープインパクト）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，

エーデルワイスＳ，新潟日報賞２着，etc.

４代母 スキーゴーグル Ski Goggle（80 USA芦 ＊ロイヤルスキー）USA５勝，エイ
コーンＳ‐G1，レイルバードＳ‐G3，Santa Ysabel S‐L，リンダヴィスタＨ
‐G3 ２着

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

1413 ソフトライム２０２０ 牡・鹿 ２／１３

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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�
�
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�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーソフトライム ＊エルコンドルパサー

��
��
�アスピリンスノー黒鹿 2010 ＊スキーパラダイス

3l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：


