
母 マイティーボタン（04栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），海外－１（２），地方－４（13）〕
ブラックフライデーBlack Friday（10牡鹿 ブラックタイド）１勝，SIN２勝
ヘルヴェティア（11牝栗 ＊サウスヴィグラス）入着，��６勝
モンサンアルナイル（13�栗 ＊カジノドライヴ）２勝，三陸特別（Ｄ1700）３着，

��４勝
ドライブラン（17牝栗 ＊カジノドライヴ）入着２回，�２勝
フロリーヌ（19牝栗 コパノリッキー）��入着２回
ヨシノタルマエ（20牡鹿 ホッコータルマエ）��１勝

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

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

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特別２着，�４勝
ナリタタイフーン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着
マジックベル（12牝 マンハッタンカフェ）	２勝�２勝�
タニセンビクトリー（13牡 ハーツクライ）１勝
アカツキジョー（15牡 ＊グラスワンダー）２勝，�
未出走��出走

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

ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３着，七
夕賞‐G3 ２着，etc.

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

４代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
［子］ テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬

記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2
２着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555
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＊サンデーサイレンス
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管囲
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＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk
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�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Devil's Bag
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��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンマイティーボタン ＊スキャン

��
��
�スルーザシーズン栗 2004 ビクトリーマッハ

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



母 ＊マジックポーションⅡ（06 IRE 鹿 Danehill Dancer）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（10）〕
ミストラルジョワ（12牝鹿 Elusive Quality）�８勝
サンセットトウホク（13牡黒鹿 ディープインパクト）１勝
ミツカネマジック（14牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝�
ルーモス（15牝黒鹿 ハーツクライ）２勝，�１勝
ディヴァイン（16牡栗 ハーツクライ）１勝
トーホウバッカス（18牡青鹿 ダイワメジャー）��入着４回
クリノガイア（19牝栗 ジャスタウェイ）�出走
マルプリ（20牝鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
＊マチカネササメユキ（93牝 Woodman）２勝，富良野特別２着，インディアＴ３着，

積丹特別３着，湯川特別３着
ファーゴ（09牝 ハーツクライ）３勝，村上特別，三条特別２着，松浜特別２着，

寺泊特別３着
ヴァルディゼール（16牡 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L

ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballycullen S
‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬

バレットBallette（02 牝 Giant's Causeway）IRE２勝
セイチェムスピリット Sachem Spirit（09 牡 Mr. Greeley）USA・CAN５勝，

Arlington Classic‐L ２着
チェーロ Cerro（10� Mr. Greeley）ITY・USA13 勝，Canonero II S，

Delaware Barbaro S‐L ３着，Stanton S３着
ツァーリ Czar（12 牡 ＊マクフィ）USA２勝，Kentucky Downs Juvenile３着

３代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
＊トライマイベスト（75牡 Northern Dancer）GB・IRE４勝，デューハーストＳ‐G1，

ヴォクソールトライアルＳ‐G3，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬
エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）GB・IRE７勝，

愛ダービー‐G1，英２０００ギニー‐G1，デューハーストＳ‐G1，愛ナショナルＳ
‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲秋田牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2764
生 産 牧 場： ㈲秋田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281
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＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
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�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality
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デインヒルダンサー ＊デインヒル
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�Danehill Dancer Mira AdondeマジックポーションⅡ ラシャンバレイ Nijinsky

��
��
�Russian Ballet鹿IRE 2006 Sex Appeal

8f
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 マツリバヤシ（08芦 スマートボーイ）�１勝��入着２回�，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）２着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）３着，
フローラルＣ（Ｄ1700）２着，リリーＣ（Ｄ1000）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（５）〕
オーネットダンディ（13牡鹿 スズカマンボ）��５勝
サーストンバーラム（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）２勝，���入着３回
オマツリオトコ（20牡芦 ＊ヴィットリオドーロ）�１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着

２代母 サウンドカーニバル（00芦 バブルガムフェロー）入着，��１勝
リュウノヒロジ（07牡 ＊イーグルカフェ）�１勝�
ヴィグラスサウンド（09牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝�４勝，駿蹄賞３着
ミュージックフェス（10牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝�入着２回

３代母 ＊サウンド（84 USA芦 Danzig）USA１勝
ハギノリアルキング（90牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.
パルセイト（91牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，桃

花賞，北総特別２着，etc.
トーセンブリリアン（03牝 ＊ホワイトマズル）出走
トーセンベニザクラ（09牝 ダイワメジャー）４勝，フェアリーＳ‐G3，初
音Ｓ，etc.，��入着	，しらさぎ賞３着

ロングセレッソ（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，横津岳特別３着
スプリットザナイト（95牝 ＊トニービン）出走

アドマイヤモナーク（01牡 ＊ドリームウェル）８勝，日経新春杯‐G2，ダイヤモ
ンドＳ‐Jpn3，有馬記念‐G1 ２着，etc.

４代母 ディンDin（74 USA芦 Drone）USA３勝，リトルシルヴァーＨ‐G3
［子］ ステイトパフォーマー State Performer（91 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）GB

・IRE・USA３勝，Chesham S‐L，Rose Bowl S‐L，愛ナシ
ョナルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ボールドロバータ Bold Roberta（98 牝 Bold Badgett）USA６勝，La
s Madrinas H‐L，Pio Pico S‐R，Nextel Filly andMare Sprint S
‐R ２着，etc.

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

体高
胸囲
管囲
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�スマートボーイ アンラブルマツリバヤシ バブルガムフェロー
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�サウンドカーニバル芦 2008 ＊サウンド

1l
Numbered Account S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マジェスティックブライト（07 GB栗 Pivotal）GB・IRE１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ブライトメモリー（14牝黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�２勝��
ヒートアップ（15牝黒鹿 ネオユニヴァース）��２勝�４勝��入着３回�	
マイディスティニー（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）�３勝��
セザムウーヴルトワ（19牝鹿 サトノアラジン）��入着
スプレマシー（20牡栗 ＊パイロ）��出走

２代母 ラフェールモニック L'Affaire Monique（99 GB鹿 Machiavellian）GB・IR
E１勝
ボンシュピール Bon Spiel（04
 Singspiel）GB・GER・ITY・UAE・BEL10 勝，

Quebec S‐L ３着
ショートアフェアー Short Affair（05 牝 Singspiel）GB・ITY２勝，ドルメーロ賞

‐G3 ２着，P. Repubbliche Marinare‐L ２着
ロダバーヨ Rodaballo（17 牡 Lope de Vega）�FR・GER・SPA６勝，エッ

ティンゲンレネン‐G2，P. Millkom‐L ３着
＊リトルリスキー（09牝 Authorized）�２勝
グレイトホールGreat Hall（10
 Halling）�GB・UAE８勝，Silver Cup‐L

３着（２回），GB障害１勝

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
＊ホワイトウォーターアフェア（93牝 Machiavellian）GB・FR・IRE４勝，ポモーヌ

賞‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，Lupe S‐L，etc.
＊アサクサデンエン（99牡 Singspiel）８勝，安田記念‐G1，京王杯スプリングＣ

‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ヴィクトワールピサ（07牡 ネオユニヴァース）７勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，etc.，

FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古牡，種牡馬
＊リッチアフェアー（00牝 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies S‐L ３着

プチノワール（05牝 Singspiel）不出走
ローブティサージュ（10牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐G1，キーンランドＣ‐G3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： ㈱ミリオンファーム＝浦河町上向別 �0146-22-8688
生 産 牧 場： ㈱ミリオンファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733
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キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲
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�Pivotal Fearless Revivalマジェスティックブライト ラフェールモニック Machiavellian
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��
�L'Affaire Monique栗GB 2007 Much Too Risky

8d
Mr. Prospector M4×S5 Bustino M4×M5 Northern Dancer S5×M5
Ride the Trails S5×M5
価格： 購買者：



母 ミステリアスガール（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ペプチドルーカス（16牡鹿 ルーラーシップ）�入着 10回，筑紫特別（芝 1200）３着，

栃尾特別（芝 1200）３着，�３勝
ネオデレヤ（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）入着，���出走

２代母 エアイゾルテ（97栗 ＊ノーザンテースト）３勝
マルカベスト（05牡 アグネスタキオン）４勝，マレーシアＣ，有田特別，小石原特

別，三河特別２着，はなのき賞２着，etc.
マルカファイン（09牡 アグネスタキオン）３勝，宮崎特別２着，知床特別３着，奥

尻特別３着，�１勝
オースミナイン（10牡 ディープインパクト）４勝，京都金杯‐G3 ２着，ゴールデン

ホイップＴ，久多特別，垂水Ｓ２着，皆生特別２着，etc.
オースミメテオール（14牡 マンハッタンカフェ）１勝
フィールドドウサン（15牡 マンハッタンカフェ）１勝，��５勝

３代母 ＊ニフテイアンドニート（81 USA鹿 Vigors）USA４勝，Bal Harbour S，
Soft Touch S２着，Bed O' Roses Visitation S‐R ３着，Bowl of Flowers
Visitation S‐R ３着，Satin and Lace S３着
ニフティニース（87牝 Raise a Native）７勝，セントウルＳ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3，ＢＳＮ杯‐OP，etc.
ニフティハート（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回
シンゲン（03牡 ＊ホワイトマズル）９勝，オールカマー‐G2，エプソムＣ
‐G3，新潟大賞典‐G3，etc.

ヤングアットハート（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，白富士Ｓ‐L，目黒
記念‐G2 ３着，常総Ｓ，etc.

ナムラチアーズ（08牝 マンハッタンカフェ）入着
ナムラカメタロー（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，師走Ｓ‐L，etc.，�１
勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

ニフティダンサー（88牡 ＊ノーザンテースト）７勝，七夕賞‐Jpn3，吾妻小富士ＯＰ
‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

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

234 ミステリアスガール２０２１ �・鹿 ３／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン
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�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール
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�アグネスタキオン アグネスフローラミステリアスガール ＊ノーザンテースト
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��
�エアイゾルテ栗 2008 ＊ニフテイアンドニート

16g
ノーザンテーストM3×S4

価格： 購買者：



母 ミラクルモーメント（08栗 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：６〕
シューマッハ（19牡栗 エピファネイア）��出走

２代母 ホイッスル（93栗 ＊ジェイドロバリー）不出走
ピッチサイドトーク（01牡 ＊ウォーニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ３着，お

けさ特別２着，霞ヶ浦特別２着，塩沢特別３着

３代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，etc.，UAE・HKG２勝，香港ヴァーズ‐G1，ドバイシーマクラシッ
ク‐G2，特別賞，種牡馬

レイサッシュ（96牝 ＊パラダイスクリーク）３勝，道新スポーツ賞２着，袖ケ浦特別３着
レディーノパンチ（06牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
カラテ（16牡 トゥザグローリー）�６勝，東京新聞杯‐G3，ニューイヤー
Ｓ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.

グレースランド（98牝 ＊トニービン）入着２回
ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさらぎ賞

‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.
ラウンドワールド（10牡 ディープインパクト）３勝，アンドロメダＳ‐L，札幌

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

‐G3 ３着
レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ

‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3 ２着，

小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.
キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

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

メルヴェイユドール（07牝 フジキセキ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，壇之浦特別，
紫竹山特別，etc.

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �090-3112-4906
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

235 ミラクルモーメント２０２１ �・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルモーメント ＊ジェイドロバリー

��
��
�ホイッスル栗 2008 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 ミワノロマンス（10芦 サムライハート）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ダンツコンフォート（15牡鹿 キングヘイロー）入着，�２勝
エスプリバズ（19牡芦 ＊ベーカバド）���入着
エスプリタンバ（20牡芦 ＊バゴ）���出走

２代母 サクラササヤキ（88芦 ＊ノーアテンシヨン）出走
クロードスキー（92牝 サクラセダンスキー）�１勝�１勝
ヤスノムテキ（93� ＊スルーザドラゴン）�２勝
ミサトリュウジン（94牡 ＊ノーザンディクテイター）��１勝��
ミサトテンリュウ（95牡 ＊ノーザンディクテイター）�６勝	３勝
入着４回
レジェンドウインド（96牝 レジエンドテイオー）�７勝�入着
トーホウドリーム（97牡 メジロライアン）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，北九州記念

‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐OP，白嶺Ｓ，稲荷特別，etc.
トーホウハクタカ（00� メジロマックイーン）１勝，�３勝
トーホウジュノー（01牝 メジロライアン）
５勝
クイーンカリン（06牝 キングヘイロー）１勝，福山プリンセスＣ２着
チャハヤ（07牝 ザッツザプレンティ）�２勝�４勝�
�入着７回
グレイゴースト（11牡 アドマイヤドン）�４勝

３代母 シルバーナイキ（78芦 ＊ドン）出走
ワイドセイコー（82牡 ハイセイコー）２勝，嵯峨野特別，尾張特別２着，etc.，


��	18 勝，東海桜花賞
エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サンスポ阪

神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンウインザー（94牡 ＊トニービン）３勝，初茜賞，アザレア賞２着，ふき

のとう特別２着，etc.
シルバーガーネット（87牝 ＊プルラリズム）１勝

サマーシャドウ（96牡 ＊ダミスター）��３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３
着，スーパーＣｈＳ２着，羽田盃３着

カノヤロマン（92牝 マルゼンスキー）３勝
カノヤバトルクロス（99牡 タマモクロス）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，

マーガレットＳ‐OP ２着，立冬特別，etc.

販売申込者・所有者： 三輪 幸子＝日高町賀張 �01456-5-6415
生 産 牧 場： 三輪 幸子
飼 養 者： ㈱PYRAMID TRAINING＝新冠町西泊津 �080-6092-3040

236 ミワノロマンス２０２１ �・鹿 ２／２６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴミワノロマンス ＊ノーアテンシヨン

��
��
�サクラササヤキ芦 2010 シルバーナイキ

＊フロリースカツプ 3l
ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ミンドゥルレ（00鹿 ＊カコイーシーズ）��４勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
アヴィニヨン（07牝黒鹿 ＊アジュディケーティング）��３勝
ミンドゥルレキル（08牡鹿 ＊コマンダーインチーフ）��１勝
インビクタス（09牡鹿 ゴールドアリュール）���１勝・３勝
サラゴールド（13牝鹿 ＊パイロ）�２勝
スマートダッシュ（16牝鹿 シビルウォー）�７勝
ラフィット（19牝鹿 シビルウォー）���入着２回

２代母 フアニートウシヨウ（83栗 トウシヨウボーイ）不出走
トウショウディアス（88牡 ＊パーフライト）３勝，白百合Ｓ‐OP ２着，江坂特別，

あやめ賞
トウショウクラブ（91牡 サクラトウコウ）２勝，�７勝
トウショウホリック（92牡 ＊ダンサーズイメージ）１勝，�２勝
ナイストップボーイ（01牡 タヤスツヨシ）１勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，障害

３勝，�１勝

３代母 ラブリトウシヨウ（75栗 ＊シルバーシヤーク）８勝，シンザン記念，北海道３
歳Ｓ，エリザベス女王杯２着，阪神３歳Ｓ３着，新潟大賞典２着，etc.，優２牝
モガミキッカ（88牡 トウシヨウボーイ）２勝，萩Ｓ‐OP，��７勝	１勝，関東盃，

ダイオライト記念，etc.

４代母 ＊グリセツタ（58 GB芦 Grey Sovereign）GB２勝
［子］ ゴールゲッターGoal Getter（72 牡 Royal Palace）BEL２勝，P. de la

Commune d'Uccle‐L，P. Lunden‐L ３着
［孫］ アベール A Ver（74牡 Vervain）USA・ARG10 勝，P. Jose B.Zubiaurre

ビステ Viste（72 牡 Vervain）ARG・PAN１勝，P. Sociedad de Emple
ados de Corral‐L，Derby de Panama‐L ２着，G.P. Junta de
Control de Juegos‐L ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ヴェンタネイロ Ventaneiro（76 牡 Breeders Dream）BRZ３勝，ピラテ
ィニンガ大賞‐G3，１０月２９日賞‐G3，種牡馬

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

237 ミンドゥルレ２０２１ �・鹿 ３／２３
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionミンドゥルレ トウシヨウボーイ

��
��
�フアニートウシヨウ鹿 2000 ラブリトウシヨウ

＊グリセツタ 13e
Raise a Native M4×S5 テスコボーイM4×S5

価格： 購買者：



母 ムーンライトペスカ（07黒鹿 キングカメハメハ）�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
スズヨサムソン（12牝黒鹿 メイショウサムソン）�10 勝
ムーンライトベガ（18牝青鹿 フェノーメノ）��２勝
イルモンド（19牝黒鹿 シルバーステート）�入着７回

２代母 アベルクイーン（92黒鹿 Star de Naskra）５勝，アンドロメダＳ‐OP ２着，
小倉日経ＯＰ‐OP ３着，橿原Ｓ，安芸Ｓ，伊丹特別，etc.
アタゴパラダイス（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ショウリノホホエミ（07牝 マンハッタンカフェ）１勝
サウスザスナイパー（14牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，花見山特別，伊達特別

マルカクラージュ（00牡 ＊タイキシャトル）入着，�４勝
ビッグジェム（01牡 ＊エルコンドルパサー）６勝，鳴門Ｓ，高砂特別，なにわＳ２着，

山城Ｓ２着，かささぎ賞３着
ネスポラ（04牝 ＊クロフネ）��１勝
ペプチドアベル（08牡 アグネスタキオン）�３勝
タニセンダイナスト（10牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊ブライダルディナー（86 USA鹿 Slew o' Gold）USA１勝，アストリアＳ
‐G3 ４着
ラッキーリニージ Lucky Lineage（91牝 Storm Cat）USA２勝

サービク Saabiq（03 牝 Grand Slam）GB１勝，Spring C‐L ２着，Dic
k Poole Fillies' S‐L ２着

レディージーニアス（93牝 ＊エブロス）１勝
ウェイトアンドシー（11� オレハマッテルゼ）３勝，��５勝�１勝	入着，

スパーキングサマーＣ，川崎マイラーズ，プラチナＣ２着，etc.
ブラックアルタイル（02� アドマイヤベガ）５勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，札幌日経

ＯＰ‐L ２着，クリスマスＣ，etc.

４代母 カヴォート Cavort（78 USA栗 Foolish Pleasure）USA３勝，Colleen S
２着，Marlboro Nursery S２着，Blue Hen S３着
［孫］ リキアイタイカン（98牡 ＊アフリート）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，マイルＣ

ｈＳ‐Jpn1 ３着，高松宮記念‐Jpn1 ３着，etc.

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

238 ムーンライトペスカ２０２１ 牡・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスムーンライトペスカ Star de Naskra

��
��
�アベルクイーン黒鹿 2007 ＊ブライダルディナー

11g
Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウシズカロ（14栗 スズカフェニックス）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラルシュドゥノア（19牝黒鹿 リオンディーズ）��１勝��

２代母 ディープセーマ（06栗 ＊アグネスデジタル）出走
メイショウボンロク（11牡 ＊シニスターミニスター）３勝，鎌倉Ｓ，洲本特別２着，

清里特別３着，�３勝
メイショウバルコラ（15牡 メイショウボーラー）１勝，�１勝

３代母 ＊リアフォーモサ（91 USA栗 Nureyev）１勝，グラジオラス賞２着
ホッコーダグラス（98牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，すいれん賞，インディアＴ２

着，矢車賞２着，etc.
サクセスパシュート（08牡 ハーツクライ）５勝，迎春Ｓ，磐梯山特別，行川特別，etc.

４代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）GB・I

RE７勝，愛ダービー‐G1，英２０００ギニー‐G1，デューハーストＳ
‐G1，etc.，種牡馬

＊トライマイベスト（75牡 Northern Dancer）GB・IRE４勝，デューハースト
Ｓ‐G1，ヴォクソールトライアルＳ‐G3，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬

ソーラー Solar（76牝 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ フサイチパンドラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，��入着
ブルエアフォース Blu Air Force（97 牡 Sri Pekan）GB・FR・ITY・US
A・UAE８勝，パレロワイヤル賞‐G3，Robert K. Kerlan Memorial
S‐L，P. Eupili‐L，etc.，種牡馬

ブルカリヨン Blu Carillon（95� Love the Groom）ITY17 勝，ウンブリア
賞‐G3，P. Bersaglio‐L，P. Divino Amore‐L，etc.，種牡馬

ダロスD'Arros（89 牡 ＊バイアモン）FR・USA３勝，ラクープ‐G3，G.P. d
e Marseille‐Vivaux‐L，Henry P. Russell H‐R ２着，etc.

カースルガンドルフォ Castle Gandolfo（99 牡 GoneWest）GB・FR・
IRE・USA３勝，ベレスフォードＳ‐G3，レイシングポストトロフィ
‐G1 ２着，クリテリヨムドサンクルー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： ㈲ヒダカファーム
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

239 メイショウシズカロ２０２１ 牡・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカメイショウシズカロ ＊アグネスデジタル

��
��
�ディープセーマ栗 2014 ＊リアフォーモサ

8f
サンデーサイレンス S3×M3 Rose of Jericho S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 メイショウジビュス（09鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：３〕
メイショウサソリザ（17牝黒鹿 メイショウボーラー）��入着２回

２代母 ＊フォーフリーダムス（95 FR鹿 Green Desert）FR入着
モアマイガール（01牝 フジキセキ）３勝

ドナメデューサ（09牝 サクラバクシンオー）１勝，あやめ賞３着，�１勝�１勝
ドントタッチミー（10牡 サクラバクシンオー）入着，�１勝�４勝，師走賞２

着，久住山賞２着，英彦山賞２着，耶馬溪賞２着，長月賞３着
ドナエテルニテ（11牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�３勝，ヴィーナススプリ

ント２着
トップフリーダム（06牡 マーベラスサンデー）１勝，障害１勝，新潟ジャンプＳ

‐JG3 ２着
フェイスフルラバー（08牝 ジャングルポケット）１勝
メイショウヒコボシ（11牡 メイショウボーラー）５勝，赤富士Ｓ，米沢特別，天王

寺特別２着，鈴鹿特別２着，オークランドＲＣＴ３着，etc.

３代母 シャイニングアイズ Shining Eyes（85 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
ネダーラーNedaarah（90牝 Reference Point）GB・FR４勝，FR障害５勝

ナイトパッションNight Passion（99� Night Shift）GB・USA４勝，Hill
Rise S‐L ３着

サイモンズイン Symonds Inn（94牡 In TheWings）GB１勝，Silver Tankard
S‐L ３着，GB障害４勝

アゴグ Agog（99牡 Singspiel）FR４勝，P. Vulcain‐L，P. de l'Avre‐L ２着
シャイニンググローリー Shining Glory（03 牝 Singspiel）不出走

ムーンウォークインパリMoonwalk in Paris（08� Oratorio）FR・UAE５勝，
ファイアーブレイクＳ‐G3，エドモンブラン賞‐G3，ゴドルフィンマイ
ル‐G2 ３着，etc.

コスタデルソル Costa Del Sol（12 牡 Phoenix Tower）IND６勝，RWIT
C Gold Cup‐L，Breeders' Multi Million‐LR，F. D. Wadia Trophy
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 本巣 敦＝浦河町杵臼 �0146-28-1623
生 産 牧 場： 本巣 敦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

240 メイショウジビュス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーメイショウジビュス
＊ Green Desert

��
��
�フォーフリーダムス鹿 2009 Shining Eyes

6b
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 モンレーヴリアン（11青鹿 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
コアドライヴ（17�黒鹿 ＊カジノドライヴ）��３勝��１勝
ゲブレセラシエ（19牡青 ＊パイロ）��１勝�
シェナレモン（20牝芦 ＊ダンカーク）���出走

２代母 ブローオブサンダー（03鹿 ＊クロフネ）３勝
オールドクラシック（13牡 ダノンシャンティ）２勝，ｔｖｋ賞２着，�１勝
フェイトリッパー（18牡 アドマイヤムーン）��１勝���，サファイア賞３着

３代母 ＊ピールオブサンダー（94 USA黒鹿 Theatrical）１勝

４代母 ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 USA鹿 Storm Bird）GB・USA
３勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着，Sceptre S‐L ２着
［子］ ＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベ

ルモントＳ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，etc.，種牡馬
＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��１

勝�１勝�入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn3，etc.，
種牡馬

＊アグネスビンテージ（96牡 A.P. Indy）２勝，唐津特別
＊ソリッドエビデンス（01牡 Gulch）３勝，清里特別３着

［孫］ シャドウストライプ（04牡 サクラバクシンオー）３勝，バイオレットＳ
‐OP，北斗賞２着，猪苗代特別３着，�１勝

アグネスラブ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，もみじＳ‐OP ２着，かえ
で賞２着，おおぞら特別３着

アグネスボゾン（01牡 ＊エンドスウィープ）４勝，天王山特別２着，千種
特別３着

カーロデスティーノ（19牝 ストロングリターン）��２勝��入着，ブロ
ッサムＣ２着

［曾孫］ ゼッタイリョウイキ（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）��１勝，ロー
レル賞２着

アグネスリバティ（13牡 マンハッタンカフェ）２勝，不知火特別２着，熊
野特別２着，明石特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263

241 モンレーヴリアン２０２１ 牡・栗 ４／３０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールモンレーヴリアン ＊クロフネ

��
��
�ブローオブサンダー青鹿 2011 ＊ピールオブサンダー

11d
Storm Bird S5×M5

価格： 購買者：

　メイタイファーム



母 ユリカチャン（06鹿 ゴールドアリュール）入着，�８勝��
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（７）〕
コリンズストリート（13牡黒鹿 ＊ファルブラヴ）�２勝
セイントブレーブ（15牡栗 フリオーソ）��１勝
プログラマー（17牡青 ＊パイロ）��１勝
トモノエリザベス（19牝鹿 フリオーソ）���１勝
マカゼ（20牝黒鹿 フリオーソ）���２勝

２代母 ＊オージーカンパニー（96 AUS鹿 Catrail）不出走
サザンシーラ（02牝 ＊サザンヘイロー）３勝

クラウディーハート（09牝 ＊クロフネ）１勝
アルジャーノン（15牡 スクリーンヒーロー）２勝，橘Ｓ‐LR ２着，岡崎特
別３着，���出走�１勝

カシノボルト（11牡 ＊ボストンハーバー）１勝，�３勝，英彦山賞，すみれ賞２
着，サイネリア賞２着

コスモダンスナイト（03牝 ダンスインザダーク）３勝，ＳＴＶ杯，奥尻特別，イン
ディアＴ２着
マイネルアクロス（09牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，香住特別２着
ウインソワレ（12牝 ＊ロージズインメイ）５勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着，山

城Ｓ，十日町特別
ウインハートビート（13牡 ＊グラスワンダー）３勝，八幡特別，蒲郡特別，�１

勝�１勝
ヒシオフェンス（05牡 ゴールドアリュール）４勝，春望Ｓ，円山特別３着
スカイランナー（11牝 ディープスカイ）１勝
スカルバン（14牡 ＊タイキシャトル）３勝，クロッカスＳ‐OP ３着，羊ヶ丘特別，

道新スポーツ賞２着，	５勝

３代母 アイリッシュカンパニー Irish Company（86 USA栗 Irish River）不出走
＊アケボノⅡ（91牡 Bellotto）AUS・NZ９勝，SAJC Lord Mayors Mile‐L ２着，

SA Tatt's RC Tattersall's C‐L ３着，SAJC R A Lee S‐L ３着（２回），etc.，
種牡馬

＊プレジオ（98
 Caerleon）４勝，共同通信杯‐Jpn3 ２着，ディセンバーＳ‐OP ２
着，市川Ｓ，etc.

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

242 ユリカチャン２０２１ 牡・栗 ２／１７
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤユリカチャン
＊ Catrail

��
��
�オージーカンパニー鹿 2006 Irish Company

1b
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 マイネローレライ（08青鹿 ＊ロージズインメイ）入着３回，�２勝�入着��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
バトルローア（15牝鹿 ＊バトルプラン）�２勝��
ボルドーアラン（18牡黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）���１勝���入着９回

２代母 ラッキーマーメイド（02黒鹿 フジキセキ）出走
ラブミーアゴー（09牝 ＊ロージズインメイ）�１勝��１勝�１勝�入着，のじぎく

賞３着

３代母 ビワグッドラック（95鹿 ＊アジュディケーティング）３勝，ローズＳ‐Jpn2
２着，野分特別
ノーメイク（03牝 アグネスタキオン）入着２回，�２勝�４勝�入着，兵庫牝馬特

別２着，兵庫クイーンＣ２着

４代母 ＊マラブー（89 USA栗 Roberto）GB入着
［子］ ビコーフェザー（04	 ＊ホワイトマズル）入着２回，障害３勝，東京ハイ

ジャンプ‐JG2 ２着，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着，東京ハイジャンプ
‐JG2 ３着，etc.

［孫］ シルクフェイマス（99牡 マーベラスサンデー）９勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，京
都記念‐Jpn2，日経新春杯‐Jpn2，etc.，種牡馬

ケンブリッジエル（06牡 ＊エイシンプレストン）４勝，シルクロードＳ
‐G3 ３着，勝浦特別，雪うさぎ賞，etc.

ケンエンデバー（03牝 マーベラスサンデー）３勝，仁山特別
［曾孫］ ケンガイア（16牝 トランセンド）��４勝�１勝，ハヤテスプリント，Ｏ

ＲＯターフスプリント３着（２回）
テイエムグッドマン（14牡 ＊アグネスデジタル）３勝，高瀬川Ｓ２着，鳴
門Ｓ２着，播磨Ｓ３着，etc.，障害１勝

ライトニングブルー（20牝 ホッコータルマエ）��１勝，栄冠賞２着

販売申込者・所有者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲荒谷牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

243 マイネローレライ２０２１ �・青鹿 ３／１４
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

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretマイネローレライ フジキセキ

��
��
�ラッキーマーメイド青鹿 2008 ビワグッドラック

＊マラブー 5g
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マウンテンウーマン（08 IRE 鹿 Montjeu）IRE 入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
マイネルクライマー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，�７勝�１勝�
ハクアイローレル（18牡鹿 ＊ダンカーク）�１勝
キタノワースアド（19牝黒鹿 トーセンラー）��未出走�入着

２代母 プレセリ Preseli（97 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1，Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Debutante Fillies S
‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，Waya S‐L ２着
アリゾナジョンArizona John（05� Rahy）GB・IRE10 勝
プレセリズプルピットPreseli's Pulpit（12 牝 Pulpit）USA１勝

ティヴィス Tivis（18 牝 Tale of Ekati）�USA７勝，First Lady S‐R，S
outhern Park S‐R，Cheryl S. White Memorial S３着

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

テイルオヴプレセリTale of Preseli（13 牝 Tale of Ekati）USA２勝
プリティキティPretty Kitty（16 牝 Tale of Ekati）USA１勝

３代母 ヒルオヴスノーHill of Snow（92 GB鹿 Reference Point）IRE１勝
スノーファイア Snowfire（99 牝 Machiavellian）GB・USA１勝，英１０００ギニー

‐G1 ２着，Oh So Sharp S‐L ２着
モデルModel（04 牝 Giant's Causeway）USA４勝，Its In the Air S，スピ

ンスターＳ‐G1 ２着，サンタマリアＨ‐G1 ２着，etc.
コング Kong（02� Sadler's Wells）GB・USA１勝，リングフィールドダービー

トライアルＳ‐G3
マウントキリマンジャロMount Kilimanjaro（03 牡 Sadler's Wells）GB２勝，

Further Flight S‐L

４代母 ホワイトスタ－ラインWhite Star Line（75 USA鹿 Northern Dancer）US
A９勝，ケンタッキーオークス‐G1，アラバマＳ‐G1，デラウェアオークス‐G1，
テストＳ‐G3，La Troienne S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-2874-1451

244 マウンテンウーマン２０２１ 牡・鹿 ３／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesマウンテンウーマン プレセリ Caerleon

��
��
�Preseli鹿IRE 2008 Hill of Snow

4m
Northern Dancer S4×M4×M5×M5 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 マーケットレイズン（14芦 フサイチリシャール）�３勝�５勝
初仔

２代母 トミノラブラドール（97鹿 ＊ハンティングホーク）１勝，�１勝��入着２回
フィールオブフリー（02牡 ＊コロニアルアッフェアー）�１勝
トミノホームズ（03牡 ＊ティッカネン）��２勝
トミノドリーム（04牝 ＊ディアブロ）２勝，疾風特別，札幌日刊スポーツ杯２着，さ

くらんぼ特別２着，さくらんぼ特別３着，�１勝
トミノベガ（05牝 エイシンサンディ）�１勝��１勝
ヒデサンアタッカー（06牡 レオリュウホウ）�１勝�１勝
カンタベリーメール（08牝 ロサード）�１勝��１勝
カンタベリーナイト（09牡 スパイキュール）３勝，皿倉山特別，呼子特別，霊山特

別２着，江坂特別３着，�２勝��入着２回，宝満山賞３着，etc.
カンタベリーヒメ（12牝 ショウナンカンプ）�７勝��
カンタベリーマイン（13� ＊ケイムホーム）２勝，	�３勝��１勝�
マインキング（15� フサイチリシャール）
３勝�１勝��３勝

３代母 ジョリフィーユ（92鹿 マルゼンスキー）不出走
ハウプトローレ（02牝 ＊スキャターザゴールド）�９勝�９勝�入着，ビューチフル

・ドリーマーＣ３着

４代母 トミアルコ（83栗 ＊ノノアルコ）���６勝，ダービーＧＰ，東京盃２着，東
京３歳優駿牝馬
［子］ タイトスクイーズ（95牡 ＊タイトスポット）４勝，西湖特別，原町特別，

狭山湖特別，etc.，��１勝�入着
ゴールデンアックス（98牡 タマモクロス）４勝，松島特別，米沢特別
アクイローネ（93牡 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，美浦特別，九十九里特
別２着，寺泊特別２着，etc.，�１勝

アレグレッツァ（00牝 ＊シャンハイ）３勝，郡山特別２着，驀進特別２着
リズムコーダ（96牝 ＊リズム）３勝，桃花賞３着

［孫］ シゲルカガ（11牡 ＊パイロ）５勝，葵Ｓ‐LR ２着，etc.，�１勝�８勝
��入着��，北海道スプリントＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3
２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 藤吉牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2159
生 産 牧 場： 藤吉牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

245 マーケットレイズン２０２１ 牡・芦 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアレスバローズ ＊トニービン

��
��
�タイセイエトワール黒鹿 2012 エンスラーリング

＊クロフネ

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチリシャール フサイチエアデールマーケットレイズン ＊ハンティングホーク

��
��
�トミノラブラドール芦 2014 ジョリフィーユ

＊カゾースクヰーン 9
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 マリナーズコンパス（10鹿 ディープインパクト）入着４回，�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ボボティー（17牝栗 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��入着２回
ハテンコウ（18�栗 エピファネイア）��入着５回
カニグー（19牡青鹿 エイシンフラッシュ）���入着�１勝

２代母 ＊フサイチエイブル（96 USA栗 Deputy Minister）USA１勝
サイレントアスク（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ，府中Ｓ３

着，浅草特別３着
リメインサイレント（10牝 ＊ホワイトマズル）５勝，西宮Ｓ，大倉山特別，リボ

ン賞，八甲田山特別，ディープインパクトＣ２着，etc.
コマンダーシップ（03牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
エイブルインレース（06牝 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
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，��１勝

エイブルブラッド（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大雪Ｈ３着，もちの木賞３着，
障害２勝

３代母 スタ－ダスク Stardusk（84 USA栗 Stage Door Johnny）USA５勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，クイーンシャーロットＨ‐G3 ４着
ワイエッタアープWyetta Earp（99牝 Silver Deputy）USA１勝

ゴールドヴェンデッタGold Vendetta（05� Gold Fever）USA６勝，Ne
w York Stallion Cab Calloway S‐R ２着

４代母 ダスクDusk（68 USA鹿 Olden Times）不出走
［子］ ジョニーディー Johnny D.（74 牡 Stage Door Johnny）USA７勝，ワシ

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.
［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： シグラップ・マネジメント㈱＝東京都品川区 �090-1796-2929
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

246 マリナーズコンパス２０２１ 牡・栗 ３／ ８

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hurry Home Hillaryトビーズコーナー ブランドンズライド Mister Frisky

��
��
�Brandon's RideUSA 栗 2008 Mrs. Bumble

＊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ナーズコンパス
＊ Deputy Minister

��
��
�フサイチエイブル鹿 2010 Stardusk

9
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ライアンシャーク（10鹿 ＊タイキシャトル）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ビジネスチャンス（15牝黒鹿 ゴールドヘイロー）�１勝�１勝�
ボクラノユメ（17牝鹿 スマートファルコン）��１勝��１勝
クリノインスパイア（18牡鹿 スマートファルコン）��出走
ドリームグロウ（19牝鹿 ストロングリターン）��入着２回�

２代母 オプトライアン（94鹿 メジロライアン）�16 勝��１勝
ロッキーダブリン（01牡 エアダブリン）��７勝
クリノビスケット（03牝 ＊パラダイスクリーク）４勝，長万部特別，ストークＳ３着

クリノクーニング（15牡 オルフェーヴル）１勝
カイヅシチー（04牡 ウイニングチケット）��２勝�１勝
クリノビリオネア（06牝 ＊ディアブロ）３勝，真駒内特別

クリノスーアンコー（12牡 デュランダル）１勝，相馬特別３着，八代特別３着
クリノサンレオ（13牡 キングヘイロー）�４勝，高砂特別，陽春Ｓ２着，橿原

Ｓ３着
クリノカサット（15牝 ゴールドアリュール）�１勝，�２勝
クリノガウディー（16牡 スクリーンヒーロー）�３勝，安土城Ｓ‐L，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1 ２着，セントウルＳ‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２
着，東京新聞杯‐G3 ３着，etc.

クリノイマジン（07牡 フサイチコンコルド）�１勝
クリノハッチャン（11牝 ステイゴールド）２勝，２０１６ＷＡＳＪ第３戦，野島崎特別３

着，木更津特別３着，�２勝

３代母 テンザンミズホ（88黒鹿 ＊ノーザンディクテイター）１勝
ハッピーファミリー（93牝 ミスターシクレノン）��１勝，関東オークス３着

４代母 サンワベンチヤ（78黒鹿 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ メローホリデー（90牝 ＊ノーザンディクテイター）３勝，長篠特別，香春

岳特別２着，土湯特別２着，etc.
ハギノシンセイオー（86牡 ＊ターゴワイス）１勝，岩谷特別２着

［孫］ トウカイサイレンス（89	 ＊イルドブルボン）８勝，新潟記念‐Jpn3 ２着，
小倉大賞典‐Jpn3 ３着，北九州記念‐Jpn3 ３着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲三輪牧場＝日高町賀張 �01456-5-2661
生 産 牧 場： ㈲三輪牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

247 ライアンシャーク２０２１ 牡・栗 ２／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンライアンシャーク メジロライアン

��
��
�オプトライアン鹿 2010 テンザンミズホ

＊アストニシメント 7c
Halo S4×M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

キンシノキセキ（11� フジキセキ）２勝，橘Ｓ‐OP ２着，カンナＳ‐OP ２着，
メイショウカイドウＣ２着，etc.

アンペア（06牝 ＊ワイルドラッシュ）�７勝��入着，エーデルワイス賞‐Jpn3，関
東オークス‐Jpn2 ３着，リリーＣ，etc.，ＮＡＲ優２歳

ダイワモービル（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，浦安特別３着，くるみ
賞３着

４代母 レディーマーRedeemer（86 USA鹿 Dixieland Band）USA４勝
［子］ ＊アメリカンボス（95牡 Kingmambo）８勝，中山記念‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3（２回），etc.，種牡馬
［孫］ プライヴェトシェフ Private Chef（00� Partner's Hero）USA２勝，ウ

ィルロジャーズＳ‐G3
イクスペクティドプレジャーズ Expected Pleasures（04牝 Allen's Prospect）
USA２勝，MarylandMillion Lassie S‐R ２着，Gin Talking S
‐R ３着

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

［曾孫］ イクスペクティドルーラー Expected Ruler（13� Leroidesanimaux）U
SA・CAN４勝，Tyro S

ジャマイカンドン Jamaican Don（15� Freedom Child）USA５勝，
MarylandMillion Nursery S‐R ２着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462

248 ライトフェアリー２０２１ �・鹿 １／ ６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴライトフェアリー ＊アルカセット

��
��
�フラワーフェアリー鹿 2012 ＊フリーフォーギブン

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

価格： 購買者：



母 ライラックラブ（05栃栗 アグネスタキオン）入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
リオヴェラ（11�栗 ＊ファルブラヴ）入着，�３勝
アオイスター（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）�１勝
ウインアミティエ（18牡鹿 ミッキーアイル）��１勝

２代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，毎日杯‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.

コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２
着，etc.，優古牝
ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タン

ザナイトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP
２着，etc.

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

ラヴソレイユ（07牝 フジキセキ）出走
タガノグルナ（14牡 ルーラーシップ）４勝，鳥取特別，早鞆特別，甲南Ｓ２着，

障害１勝，�地方未出走
マチノアカリ（08牡 フジキセキ）１勝
ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記念

‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，きさらぎ賞‐G3 ３着，菊花賞‐G1 ４着，etc.
アンヴェイルド（11牡 ディープインパクト）３勝
フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

３代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイダービー

‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

249 ライラックラブ２０２１ �・鹿 ４／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラライラックラブ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴァイオレットラブ栃栗 2005 ＊ヴアインゴールド

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

価格： 購買者：



母 ラクリモーサ（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ラウダーテ（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��１勝�２勝�入着４回
バララララララ（20牝青鹿 ジャングルポケット）��入着

２代母 マニフィカート（02黒鹿 スペシャルウィーク）出走
シースナイプ（07牝 ＊グラスワンダー）５勝，パールＳ，聖護院特別，高雄特別，難

波Ｓ２着，三宮特別２着，etc.
フレンチボウ（08牝 ＊ホワイトマズル）２勝

ロンギングエーオ（19牡 スクリーンヒーロー）�２勝，開成山特別
キマモリ（10牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝

３代母 ＊ミュンシー（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ペネロ
ープ賞‐G3
マヌーヴァー（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，恵庭岳特別
ストラタジェム（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，日経

賞‐Jpn2 ２着，日経新春杯‐Jpn2 ３着，etc.
モンスターミュンシーMonster Munchie（08 牝 ディープインパクト）GB２勝

クリサフスクイーン Crisaff's Queen（16牝 Zoffany）ITY１勝，P. Alessan
dro Perrone‐L，P. Repubbliche Marinare‐L ２着，Criterium Fe
mminile‐L ３着

カムイミンタラ（10牡 マンハッタンカフェ）１勝，長良川特別２着，稲城特別３着，
胎内川特別３着，etc.

４代母 マーティンゲイルMartingale（75 GB鹿 Luthier）GB２勝
［子］ マージーMersey（82牝 ＊クリスタルパレス）FR・USA５勝，ロイヤルオ

ーク賞‐G1，フォワ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G3，etc.
［孫］ サトルパワー Subtle Power（97 牡 Sadler's Wells）GB・USA４勝，ガ

ルフストリームパークＢＣＨ‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，パ
ンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

モルコーテMorcote（91 牝 Magical Wonder）IRE２勝，愛パークＳ
‐G3，Round Tower S‐L

販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-2870-2057
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

250 ラクリモーサ２０２１ �・青鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyラクリモーサ スペシャルウィーク

��
��
�マニフィカート青鹿 2009 ＊ミュンシー

1p
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 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�鹿 ＊ザファクター）�出走，�入着

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，��２勝��

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

251 ヤマカツサユリ２０２１ �・栗 ４／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�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 ラパージュ（09青鹿 ダイワメジャー）１勝，種市特別（芝 1200）２着，平ヶ岳特別
（芝 1200）２着，古町特別（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ポートメイリオン（17牝青 スクリーンヒーロー）��３勝�

２代母 ＊サッカーマム（00 USA鹿 Kingmambo）不出走
レディルージュ（06牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，

京阪杯‐G3 ２着，北九州記念‐G3 ２着，葵Ｓ‐L ２着，淀短距離Ｓ‐L ３着，etc.
ロードラズライト（15� ロードカナロア）�４勝，千葉Ｓ‐OP ３着，ジャニュ

アリーＳ‐OP ３着，室町Ｓ‐OP ３着，初風Ｓ，橿原Ｓ２着，etc.
リラコサージュ（10牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，スイートピーＳ‐LR，秋華賞

‐G1 ３着，フラワーＣ‐G3 ３着
ロードサージュ（18牡 ダイワメジャー）�２勝，リボン賞２着

ロードフォワード（11牡 ネオユニヴァース）４勝，西湖特別，中ノ岳特別，内房Ｓ
２着，赤穂特別２着，雅Ｓ３着，��２勝�

ルアンジュ（12牝 マンハッタンカフェ）２勝，堀川特別３着，日田特別３着
ロードゴラッソ（15牡 ハーツクライ）５勝，シリウスＳ‐G3，etc.，���１勝�

１勝��入着２回	，名古屋大賞典‐Jpn3，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，浦和記
念‐Jpn2 ３着，佐賀記念‐Jpn3 ２着，etc.

３代母 トラヴァースシティ Traverse City（90 USA黒鹿 Halo）USA10 勝，インタ
バラＨ‐G3，Correction H‐L，La Troienne S‐L，Four Winds S，デ
ィスタフＨ‐G2 ２着，etc.
ジュービラントレイディ Jubilant Lady（07牝 Aptitude）GB出走

フラワーパーティ Flower Party（15 牝 Duke of Marmalade）ITY・USA６勝，
ヴェルジェール賞‐G3，P. Archidamia‐L，伊オークス‐G2 ２着，etc.

バースデイパーティ Birthday Party（16 牝 ＊ロックオブジブラルタル）ITY３
勝，Criterium Femminile‐L，P. Mantovani‐L，P. Repubblich
e Marinare‐L ３着

４代母 チェリージュビリー Cherry Jubilee（82 USA鹿 Coastal）USA６勝，ネク
ストムーヴＨ‐G3，トップフライトＨ‐G1 ４着，Honorable Miss S‐L ２着，
ベッドオーロージズＨ‐G3 ４着

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444

252 ラパージュ２０２１ �・黒鹿 ３／２１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラパージュ
＊ Kingmambo

��
��
�サッカーマム青鹿 2009 Traverse City

2p
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ラブフルーツ（14鹿 キングカメハメハ）�１勝��入着�
本馬の他に産駒あり

２代母 アドマイヤトパーズ（05鹿 アドマイヤベガ）出走
カーリングストーン（16牡 アサクサキングス）１勝，�３勝��
シフクユウヒ（17牡 ＊タートルボウル）�１勝

３代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
ロイヤルカード（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走
ワンダフルラッシュ（13牝 ＊バゴ）３勝，葵Ｓ‐LR ３着，クリスマスロー
ズＳ‐OP ３着，黒松賞，etc.

サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，
京都記念‐G2 ３着，毎日王冠‐G2 ３着，etc.

アドマイヤケルソ（08牡 アドマイヤドン）３勝，万葉Ｓ‐L ２着，睦月賞，鷹取
特別２着，etc.

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

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

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

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

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

４代母 エレヴェイト Elevate（85 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB・IRE２勝，Bally
macoll Stud S‐L ３着
［子］ カパルガルモン Capal Garmon（98� Caerleon）GB・FR２勝，英ジョ

ッキークラブＣ‐G3，ユベールドショードネイ賞‐G2 ２着，リュテ
ース賞‐G3 ２着，etc.

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

253 ラブフルーツ２０２１ �・栗 ４／１６

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスラブフルーツ アドマイヤベガ

��
��
�アドマイヤトパーズ鹿 2014 ＊アドマイヤラピス

1l
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



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

２代母 ＊ファミッリア（06 USA栗 Holy Bull）１勝，くすのき賞２着
コンパーニ（14牝 トランセンド）�３勝
ララケリア（16牝 ローズキングダム）１勝，��８勝
クイントン（18牝 ラブリーデイ）��入着２回�１勝�入着

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

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

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

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

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

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

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

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

�５勝�

販売申込者・所有者： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

254 ラミアカーサ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１８

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤラミアカーサ
＊ Holy Bull

��
��
�ファミッリア栗 2012 Knight Prospector

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



母 リキサンキャロル（06栗 ニューイングランド）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ウールーズ（12牝鹿 ローレルゲレイロ）�１勝��入着４回��
セイプラウド（13牡青鹿 ローレルゲレイロ）��１勝
ブラックソーン（15牡黒鹿 ローレルゲレイロ）��１勝�３勝�１勝��
パープルツバメ（19牝鹿 フェノーメノ）��出走

２代母 ミアモーレ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
スキールニル（07牡 サクラローレル）�１勝	入着４回�
モルフェメイト（08牝 ニューイングランド）１勝，�２勝

３代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 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.

ハングインゼア（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
キングワールド（17牡 トゥザワールド）�５勝
１勝�入着４回，北日本
新聞杯３着

メリュジーヌ（06牝 ＊フレンチデピュティ）３勝
メジェルダ（13牝 ディープインパクト）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，
りんどう賞２着

クロワラモー（07牝 スペシャルウィーク）３勝，宇治川特別，奥只見特別，ク
リスマスキャロル賞２着，etc.
オーパキャマラード（16牝 ＊ダンカーク）２勝，ＨＴＢ杯３着

マヤノセイリュウ（00牝 マヤノトップガン）１勝，御在所特別３着，松浜特別３着
ゴールドロジャー（08牡 ＊タイキシャトル）３勝，くすのき賞３着

４代母 ＊ビベ（85 USA栗 Nureyev）GB・USA４勝，Santa Lucia H‐LR
［子］ ピ－トスキ Peteski（90 牡 Affirmed）USA７勝，モルソンイクスポート

ミリオン‐G2，Breeders' S‐R，Prince of Wales S‐R，etc.，
種牡馬

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

５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

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

255 リキサンキャロル２０２１ 牡・黒鹿 ４／１６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ニューイングランド ＊クラウンフォレストリキサンキャロル ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ミアモーレ栗 2006 ＊カスパースカイゴールド

20
Danzig S3×M5

価格： 購買者：



母 リブレドバンク（12鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
マウコウカミ（18牝黒鹿 タイムパラドックス）���１勝
ヴァンクリーフ（19牡鹿 ヴァンセンヌ）���１勝
ヴォーグファラオ（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 ヴィクトリーバンク（94栃栗 ＊ドクターデヴィアス）５勝，マーメイドＳ
‐Jpn3 ２着，中京記念‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，道新杯
‐OP，エメラルドＳ‐OP ２着，etc.
サンヴィクトワール（03牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，エルフィンＳ‐OP

サンソヴール（11牝 キングカメハメハ）３勝，愛知杯‐G3 ２着，ＴＶｈ賞，�
３勝��

サンクロワ（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，国分寺特別，ベストウィッシュＣ２
着，秩父特別３着，�２勝

サンティール（14牝 ＊ハービンジャー）４勝，パールＳ，オリエンタル賞，初音
Ｓ２着，美浦Ｓ３着

ジークムント（04牡 サクラバクシンオー）１勝
シャトーノワール（05牝 アドマイヤベガ）出走

トーセンノワール（15牡 トーセンブライト）��３勝�入着，梅見月杯３着
パントクラトール（07牡 キングカメハメハ）２勝，生田特別，高雄特別３着
ユニバーサルバンク（08牡 ネオユニヴァース）３勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，アン

ドロメダＳ‐L，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，オールカマ
ー‐G2 ３着，etc.

イレーヌ（11牝 ゼンノロブロイ）�１勝
スピットバンク（15牡 ゴールドアリュール）�２勝�２勝�

３代母 ＊ライトバンク（80 FR黒鹿 Luthier）FR・ITY・USA６勝，伊オークス‐G1，
リディアテシオ賞‐G1，伊１０００ギニー‐G1，P. Novella，伊ジョッキークラブ
大賞‐G1 ２着，etc.
バンクシアローズ（97牝 ＊カーネギー）出走

フラワリングバンク（02牡 サクラバクシンオー）４勝，八幡特別，火の山特別，
はやぶさ賞，etc.

レディービスティー（05牝 フジキセキ）２勝，岡崎特別３着

販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

256 リブレドバンク２０２１ �・栗 ４／１０
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤコジーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アドマイヤマカディスノードラゴン タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース芦 2008 ダイナカプリ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリブレドバンク ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴィクトリーバンク鹿 2012 ＊ライトバンク

2u
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5

価格： 購買者：



母 リルティングソング（05栗 スペシャルウィーク）２勝，小千谷特別（芝 1200）２着，
河北新報杯（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ナチュラルキラー（14牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝�３勝��
エンタクノキシ（19牡鹿 ビッグアーサー）���２勝

２代母 エッコ（95黒鹿 ＊リズム）３勝，久慈川特別２着
クラウニングワーク（02牡 ＊ラムタラ）１勝，東雲賞３着，�１勝��１勝�入着�
スカイヴォイジャー（03牡 マヤノトップガン）�13 勝�
バルバロッサ（06牡 ＊アグネスデジタル）入着４回，�３勝
ユキドケ（07牝 ジャングルポケット）�２勝�

３代母 サクラユタカヒメ（86青鹿 ＊ジユニアス）２勝

４代母 アンジエリカ（70黒鹿 ＊ネヴアービート）２勝，九重特別
［子］ サクラユタカオー（82牡 ＊テスコボーイ）６勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，毎日

王冠‐Jpn2，サンケイ大阪杯‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラシンゲキ（77牡 ＊ドン）９勝，京王杯オータムＨ（２回），スプリン
ターズＳ，函館３歳Ｓ，etc.，優短距，種牡馬

サクラスマイル（78牝 ＊インターメゾ）４勝，エリザベス女王杯３着，京
都牝馬特別３着，Ｒたんぱ賞３着，etc.

サクラカナリヤ（79牝 ＊ドン）４勝，オークス５着，潮来特別，さわらび賞
［孫］ サクラスターオー（84牡 サクラシヨウリ）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花賞

‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2，年代表，優３牡
シゲルデッドクロス（88牡 タイテエム）１勝，障害２勝，阪神障害Ｓ（春）
サクラスズカオー（87牡 ＊ノーザンテースト）４勝，道新杯‐OP ２着，ア
イビーＳ‐OP ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，etc.，障害３勝

シゲルモンテ（86牡 モンテプリンス）４勝，恋路ケ浜特別，天竜川特別２
着，淡路特別３着，etc.

シゲルユートピア（84牝 ヤマニンスキー）３勝，襟裳特別
エアサンタムール（01牡 ＊ティンバーカントリー）２勝，檜山特別２着，
美唄特別２着，津軽海峡特別３着，etc.，	１勝��１勝

販売申込者・所有者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415
生 産 牧 場： ㈲藤原牧場
飼 養 者： ㈲藤原牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2415

257 リルティングソング２０２１ 牡・栗 ４／ ７
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールリルティングソング ＊リズム

��
��
�エッコ栗 2005 サクラユタカヒメ

＊クレイグダーロツチ 11c
アンジエリカS4×M4 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 リレミト（13鹿 ヴァーミリアン）�４勝��４勝
初仔

２代母 チアズスワロー（04鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
サンオークランド（14牡 ＊ロージズインメイ）２勝，與杼特別３着
スキルショット（17牡 キズナ）１勝，��１勝
ネロリビガラード（18牝 ダイワメジャー）��２勝
スピリトーゾ（19牡 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 チアズダンサー（93鹿 アンバーシヤダイ）２勝，エルフィンＳ‐OP，�入着，
グランシャリオＣ３着
チアズブライトリー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，七夕賞‐Jpn3，京阪杯

‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
チアズメッセージ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，都大路Ｓ

‐L，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.
プレファシオ（07牡 ＊クロフネ）５勝，昇竜Ｓ‐OP，ながつきＳ，etc.，��１

勝，京成盃グランドマイラーズ２着
クリプトグラム（12牡 キングカメハメハ）５勝，目黒記念‐G2，大阪―ハンブ

ルクＣ‐L，淡路特別，etc.
ラインダール（13牝 ＊クロフネ）入着
キミワテル（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，舞浜特別２着

ビオグラフィー（17牝 ロードカナロア）�５勝，北九州短距離Ｓ‐OP，淀屋橋
Ｓ，豊橋特別

ラッセルバローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，東山特別，清滝特別２着，エ
ーデルワイスＳ２着

４代母 シヤトーフオモサ（77青 ＊シヤトーゲイ）３勝，ガーベラ賞
［子］ ハヤノキフジン（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，カーネーション

Ｃ‐OP，六甲Ｓ‐OP ３着，ミモザ賞
［孫］ バリオス（00牡 ＊シャンハイ）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，メルボルンＴ，ブラ

ッドストーンＳ２着，etc.
サンポンド（99牡 ＊ラシアンボンド）�１勝��10 勝，スパーキングサマ
ーＣ２着

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

258 リレミト２０２１ �・鹿 ４／ ７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディリレミト ＊フレンチデピュティ

��
��
�チアズスワロー鹿 2013 チアズダンサー

＊ネロリ 13c
Mr. Prospector S5×S5×M5 ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

259 マイルストーン２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�インヴァイト栗 2007 Burghclere

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



母 ルシアンネイル（12黒鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ハイライフ（18牝黒鹿 ＊バトルプラン）�３勝
ジェルジオ（19牡栗 ＊アポロキングダム）���２勝�

２代母 ズブロッカ（05栗 ＊アグネスデジタル）�入着
シャルロッカ（10牝 タニノギムレット）１勝
バラライカ（11牝 タニノギムレット）�１勝��入着６回
ブランデーグラス（13� オレハマッテルゼ）１勝
ファンライフ（15牡 マツリダゴッホ）�２勝�
ラブリロンリロンス（16牡 ナカヤマフェスタ）１勝，萌黄賞２着，��１勝

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

テーブルスピーチ（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，鹿屋特別，木津川特別３着
タニノベリーニ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，ムーニーバレーレーシングクラ

ブ賞２着，ゆきやなぎ賞３着
ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1（２回），

天皇賞（秋）‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，日本ダービー‐Jpn1，阪神ジュベ
ナイルフィリーズ‐Jpn1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝（2回）

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

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

＊タニノミッション（16牝 Invincible Spirit）１勝，鶴橋特別２着
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： ㈲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

260 ルシアンネイル２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルルシアンネイル ＊アグネスデジタル

��
��
�ズブロッカ黒鹿 2012 タニノシスター

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊ラーナック（05 NZ鹿 Montjeu）�２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－４（13）〕
エクスペリエンス（11牝栗 ステイゴールド）１勝
ウインレナータ（12牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，���１勝�７勝��入

着５回
カナスヌーマ（13牝鹿 マンハッタンカフェ）１勝
スマートアムール（14牝栗 ダイワメジャー）１勝
クライストチャーチ（16牡鹿 ハーツクライ）�１勝
アンフィニ（18牝鹿 ジャスタウェイ）�出走，�３勝
リアルグローリー（19牡鹿 ハーツクライ）��１勝
フェルマータ（20牡鹿 ディープブリランテ）�未出走

２代母 ガールドGardd（94 USA鹿 Sheikh Albadou）IRE１勝
イメルダシー Imelda Sea（99	 Kaapstad）AUS６勝
バルモラルベルBalmoral Belle（02 牝 Zabeel）AUS出走

ロードバルモラル Lord Balmoral（13	 Star Witness）SAF５勝，Sopho
more Sprint‐L

カードルノワール Cadre Noir（03	 Black Minnaloushe）NZ・HKG４勝，M
atamata Slipper S‐L ２着，Great Northern Champagne S‐L ３着，
Hong Kong Derby Trial‐L ３着

スカウティングワイド ScoutingWide（04	 Zabeel）AUS４勝，ATCW. J. Mc
Kell C‐L，ATC Christmas C‐L，ＢＲＣブリズベンＣ‐G2 ２着，AT
C Premier's C‐L ２着

３代母 ウェルシュガーデンWelsh Garden（73 IRE 鹿 Welsh Saint）IRE５勝，
Waterford Glass Nursery
ビーユアセルフBe Yourself（85 牝 Noalcoholic）USA２勝

スピンアラウンド Spin Around（00	 ＊スピニングワールド）AUS・NZ・HK
G・SIN11 勝，オークランドＣ‐G1，エイヴォンデイルＣ‐G1，カウンテ
ィズカップＨ‐G2，etc.

モレネMolesnes（90 牝 Alleged）FR６勝，カドラン賞‐G1，ケルゴルレイ賞‐G2，
ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2，etc.

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

261 ラーナック２０２１ 牡・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュレインボーライン ＊フレンチデピュティ

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesラーナック ガールド Sheikh Albadou

��
��
�Gardd鹿NZ 2005 Welsh Garden

10c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レッドフォーリア（06栗 ダンスインザダーク）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
トーセンリゲル（15牡栗 ＊グラスワンダー）�５勝��入着

２代母 バースデイローズ（95栗 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）３着
ローズギャラリー（01牝 バブルガムフェロー）２勝
ダマスクローズ（03牝 アグネスタキオン）入着２回

ロゾヴァドリナ（12牝 ＊スニッツェル）��２勝�４勝，ＯＲＯＣ（３回），オパ
ールＣ，ジュニアＧＰ２着

トーセンファントム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，いちょうＳ‐L，東スポ杯２歳
Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

ジャストジョーイ（09牝 ＊クロフネ）１勝
アオイシンゴ（14� ダノンシャンティ）�４勝，葉山特別，隅田川特別２着，

葉山特別２着（２回），秩父特別２着
トーセンスパンキー（12牡 スペシャルウィーク）１勝，��４勝�４勝�２勝�入着
フェアウェルローズ（13牝 ヴィクトワールピサ）	３勝

３代母 エリザベスローズ（89栗 ＊ノーザンテースト）５勝，セントウルＳ‐Jpn3，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，コーラルＳ‐OP，葵Ｓ‐OP，アネモネＳ‐OP ２着，etc.
フサイチゼノン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，弥生賞‐Jpn2，こぶし賞，種牡馬
アグネスゴールド（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ‐Jpn2，きさら

ぎ賞‐Jpn3，鳴尾記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
リミットレスビッド（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，��３勝
２勝�１勝��

入着５回，東京盃‐Jpn2（２回），さきたま杯‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3
（２回），etc.，種牡馬

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

４代母 ＊ノーベンバーローズ（82 USA黒鹿 Caro）USA１勝
［子］ クリスマスローズ（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，宝ケ池特別，くすの

き賞，伊良湖Ｓ２着
［孫］ ローズパレード（00牡 ジェニュイン）�５勝，サンライズＣ２着
［曾孫］ ナターレ（08牝 ＊クロフネ）��７勝�２勝�入着，しらさぎ賞，戸塚記

念，クラウンＣ，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

262 レッドフォーリア２０２１ 牡・栗 ５／２６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイレッドフォーリア ＊トニービン

��
��
�バースデイローズ栗 2006 エリザベスローズ

＊ノーベンバーローズ 16a
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 レアリサール（08鹿 ＊ブライアンズタイム）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ファッションガール（15牝栗 アドマイヤジャパン）�１勝
ミキコウジ（17牡黒鹿 トーセンホマレボシ）�１勝
シナノリオン（18�黒鹿 リオンディーズ）�地方未出走
コスモマスティフ（19牡栗 カレンブラックヒル）��２勝

２代母 ナイスジュノー（91栗 ＊ナイスダンサー）出走
ガルシア（97牡 ＊セレスティアルストーム）��１勝
イブキリムジンオー（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，上賀茂Ｓ，加古川特別，鷹取

特別，釧路湿原特別，etc.，障害１勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�１勝
ナイスドラゴン（00牡 マーベラスサンデー）��５勝
アドマイヤプラウド（04牡 ＊アフリート）�７勝	１勝
マサカーネ（05牝 ＊トワイニング）�１勝�
アマテラスAmateras（06 牝 ＊シルバーチャーム）KOR１勝

３代母 ミスデルモント（82栗 ＊ゲイルーザツク）�１勝
ニホンピロナーリー（89牡 ＊タツプオンウツド）４勝，京都記念‐Jpn2 ３着，白嶺

Ｓ，初霜特別，etc.，
２勝
アスクウルフ（93� ヤマニンスキー）１勝，障害１勝
アスクファンタジー（94牝 ＊トニービン）４勝，阿寒湖特別，湯川特別２着，古都Ｓ

３着，etc.
アスクジュビリー（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，若草Ｓ‐OP，下鴨Ｓ，

再度山特別，etc.
アイムゾンターク（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
トモロマイスター（07牡 マーベラスサンデー）２勝，二王子特別２着

シルクガーランド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
イシノイングランド（06牡 ニューイングランド）�２勝，ジュニアＧＰ２着

４代母 スピードハクセス（73栃栗 ＊ダイハード）��出走

５代母 チヤイナスピード（66栗 ＊チヤイナロツク）��，東京王冠賞，しらさぎ賞２
着，東京ダービー２着，関東オークス２着，クイーン賞３着

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

263 レアリサール２０２１ �・鹿 ４／ １
＊ 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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayレアリサール ＊ナイスダンサー

��
��
�ナイスジュノー鹿 2008 ミスデルモント

＊チツプトツプ 4m
Roberto M3×S4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 レインボーラヴラヴ（11青鹿 ＊マイネルラヴ）２勝，村上特別（芝 1600），相模湖特
別（芝 1400）２着，鷹巣山特別（芝 1400）３着，石打特別（芝 1800）３着，��２勝
初仔

２代母 レインボーマグナム（05黒鹿 マンハッタンカフェ）入着
ゴーゴーマグナム（12牡 ＊ケイムホーム）��１勝
アミーラ（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着�
マグナムパワー（15牝 エイシンフラッシュ）���２勝
ジーガーワールド（16牡 ＊シンボリクリスエス）���１勝

３代母 レインボーアルファ（94栗 ＊アサティス）��４勝
セトノシェーバー（01牡 ＊リンドシェーバー）３勝，御嶽特別，伊勢特別，etc.，�

４勝�１勝�，新春ペガサスＣ，etc.
カシノバズライト（02牡 バブルガムフェロー）２勝，花見山特別２着，福島放送賞

３着，�１勝	

４代母 レインボーブルー（88栃栗 ＊ノーリユート）１勝
［子］ トーホウエンペラー（96牡 ＊ブライアンズタイム）入着，
17 勝��１勝�１

勝�１勝�入着，東京大賞典‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，名古
屋大賞典‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

ストロングレオン（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，大島特別，三条特別

５代母 イーデンブルース（74栗 ＊マツチウオン）１勝
［子］ レインボーアンバー（86牡 アンバーシヤダイ）３勝，弥生賞‐Jpn2，菊花

賞‐Jpn1 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
［孫］ レインボーリバティ（97 ＊リンドシェーバー）��６勝，ゴールドＣ

テイエムファイター（90牡 アンバーシヤダイ）３勝，松川浦特別，恵庭岳
特別２着，宗谷特別３着，etc.

リュウベンセル（91牡 アンバーシヤダイ）�15 勝，鳥海大賞典２着
テンザンカブト（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，白菊賞３着
タイアップレディ（98牝 ベストタイアップ）�３勝�，金の鞍賞３着

［曾孫］ シュイベモア（98牡 ミホノブルボン）��８勝�２勝，報知オールスター
Ｃ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789

264 レインボーラヴラヴ２０２１ 牡・鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyレインボーラヴラヴ マンハッタンカフェ

��
��
�レインボーマグナム青鹿 2011 レインボーアルファ

＊プロポンチス 4d
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 レジェ（13黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
パンフィーリ（20牝青鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 ジャッキーテースト（01黒鹿 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，
クリスマスキャロル賞３着，�１勝
プレミアムテースト（08牡 ディープインパクト）２勝，金倉山特別３着
グレイスフラワー（09牝 ダイワメジャー）３勝，オクトーバーＳ，火打山特別，信

濃川特別３着，二本松特別３着，��２勝
ストライプ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，クロッカスＳ‐L

サトノフェアリー（10牝 ディープインパクト）３勝，信夫山特別
ロジテースト（11牡 ダイワメジャー）２勝，�４勝�２勝�入着４回
アロマドゥルセ（14牝 ディープインパクト）３勝，生田特別，西海賞２着，淡路特

別２着，琵琶湖特別２着，兵庫特別２着，etc.
エクスプレッサー（17牡 スクリーンヒーロー）入着，�５勝

３代母 ＊ジャッキーマックス（82 IRE 芦 Sexton Blake）FR・USA５勝，P. des Bell
es Filles‐L

＊マックスファックス（90牝 Known Fact）USA４勝
シベリアンライオン（02牡 ＊マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，初

春賞３着，横手特別３着
＊マックスジーン（93牝 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイＨ‐G2

（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.
フライバイペガサス（02牝 Fusaichi Pegasus）出走
マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）��５勝，平和賞３着

マクシマール（03牝 アグネスタキオン）１勝
フェスティヴイェル（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，２０１６ＷＡＳＪ第２
戦，調布特別，出雲崎特別，etc.，種牡馬

アンジュジョリー（14牝 ＊タートルボウル）�２勝��４勝�入着，東京プ
リンセス賞，東京２歳優駿牝馬３着，金沢シンデレラＣ２着

ペッグエリーPeg Elly（94 牝 Dr. Carter）USA出走
レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Juan Aria

s‐L ３着

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

265 レジェ２０２１ �・黒鹿 ５／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレジェ ＊カーネギー

��
��
�ジャッキーテースト黒鹿 2013 ＊ジャッキーマックス

9e
ノーザンテースト S4×M5 Blakeney S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドアンジェリカ（08鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
メドウスイート（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��
ツクバフタツボシ（17牝鹿 ヴァーミリアン）���１勝

２代母 アイシーサイレンス（97栗 ＊サンデーサイレンス）出走
アペリティフ（03� ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，清滝特

別，府中Ｓ２着，飛鳥Ｓ３着，etc.，障害２勝，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
ノーリプライ（04� ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，御影Ｓ２着，鎌倉Ｓ３着，

サンタクロースＳ３着
アイソトープ（05牡 ＊フレンチデピュティ）３勝
オメガブルーグラス（07� ＊グラスワンダー）１勝，��２勝�
オメガロードショー（09� ＊シンボリクリスエス）	５勝�
入着４回
ビーインラプチャー（10牝 ＊アフリート）１勝，��11 勝，しらさぎ賞３着
アイソレーション（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
レッドサバス（12牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ２着，丹沢Ｓ３着，晩秋Ｓ３

着，金蹄Ｓ３着

３代母 アイシーゴーグル（87栗 ＊ロイヤルスキー）３勝，アベリア賞３着
エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
エアシビュラ（96牝 ＊トニービン）入着３回

フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，	２勝�入
着２回�

バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着

カレイジャスミン（05牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，ターコ
イズＳ‐L ２着，豊栄特別，etc.

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［孫］ ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282

266 レッドアンジェリカ２０２１ �・鹿 ３／１６

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモレッドアンジェリカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アイシーサイレンス鹿 2008 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
Northern Dancer S4×M5 ノーザンテーストM4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 レッドジュラーレ（14黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ライヴケチャップ（20牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 イタリアンレッド（06鹿 ネオユニヴァース）８勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉記念
‐G3，七夕賞‐G3，ムーンライトＨ，西海賞，etc.
バレーノロッソ（15牡 ＊ノヴェリスト）３勝，鴨川特別，脊振山特別，��入着３回
アルデンテ（16牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３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，etc.，

��２勝�入着
アルテシア（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ベリアル（08牡 タニノギムレット）１勝，湯沢特別２着
ミュゼダルタニアン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，長良川特別２着，水仙賞３着

プラジェラート（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，岡崎特別２着
イタリアンネオ（11牡 ネオユニヴァース）３勝，三春駒特別，若竹賞

リンゴット（08� デュランダル）３勝，ＴＶ山梨杯

４代母 ローザデカーリアン Rosa de Caerleon（86 IRE 芦 Caerleon）ITY６勝，バ
グッタ賞‐G3，ロイヤルメアズ賞‐G3，P. Pietro Bessero‐L，P. Seregno
‐L，Criterium Nazionale‐L，etc.
［子］ マジュストリナMagiustrina（96 牝 Indian Ridge）ITY４勝，Criteriu

m Femminile‐L，P. Gino Mantovani‐L，P. Repubbliche Ma
rinare‐L ２着，etc.

オロパOropa（99牝 Indian Ridge）ITY１勝，P. Fia European Breed
ers Fund‐L ２着，P. Terme di Merano‐L ３着

［孫］ ダークレイDark Ray（09牝 Dark Angel）ITY６勝，P. Buontalenta
‐L，Criterium Partenopeo‐L ２着，P. Buontalenta‐L ３着

イルスプレーモ Il Supremo（08牡 Daggers Drawn）ITY８勝，P. Em
irates Airline‐L

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
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

267 レッドジュラーレ２０２１ �・鹿 ２／２７

＊

＊
＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlレッドジュラーレ ネオユニヴァース

��
��
�イタリアンレッド黒鹿 2014 ＊バルドネキア

20c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レッドプリモ（15鹿 ルーラーシップ）入着，�１勝�
初仔

２代母 アドマイヤエレノア（08鹿 ディープインパクト）１勝
エンジェルスマイル（16牝 エイシンフラッシュ）入着，�１勝
アドマイヤハイジ（18牝 ＊ノヴェリスト）�１勝

３代母 ＊トロピカルブラッサム（98 USA鹿 ＊サンダーガルチ）USA３勝，Star Ball H
，ミレイディＨ‐G1 ３着，クレメントＬハーシュＨ‐G2 ３着，Chou Crout
e H‐L ２着
ピイラニハイウェイ（05牡 Silver Deputy）６勝，��１勝�１勝���，浦和記念

‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
カラフルブラッサム（10牝 ハーツクライ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1

５着，千里山特別２着，ビオラ賞２着，etc.
リレーションシップ（17牡 ルーラーシップ）�４勝，戎橋Ｓ，志摩Ｓ２着
カラレーション（18牝 キングカメハメハ）�１勝，ＲＫＢ賞２着，	１勝

４代母 バーバラスー Barbara Sue（84 USA黒鹿 Big Spruce）USA12 勝，Carris
Memorial H，Chaparral Breeders' Cup H，Furl Sail H，Truly Bound
S，Cornucopia H，etc.
［子］ ダイアモンドオンザランDiamond on the Run（95牝 Kris S.）USA２

勝，ダヴォナデイルＳ‐G2，フリゼットＳ‐G1 ２着，メイトロンＳ
‐G1 ２着，etc.

バーベット Barbette（03 牝 High Yield）USA５勝，Jersey Lilly S，
Possibly Perfect S，Indian Maid H‐L ２着，etc.

［孫］ バディズヒューマー Buddy's Humor（04 牡 Distorted Humor）USA５
勝，パンアメリカンＳ‐G3，Jersey Derby‐L，Elkwood S，etc.，
種牡馬

ティズヒーザワン Tiz He the One（14
 TizWonderful）�USA５勝，
Challedon S‐R，Fire Plug S３着

［曾孫］ セレスタイン Celestine（12 牝 Scat Daddy）USA８勝，ジャストアゲイ
ムＳ‐G1，ハニーフォクスＳ‐G2（２回），Kentucky Downs Previe
w Turf Cup S，etc.

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

268 レッドプリモ２０２１ �・鹿 ４／１８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴレッドプリモ ディープインパクト

��
��
�アドマイヤエレノア鹿 2015 ＊トロピカルブラッサム

19
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドマシェリ（07鹿 GoneWest）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ウインヴェルメリオ（17牝鹿 リアルインパクト）入着，�２勝�１勝
シェナチチカカ（19牝栗 ドリームジャーニー）���入着３回

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

ダーティングDarting（11 牝 Shamardal）GB入着２回
ライサンダー Lysander（19 牡 New Approach）�GB１勝，キングエドワー

ド七世Ｓ‐G2 ３着，Cocked Hat S‐L ３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，プ
リンスオヴウェイルズＳ‐G1，ドバイシーマクラシック‐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.

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

269 レッドマシェリ２０２１ �・栗 ３／２０
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� スクリーンヒーロー

�
�
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�
�
�
�
�
� 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

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
Sadler's Wells S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 レディーファースト（05青 ダンスインザダーク）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－５（14）〕
ハイランドエース（11牡青鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
ダイリンボーイ（12牡黒鹿 ＊バゴ）�１勝
ヴィラバドラ（15牡黒鹿 ジャングルポケット）���６勝
ラシックアンレーヴ（17牝青 エイシンフラッシュ）�４勝���
クリノツッチャン（19牡鹿 ミッキーアイル）��１勝
ストリートジャガー（20牡青鹿 ＊シャンハイボビー）�出走

２代母 エリモシック（93青鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
秋華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，札幌日経ＯＰ‐OP ３着，etc.
サイレンスゴールド（01� ＊サンデーサイレンス）３勝，タイランドＣ，青島特別，

山国川特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着
ファストパス（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
ダノンエリモトップ（06牡 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，咲花特別，江戸川特

別２着，��１勝�
サトノフェニックス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝	４勝��入着�，摂津盃２着

３代母 エリモシユーテング（84黒鹿 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP
エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳Ｓ

‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.
クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京成杯

オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.
レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋記念

‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.
サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ‐G2 ２

着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241
生 産 牧 場： ㈲日高大洋牧場
飼 養 者： ㈲日高大洋牧場＝日高町旭町 �01456-2-5241

270 レディーファースト２０２１ 牡・青鹿 ４／１１
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＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード
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�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス
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��
�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
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�
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��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイレディーファースト ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�エリモシック青 2005 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 レナプリンセス（06鹿 メジロライアン）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
セルリアンエース（17牡鹿 ワールドエース）�２勝
アカトンボ（18牝栗 ダノンシャンティ）��１勝

２代母 ビックホルダー（92鹿 マルゼンスキー）出走
ブラックタイガー（98牡 ＊カコイーシーズ）３勝，やまゆりＳ，フリージア賞２着，

飛梅賞２着，白梅賞２着
リンクスプリント（00牡 ＊キンググローリアス）�４勝
オースミビック（02牡 ＊キンググローリアス）�５勝
ダンストンヴェルゼ（10牡 ＊リンドシェーバー）�１勝

３代母 ＊ブルーサファイア（83 USA鹿 Damascus）USA入着
ポルタトーリ（97牝 マルゼンスキー）入着２回，��１勝�入着	

エルサフィール（06牝 タヤスツヨシ）１勝
カネノイロ（13牡 ＊パイロ）３勝，伊良湖特別２着
トキノパイレーツ（15牡 ＊モンテロッソ）２勝，���３勝，スパーキング
サマーＣ，戸塚記念２着

フォスキアセラーレ（98牝 マルゼンスキー）３勝，朝里川特別，稲妻特別２着，飛
翼特別２着

セイントセーリング（04牡 キングヘイロー）�８勝，不来方賞，岩手ダービーダイ
ヤモンドＣ，阿久利黒賞，etc.

４代母 エインシャントアート Ancient Art（76 USA鹿 Tell）USA４勝，Market
Basket S，San Clemente S，デルマーオークス‐G2 ３着
［子］ ピンクスリッパー Pink Slipper（84 牝 Nijinsky）USA２勝，Providen

cia S‐LR ３着，Sweet Diane S‐R ３着
［孫］ ボグワイルド BogWild（93 牝 OnceWild）ITY・USA９勝，Hialeah

H‐L，P. Archidamia‐L，P. Fia Breeder's C‐L，etc.
［曾孫］ ボグハンター Bog Hunter（99
 Hunting Hard）USA７勝，Holiday Ina

ugural S‐L，Charities S‐R，Foundation Plan H，etc.

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

271 レナプリンセス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２４
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ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲
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� War Front
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� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

アンバーシヤダイ

�
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�
�

��
��

�メジロライアン メジロチエイサーレナプリンセス マルゼンスキー

��
��
�ビックホルダー鹿 2006 ＊ブルーサファイア

13c
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 レモンリーフ（01黒鹿 ＊リンドシェーバー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（14）〕
フェロダークベイ（07牝黒鹿 アドマイヤドン）入着，�１勝
リッシンロケット（10牡芦 アドマイヤコジーン）２勝，�３勝
ヨシミツクン（12牡鹿 エイシンデピュティ）�１勝�
ムッシュレノ（14牡鹿 トランセンド）��２勝�５勝
ルールシェーバー（17牡鹿 ストロングリターン）�１勝
レディブラウン（18牝青鹿 フリオーソ）���１勝�１勝，桜花賞（Ｄ1600）３着，

リリーＣ（Ｄ1200）２着
ストラダーレ（20牡鹿 フリオーソ）��入着２回

２代母 レースミストレス（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
スタイリッシュラブ（04牝 ジャングルポケット）�２勝�４勝��１勝�
マーチインパクト（05牡 ＊ムーンバラッド）入着，胎内川特別２着，�４勝�
キャンディアップル（06牝 ＊フレンチデピュティ）	２勝
ピンクジャスミン（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着，障害１勝，�１勝�入着
サンスカーラ（09牡 ＊ファルブラヴ）�５勝
カシノキングダム（12牡 ＊サウスヴィグラス）１勝
プリンセスミオ（14牝 フリオーソ）�８勝��１勝

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

ビストロドゥパリ（93牝 ＊フレンチグローリー）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
ディアセオリー（17牡 サムライハート）�４勝，プリンシパルＳ‐L ３着，
薫風Ｓ，利根川特別，etc.

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，etc.，�４勝

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

272 レモンリーフ２０２１ �・鹿 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ハーツクライ
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�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird
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��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊ Alydar

�
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�
�
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�リンドシェーバー ＊ベーシイドレモンリーフ ＊サンデーサイレンス

��
��
�レースミストレス黒鹿 2001 ＊ドッフ

1n
サンデーサイレンス S3×M3 Raise a Native M4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 アイランドクイーン（15鹿 ネオユニヴァース）入着
初仔

２代母 ＊ローズジプシー（98 GB鹿 Green Desert）GB・FR・IRE２勝，仏１０００ギニ
ー‐G1，Athasi S‐L ２着，Round Tower S‐L ３着
チャイニーズマンダリン Chinese Mandarin（03牡 Kingmambo）IRE・SWE・DEN

７勝，スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3，スカンディナヴィアオープンＣ
ｈ．‐G3 ２着，Skanska Faltrittklubbens Jubileums‐L ２着，種牡馬

ローズカットRose Cut（07 牝 Montjeu）不出走
セカトゥール Secateur（12� Danehill Dancer）GB・FR・AUS２勝，No

el Murless S‐L ２着
＊ジプシーハイウェイ（08牝 High Chaparral）FR２勝，ミエスク賞‐G3 ２着，P.

Luth Enchantee‐L ３着
アマルフィコースト（15牝 ダイワメジャー）２勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，京都

牝馬Ｓ‐G3 ３着，ファンタジーＳ‐G3 ３着，ポートアイランドＳ‐L ３
着，中京２歳Ｓ‐OP，etc.

コルデトゥリーニ（16牝 ダイワメジャー）１勝，つわぶき賞３着
ミステリーウェイ（18� ジャスタウェイ）�１勝，タイランドＣ２着（２回）

ジプシーマイラブ（09牝 Manduro）１勝
ナリタピクシー（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，西海賞３着

３代母 クリサリアKrisalya（86 GB鹿 Kris）GB１勝
クリスタルカヴァーンCrystal Cavern（92牝 Be My Guest）GB・USA３勝

クリスタルスター Crystal Star（00 牝 Mark of Esteem）GB・FR２勝，Ra
dley S‐L，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着
ヒルスター Hillstar（10 牡 Danehill Dancer）GB・CAN・UAE４勝，カ
ナディアンインターナショナルＳ‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，
ニューベリーアークトライアル‐G3，etc.，種牡馬

クリスタルオーシャン Crystal Ocean（14牡 Sea The Stars）GB８勝，
プリンスオヴウェイルズＳ‐G1，ハードウィックＳ‐G2，アストンパー
クＳ‐G3（２回），etc.，種牡馬

ワイラWaila（10 牝 Notnowcato）GB２勝，Aphrodite S‐L，Pontefra
ct Castle S‐L ２着，Silver Cup‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

273 アイランドクイーン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１１
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ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲
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� 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
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�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスアイランドクイーン
＊ Green Desert

��
��
�ローズジプシー鹿 2015 Krisalya

7a
Danzig S3×M4 Kris M4×M4

価格： 購買者：



母 アースビーガ（13鹿 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ナンヨーヴィヨレ（18牡鹿 ルーラーシップ）�１勝，�２勝
レシフドコライユ（19牝鹿 ＊マクフィ）�地方未出走

２代母 エイシンベリンダ（01鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
シャークラヴソング（07牝 エイシンサンディ）�３勝
ハッピーベリンダ（11牝 ＊アグネスデジタル）２勝
ウインオベロン（12牡 カネヒキリ）入着２回，�７勝�１勝，オータムＣ，名港盃２着
ブラックマイスター（14牡 ブラックタイド）�１勝
アスピラール（17牡 グランプリボス）入着，�３勝

３代母 ＊エイシンララミー（92 USA鹿 Time for a Change）不出走
エイシンアイノウタ（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，文知摺特別２着

エイシンラブソング（02牝 ＊エイシンワシントン）２勝，かささぎ賞２着
エイシンアモーレ（03牝 ＊エイシンワシントン）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2

３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，フェニックス賞‐OP，etc.
マイネルシーガル（04牡 ＊ゼンノエルシド）４勝，富士Ｓ‐G3，いちょうＳ‐L，

スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.
エーシンアガペー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝，�２勝�５勝�２勝�入着，

福山牝馬特別，マイル争覇，摂津盃，etc.
エイシンテンダー（02牝 エイシンサンディ）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，オーク

ス‐Jpn1 ４着，菜の花賞‐OP

４代母 ガンダークルードGander Crude（76 USA鹿 Quack）不出走
［子］ ライトクルード Light Crude（86牡 Fluorescent Light）USA４勝，D

on Leon S‐L，In Memoriam S‐L，Freshmen S

５代母 グレイオイルGrey Oil（59 USA芦 Oil Capitol）USA３勝
［子］ デルタオイルDelta Oil（69 牡 Delta Judge）USA13 勝，Phoenix H，

Patriots Day H，Preview S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 松山 増男＝江別市大麻 �090-8275-8679
生 産 牧 場： ㈲習志野牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

274 アースビーガ２０２１ 牡・鹿 ４／１９

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤアースビーガ ＊エルコンドルパサー

��
��
�エイシンベリンダ鹿 2013 ＊エイシンララミー

2n
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 イイデサンドラ（07芦 サクラプレジデント）２勝，菜の花賞（芝 1600），ひいらぎ
賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（15）〕
イイデシロ（13牝芦 ＊ファルブラヴ）��３勝
イイデファイナル（14牡芦 ＊サウスヴィグラス）２勝，沈丁花賞（Ｄ1400）２着，く

すのき賞（Ｄ1700）２着，��１勝�
サンドラフラッシュ（15牝芦 エイシンフラッシュ）�３勝��入着
サンタコマ（16牡鹿 ジャングルポケット）��１勝���入着２回
ヒデノペリドット（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）���４勝�３勝

２代母 ロマンスレディー（89芦 Caro）不出走
ブイヤマト（99牡 ＊ウォーニング）６勝，栗東Ｓ‐L，秋吉台特別，九重特別３着

３代母 ＊シユジンスキー（80 USA栗 Nijinsky）不出走
ワンダリングレイスWandering Lace（84牝 Private Account）USA１勝

ドリナDrina（88牝 Regal and Royal）USA11 勝，Vizcaya H‐L，Asp
idistra H‐L ２着，Miss Tropical H‐L ２着
スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，
ラブレアＳ‐G1，フルールデリスＨ‐G2，etc.

プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）USA５勝，サンルイスオ
ビスポＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Sham S‐R ２着，種牡馬

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

パスオヴサンダー Path of Thunder（01 牝 ＊サンダーガルチ）USA６勝，
Golden Pond S‐R，Princess Mora S２着

ステルチェラ Stelluchella（94 牝 Honor Grades）USA１勝
エクスエクスエクス Ex Ex Ex（12牡 Read the Footnotes）USA・PR７
勝，New York Stallion Series S‐R

ワンダリングパインWandering Pine（97牝 Country Pine）USA１勝
カポモラーノ Capomorano（10牡 Bluegrass Cat）PAN12勝，P. Laffit
Pincay‐L，P. Junta de Control de Juegos‐L ２着，P. President
e de la Republica‐L ３着（２回）

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011

275 イイデサンドラ２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーイイデサンドラ Caro

��
��
�ロマンスレディー芦 2007 ＊シユジンスキー

9f
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロビングショット（08鹿 ゼンノロブロイ）��出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
ノアブリジット（14牝栗 ＊サマーバード）入着３回，��３勝
ハッシュレート（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�３勝�入着２回��
ダイユウニシキ（17牡黒鹿 パドトロワ）��６勝
ザハートハート（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��２勝
オールコートプレス（20牝黒鹿 トーセンジョーダン）��出走

２代母 レインボーサッシュ（02栗 サツカーボーイ）出走
レインボーカムカム（09牝 ＊ケイムホーム）入着２回，��２勝�入着２回

３代母 レインボーブルー（88栃栗 ＊ノーリユート）１勝
レインボーアルファ（94牝 ＊アサティス）��４勝

セトノシェーバー（01牡 ＊リンドシェーバー）３勝，御嶽特別，伊勢特別，etc.，
�４勝	１勝
，新春ペガサスＣ，etc.

カシノバズライト（02牡 バブルガムフェロー）２勝，花見山特別２着，福島放
送賞３着，�１勝�

レインボーマグナム（05牝 マンハッタンカフェ）入着
レインボーラヴラヴ（11牝 ＊マイネルラヴ）２勝，村上特別，相模湖特別２
着，鷹巣山特別３着，etc.，��２勝

トーホウエンペラー（96牡 ＊ブライアンズタイム）入着，�17 勝��１勝�１勝�１
勝�入着，東京大賞典‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，名古屋大賞典
‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

ストロングレオン（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，大島特別，三条特別

４代母 イーデンブルース（74栗 ＊マツチウオン）１勝
［子］ レインボーアンバー（86牡 アンバーシヤダイ）３勝，弥生賞‐Jpn2，菊花

賞‐Jpn1 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
［孫］ レインボーリバティ（97 ＊リンドシェーバー）��６勝，ゴールドＣ

テイエムファイター（90牡 アンバーシヤダイ）３勝，松川浦特別，恵庭岳
特別２着，宗谷特別３着，etc.

リュウベンセル（91牡 アンバーシヤダイ）�15 勝，鳥海大賞典２着
テンザンカブト（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，白菊賞３着

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

276 ロビングショット２０２１ �・鹿 ４／１２
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルロビングショット サツカーボーイ

��
��
�レインボーサッシュ鹿 2008 レインボーブルー

＊プロポンチス 4d
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ロードナイト（09鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ビルドアップ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���４勝
ハッピーオーラ（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝
カップケーキ（20牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ローレルマロン（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ラムセスジュベリー（07牡 キングヘイロー）�１勝��７勝�６勝�２勝�
ポッドマロン（12牝 ネオユニヴァース）�１勝���入着３回
オリジネイター（14牡 ＊エンパイアメーカー）入着，���19 勝
コパノマーボー（15牡 ＊ヘニーヒューズ）入着４回，��１勝�入着�
ビューティーラブ（18牝 エスポワールシチー）��１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.
ランフォザドリーム（94牝 ＊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，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
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 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
［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

販売申込者・所有者： ㈲石川牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2611
生 産 牧 場： ㈲石川牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

277 ロードナイト２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ２

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーロードナイト ＊フォーティナイナー

��
��
�ローレルマロン鹿 2009 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4
Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ロッツオブラブ（13栗 ステイゴールド）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ティーファイブ（19牡栗 ＊アグネスデジタル）���３勝
ディアレストゥラヴ（20牝黒鹿 カルストンライトオ）��出走

２代母 ケイティラブ（04栗 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特
別，ＴＶユー福島賞３着，駿風Ｓ３着
マイネルエメ（15� ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��13 勝��

３代母 ウイニングリバー（93鹿 ＊ムーンマツドネス）�４勝
サカモトスキャン（99牝 ＊スキャン）�８勝
マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹賞，

葉牡丹賞２着
シュルヴィーヴル（05牝 ＊スターオブコジーン）入着，�４勝	５勝
入着
トップレイスター（06牝 マヤノトップガン）��９勝
マイネルタイド（07牡 ＊マイネルラヴ）�６勝

４代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
［子］ ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，

�１勝��１勝�２勝�１勝�１勝�入着，とちぎマロニエ
Ｃ‐Jpn3，朱鷺大賞典‐Jpn3，etc.，種牡馬

マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺ
トロフィー‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
［孫］ ケイティブレイブ（13牡 アドマイヤマックス）３勝，ＪＢＣクラシック

‐Jpn1，etc.，�１勝��６勝
１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，川崎記
念‐Jpn1，etc.

ケイティマドンナ（16牝 サクラプレジデント）入着３回，��２勝，ロジ
ータ記念３着

５代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
［曾孫］ ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内田原 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

278 ロッツオブラブ２０２１ 牡・鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊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ロッツオブラブ ＊スキャン

��
��
�ケイティラブ栗 2013 ウイニングリバー

＊ビーマイフアイア 1s
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky S5×M5 Foreseer S5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドモーション（07黒鹿 War Chant）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊オフユーゴー（99 USA鹿 Seattle Slew）FR出走
ロカータ Locata（05 牝 ＊ストラヴィンスキー）USA３勝
ウッドホワイトWoodWhite（06 牡 Aljabr）FR・ITY８勝，P. Rumon‐L ２着
トップシュール（08牡 マンハッタンカフェ）��１勝�
ビナセブン（09牝 ＊タイキシャトル）�２勝��２勝
ラッキードラゴン（10牡 ＊クロフネ）�１勝��入着３回

３代母 ＊セットインモーション（93 USA栗 Mr. Prospector）FR１勝
ディヴァインタスクDivine Task（98� Irish River）GB・UAE２勝，ジェベルハ

ッタ‐G3，Al Fahidi Fort‐L ２着，Burj Nahaar‐L ３着
ヴォトシVotsi（03 牝 A.P. Indy）GB・USA１勝

ファンタスティックヴォトシ Fantastic Votsi（08 牝 Cherokee Run）不出走
チェロキールールズ Cherokee Rules（13 牝 Aussie Rules）URU６勝，
P. America‐L ３着

ファナティカ Fanatica（15牝 Saratoga Storm）�URU６勝，ロスアラス賞‐G3

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

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

インシジャーム Insijaam（90牝 Secretariat）FR３勝，P. Charles Laffitte
‐L，P. de la Cochere‐L，P. Rose deMai‐L ２着

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

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

販売申込者・所有者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316
生 産 牧 場： 聖心台牧場㈲
飼 養 者： 聖心台牧場㈲＝新ひだか町静内田原 �0146-49-5316

279 ワイルドモーション２０２１ �・黒鹿 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

ウォーチャント Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�War Chant HollywoodWildcatワイルドモーション
＊ Seattle Slew

��
��
�オフユーゴー黒鹿 2007 ＊セットインモーション

25
Mr. Prospector S4×M4×M5 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊アイアムトゥルー（04 USA鹿 Yes It's True）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－５（14）〕
アテーナ（09牝栗 デュランダル）�３勝��
ドラグレスク（10牡鹿 キングヘイロー）１勝
マイマイン（11牝栗 ジャングルポケット）��１勝��入着４回
トゥルームーン（12牝鹿 マツリダゴッホ）３勝，雪うさぎ賞（芝 1200）３着，�５勝��
ウインベラシアス（14牡栗 スクリーンヒーロー）１勝，�４勝
ネオトゥルー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
ヨシノリッキー（19牝栗 コパノリッキー）��１勝

２代母 セイフティディポジト Safety Deposit（95 USA鹿 Deposit Ticket）USA出走
タックスコンシデレイションズTax Considerations（02 牝 Yes It's True）USA５勝
クワイアレイディChoir Lady（03牝 Songandaprayer）USA２勝
スノーバンク Snow Bank（06牝 Snow Ridge）USA１勝

３代母 ネリーフォーブズNellie Forbes（77 USA鹿 Secretariat）IRE１勝
＊イブニングエアー（82牝 J.O. Tobin）不出走

マルティマラMultimara（90牝 Arctic Tern）USA入着２回
インペリアルビューティ Imperial Beauty（96 牝 Imperial Ballet）GB・
FR４勝，アベイドロンシャン賞‐G1，Dubai World Trophy‐L，
York Summer S‐L，etc.

シャドーソング Shadow Song（02牝 Pennekamp）FR１勝
ヤンフェルメール Jan Vermeer（07 牡 Montjeu）GB・FR・IRE３勝，ク
リテリヨムアンテルナシヨナル‐G1，ガリニュールＳ‐G3，愛ダービー
‐G1 ３着，etc.，種牡馬

トゲザー Together（08 牝 Galileo）GB・IRE・USA３勝，Ｑエリザベス
二世チャレンジＣ‐G1，シルヴァーフラッシュＳ‐G3，英１０００ギニー
‐G1 ２着，etc.

＊アンシエントタイム（84牡 Nijinsky）FR・IRE３勝，Ballysax Race‐L，愛ダー
ビートライアルＳ‐G2 ２着，種牡馬

シティカリッジ City College（94 牝 Carson City）USA３勝，スカイラヴィルＳ
‐G2 ３着

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

280 アイアムトゥルー２０２１ �・鹿 ２／ ７
＊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

＊

イエスイツトルー Is It True

�
�
�
�
�

��
��

�Yes It's True Clever Moniqueアイアムトゥルー セイフティディポジト Deposit Ticket

��
��
�Safety Deposit鹿USA 2004 Nellie Forbes

9f
Northern Dancer S5×M5 Bold Ruler M5×M5

価格： 購買者：



母 アイアムラヴィング（05鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－３（６）〕
ラヴネヴァーダイズ（10牝鹿 ネオユニヴァース）１勝，�３勝�
マリオーロ（12牡鹿 ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ‐LR（芝 1400）２着，神

奈川新聞杯（芝 1400），幕張Ｓ（芝 1600）３着，国立特別（芝 1400）３着，有松特
別（芝 1600）３着，江の島特別（芝 1600）３着

ワンショットキラー（13牡青鹿 ヴィクトワールピサ）２勝，�２勝�
レローヴ（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
イノセントミューズ（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）３勝，太宰府特別（芝 2000），

湯川特別（芝 2000）
ラヴアンドゲーム（17牝鹿 ダイワメジャー）入着，���１勝
テイケイレジーナ（19牝鹿 スピルバーグ）��入着２回

２代母 ＊プラウドウイングス（96 GER鹿 Dashing Blade）１勝，GB・FR・GER・IT
Y・HKG９勝，ファルマスＳ‐G2，ミュゲ賞‐G2，セルジオクマニ賞‐G3，P. P
ietro Bessero‐L，アスタルテ賞‐G2 ３着，etc.
ヴェルトマイスター（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，北海Ｈ２着，障害１勝
フライバイワイヤー（06牡 キングカメハメハ）３勝，出雲崎特別
プラウドメアリー（07牝 スペシャルウィーク）�５勝
プラウドイーグル（08牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
メジャーコード（09牝 ダイワメジャー）�２勝
ダイワダーウィン（12牡 ダンスインザダーク）１勝
トリックスター（16牡 スクリーンヒーロー）入着，�１勝

３代母 ペラヤPeraja（77 FR鹿 Kaiseradler）GER５勝

４代母 ペレットPerette（70 FR鹿 ＊ハイハツト）FR１勝
［曾孫］ プラウディンスキー Proudinsky（03牡 Silvano）GER・USA７勝，マー

ヴィンＨムニスメモリアルＨ‐G2（２回），サンガブリエルＨ‐G2
（２回），ベイメドーズダービー‐G3，etc.，種牡馬

プラウダンス Proudance（02牡 Tannenkonig）FR・GER・ITY・UAE
４勝，ヴェットアナーメンスプリンガーマイレ‐G3，P. des Casino
Baden‐Baden‐L ２着

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

281 アイアムラヴィング２０２１ 牡・黒鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightアイアムラヴィング
＊ Dashing Blade

��
��
�プラウドウイングス鹿 2005 Peraja

8i
Halo S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 アシドベリー（12鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブロ
ッサムＣ（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
グランディアート（20牡鹿 リアルインパクト）�地方未出走

２代母 ワイルドベリー（06黒鹿 フジキセキ）出走
ベリーベリータイム（11牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝��入着
ダズリングベリー（13牝 ＊パイロ）��３勝�
ビュレットベリー（16牡 ビービーガルダン）��２勝�７勝��１勝�

３代母 アグネスミネルバ（94栗 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ
賞２着
アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪神牝馬

Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
レッドオルバース（12牡 ダイワメジャー）３勝，錦秋Ｓ２着，安達太良Ｓ２着，

夏至Ｓ２着，etc.
ブリリアントクロス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

サクラディソール（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ３着，犬山特
別，菜の花賞，etc.

ラヴファンタジスタ（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，有明特別３着
テムジン（09牡 ディープインパクト）４勝，富嶽賞，藤森Ｓ２着，etc.，��４勝，

サンタアニタＴ２着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［子］ スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯

‐Jpn2 ２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マー

チＳ‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.

［曾孫］ ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1，etc.，優２牡，種牡馬

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

282 アシドベリー２０２１ �・鹿 ４／１１
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceアシドベリー フジキセキ

��
��
�ワイルドベリー鹿 2012 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤジュエル（04黒鹿 アドマイヤベガ）入着２回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（16）〕
ヴィットーリア（09牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着
シーライオン（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）障害１勝，��１勝�入着
ゴールデンライオン（16牡鹿 ＊パイロ）２勝，加古川特別（Ｄ1800）２着，ラジオ福

島賞（Ｄ1800）３着，天白川特別（Ｄ1900）３着，濃尾特別（Ｄ1800）３着，瀬戸
特別（Ｄ1800）３着

キャツクレードル（17牝黒鹿 ローレルゲレイロ）��２勝�１勝
ディンゴ（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��８勝�１勝
ブルーインサニティ（19牡鹿 ビッグアーサー）���出走�２勝

２代母 スエヒロジョウオー（90鹿 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，きんせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小倉大

賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，京都大賞典‐Jpn2 ２着，金鯱賞
‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着
マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日杯フュー

チュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，障害１勝
コウエイブルーム（98牝 ＊ウォーニング）１勝

グッドキララ（04牡 メジロライアン）５勝，佐世保Ｓ，宝ケ池特別２着，西部
日刊スポーツ杯２着，北摂特別３着，障害１勝

スエヒロサプライズ（00牝 ＊ラムタラ）出走
コウエイフラッシュ（06	 ＊コロナドズクエスト）４勝，黒埼特別，越後Ｓ２着，

プラタナス賞２着，山科Ｓ３着，長浜特別３着
イナズマローレル（01牝 ＊ピルサドスキー）３勝，檜原湖特別，ＴＶｈ賞３着

アルマワイオリ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1
２着，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，バーデンバ
ーデンＣ‐L ３着，もみじＳ‐OP，etc.

イナズマイージス（03牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，対馬特別２着，利尻特別２
着，糸魚川特別３着

３代母 イセスズカ（82青鹿 マルゼンスキー）１勝

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

283 アドマイヤジュエル２０２１ �・鹿 ３／ ７

＊

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 ベガアドマイヤジュエル トウシヨウペガサス

��
��
�スエヒロジョウオー黒鹿 2004 イセスズカ

＊メダリオン 3l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アナザーワールド（13鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：３〕
モーゲン（19牡栗 モーリス）�入着
ミヤジシャルマン（20牡黒鹿 エピファネイア）�出走

２代母 ロイヤルアタック（01栗 ＊ジェネラス）�４勝，北日本新聞杯，日本海ダービ
ー２着
ゴールデンアタック（08牡 スターリングローズ）２勝
カリスマアキラ（09牡 スターリングローズ）２勝，�３勝��
ブラックムーン（12牡 アドマイヤムーン）８勝，京都金杯‐G3，米子Ｓ‐L，キャピ

タルＳ‐L，中京記念‐G3 ３着，六甲Ｓ‐LR ３着，etc.，障害１勝，�１勝
プロブレム（15牝 カネヒキリ）�１勝��

３代母 ヌーベルマリエ（90栗 ＊リヴリア）不出走
イシノケーティング（99牡 ＊アジュディケーティング）��７勝

４代母 ＊プケコ（82 USA栗 Tom Rolfe）USA１勝
［子］ オルカインパルス（95牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，アネモネＳ‐OP ２

着，小倉日経ＯＰ‐OP ３着，京洛Ｓ，etc.
サドンデス（91牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，�１勝
ゼウス（88牡 Conquistador Cielo）入着，�６勝�３勝

［孫］ オラクルメサイア（04牡 ＊クロフネ）�２勝�14 勝，建依別賞３着
ピンウィール（09牝 キングカメハメハ）４勝
サクシード（07	 ＊タイキシャトル）入着，��５勝
インパット（13牝 ＊コンデュイット）�３勝

［曾孫］ マドルガーダ（17牝 ＊タートルボウル）２勝，天草特別２着

５代母 スワンプナース Swamp Nurse（72 USA栗 Dr. Fager）USA４勝
［子］ フェニー Fenny（79牝 Sir Gaylord）USA１勝
［孫］ フェードタッチ（90牡 ＊ワツスルタツチ）２勝，中京３歳Ｓ‐OP ３着，若竹賞

オブラディオブラダ（89牡 ＊ブレイヴエストローマン）
３勝�入着 10回

販売申込者・所有者： タバタファーム＝日高町美原 �0146-47-9707
生 産 牧 場： タバタファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

284 アナザーワールド２０２１ 牡・栗 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアアナザーワールド ＊ジェネラス

��
��
�ロイヤルアタック鹿 2013 ヌーベルマリエ

＊プケコ 9f
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アビシーナ（09 IRE 栗 Pivotal）GB１勝，Montrose Fillies S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（４）〕
ヤマニンルネッタ（15牝鹿 アドマイヤムーン）１勝
アポロモーリアン（16牝鹿 ＊モンテロッソ）１勝，���１勝�２勝
レイディガンナー（19牝栗 エスポワールシチー）���１勝

２代母 マッソマーMassomah（00 USA鹿 Seeking the Gold）GB１勝
シャドータイム Shadowtime（05� Singspiel）GB９勝
アルシャルードAl Sharood（08牝 Shamardal）GB・FR・UAE４勝

３代母 ケレンザKerenza（93 GB栗 ＊シアトルダンサーⅡ）FR１勝
ジョマナ Jomana（98牝 Darshaan）FR７勝，コリーダ賞‐G3，エクスビュリ賞

‐G3，P. Belle de Nuit‐L ２着，etc.
ジョリファイ Jollify（13 牝 Manduro）FR２勝，P. Belle de Nuit‐L ２着
レッドケリー Red Kelly（17� Manduro）�IRE・AUS２勝，Yeats S‐L

３着
＊ゼレンカ（01牡 Seeking the Gold）��10 勝，東京湾Ｃ２着

４代母 ホームラヴHome Love（76 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ ローカルタレント Local Talent（86 牡 Northern Dancer）FR３勝，ジ

ャンプラ賞‐G1，ラロシェット賞‐G3，仏グランクリテリヨム‐G1
４着，etc.，種牡馬

ローカルスーター Local Suitor（82 牡 Blushing Groom）GB２勝，ミル
リーフＳ‐G2，デューハーストＳ‐G1 ３着，クレイヴァンＳ‐G3 ４
着，種牡馬

ソイビーントレイダー Soybean Trader（81 牡 Soy Numero Uno）US
A５勝，Lafayette S‐L ３着

［孫］ マークオヴエスティームMark of Esteem（93牡 Darshaan）GB・USA
４勝，英２０００ギニー‐G1，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G1，セレブレ
イションマイル‐G2，種牡馬

チューズデイズスペシャル Tuesday's Special（90 牡 Irish River）FR・
USA６勝，エクスビュリ賞‐G3，アルクール賞‐G2 ３着，種牡馬

［曾孫］ リナウィング Renowing（06牡 Halling）ITY３勝，P. Botticelli‐L

販売申込者・所有者： 松本 信行＝新冠町美宇 �0146-47-5356
生 産 牧 場： 松本 信行
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

285 アビシーナ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalアビシーナ マッソマー Seeking the Gold

��
��
�Massomah栗IRE 2009 Kerenza

17b
Hail to Reason S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アマルティア（13鹿 アドマイヤムーン）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
モズバンディット（20牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 エミネントシチー（98鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝，�１勝
エスポワールシチー（05牡 ゴールドアリュール）９勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ

パンＣダート‐G1，etc.，��３勝�３勝�１勝�１勝，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1（３回），かしわ記念‐Jpn1（３回），etc.，
優ダート（2回），ＤＧ特別（2回），種牡馬

プレジールシチー（11牡 ゴールドアリュール）２勝，障害１勝
ダークリパルサー（15牡 ＊ハードスパン）２勝，オキザリス賞，��出走，全日本２

歳優駿‐Jpn1 ４着
ミヤジコクオウ（17牡 ヴィクトワールピサ）�３勝，鳳雛Ｓ‐L，レパードＳ‐G3 ２

着，三宮Ｓ‐OP ２着，伏竜Ｓ‐OP ３着，etc.，��出走，ジャパンＤダービ
ー‐Jpn1 ５着

オジョウサン（18牝 ジャスタウェイ）�１勝
テーオードレフォン（19牡 ＊ドレフォン）�２勝，ネモフィラ賞

３代母 ヘップバーンシチー（90鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走

４代母 コンパルシチー（78鹿 ＊トラフイツク）４勝，節分賞
［子］ リンカーンシチー（86牡 ＊カジユン）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3 ２着，菜の花Ｓ‐OP，etc.
セントライトシチー（89牡 ＊スイフトスワロー）４勝，ゴールデンブーツＴ
ダンヒルシチー（91牡 シンボリルドルフ）３勝，糸魚川特別３着，下呂特
別３着，すいれん賞３着

５代母 リンネス（72鹿 ＊フイダルゴ）２勝，小倉３歳Ｓ‐OP
［孫］ ゴールドシチー（84牡 ＊ヴアイスリーガル）３勝，阪神３歳Ｓ‐Jpn1，皐

月賞‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.，優２牡
クラウンシチー（90牡 マルゼンスキー）７勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
七夕賞‐Jpn3 ２着，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱アースファーム＝日高町幾千世 �090-3115-2121
生 産 牧 場： ㈱アースファーム
飼 養 者： Ｉｋｕｃｈｉｓｅ Ｓｔｕｄ＝日高町幾千世 �090-9525-9309

286 アマルティア２０２１ 牡・鹿 ５／１７

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアマルティア ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー鹿 2013 ヘップバーンシチー

＊チツプトツプ 4m
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アリーヤ（10鹿 キングカメハメハ）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
デジデーリョ（17牡鹿 キングヘイロー）�１勝
スプリングメドウ（18牡鹿 シビルウォー）��７勝�，湾岸スターＣ（Ｄ1600），

東海ダービー（Ｄ1900）３着，駿蹄賞（Ｄ1800）３着

２代母 ノンストップラブ（98鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，大森浜特別２着
プリティジェンヌ（07牝 ＊タイキシャトル）�５勝�２勝
フルーツマウンテン（08牝 タニノギムレット）�８勝	

ハッピーマリーン（09牝 ＊タイキシャトル）３勝
プラチナウィンド（12牝 ＊チチカステナンゴ）�１勝�入着７回
ノットオンリー（14� ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�	７勝
シュヴァルダムール（15� ＊フレンチデピュティ）�１勝��５勝

３代母 ノンストップレディ（90鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，木曽川特別２着，アカ
シヤＳ２着
ラブフォーエバー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，堀川特別，ゴールデンサドル

Ｔ２着，東山特別２着，etc.
ロールオブザダイス（05牡 ＊トワイニング）６勝，平安Ｓ‐G3，etc.，���	入着

５回���，東京大賞典‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.
ノンスタンダード（00牡 ＊ラムタラ）３勝，生田特別２着
フレンチマリー（06牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��３勝	入着，オパールＣ２着

４代母 ＊マガロ（80 USA黒鹿 Caro）USA４勝
［子］ タヤスツヨシ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，

Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
クーラウィン Coolawin（86牝 Nodouble）USA９勝，オーキッドＨ
‐G2，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.

［孫］ シルヴァーラプソディ Silver Rhapsody（95牝 Silver Hawk）GB・FR
・GER２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ヨークシャーオークス‐G1
３着，英ジョッキークラブＳ‐G2 ２着，etc.

キューバンサンデイ Cuban Sunday（07� Benicio）AUS５勝，MRC
Heatherlie H‐L，MRCGalilee Series Final‐L ３着

販売申込者・所有者： 門別 正＝日高町富川西 �01456-2-0589
生 産 牧 場： 門別 正
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

287 アリーヤ２０２１ �・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアリーヤ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ノンストップラブ鹿 2010 ノンストップレディ

＊マガロ 1r
サンデーサイレンス S3×M3 ラストタイクーン S4×M4

価格： 購買者：



母 アートラヴァー（13栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
ジャポニズム（18牡栗 グランプリボス）��２勝�５勝
エスカッション（20牡鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ギャラリートーク（02栗 ＊ブライアンズタイム）出走
フィールドシャイン（07牡 サクラバクシンオー）５勝，京葉Ｓ‐OP ２着，越後Ｓ，

長浜特別，北陸Ｓ２着，山科Ｓ２着，etc.
アドマイヤドミノ（08牡 キングヘイロー）�２勝�入着
フィールドメジャー（10牝 ダイワメジャー）２勝
ユアザイオン（12牝 メイショウサムソン）１勝
ゴールデンウェル（16牡 スクリーンヒーロー）２勝
ナリノクリスティー（17牝 トゥザワールド）１勝，デイジー賞２着，��２勝��
アートクリティック（19牝 ロゴタイプ）���１勝

３代母 ＊ヒットザスポット（95 USA鹿 Deputy Minister）１勝
アップルアロー（00牡 ＊トニービン）４勝，北海Ｈ，湯川特別
イアオニードル（01牡 スペシャルウィーク）４勝，エメラルドＳ２着，噴火湾特別

２着，桃山特別２着，etc.
ミンティエアー（04牝 アグネスタキオン）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，オークス

‐Jpn1 ４着，彦星賞，etc.
エルモンストロ（16牡 ルーラーシップ）４勝，八海山Ｓ，鳴海特別，くすのき

賞３着，etc.

４代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［子］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

B・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイ
ル‐G1，マルセルブサック賞‐G1，etc.

［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ
ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �090-3117-7812
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

288 アートラヴァー２０２１ �・黒鹿 ３／１４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアートラヴァー ＊ブライアンズタイム

��
��
�ギャラリートーク栗 2013 ＊ヒットザスポット

8h
Northern Dancer S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

川特別２着，etc.

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

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

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

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

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

289 カタストロフィ２０２１ 牡・黒鹿 ３／１２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�シャイニンルビー栗 2012 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ギリア（09 USA鹿 Fusaichi Pegasus）�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
コスモカモミール（17牡黒鹿 フェノーメノ）�３勝
エムティアンジェ（19牝栗 ＊マクフィ）��３勝�１勝�２勝，ライデンリーダー

記念（Ｄ1400），金沢ヤングＣｈ（Ｄ1700），ラブミーチャン記念（Ｄ1600），金
沢プリンセスＣ（Ｄ1400），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）２着

２代母 キャシーズラブ（96鹿 A.P. Indy）入着５回
ファンシーワーク（01牝 ＊コマンダーインチーフ）�１勝
シルクスターシップ（03牡 ＊クロフネ）２勝，鋸山特別２着，花見山特別３着
シルクタフネス（04� タニノギムレット）�	１勝
７勝�入着
モンスターハンター（06牡 マンハッタンカフェ）�１勝�１勝

＊サトノモンスター（08牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊ペガサスジュニア（11牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊バンケットスクエア（14牡 Bellamy Road）２勝，
２勝

３代母 ＊キャシーズクール（89 USA鹿 Danzig）USA１勝
テイクユアマーク（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，千里山特別，文知摺特別，野

地特別
クラッシードレス（99牝 ＊エリシオ）２勝

ステージインパクト（12牡 ヴァーミリアン）入着，��９勝�６勝�	�，道
営記念，道営記念２着，赤レンガ記念，etc.

４代母 クラッシーキャシー Classy Cathy（83 USA黒鹿 Private Account）USA７
勝，アシュランドＳ‐G1，アラバマＳ‐G1，ガゼルＨ‐G1，Beaumont S‐L，
ベルダムＳ‐G1 ３着，etc.
［子］ プラサーヴィル Placerville（90 牡 Mr. Prospector）GB・FR３勝，プリ

ンスオヴウェイルズＳ‐G2，Feilden S‐L，サンダウンクラシック
トライアルＳ‐G3 ２着，種牡馬

［孫］ ナインパインズNine Pines（00 牝 Pine Bluff）USA２勝，Adena Spri
ngs Matchmaker Turf Sprint S

［曾孫］ シャープスター Sharp Starr（17 牝 Munnings）�USA４勝，ゴーフォー
ワンドＨ‐G3，Empire Distaff H‐R，La Verdad S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

290 ギリア２０２１ �・鹿 ４／２４
＊ 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

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverギリア A.P. Indy

��
��
�キャシーズラブ鹿USA 2009 ＊キャシーズクール

9e
Halo S3×M5 Danzig M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊リッジローズ（04 GB鹿 Sadler's Wells）GB出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
イロジカケ（12牝鹿 ＊クロフネ）入着２回

イロゴトシ（17牡 ヴァンセンヌ）�３勝，ひまわり賞‐OP，揖斐川特別，博多
Ｓ３着，安城特別３着，�入着���，霧島賞２着

イロエンピツ（18牝 アーネストリー）�入着，��２勝，たんぽぽ賞
ヴィットリオ（13牡鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��６勝

２代母 フィグトリードライヴ Fig Tree Drive（94 USA鹿 Miswaki）GB１勝
サブリミティ Sublimity（00 牡 Selkirk）GB・IRE４勝，Alleged S‐L，Donc

aster Mile‐L，Saval Beg S‐L ３着，Stubbs S‐L ３着，GB・IRE障
害５勝

マルブシュMarbush（01牡 Linamix）GB・UAE５勝，ブルジナハール‐G3，種牡馬
エステイトEstate（02� Montjeu）GB・IRE３勝，GB障害３勝
パンドーロデラーゴPandoro de Lago（08牝 Encosta De Lago）GB・AUS１勝

ポイズドトゥストライク Poised To Strike（15� Akeed Mofeed）AUS・H
KG４勝，ＭＲＣマンフレッドＳ‐G3 ３着

３代母 ローズオライリーRose O'Riley（81 USA鹿 Nijinsky）FR１勝
パーシモンヒルPersimmon Hill（88 牝 Conquistador Cielo）USA４勝

パーシモンハニー Persimmon Honey（96牝 ＊コロニアルアッフェアー）USA
２勝，Cimarron S３着

ワンスアラウンドOnce Around（99牝 You and I）USA２勝，Junior Cha
mpion S‐L，Revidere S，Twin Lights S２着
モローコーヴMorrow Cove（09牝 Yes It's True）USA４勝，Serena's So
ng S‐L，Raging Fever S‐R，Sarcastic S‐L ２着，etc.

＊デックドアウト（13牝 Street Boss）USA３勝，アメリカンオークス‐G1，
プロヴィデンシアＳ‐G3，デルマーオークス‐G1 ２着，etc.

オデュセウスOdysseus（07牡 Malibu Moon）USA３勝，タンパベイダービー‐G3
デイトンフライアーDayton Flyer（98 牡 Honour and Glory）USA６勝，ピータ

ーパンＳ‐G2 ３着，ウェストチェスターＨ‐G3 ２着，種牡馬

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

291 リッジローズ２０２１ �・栗 ３／３０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeリッジローズ フィグトリードライヴ Miswaki

��
��
�Fig Tree Drive鹿GB 2004 Rose O'Riley

26
Northern Dancer M3×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ミーシャレヴュー（09鹿 アグネスタキオン）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
モントブレッチア（19牝黒鹿 キズナ）�２勝

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

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

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

フォレノワール（10牝 アグネスタキオン）１勝
ハッピーヴァリュー（11牝 ゼンノロブロイ）出走

ヘルメット（16牝 ＊タイキシャトル）３勝，シンガポールＴＣ賞
ゲンパチマイティー（17牡 スマートファルコン）�２勝，大須特別３着

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

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

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

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

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

［曾孫］ キスマイヘネシー Kiss My Hennessy（10� Roll Hennessy Roll）USA
11 勝，Copper Top Thoroughbred Futurity‐R，Rio Grande Sen
or Futurity‐R，Mt. Cristo Rey H‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： ㈱PYRAMID TRAINING＝新冠町西泊津 �080-6092-3040

292 ミーシャレヴュー２０２１ �・鹿 ２／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラミーシャレヴュー Honour and Glory

��
��
�ネームヴァリュー鹿 2009 ＊マジソンカウンティ

19b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 イイデステップ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）３勝，秩父特別（芝 2000），
糺の森特別（芝 1800）２着，十勝岳特別（芝 1800）２着，調布特別（芝 1800）３着，
逢坂山特別（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４〕
ベアキング（20牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 パレガルニエ（00鹿 ＊シアトルダンサーⅡ）��４勝�入着，東京２歳優駿牝
馬，鎌倉記念
イイデジャスト（10牝 リンカーン）�９勝��入着２回
イイデフューチャー（11牡 アドマイヤジャパン）３勝，春日山特別，遠刈田特別，

国東特別２着，鳥栖特別２着，英彦山特別３着
イイデメモリー（14牝 ゴールドアリュール）１勝
ヒルノマリブ（17牝 ゴールドアリュール）２勝，紅梅Ｓ‐L，すずらん賞‐OP ２着，

白菊賞３着

３代母 ダービーベター（91黒鹿 ＊キンググローリアス）２勝，香取特別３着，中ノ岳
特別３着
プラスアルファ（99牝 ＊スリルシヨー）��１勝
ビューティフォーム（01牝 ＊リンドシェーバー）１勝，�３勝
スパークプラネット（03牝 ウイングアロー）��３勝
ティアップキセキ（06牝 ダンスインザダーク）�１勝
ティアップビギン（07牡 アグネスフライト）�６勝�入着２回��
ヤマトダービー（09牝 ＊タイキシャトル）��１勝

４代母 ダービーナイト（78黒鹿 ＊シヤイニングナイト）��８勝，クイーン賞，しら
さぎ賞３着
［子］ ダービーラウンド（85牡 グレートダービー）��10 勝�５勝�入着，川崎

記念２着
サンシスイメイ（94牝 ＊ゲイメセン）��８勝

５代母 ＊サンルプローシユ（65 GB鹿 Above Suspicion）GB入着
［孫］ サレルノ Salerno（81牡 Roger's Dandy）ARG５勝，P. Carlos Gardel

‐L ２着，P. Cocles‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011

293 イイデステップ２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊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

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodイイデステップ ＊シアトルダンサーⅡ

��
��
�パレガルニエ鹿 2008 ダービーベター

＊サンルプローシユ 2i
Halo S4×S5×M5 Nijinsky M4×M4

価格： 購買者：



母 イシノエストック（04鹿 ＊タバスコキャット）��３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（22）〕
リアルファイト（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）��３勝�４勝
マアトコウボウ（15牡黒鹿 スズカマンボ）��２勝�１勝�
バイオレットブーケ（16牝鹿 キングヘイロー）�１勝
カトゥール（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��９勝�，園田ユースＣ（Ｄ1400）３着
アーバンヒーロー（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝
ライブリバンバン（19牡鹿 トゥザワールド）��２勝
ビーハーモニ（20牝栗 コパノリッキー）��入着

２代母 ＊イクスプロアー（91 USA鹿 Mr. Prospector）不出走
アドマイヤギンガ（99牡 Gilded Time）	４勝
ローレルエスパー（00牝 ＊ブライアンズタイム）	５勝
シルクアワード（01牝 ＊スピニングワールド）入着２回，�１勝

ディオーネプリンス（16牡 ロジユニヴァース）入着２回，燧ヶ岳特別３着，障
害１勝

ローレルソヒール（07牡 アドマイヤマックス）入着，��３勝

３代母 ヴェルーシュカVeroushka（73 USA栗 Nijinsky）USA入着５回
ブロードウェイリヴュー Broadway Review（78牡 Reviewer）USA10 勝，Alu

mni H３着
ルーセンス Lucence（79牡 Majestic Light）USA７勝，サンマルコスＨ‐G2，ラ

ウンドテイブルＨ‐G2，Exceller S，etc.，種牡馬
ファインド Find（82牝 Mr. Prospector）USA３勝，Colleen S３着

ディスカヴァーDiscover（88 牡 Cox's Ridge）USA９勝，スティーヴンフォ
スターＨ‐G3，フェアマウントダービー‐G3，Thistledown Breeders' C
up H‐L，etc.，種牡馬

ギルドGild（86 牝 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ‐G2，デムワゼルＳ
‐G1 ３着
ポーカーブラッド Poker Brad（98
 Go for Gin）USA９勝，Mt. Rainier H

‐L（２回），Independence Day H，PortlandMeadowsMile H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

294 イシノエストック２０２１ 牡・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�タバスコキャット Barbicue Sauceイシノエストック
＊ Mr. Prospector

��
��
�イクスプロアー鹿 2004 Veroushka

3e
Mr. Prospector M3×S4 Halo S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 イセノメガミ（08栗 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ディアヴイーバル（14牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着２回，�３勝�１勝
ラインマッシモ（15牡栗 ＊トビーズコーナー）１勝
モリトローテローゼ（16牝栗 ＊タイキシャトル）入着２回，���３勝
アサマヤマブシ（18牡栗 ＊トビーズコーナー）�４勝
ライディーン（19牡栗 トゥザグローリー）��入着４回��

２代母 ソーラーヴィジョン（02栗 ＊タバスコキャット）不出走
イセノスバル（06牡 ＊プリサイスエンド）４勝，フェニックス賞‐OP ２着，洛陽Ｓ，

アクアラインＳ３着
ナムラアーチ（09牡 ジャングルポケット）�２勝�
アサケゴマ（10牝 ＊クロフネ）１勝，恵那特別３着，�１勝�入着
スリーナイトダリア（12牡 ＊ブライアンズタイム）�４勝
ブライアンジョー（13牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝
アルマライル（15牡 ヴァーミリアン）�１勝��５勝
コウエイバンビーノ（16牡 ＊シニスターミニスター）１勝

３代母 ＊ノーザンソーラー（84 USA黒鹿 Northern Dancer）不出走

４代母 ソーラー Solar（76 CAN栗 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ バハミアンパイレト Bahamian Pirate（95� ＊ハウスバスター）GB・FR

・IRE12 勝，ナンソープＳ‐G1，フィーニクススプリントＳ‐G3，
Bentinck S‐L，etc.

ストロングホープ Strong Hope（00牡 Grand Slam）USA６勝，ドゥワイ
アＳ‐G2，ジムダンディＳ‐G2，カーターＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

アレックスヌレーエフ Alex Nureyev（83牡 Nureyev）GB・FR・ITY５
勝，P. Daumier‐L，エミリオトゥラティ賞‐G1 ３着，ヴィット
リオディカプア賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

アンジェリ－ナバレリ－ナ Angelina Ballerina（85 牝 Nureyev）GB・I
RE・USA３勝，Rose Bowl S‐L，シルヴァーベルズＨ‐G2 ４着，
ウィルロジャーズＨ‐G2 ４着，etc.

販売申込者・所有者： 桑田 正己＝浦河町姉茶 �0146-26-3266
生 産 牧 場： 桑田 正己
飼 養 者： 三好 悠太＝浦河町姉茶 �090-7655-4081

295 イセノメガミ２０２１ 牡・栗 ５／２１

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスイセノメガミ ＊タバスコキャット

��
��
�ソーラーヴィジョン栗 2008 ＊ノーザンソーラー

8f
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 イチノティアラ（12鹿 ブラックタイド）�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 アイアイティアラ（98鹿 トロットサンダー）��４勝
ムツミサイレンス（07牡 ニューイングランド）�１勝�６勝�１勝
シルバーティアラ（08牝 シックスセンス）�１勝�１勝�１勝
ホクセツライン（09牡 ＊ノボジャック）�２勝	４勝��１勝，園田ＦＣスプリント２着
サンファーゴ（11牝 アドマイヤジャパン）�10 勝
プレジデントスワン（14牝 サクラプレジデント）�７勝�入着２回��
コメハチコルテ（16牝 アサクサキングス）�３勝

３代母 ヒダサンライン（89鹿 ＊ノーアテンシヨン）入着５回
アイアイアスリート（97牡 ＊モガンボ）��４勝
４勝�，京浜盃
ホクセツガーデン（01牡 ＊トワイニング）�５勝	７勝���，園田ダービー，白鷺

賞２着，新春賞２着，etc.
アポロアドミラル（02牝 ダンスインザダーク）１勝，��２勝

ドナルトソン（11牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝�14 勝���入着３回，名古屋
記念，名古屋記念３着，南部駒賞３着

４代母 ヒダクロス（76鹿 ＊フアバージ）２勝，藻岩特別
［子］ ヘッドシップ（94牡 アンバーシヤダイ）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，九

十九里特別，蔵王特別，etc.
ボールドノースマン（84牡 ＊ノーアテンシヨン）５勝，毎日王冠‐Jpn2 ３
着，青函トンネル開通記念‐OP，メイＳ‐OP ３着，etc.，種牡馬

テンザンタカネ（85牝 ＊ノノアルコ）２勝，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，紅
梅賞‐OP ２着，日田特別，etc.

コクサイクラウン（82牡 ＊リイフオー）６勝，根岸Ｓ‐OP，札幌日刊スポ
ーツ杯‐OP，青函Ｓ‐OP ２着，etc.，	７勝�入着

ヒダカツクロス（86牝 カツラギエース）４勝，是政特別，冬至Ｓ３着，潮
来特別３着，etc.

［曾孫］ トレノジュビリー（03牡 サクラバクシンオー）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，伏
見Ｓ，宝ケ池特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

296 イチノティアラ２０２１ �・鹿 ５／１５

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアイチノティアラ トロットサンダー

��
��
�アイアイティアラ鹿 2012 ヒダサンライン

＊ガイタ 3e
Nearctic 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
〔産駒馬名登録数：２〕
キックザファースト（19�鹿 ディープスカイ）�出走
イイガネ（20牝鹿 フリオーソ）���入着

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）��３勝��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，��１勝
ソレイユスマイル（19牝 ＊パイロ）���２勝

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］ ジョニーディー Johnny D.（74 牡 Stage Door Johnny）USA７勝，ワシ

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.
［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

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

297 イッツマイタイム２０２１ �・鹿 ４／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊ 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
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 イルミナーレ（13黒鹿 ハーツクライ）入着２回，�１勝�入着
初仔

２代母 ＊キアロディルーナ（06 USA鹿 Malibu Moon）出走
キアロディソーレ（12� ゴールドアリュール）�９勝��４勝
トサイチ（15牡 ゼンノロブロイ）�５勝��入着�

３代母 ＊ヴードゥーレディ（99 USA鹿 ＊デインヒル）USA４勝，Lady Canterbury B
reeders' Cup S‐L ３着
ダディーズトリップ（16牡 ドリームジャーニー）�２勝，宝満山特別，揖斐川特別

２着，ＨＴＢ賞２着，etc.

４代母 サラマ Saramah（94 USA栗 ＊フォーティナイナー）GB出走
［子］ サラドグリーン Salad Green（09牝 Easing Along）ARG４勝，亜馬主サ

ークル賞‐G3，リカルドＰサウセ賞‐G3，ロスアラス賞‐G2 ２着，etc.
レットミーバイ Letmeby（05牡 Orientate）USA３勝，El Joven S‐L
３着

［孫］ シーズチーキー She's Cheeky（05牝 Black Minnaloushe）USA３勝，
マディソンＳ‐G1 ２着，サンタモニカＨ‐G1 ３着，サンタモニカＳ
‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ マイフレンドエマMy Friend Emma（12� Tannersmyman）USA８勝，
Albany S，Jess Jackson Owners' H，オールアメリカンＳ
‐G3 ２着，etc.

ウィッシュアポンWish Upon（14牝 El Corredor）USA６勝，Ticon
deroga S‐R ２着

ベッカムジェイムズ Beckham James（18� ＊シャンハイボビー）�USA
・CAN２勝，Charles Taylor S３着

５代母 ＊シュバルヴォラント（87 USA栗 Kris S.）USA５勝，ハリウッドスターレット
Ｓ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，ソレントＳ‐G3，BayMeadows Oaks‐L，
デルマーデビュタントＳ‐G2 ３着，etc.
［孫］ ラハン Lahan（97牝 Unfuwain）GB３勝，英１０００ギニー‐G1，ロックフ

ェルＳ‐G2

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

298 イルミナーレ２０２１ �・栗 ２／ ３

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスイルミナーレ
＊ Malibu Moon

��
��
�キアロディルーナ黒鹿 2013 ＊ヴードゥーレディ

8f
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アイズオブナタリー（11鹿 カンパニー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
シュリーデービー（18牝鹿 カレンブラックヒル）��６勝，九州ジュニアＣｈ
（Ｄ1400），飛燕賞（Ｄ1400）２着，ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着

マイオス（19牝鹿 パドトロワ）���入着３回
エイショウビギン（20牝鹿 コパノリッキー）��未出走�出走

２代母 ＊ヒシナタリー（93 USA青鹿 Seattle Slew）６勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，
ローズＳ‐Jpn2，小倉記念‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ４着，etc.
ヒシマグナム（99牡 ナリタブライアン）２勝
＊ヒシルーシッド（01牡 Rahy）４勝，睦月賞，吾妻小富士賞，ひめさゆり賞，鴨川特

別２着，ウイルデイールメモリアル２着，etc.
＊ヒシワンスモア（03牝 Touch Gold）２勝，有明特別，甲東特別３着，西海賞３着，

舞子特別３着
ヒシヴィクトリー（15牡 ヴィクトワールピサ）３勝，茨城新聞杯，サンシャイ

ンＳ２着，調布特別２着，糸魚川特別２着，迎春Ｓ３着，etc.

３代母 デヴィルズシスターDevil's Sister（83 USA鹿 Alleged）不出走
ブラックスバーグ Blacksburg（89� Seattle Slew）USA10 勝，ラホヤＨ‐G3，ヴ

ォランテＨ‐G3，Hawthorne Juvenile S‐L，etc.
ウェンディズドーターWendy's Daughter（90 牝 Halo）USA４勝，Brown Bess

Breeders' Cup H２着
＊グラントアウィッシュ（97牝 Nureyev）不出走

グランツムーンGrant's Moon（01牝 Malibu Moon）USA７勝，Alma
North S‐R，Northview Stallion Station S‐R ２着，Maryland
Million Lassie S‐R ２着，etc.

ラヴデア Love Dare（08 牝 Osidy）USA５勝，Opelousas S２着，Eva
ngeline Matron H３着

イスペシャリーEspecially（94 牝 Mr. Prospector）USA２勝
ボストンコモン Boston Common（99� ＊ボストンハーバー）USA12 勝，ジェ

ロームＨ‐G2，エルコネホＨ‐G3，ジャージーショアＳ‐G3，etc.
ストームサージ Storm Surge（02牡 Storm Cat）USA６勝，ルコントＳ‐G3，

Lone Star Park Juvenile S‐L，Sugar Bowl S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

299 アイズオブナタリー２０２１ �・鹿 ４／２７
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

ミラクルアドマイヤ

�
�
�
�
�

��
��

�カンパニー ブリリアントベリーアイズオブナタリー
＊ Seattle Slew

��
��
�ヒシナタリー鹿 2011 Devil's Sister

12c
Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウィローパドック（06黒鹿 ＊クロフネ）�３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（12）〕
ヤマカゲ（11�栗 フジキセキ）入着，�４勝�１勝
ビーハグ（12�黒鹿 ゼンノロブロイ）入着３回，障害１勝，��１勝��３勝
カヴァロディーオ（15牡栗 ハーツクライ）�１勝�１勝	入着
ハッピールーラ（17�鹿 ルーラーシップ）入着２回，��１勝�
�
テイエムタツマキ（18牡青鹿 キズナ）�１勝，障害１勝
ドゥラヴォーグ（19牝黒鹿 ドゥラメンテ）��入着
スズノキャスター（20牝鹿 サトノダイヤモンド）��出走

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

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

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

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

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

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

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

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

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

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.

販売申込者・所有者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945
生 産 牧 場： 三木田牧場
飼 養 者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945

300 ウィローパドック２０２１ 牡・鹿 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューウィローパドック
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス黒鹿 2006 ＊フィールディ

2n
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 ヴェンティミリア（12鹿 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
サンアントニオ（17�鹿 メイショウボーラー）�出走，�４勝
ダンツカリフ（19牡黒鹿 ストロングリターン）��１勝

２代母 シャーペンセンス（04鹿 ＊フレンチデピュティ）入着
ネイチャーセンス（13牝 ＊エンパイアメーカー）�３勝�入着５回
スリーシャーペン（17牡 キズナ）�３勝

３代母 ＊デインスカヤ（93 GB鹿 ＊デインヒル）FR３勝，アスタルテ賞‐G2，P. de Li
eurey‐L ２着
インコグニート（99牝 GoneWest）３勝，手稲山特別２着

カグニザント（08� ネオユニヴァース）３勝，汐留特別，�５勝��	入着 15回
キュールエサクラ（16牝 マンハッタンカフェ）３勝，山陽特別

ノーブルフォース（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，湯川特別２着
シックスセンス（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都記念‐Jpn2，皐月賞

‐Jpn1 ２着，etc.，HKG入着，香港ヴァーズ‐G1 ２着，種牡馬
スペルバインド（05牝 ゴールドアリュール）４勝，スイートピーＳ‐L ２着，新春Ｓ，

ゴールデンブーツＴ，etc.
デルフォイ（06牡 スペシャルウィーク）４勝，京都新聞杯‐G2 ２着，魚沼Ｓ，明石

特別，etc.

４代母 ブブスカヤ Boubskaia（87 GB黒鹿 Niniski）FR１勝，P. Occitanie‐L
３着
［子］ ＊シルヴァースカヤ（01牝 Silver Hawk）FR５勝，ロワイヨモン賞‐G3，

ミネルヴ賞‐G3，P. Caravelle‐L
ムムターズMumtaz（96牝 Kaldoun）FR・USA５勝，Winstar Distaff H
‐L，Lone Star Oaks‐L，イートンタウンＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ セヴィル Seville（08牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS２勝，ＡＴＣザメトロ
ポリタン‐G1，愛ダービー‐G1 ２着，パリ大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

アウトドゥーOut Do（09� Exceed And Excel）GB・UAE８勝，City
Walls S‐L，Achilles S‐L ２着，Golden Rose S‐L ３着

販売申込者・所有者： 沼田 照秋＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2663
生 産 牧 場： 沼田 照秋
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

301 ヴェンティミリア２０２１ �・黒鹿 ３／３１
＊ 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 ＊ダンシングキイヴェンティミリア ＊フレンチデピュティ

��
��
�シャーペンセンス鹿 2012 ＊デインスカヤ

16g
Halo S4×M4 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

セイカチューバ（02牡 バブルガムフェロー）２勝，福島放送賞３着

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

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

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

302 クロススピード２０２１ 牡・栗 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタークロススピード ビゼンニシキ

��
��
�フリーパス鹿 2006 サボールランチャー

＊ステフアニア 8a
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 グローリファイ（14栗 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

303 グローリファイ２０２１ �・鹿 ４／２９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ピクチャープリンセス栗 2014 Insijaam

25
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 エイシンダーラ（12鹿 キングカメハメハ）入着２回，�２勝��
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンレア（20牝鹿 リアルスティール）�１勝

２代母 エイシンテンダー（02鹿 エイシンサンディ）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，
オークス‐Jpn1 ４着，菜の花賞‐OP
エイシンドルチェ（11牝 エイシンデピュティ）�２勝�９勝
エイシンクウカイ（14牡 ジャングルポケット）��出走�11 勝��
ミントグリーン（15牝 ＊エイシンアポロン）入着２回，�１勝
エイシンアーシラト（17牝 エピファネイア）�１勝
アーデントバローズ（18牡 ルーラーシップ）��５勝	１勝

３代母 ＊エイシンララミー（92 USA鹿 Time for a Change）不出走
エイシンアイノウタ（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，文知摺特別２着

エイシンラブソング（02牝 ＊エイシンワシントン）２勝，かささぎ賞２着
エイシンアモーレ（03牝 ＊エイシンワシントン）２勝，フィリーズレビュー‐Jpn2

３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，フェニックス賞‐OP，etc.
マイネルシーガル（04牡 ＊ゼンノエルシド）４勝，富士Ｓ‐G3，いちょうＳ‐L，

スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.
エーシンアガペー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝，
２勝�５勝�２勝�入着，

福山牝馬特別，マイル争覇，摂津盃，etc.
エイシンベリンダ（01牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

ウインオベロン（12牡 カネヒキリ）入着２回，�７勝
１勝，オータムＣ，名
港盃２着

４代母 ガンダークルードGander Crude（76 USA鹿 Quack）不出走
［子］ ライトクルード Light Crude（86牡 Fluorescent Light）USA４勝，D

on Leon S‐L，In Memoriam S‐L，Freshmen S

５代母 グレイオイルGrey Oil（59 USA芦 Oil Capitol）USA３勝
［子］ デルタオイルDelta Oil（69 牡 Delta Judge）USA13 勝，Phoenix H，

Patriots Day H，Preview S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 増本 良孝＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2156
生 産 牧 場： 増本 良孝
飼 養 者： 増本 良孝＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2156

304 エイシンダーラ２０２１ 牡・鹿 ３／１０
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエイシンダーラ エイシンサンディ

��
��
�エイシンテンダー鹿 2012 ＊エイシンララミー

2n
ラストタイクーン S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 エフティベス（12黒鹿 ＊ハービンジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：３〕
エフティゲイル（20牡鹿 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 エフティマイア（05鹿 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1
２着，桜花賞‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ５着，マリーゴールド賞‐OP，etc.
エフティスパークル（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，石和特別２着，調布特別２着，

三春駒特別２着，両国特別３着
エフティアテナ（15牝 ルーラーシップ）１勝
エフティイーリス（16牝 ルーラーシップ）２勝，富里特別３着

３代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
フジヤマサクラ（03牝 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�

ミサイルマン（14� カネヒキリ）��７勝��３勝�，ハイセイコー記念，だ
るま夕日賞，二十四万石賞３着，etc.

ロフティネス（16牡 スクリーンヒーロー）２勝，インディアＴ３着
ワキノドライバー（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

ワキノアタリ（13牝 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別２着，�４勝
デバイスドライバー（12牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別，瓢湖特別２着
アドマイヤモラール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着

４代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.
［子］ ウシュアイア（00牝 バブルガムフェロー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，由布

院特別，香嵐渓特別，etc.
ケンブリッジマイア（03牝 アグネスタキオン）１勝，陸奥湾特別，大倉山
特別２着，川越特別２着，etc.，�１勝	１勝

ダイワマイクル（97牡 フジキセキ）３勝，さくらんぼ特別３着
［孫］ フィンデルムンド（08牡 マヤノトップガン）２勝，大須特別２着，�３勝

�入着５回

５代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 松山 増男＝江別市大麻 �090-8275-8679
生 産 牧 場： ㈲習志野牧場
飼 養 者： 田口トレーニングファーム＝安平町早来富岡 �0145-22-3963

305 エフティベス２０２１ �・鹿 ３／ ９
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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlエフティベス フジキセキ

��
��
�エフティマイア黒鹿 2012 カツラドライバー

＊マイア 4k
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 エンパイアソウル（13鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊レディーロックフォード（09 IRE 鹿 Invincible Spirit）IRE１勝
タイガーバローズ（14牡 ＊アグネスデジタル）��１勝�５勝
ミスベル（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��５勝
ロックスピリット（16牡 ＊ヘニーヒューズ）入着３回，��１勝�５勝�６勝���

入着２回，栗駒賞
マーブルレディー（17牝 ダイワメジャー）入着，	３勝
プレゼント（18牝 ＊ヘニーヒューズ）��１勝	入着��
パルマフレイバー（19牡 ホッコータルマエ）���１勝

３代母 シーザレイディ Sheezalady（97 GB黒鹿 Zafonic）不出走
ファストカンパニー Fast Company（05牡 Danehill Dancer）GB２勝，エイコム

Ｓ‐G3，デューハーストＳ‐G1 ２着，種牡馬

４代母 ＊カナディアンミルⅡ（84 USA青鹿 Mill Reef）GB１勝，チヴァリーパークＳ
‐G1 ２着
［子］ ハワジス Hawajiss（91 牝 Kris）GB・IRE４勝，英ナッソーＳ‐G2，ミュ

ージドラＳ‐G3，メイヒルＳ‐G3，etc.
［孫］ エティモロジー Etymology（12
 New Approach）AUS５勝，ATC

Australia Day Cup‐L，VRC Bagot H‐L，ＳＡＪＣＳＡダービ
ー‐G1 ２着，etc.

トルンバ Torumba（96
 Marscay）AUS５勝，MRCChristmas S
‐L，VATCMercedes‐Benz S‐L

ホイットラムWhitlam（08
 Elusive Quality）AUS６勝，SAJC City
of Marion S‐L，ＳＡＪＣスプリングＳ‐G3 ２着，Oakbank RC H
ills Railway S‐L ２着

ダーティDirty（04 牝 Hussonet）AUS４勝，BRC Vo Rogue Plate‐L
トルドー Trudeau（07
 Exceed And Excel）AUS・SIN・MAL・KO
R12勝，Piala Emas Sultan Selangor‐L，EdmundW. Barker Tr
ophy‐L，Garden City Trophy‐L，etc.

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

306 エンパイアソウル２０２１ �・鹿 ３／ ５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエンパイアソウル
＊ Invincible Spirit

��
��
�レディーロックフォード鹿 2013 Sheezalady

52
GoneWest S4×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 エールミニョン（14鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ミラマーレ（19牝栗 フリオーソ）��入着２回
アルファマリナ（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 ユキノマイ（04芦 ＊ロックオブジブラルタル）出走
ホワイトクレマチス（09牝 ゼンノロブロイ）�４勝
スカイパッション（12牝 スペシャルウィーク）３勝，紫川特別，飯坂温泉特別，筑

紫特別，八幡特別２着，テレＱ杯３着，障害１勝
ホワイトアセット（13牡 スペシャルウィーク）�２勝
ジョインフォース（15牝 ローズキングダム）�５勝
ダンスインザスノー（18牡 リオンディーズ）��２勝

３代母 ＊エスカニア（99 CHI 芦 Edgy Diplomat）CHI・UAE６勝，タンテオデポト
ランカス‐G1，ホセＳバエサ賞‐G3，フアンＣメジャ賞‐G3，セレクシオンデポ
トランカス‐G3，アルベルトＳマグナスコ賞‐G1 ２着，etc.
タイキオードリー（06牝 キングカメハメハ）出走

スプマンテ（14牡 ステイゴールド）３勝，淡路特別，長良川特別２着
スイートテン（07牝 スペシャルウィーク）１勝，加治川特別２着
エスカナール（08牝 スペシャルウィーク）４勝，三木特別，柳川特別，加治川特別

４代母 カレッツァCarezza（87 CHI 芦 Card Game）CHI１勝
［子］ エッチェレンツァ Eccellenza（01牝 Edgy Diplomat）USA・CHI７勝，

ミルギニーズ‐G1，タンテオデポトランカス‐G1，サルバドルヘス
リべロス大賞‐G2，etc.

［孫］ パペロン Papelon（06牡 Monthir）ARG・CHI21 勝，クルブイピコデサ
ンティアゴ賞‐G1（４回），オトーニョ賞‐G2，ムニシパルデビーニャ
デルマル賞‐G2（２回），etc.，種牡馬

［曾孫］ カプリチョブリジャンテ Capricho Brillante（11� Last Impact）CHI1
3 勝，P. Ilustre Municipalidad de Santiago‐L，P. Ismael Tocor
nal‐L

ジュリアラベラGiulia La Bella（18 牝 Verrazano）�CHI２勝，P. C
arlos Cousino G.‐L，セレクシオンデポトランカス‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263

307 エールミニョン２０２１ 牡・鹿 ４／２８

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスエールミニョン ＊ロックオブジブラルタル

��
��
�ユキノマイ鹿 2014 ＊エスカニア

6a
Danzig S3×M5

価格： 購買者：

　メイタイファーム



母 オレンジローズ（10鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
シラカミロード（18牡鹿 シビルウォー）��未出走�２勝�１勝，若駒賞
（Ｄ1600）２着，やまびこ賞（Ｄ1800）３着

デナーリス（19牝栗 ラブリーデイ）���入着
ストームズエンド（20牡鹿 ダノンバラード）��入着３回

２代母 ウインドローズ（01栗 スペシャルウィーク）�１勝�１勝
リキファイヤー（06牡 サツカーボーイ）�１勝
ホワイトウインド（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝

３代母 ベルシャルマンテ（90栗 ヤマニンスキー）４勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，チュ
ーリップ賞‐OP ２着，フローラＳ‐OP ３着，ＨＢＣ杯，隅田川特別，etc.

４代母 ベルトツプレデイ（86鹿 トウシヨウボーイ）不出走

５代母 アイレバース（70栗 ＊ソロナウエー）３勝，ＳＴＶ杯
［孫］ ゴーウィズウィンド（99牡 ＊フレイズ）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L，みなみ

北海道Ｓ‐L ２着，札幌日経ＯＰ‐L ２着，etc.
ガスティーホース（85牡 マルゼンスキー）６勝，朱鷺Ｓ‐OP ３着，マーチ
Ｓ‐OP ３着，ディセンバーＳ‐OP ３着，etc.，	１勝
入着３回�

オンリーワン（88牡 ＊テリオス）２勝，バイオレットＳ‐OP ３着，あすなろ賞
マチカネツラヌキ（87牡 ＊ターゴワイス）４勝，鹿島特別，二本松特別，
尖閣湾特別，etc.

ガルフパール（92牝 ＊ジェイドロバリー）４勝，錦秋特別，ユートピアＳ
２着，多摩川特別２着

ストーミーラン（91牝 ＊トニービン）３勝，吉野ケ里特別，鳥羽特別３着，
阪神ヤングＪＳＳ３着

ファイアドリーム（83牝 ＊リイフオー）３勝，不知火特別
［曾孫］ メリッサ（04牝 ＊ホワイトマズル）６勝，北九州記念‐G3，セントウルＳ

‐G2 ３着，北九州短距離Ｓ，etc.
マルブツサンキスト（87牡 ＊プルラリズム）７勝，小倉記念‐Jpn3，朝日
ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，安達太良Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

308 オレンジローズ２０２１ �・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオーシャンブルー

＊ Dashing Blade

��
��
�プアプー鹿 2008 Plains Indian

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceオレンジローズ スペシャルウィーク

��
��
�ウインドローズ鹿 2010 ベルシャルマンテ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 オンザウインド（13鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝�５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ジュリエット（00 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・IRE・USA２勝，Give Tha
nks S‐L，Noblesse S‐L ２着，Finale S‐L ３着
ベストアンサー（07牡 アグネスタキオン）２勝，浦佐特別，稲村ヶ崎特別３着
ロザライン（09牝 ゴールドアリュール）�１勝
ジェットソング（10牡 マンハッタンカフェ）入着，�12 勝�
アロングマイハート（11牝 ダイワメジャー）�２勝
ヴィヴァント（12牝 ハーツクライ）�１勝��入着

フューリアス（18牡 ＊バトルプラン）��７勝��，サラブレッド大賞典２着，
北日本新聞杯２着，中日杯３着，石川ダービー３着，金沢ヤングＣｈ３着

ラブリージュリ（15牝 ジャングルポケット）��１勝�３勝
トロペジェンヌ（16牝 ブラックタイド）�	１勝��１勝

３代母 アルトゥアArutua（93 USA黒鹿 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
ファーハ Farha（98牝 Nureyev）GB２勝

サザンルーラー Southern Ruler（16 牡 Saamidd）�IND１勝，Mysore Der
by‐LR，Breeders' Juvenile Colts' Championship‐LR ２着，Ban
galore 2000 Guineas‐LR ３着

ウォームウェルカムWarmWelcome（08牝 Motivator）不出走
ダニエルズフライアーDanielsflyer（14
 Dandy Man）�GB・IRE４勝，

Woodcote S‐L ２着

４代母 オールアロング All Along（79 FR鹿 ＊ターゴワイス）入着，GB・FR・USA
９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，etc.
［子］ ＊アロングオール（86牡 Mill Reef）FR２勝，グレフュール賞‐G2，シェー

ヌ賞‐G3，仏グランクリテリヨム‐G1 ２着，種牡馬
アルナキュール 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

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

309 オンザウインド２０２１ 牡・青鹿 ４／２９
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

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オンザウインド
＊ Sadler's Wells

��
��
�ジュリエット鹿 2013 Arutua

1d
サンデーサイレンス S3×M4 Sadler's Wells M3×S5 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 オンザスローン（06鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
クリスタルボール（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
キタノポケット（17牝栗 オルフェーヴル）�入着２回，�３勝
セシボン（19牝黒鹿 シルバーステート）��１勝��２勝�入着２回
アンズ（20牝鹿 レインボーライン）��出走

２代母 ＊アズワー（93 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝
コウエイプライム（99牡 Smart Strike）２勝，�２勝�
コウユーキズナ（04牝 ＊ティンバーカントリー）５勝，淀屋橋Ｓ，西日本スポーツ杯，

播磨特別，筑紫特別，醍醐特別２着，etc.
コウユーココロコロ（05牝 ＊コロナドズクエスト）１勝
ヴォラドーレス（07牝 ＊クロフネ）�入着

ショウナンアンセム（13牡 ジャングルポケット）６勝，パラダイスＳ‐L，高松
宮記念‐G1 ３着，ジュニアＣ‐OP ３着，多摩川Ｓ，鎌ケ谷特別，etc.

マジカルポケット（08牡 ジャングルポケット）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，クロッカス
Ｓ‐OP ３着

グロリエッテ（10牝 アドマイヤムーン）出走
モリノカワセミ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，ベストウィッシュＣ２着
ショウナンバービー（17牝 トゥザワールド）�３勝，稲妻Ｓ３着，ＴＵＦ杯３着

３代母 マジックスリッパーMagic Slipper（83 GB黒鹿 Habitat）GB２勝，Jame
s Seymour S‐L ３着
アフバブAhbab（89牝 Ajdal）GB１勝

ラベク Labeq（94牡 Lycius）GB・UAE４勝，Steventon S‐L ２着
ニューシーカーNew Seeker（00	 Green Desert）GB・IRE・ITY８勝，L

eicestershire S‐L，Guisborough S‐L，Dubai Duty Free C‐L，etc.
ムハーブMuhab（92牡 Lyphard）GB・NOR・SWE５勝，Somerville Tattersal

l S‐L ２着，種牡馬
ダンシリダンサーDansili Dancer（02	 Dansili）GB８勝，Floodlit S‐L，ウ

ィンターダービー‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

310 オンザスローン２０２１ �・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアレスバローズ ＊トニービン

��
��
�タイセイエトワール黒鹿 2012 エンスラーリング

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスオンザスローン
＊ Danzig

��
��
�アズワー鹿 2006 Magic Slipper

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オンワードラトゥル（02黒鹿 ＊ストローズクリーク）障害１勝，京都ハイジャンプ
‐JG2（3930）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
オンワードデューク（08牝栗 ＊アグネスデジタル）障害２勝
ミルフィーユベルン（14牝青 アドマイヤジャパン）�３勝���入着４回
テンハート（16牝栗 カンパニー）��入着３回�２勝
リュウノカリー（19牝青鹿 ローレルゲレイロ）���入着３回�入着�

２代母 オンワードロゼ（89黒鹿 オンワードカメルン）４勝，河北新報杯，印旛沼特別，
松浜特別２着
オンワードジェダイ（98牡 アンバーシヤダイ）�６勝�４勝�入着	
��
ヴェルサス（05牡 ＊ダンツシアトル）�１勝
オンワードキラ（07牝 ＊キンググローリアス）�10 勝

３代母 オンワードナンシー（85芦 ＊ハードツービート）２勝，サフラン賞
オンワードコーネル（90牡 ハギノカムイオー）２勝，荒川峡特別，オープニングＣ２着
オンワードノーブル（91牝 アンバーシヤダイ）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，芙蓉Ｓ

‐OP，葉月Ｓ‐OP ２着，etc.
オンワードキャリー（98牝 ＊マイニング）１勝，遊楽部特別２着，十勝岳特別３着
オンワードローレル（99牡 サクラローレル）１勝
オンワードファニー（01牝 ＊フォーティナイナー）�７勝
サンアンカレッジ（14牡 アッミラーレ）１勝

オンワードアイガー（92牡 アンバーシヤダイ）３勝，韓国騎手招待（２），横津岳特
別２着，くちなし賞２着，	
１勝��入着７回

オンワードレイラ（93牝 ＊ナイスダンサー）１勝
オンワードベスト（96牡 ＊ラストタイクーン）１勝
マヤノパルヴァティ（04牝 マヤノトップガン）�１勝�２勝�入着

４代母 ＊パルフエ（72 FR芦 ＊ゼダーン）FR２勝

５代母 パットブランシュPatte Blanche（57 FR鹿 Sicambre）FR１勝
［子］ シーウルフ SeaWolf（67 Dan Cupid）FR１勝，P. Juigne３着，

FR障害８勝

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

311 オンワードラトゥル２０２１ 牡・鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�ストローズクリーク Bottle Topオンワードラトゥル オンワードカメルン

��
��
�オンワードロゼ黒鹿 2002 オンワードナンシー

＊パルフエ 12e
Halo M3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ガルネリ（08栗 ゼンノロブロイ）入着，�１勝��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（６）〕
リネンアッパレ（14牡栗 タニノギムレット）�２勝，初夏賞（Ｄ1800）３着
ミライヘノコドウ（15牡栗 キングヘイロー）�１勝��入着３回
キチロクタービン（16牡栗 ＊ロージズインメイ）１勝
ゴールドタワー（17牡栗 フリオーソ）���１勝
エムオーナイナー（18牡栗 アドマイヤムーン）���２勝�入着６回
ワンダーグァルネリ（20牡栗 ワンダーアキュート）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

�１勝��２勝�	

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

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

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

312 ガルネリ２０２１ �・栗 ３／２７

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルガルネリ ＊キンググローリアス

��
��
�マックスキャンドゥ栗 2008 マツクスドリーマー

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

価格： 購買者：



母 カールブライトリー（07青 チアズブライトリー）�８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ダバイマリチック（17�栗 ストロングリターン）��入着��２勝�１勝
カールグリン（18牝栗 ローエングリン）��４勝�
アイノエクスプレス（19牡栗 トゥザワールド）�	出走��出走

２代母 カールホールレデイ（83黒鹿 ＊アラナス）５勝，日吉特別，阿寒湖特別２着，
大倉山特別３着
カールラック（92牝 ＊ワツスルタツチ）２勝
カールカナ（96牝 ビワハヤヒデ）１勝
カールチャイナ（97牝 ダイナガリバー）１勝
カールプリンセス（99牝 メジロパーマー）
７勝�
ミヤコドリーム（06牡 ニューイングランド）
３勝

３代母 カールホールクイン（73鹿 ＊ハーケン）��７勝

４代母 ＊シヤノンクイーン（68 GB黒鹿 ＊スーパーサム）GB出走
［子］ ミスミネタカ（76牝 ＊ネプテユーヌス）�
12 勝，北海優駿，北海道３才

優駿，栄冠賞，etc.
ダイニミネタカ（78牝 ＊ホイスリングウインドⅡ）�
５勝，栄冠賞３着

５代母 パーシャンギャルPersian Gal（62 GB黒鹿 Persian Gulf）IRE 出走
［曾孫］ キングズアカデミー King's Academy（94牡 Shareef Dancer）IND20勝，

Calcutta Derby‐LR，Calcutta St. Leger‐LR，Queen Eli
zabeth II Cup‐L，etc.

ストレリツィア Strelitzia（06 牝 Razeen）IND６勝，Fillies' andMares
' S‐L，C. N. Wadia Gold Cup‐L ２着，Bangalore Oaks
‐LR ３着

スターホープフル Star Hopeful（02� Razeen）IND５勝，Golconda
Derby‐LR，C. N. Wadia Gold Cup‐L ３着

アンバーリージェント Amber Regent（99 牡 Razeen）IND７勝，Ban
galore Derby‐LR

販売申込者・所有者： ㈲一珍棒牧場＝浦河町上向別 �090-3113-3208
生 産 牧 場： ㈲一珍棒牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

313 カールブライトリー２０２１ �・栗 ４／ ６
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�チアズブライトリー チアズダンサーカールブライトリー ＊アラナス

��
��
�カールホールレデイ青 2007 カールホールクイン

＊シヤノンクイーン 1e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 カウニスクッカ（11鹿 マンハッタンカフェ）４勝，松島特別（芝 2000），知床特別
（芝 2000），菜の花賞（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊マネーペニー（03 USA栗 Monarchos）USA４勝
ダイトウキョウ（12牡 マンハッタンカフェ）４勝，さくらんぼ特別，黄梅賞，サン

ライズＳ２着，トリトンＳ２着，驀進特別２着，etc.
ダイトカイ（13牝 マンハッタンカフェ）�１勝
ラッシュハート（14牝 ディープインパクト）１勝
ダノンアポロン（15牡 ディープインパクト）１勝，燧ヶ岳特別２着，呼子特別３着
モズオリンピック（18牝 ドゥラメンテ）�２勝

３代母 マイホワイトコーヴェットMyWhite Corvette（98 USA芦 Tarr Road）US
A３勝，Cimarron S，ゴールデンロッドＳ‐G2 ３着，ハニービーＳ‐G3 ２着

＊スターダムバウンド（06牝 Tapit）USA５勝，サンタアニタオークス‐G1，ＢＣジ
ュヴェナイルフィリーズ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，デルマーデビュタン
トＳ‐G1，オークリーフＳ‐G1，etc.
キングカヌヌ（12牡 キングカメハメハ）２勝，浜名湖特別２着，インディアＴ３着
エイプリルミスト（14牝 ディープインパクト）３勝，開成山特別３着

マイリトルデュースクーペMylittledeucecoupe（08牝 Lion Heart）USA入着３回
マイホットロッドリンカーンMyhotrodlincoln（16� Verrazano）�USA５

勝，Duke City Sprint S２着，Kentucky Juvenile S２着，Zia Par
k Juvenile S２着

スキャンダラスソング Scandalous Song（10牝 Unbridled's Song）不出走
ゼインズヴィル Zanesville（15� Tiznow）�USA13 勝，Prairie Mile S３

着，Super Derby Prelude S３着

４代母 ウィンドチャイムWind Chime（92 USA栗 Marfa）不出走
［曾孫］ コンサートツアー Concert Tour（18 牡 ＊ストリートセンス）�USA３勝，

レベルＳ‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，アーカンソーダービー‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616
生 産 牧 場： ㈱オリオンファーム
飼 養 者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616

314 カウニスクッカ２０２１ 牡・栗 ３／ ６

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジカウニスクッカ
＊ Monarchos

��
��
�マネーペニー鹿 2011 MyWhite Corvette

3c
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

マレボシメモリアル２着，堀川特別３着，障害１勝

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

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

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

315 グレースローラ２０２１ �・黒鹿 ５／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�リンダムーン栗 2012 グレースシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドマリキヤ（10栗 ゴールドアリュール）��11 勝
〔産駒馬名登録数：２〕
スーパーマルキヤ（19牝芦 ＊ザファクター）���出走
ジョイルミナス（20牝芦 ＊クリエイターⅡ）�地方未出走

２代母 マイチャン（01鹿 ＊フォーティナイナー）��５勝
フラッシュビート（08牡 ＊スニッツェル）��３勝
ゲストキング（09牡 ＊ファンタスティックライト）��４勝
メガビックジョン（12牡 カネヒキリ）��８勝�２勝

３代母 ウメノローザ（86鹿 ＊ノーザンディクテイター）��６勝，グランドＣｈ２０００
ウメノファイバー（96牝 サクラユタカオー）４勝，オークス‐Jpn1，京王杯３歳Ｓ

‐Jpn2，クイーンＣ‐Jpn3，etc.，優３牝
レディーダービー（02牝 スペシャルウィーク）入着３回
ヴェルデグリーン（08牡 ジャングルポケット）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，オー
ルカマー‐G2，常総Ｓ，etc.

アンフィルージュ（07牝 アグネスタキオン）３勝，別府特別３着
サンリヴァル（15牡 ルーラーシップ）２勝，芙蓉Ｓ‐LR，皐月賞‐G1 ２着，
ホープフルＳ‐G1 ４着

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

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

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

４代母 ウメノシルバー（79芦 ＊シルバーシヤーク）出走
［子］ サンデーウェル（92牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，セントライト記念

‐Jpn2，袖ケ浦特別２着，種牡馬
［孫］ ウインラディウス（98牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，京王杯スプリング

Ｃ‐G2，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
［曾孫］ ミスパンテール（14牝 ダイワメジャー）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，ターコイ

ズＳ‐G3（２回），京都牝馬Ｓ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

316 ゴールドマリキヤ２０２１ �・鹿 ４／２７

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤゴールドマリキヤ ＊フォーティナイナー

��
��
�マイチャン栗 2010 ウメノローザ

＊フラストレート 1b
Nureyev S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ジューンメイプル（15栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝
初仔

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

タイガーフォード（88牡 ＊ミルフオード）２勝，河口湖特別，佐倉特別２着

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

317 ジューンメイプル２０２１ �・栗 ４／２３

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタージューンメイプル ブラックタキシード

��
��
�プンターレ栗 2015 コーリンビビアン

＊チユデスタ 4g
Storm Cat S3×M5

価格： 購買者：



母 キテキ（07鹿 ＊スキャターザゴールド）�２勝��３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（19）〕
ニシケンマチェーテ（14牡黒鹿 アサクサキングス）�２勝��１勝
ムービンオン（15牝鹿 スズカコーズウェイ）�２勝�１勝
ノースヒビキ（16牝黒鹿 ベルシャザール）��２勝�２勝���
コウキトウライ（17牝鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝�入着，ロータスクラウン賞
（Ｄ2000）２着

アイラグピース（18牝鹿 スマートファルコン）	６勝

２代母 クチブエ（94鹿 ＊アサティス）１勝，江差特別２着
グランドホイッスル（01牝 シアトルスズカ）３勝

ルイカズマ（11牡 ＊パイロ）２勝，ヤマボウシ賞３着，�２勝	１勝
パイロキネシスト（12牡 ＊パイロ）４勝，立川特別，丹沢Ｓ３着，etc.，��５

勝，佐賀スプリングＣ（２回），中島記念２着，佐賀王冠賞２着，etc.
ドゥラリュール（13
 ゴールドアリュール）３勝，両津湾特別，鳥屋野特別２

着，麒麟山特別２着，��８勝，九州ＣｈＳ（２回），佐賀王冠賞
ハヤブサナンデダロ（14牡 ＊パイロ）３勝，駒場特別，わらび賞３着

スーパーパワー（05牡 ＊スキャターザゴールド）入着，�２勝��12 勝�３勝�，金
盃，勝島王冠，赤レンガ記念，星雲賞，星雲賞２着

ハヤフエ（06牝 ＊グレートサクセス）�１勝�
フォッケウルフ（08牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝�３勝
ハンドフルート（10牝 スズカマンボ）�４勝�入着�

３代母 アイシャドー（86鹿 ＊エンペリー）４勝，ＳＴＶ賞，ＨＢＣ杯２着，八重桜賞３着
アイビートユー（93牝 ヤマニンスキー）４勝，長万部特別３着
ドリーミーアイ（95牝 ＊カコイーシーズ）不出走

タマモグレアー（04
 ジェニュイン）４勝，シャングリラ賞，etc.，障害４勝，
京都ハイジャンプ‐JG2，中山大障害‐JG1 ２着

ダイワビーコン（96牡 ＊アサティス）入着５回，�３勝�３勝��，吉野ヶ里記念３着

４代母 スイートベルン（80鹿 ＊パーソロン）出走
［子］ ユーワジェームス（84牡 ＊モガミ）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，

有馬記念‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 元茂 修一＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3417
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

318 キテキ２０２１ 牡・鹿 ３／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyキテキ ＊アサティス

��
��
�クチブエ鹿 2007 アイシャドー

＊スヰート 1s
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 キュルミナン（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ディアライドオン（13牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝�１勝
スズロビンソン（18牡鹿 ミッキーアイル）��２勝

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.
ウインファンタジア（02牝 ＊ヘネシー）３勝，香春岳特別２着，播磨特別３着，鳥栖

特別３着，�２勝
ウインステルス（04牡 スペシャルウィーク）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
グリゴロヴィッチGrigorovich（97牡 Nureyev）FR７勝，P. Roland de Cha

mbure‐L ２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.

フープオヴカラー Hoop of Colour（11 牝 Distorted Humor）GB・USA
・CAN４勝，サンタアナＳ‐G2，カナディアンＳ‐G2 ３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

319 キュルミナン２０２１ �・鹿 １／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayキュルミナン
＊ Easy Goer

��
��
�ミナミノバレッツ黒鹿 2007 IvoryWings

4m
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 クリムゾンフレア（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－８（54）〕
ルナレーヴェ（06牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
サイカニア（07牡鹿 ＊バゴ）２勝
ゴシック（08牡栗 マヤノトップガン）１勝
ヴァルカモニカ（09牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�２勝�８勝
ビリーバローズ（11牡栗 キングカメハメハ）��９勝
シャドウキングマン（12牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�９勝��入着
カゼノシッポ（13牝栗 ジャングルポケット）１勝，�４勝
シモンズ（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��２勝
ユイノムサシ（16牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，���２勝�３勝
レイズアストーム（17牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝��７勝
ハローキャシー（18牝黒鹿 ＊ディスクリートキャット）��６勝
エックスフレア（19牡鹿 ストロングリターン）���出走
サバンナテソーロ（20牝鹿 ＊ビーチパトロール）�出走

２代母 ビューティソング（97鹿 ＊デインヒル）不出走
ストラディヴァリオ（03牡 ＊クロフネ）４勝，総武Ｓ２着，甲南Ｓ２着
ジュリエットソング（09牝 ディープインパクト）１勝

シェーンリート（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��３勝，平和賞３着
ココロノアイ（12牝 ステイゴールド）３勝，チューリップ賞‐G3，アルテミスＳ

‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，マーメ
イドＳ‐G3 ３着

コウギョウマシェリ（13牝 ＊アサクサデンエン）１勝
テリオスマナ（18牝 エピファネイア）�１勝，栄特別２着，ひめさゆり賞３着

３代母 マックスジョリー（90鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，桜
花賞‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，サフラン賞

４代母 マツクスビユーテイ（84鹿 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，オークス‐Jpn1，
桜花賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 山口 忠彦＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3501
生 産 牧 場： 山口 忠彦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

320 クリムゾンフレア２０２１ �・栗 ５／１７
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellクリムゾンフレア ＊デインヒル

��
��
�ビューティソング鹿 2001 マックスジョリー

＊タイランツクヰーン 14f
Roberto S3×M5 Hail to Reason S4×M4 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

杯‐Jpn3，京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 沖田 哲夫＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2858
生 産 牧 場： 沖田 哲夫
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

321 クロカミノマイ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�エリモハスラー黒鹿 2007 ＊デプグリーフ

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



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

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

３代母 プリンセスメロディ（88栗 ＊ニゾン）不出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

322 クロスバラード２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�エンドレスメロディ鹿 2003 プリンセスメロディ

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

価格： 購買者：



母 アイアムエレガント（08黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，障害１勝，��１勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
アイアムサファイア（15牝青鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝
ハタノビウガ（17牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�

２代母 ＊フサイチエレガンス（95 USA栗 Rahy）不出走
ステルステクニック（00牡 フサイチコンコルド）��10 勝，若潮盃２着，平和賞３着
ビーボタンダッシュ（05牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝�２勝	１勝��
，ファイナ

ルＧＰ，高知県知事賞２着，福山大賞典２着，大高坂賞３着
エロージュ（06牝 フサイチコンコルド）��３勝，トゥインクルレディ賞２着，ユ

ングフラウ賞２着，桜花賞３着，東京２歳優駿牝馬３着
マグニフィカ（07牡 ゼンノロブロイ）��７勝�１勝
�入着５回，ジャパンＤダ

ービー‐Jpn1，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着，京成盃グランドマイラーズ，東京湾
Ｃ，東京ダービー３着，etc.，ＮＡＲ優３歳

ラルゴスパーダ（10� ゼンノロブロイ）１勝，�８勝

３代母 イクスクルーシヴバード Exclusive Bird（88 USA栗 Storm Bird）USA８勝，
La Troienne S‐L，Thistledown Scarlet Carnation H，Queen BC S
３着
プライヴェトライアン Private Ryan（97� Quiet American）USA８勝，Native

Dancer S，John B.Campbell H‐L ２着，ボルティモアＨ‐G3 ３着
シーズイクスクルーシヴ She's Exclusive（01 牝 Pyramid Peak）USA１勝

シェーザローマンルーラー Sheza Roman Ruler（10 牝 Roman Ruler）USA２勝
フィエスティフィスト Fiesty Fist（19� Iron Fist）�USA２勝，D. S. S
hine Young Futurity‐R，Louisiana Legacy S‐R ３着

シーガル Sea Gull（06 牝 Mineshaft）USA２勝
イーグル Eagle（12 牡 Candy Ride）USA７勝，ベンアリＳ‐G3，Michael

G. Schaefer Memorial S‐L，Tenacious S，etc.，種牡馬
カタリーナクルーザー Catalina Cruiser（14 牡 Union Rags）USA７勝，パッ

トオブライエンＳ‐G2（２回），サンディエゴＨ‐G2（２回），トルーノース
Ｓ‐G2，種牡馬

ロイヤルフラッグ Royal Flag（16 牝 Candy Ride）�USA６勝，ベルダムＳ
‐G2，シュヴィーＳ‐G3，ターンバックジアラームＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

323 アイアムエレガント２０２１ 牡・鹿 ３／１６

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアイアムエレガント
＊ Rahy

��
��
�フサイチエレガンス黒鹿 2008 Exclusive Bird

9a
Halo M4×M5 Glorious SongM4×S5 Alleged S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ウォーターメアヌイ（12鹿 ダイワメジャー）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ウェルカムフラワー（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝
クラッシュハイト（09牡 デュランダル）��12 勝
ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，千

里山特別２着（２回），北海Ｈ２着，小牧特別３着
ヒルノリスボン（13牝 マンハッタンカフェ）�４勝
ココリミネルヴァ（17牝 キズナ）入着，�３勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝
フレンチカクタス（08牝 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，ひいら

ぎ賞，赤松賞２着

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Alberta Oaks‐R，Kamar H，Liberation S‐R，Senor
ita H，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着
ホリデイヘッデイク Holiday Headache（90牝 Herat）USA３勝，Pra
irie Dawn S３着

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

324 ウォーターメアヌイ２０２１ 牡・栗 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケウォーターメアヌイ ＊エルコンドルパサー

��
��
�ウェルカムフラワー鹿 2012 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインホイッスル（11黒鹿 ＊ブライアンズタイム）��４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グラスホッパー（18牝黒鹿 トゥザワールド）��１勝�入着��

２代母 ダンスインザロッチ（02黒鹿 ダンスインザダーク）�２勝
サザンウインドウ（07牡 ＊スキャン）�１勝
エコジュリエット（08牝 ＊ルールオブロー）��１勝�１勝

３代母 エンプレスロッチ（95栗 ＊カコイーシーズ）３勝，渡島特別，桧山特別２着
コスモヨハネ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）３勝，古作特別，刈谷特別，新発田城特別２

着，etc.，�地方未出走

４代母 ロツチウインド（82栗 ＊テスコボーイ）３勝，洞爺湖特別

５代母 クリプシー（75栗 アローエクスプレス）２勝，横津岳特別
［子］ マチカネタンホイザ（89牡 ＊ノーザンテースト）８勝，高松宮杯‐Jpn2，

ＡＪＣＣ‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
コニーストン（87牝 ＊プルラリズム）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，
函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紅梅賞‐OP，etc.

マチカネオトコヤマ（88牡 ミスターシービー）２勝，太宰府特別２着，etc.，
障害１勝，�５勝，ステイヤーズＣ，ステイヤーズＣ２着

［孫］ ワコーチカコ（90牝 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3，etc.

メイショウヤエガキ（93牝 ＊クリエイター）３勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，
ホープフルＳ‐OP，エリカ賞

［曾孫］ ダンツジャッジ（99牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ダービー
卿ＣｈＴ‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.

マイネルスターリー（05牡 ＊スターオブコジーン）８勝，函館記念‐G3，
巴賞‐LR，アイルランドＴ‐L，etc.

メイショウラムセス（98牡 ＊ラムタラ）６勝，富士Ｓ‐G3，マイルＣｈＳ
‐Jpn1 ５着，菩提樹Ｓ‐OP，etc.

レオマイスター（05牡 ニューイングランド）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐Jpn3，福島２歳Ｓ‐OP ２着，阿武隈Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

325 ウインホイッスル２０２１ �・黒鹿 ５／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ロイヤルタッチ

�
�
�
�
�
�
�
�
� パワフルレデイカキツバタロイヤル アンバーシヤダイ

��
��
�ホウヨウリリー鹿 2006 ブライトホウヨウ

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayウインホイッスル ダンスインザダーク

��
��
�ダンスインザロッチ黒鹿 2011 エンプレスロッチ

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason M4×S5 Nijinsky S5×M5
テスコボーイ S5×M5
価格： 購買者：



母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－４（20）〕
ホワイトピルグリム（05牡芦 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L
（芝 1800）３着，寿Ｓ（芝 2000），メルボルンＴ（芝 2000），高千穂特別
（芝 2000），ひめさゆり賞（芝 1800），飛鳥Ｓ（芝 1800）２着

オーバルライト（09牡鹿 ＊ファンタスティックライト）�５勝�３勝�入着２回
イーストホープ（12牡栗 ＊クロフネ）�５勝
エスペランサスカイ（15牡鹿 エイシンフラッシュ）�４勝�
チャーミングポポ（17牝鹿 ＊タイキシャトル）�３勝
ダイヤモンドカーク（18牝栗 ＊ダンカーク）��入着�入着
アテンヒーロー（20牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，燕特別２着，

原町特別３着
セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー
ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.

リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特別２着，南
武特別３着，荒川峡特別３着

ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札

幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，

UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �090-9087-3244
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

326 オーバルカット２０２１ 牡・鹿 ４／１３

＊

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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceオーバルカット ＊サンデーサイレンス

��
��
�セシルカット鹿 2000 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 ガルノーヴァ（12鹿 ＊スタチューオブリバティ）��１勝・５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
グリンヴァ（18牝鹿 ローエングリン）��１勝�２勝��
トキメキパラダイス（20牝黒鹿 サトノクラウン）���入着

２代母 ポートガルチ（00鹿 ＊サンダーガルチ）２勝
ポートポケット（09牡 ジャングルポケット）�４勝
ガルレディー（13牝 ビービーガルダン）�２勝�入着２回	
ガルガルガルチ（14牡 フサイチリシャール）
１勝�入着

３代母 ファンドリポポ（86黒鹿 ホスピタリテイ）５勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３
着，北九州記念‐Jpn3 ２着，etc.
ファンドリリョウマ（93牡 ＊モガミ）８勝，関越Ｓ‐OP，灘Ｓ‐OP，etc.，�入着�，

名古屋大賞典‐Jpn3 ３着
ポートエレガント（03牡 ＊デヒア）２勝，きんもくせい特別３着，障害１勝

４代母 フアンドリパール（80黒鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）１勝
［子］ ポートブライアンズ（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，福島記念‐Jpn3，

中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，オーストラリアＴ‐OP，etc.
ファンドリミラクル（96牡 ＊キンググローリアス）２勝，十和田湖特別２
着，恵山特別３着，桧山特別３着

［孫］ ファンドリフラワー（93牝 メジロテイターン）１勝，都井岬特別３着
［曾孫］ ノゾミダイヤ（11牡 メイショウサムソン）�20 勝，白銀争覇，東海ゴール

ドＣ，岐阜金賞，etc.

５代母 フアンドリクイン（68鹿 ＊シヤミエ）２勝
［子］ ファンドリペンダス（78牡 ＊ステユーペンダス）６勝，鞍馬特別，ディセ

ンバーＨ，アルメリア賞
フアンドリルビー（79牝 ＊リマンド）２勝，すずかけ賞

［孫］ ファンドリモアー（90牝 ヤマニンスキー）４勝，帆柱山特別２着，瀬戸特
別２着，ゆうすげＳ２着，etc.

ファンドリミシー（88牝 ＊ゲイメセン）１勝，有田特別３着，筑紫特別３着

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

327 ガルノーヴァ２０２１ �・鹿 ３／１９

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieガルノーヴァ ＊サンダーガルチ

��
��
�ポートガルチ鹿 2012 ファンドリポポ

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5×M5 Storm Bird S4×M4×M5
Northern Dancer S5×S5×M5 Buckpasser S5×M5 Secretariat S5×M5
価格： 購買者：



母 ココナッツパルム（06栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－５（６），地方－３（６）〕
カレングランブルー（11牡栗 ハーツクライ）１勝，�２勝�
ナリノパシオン（12牡栗 ＊グラスワンダー）１勝
ダノンイーグル（14牡栗 ダイワメジャー）１勝，�１勝��１勝��入着６回
ブルーハワイアン（15牝栗 ハーツクライ）２勝，古作特別（芝 1200）３着
マコトジェムチュク（17牝黒鹿 ディープブリランテ）１勝
ドナレイラニ（18牝黒鹿 ラブリーデイ）��２勝
ココシルフィード（19牝栗 モーリス）�入着２回

２代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
パシオンノーブル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，柏崎特別，塩沢特別２着，鳥

海山特別２着，瀬波特別２着，伊勢佐木特別３着，etc.
セクシーココナッツ（01牝 ダンスインザダーク）１勝

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，
五色沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
ファインルージュ（18牝 キズナ）３勝，紫苑Ｓ‐G3，フェアリーＳ‐G3，秋
華賞‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.

プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，
若戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，阿武隈Ｓ２着
プレサンティール（05牝 アグネスタキオン）１勝
アッパーイースト（08牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
モンプティクール（03牝 ＊クロフネ）３勝，皆生特別３着

ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）２勝，��４勝��入着２回�，全日本
２歳優駿‐Jpn1，ダイオライト記念‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

328 ココナッツパルム２０２１ �・鹿 ２／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandココナッツパルム
＊

＊グルームダンサー

��
��
�ココパシオン栗 2006 ＊ゲートドクール

4r
Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



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

２代母 ジューンブライド（06鹿 ＊アフリート）�２勝
ヒラボクハッピー（11牝 ＊タイキシャトル）不出走

ダンツブライト（16牝 ゼンノロブロイ）１勝，�１勝，霧島賞２着，たんぽぽ
賞２着，霧島賞３着

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

フルートフルデイズ（17牝 ブラックタイド）�１勝

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

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

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

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

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

日刊スポーツ杯２着，	２勝

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

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

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

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

329 コンゴウビジン２０２１ 牡・黒鹿 ３／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayコンゴウビジン ＊アフリート

��
��
�ジューンブライド黒鹿 2015 リファールニース

＊バーブスボールド 17b
Mr. Prospector S4×M4×M4

価格： 購買者：



母 ゴールドウィング（12栗 ステイゴールド）�３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
エリーゴールド（18牝芦 ＊ダンカーク）��入着４回�入着
マッドネスカズ（19牡鹿 ビッグアーサー）���入着
カッパギ（20牡黒鹿 ホッコータルマエ）��入着

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�５勝

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

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

330 ゴールドウィング２０２１ 牡・栗 ５／ ８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュゴールドウィング ＊パークリージエント

��
��
�ホクトペンダント栗 2012 ホクトビーナス

＊ギヤラントグロウ 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 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，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
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）���４勝

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.，
種牡馬

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

331 ゴールドリボン２０２１ �・青鹿 ５／２７
＊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 クロツルバミ（14黒鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
アオシロツルバミ（20牝黒鹿 アドマイヤムーン）�出走

２代母 ダンシングスナーク（98黒鹿 ＊グルームダンサー）３勝
カロルバンダム（07牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
バンダムハッカー（09牡 ＊ケイムホーム）�２勝
ダンシングバトー（11牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 スナークバンダム（91鹿 ホリスキー）４勝，オーロラ特別，千歳特別，北斗賞３着
コスモバレンシア（99牝 ＊ティンバーカントリー）２勝

マイネルマニセス（04牡 ＊マイネルラヴ）４勝，両津湾特別，種市特別，�２勝
��入着２回���，西日本ＧＰ２着，etc.

マイネラロンハ（05牝 ＊アグネスデジタル）３勝
チームドラゴン（06牡 マヤノトップガン）��６勝，ニューイヤーＣ３着
マイネルセラーノス（07牡 アドマイヤマックス）１勝，�２勝�入着
マイネルソラーナ（08牡 ＊アグネスデジタル）１勝，��１勝��入着２回�
マイネオレンジ（10牝 ＊ロージズインメイ）３勝
マイネルサンタアナ（16牡 ＊アイルハヴアナザー）１勝
マイネルシトラス（19牡 ジョーカプチーノ）�１勝

ロキシーズキス（01牝 ＊エブロス）１勝
ニッシンテースト（02牡 ＊シャンハイ）３勝，唐津特別２着，彦星賞３着，中ノ岳特

別３着，�５勝�２勝
ハイヤーグロー（03牡 ＊キンググローリアス）��７勝
トーホウヘレン（05牝 ＊コロナドズクエスト）１勝，茨城新聞杯３着，�１勝
バンダムデサント（09牡 ハーツクライ）�５勝

４代母 スナークコトブキ（82栗 ＊ノーザンテースト）１勝
［子］ トクノエース（87牡 ニチドウアラシ）５勝，春日特別，障害２勝，	７勝


入着�，サラブレッドＧＰ２着，開設６８周年記念３着，etc.

５代母 ニユーシルバーイン（66鹿 ＊リンボー）地方馬出走
［子］ エイトキング（78牡 リクダイニチ）��５勝，青雲賞３着

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

332 クロツルバミ２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールクロツルバミ ＊グルームダンサー

��
��
�ダンシングスナーク黒鹿 2014 スナークバンダム

＊シルバーイン 12d
サンデーサイレンス S3×M3 マルゼンスキーM4×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ピーターパンＳ‐G3，ホイットニーＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

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

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

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Bernardini

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cara Rafaelaレガーロ

＊ Lemon Drop Kid

��
��
�サンタテレジータ鹿 2013 Sweet Gold

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスサクラマシェリ ＊サンデーサイレンス

��
��
�グレートハーベスト栗 2008 ＊チーター

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



母 サニツ（15鹿 ロードカナロア）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ダンスザクラシックス（04 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・IRE１勝
コールトゥバトル Call To Battle（09� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝，Eyre

field S‐L，バリーサックスＳ‐G3 ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着
クラシカルチュチュ（13牝 ゼンノロブロイ）入着，�３勝�入着
カレンラヴニール（14牡 ルーラーシップ）�５勝��２勝，土佐秋月賞，黒潮菊花

賞２着
ゴーウィズザフロー（17牡 ＊キンシャサノキセキ）��２勝

３代母 ヘッドインザクラウズ Head in the Clouds（98 IRE 鹿 RainbowQuest）
GB・FR２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ２着，セントサイモ
ンＳ‐G3 ２着
クエストフォーイターニティQuest For Eternity（03 牝 Sadler's Wells）不出走

サムホエア Somewhere（09 牝 Dalakhani）IRE 入着
テンプスイッガナドゥ Tempus Iggannadu（16牡 Holy Roman Emperor）
�ITY４勝，P. Pisa‐L ３着，P. Mauro Sbarigia‐L ３着

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

ロージズフォーザレイディ Roses For The Lady（06牝 Sadler's Wells）GB・IRE２
勝，Vintage Crop S‐L，愛オークス‐G1 ２着，Finale S‐L ２着，etc.

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

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

４代母 バレリーナBallerina（91 IRE 鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
［子］ ミレナリーMillenary（97 牡 RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・I

TY12 勝，英セントレジャー‐G1，ドンカスターＣ‐G2（２回），ロン
ズデイルＣ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263

334 サニツ２０２１ �・鹿 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

�
�
�
�
�
�
�
�
� キャンペンガールトーホウジャッカル

＊ Unbridled's Song

��
��
�トーホウガイア栗 2011 Agami

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムサニツ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ダンスザクラシックス鹿 2015 Head in the Clouds

1l
Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：

　メイタイファーム



母 サンデーメモリー（02栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－10（32）〕
バトルロワイヤル（07牡鹿 ＊クロフネ）��１勝�５勝�
ナスノハクホウ（08牡芦 アドマイヤコジーン）��２勝
ドンペリブルー（09牝栗 ジャングルポケット）�１勝
ドレミ（10牡芦 ＊クロフネ）�３勝�３勝�入着２回��
ダンディドライブ（12牡栗 マイネルセレクト）��１勝
フリフリバード（14牝栗 フリオーソ）��１勝�
ミスマンマミーア（15牝栗 タニノギムレット）４勝，日経新春杯‐G2 ２着，大阪

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

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

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

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

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

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

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

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

335 サンデーメモリー２０２１ �・鹿 ３／２４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�タヤスメモリー栗 2002 ＊アストレアⅡ

9f
Halo M3×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 コフィーチャン（08黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－４（14）〕
ワイルドゲーム（13牡鹿 ハイアーゲーム）２勝，��７勝
カンガルールブタン（14牝黒鹿 ローエングリン）１勝
トーシンヌメラトム（15牝鹿 トーセンホマレボシ）��１勝
ミユキメガバックス（16牡黒鹿 ベルシャザール）１勝，��２勝���
ミユキリバタリアン（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��２勝�２勝
ミユキザジャイアン（18牡鹿 ゼンノロブロイ）��入着２回
タイガークリスエス（19牡黒鹿 ラブリーデイ）�１勝

２代母 ＊ウィギング（95 GB鹿 ＊ウォーニング）GB１勝
アドバンスピール（05牡 Singspiel）１勝，�２勝��１勝
ピックアンドポップ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 プッシー Pushy（78 GB栗 Sharpen Up）GB４勝，クイーンメアリーＳ‐G2，
コーンウォリスＳ‐G3，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着，モールコームＳ‐G3 ３着
プッシュオフPushoff（84 牝 Sauce Boat）GB１勝

スリリングデイ Thrilling Day（93牝 ＊グルームダンサー）GB・IRE・USA６勝，
ジェニーワイリーＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3，Oak Tree S‐L，etc.

ブルーブック Bluebook（85牝 Secretariat）GB・FR４勝，フレッドダーリングＳ
‐G3，セーネオワーズ賞‐G3，プリンセスマーガレットＳ‐G3，etc.

マイセルフMyself（92 牝 Nashwan）GB・FR２勝，ネルグウィンＳ‐G3，パレロ
ワイヤル賞‐G3 ２着，クイーンメアリーＳ‐G3 ２着，etc.

ファースト First（98 牝 Highest Honor）FR２勝，P. Ceres‐L，P. de la Calo
nne‐L ３着
オールヴォワール Au Revoir（10 牡 Singspiel）FR・AUS５勝，ＭＲＣサンダ

ウンクラシック‐G2，Derby du Languedoc‐L，G.P. de Clairefonta
ine‐L，etc.

オーヴァルオフィスOval Office（99 牝 Pursuit of Love）GB２勝
グラスオフィスGlass Office（10 牡 Verglas）GB・UAE４勝，デュークオヴ

ヨークＳ‐G2，サイレニアＳ‐G3，Sandy Lane S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

336 コフィーチャン２０２１ 牡・青鹿 ２／１９

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayコフィーチャン
＊

＊ウォーニング

��
��
�ウィギング黒鹿 2008 Pushy

14b
Roberto M4×M5 Hail to Reason S5×M5 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，２０２２ＷＡＳＪ第１戦２着，

ＳＴＶ杯３着
トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特

別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�
ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走

セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着
トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L

３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��６勝

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

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

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

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

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

337 ジーントウショウ２０２１ 牡・黒鹿 ３／３１

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�デザートキング Sabaahジーントウショウ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ青鹿 2004 サマンサトウショウ

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

価格： 購買者：



母 シゲルハチマンタイ（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

338 シゲルハチマンタイ２０２１ �・鹿 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊ 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
ノーザンテースト S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



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

��２勝，�SIN１勝
リカバリーショット（18牡芦 ＊ダンカーク）��入着�１勝���
ジャストビギニング（19牡鹿 エイシンヒカリ）��出走

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

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

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

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

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

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

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

晩春Ｓ２着，etc.

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

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

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

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

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

339 シャープナー２０２１ 牡・鹿 ３／２４

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassシャープナー フジノフウウン

��
��
�フジノコハギ鹿 2008 ＊モーツアルトキルター

11e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ジュピターズビコー（02 AUS黒鹿 Singspiel）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－７（32）〕
アルテッツァ（10牝鹿 アグネスタキオン）�５勝�６勝
ゼンノブショウ（11牡鹿 ブラックタイド）１勝，�８勝
オンユアマーク（12牝青鹿 ゼンノロブロイ）１勝，�５勝�３勝
ヒマワリノヤクソク（14牝栗 ゼンノロブロイ）入着，��１勝
シスル（15牝青 ＊ノボジャック）３勝，初風Ｓ（Ｄ1200）２着，春風Ｓ（Ｄ1200）２

着，妙高特別（Ｄ1200）３着
ユピテルルークス（17�鹿 アンライバルド）１勝，��２勝
ジョーアヤメ（18牝芦 ジョーカプチーノ）���入着５回�１勝
サツキフジ（19牝栗 ＊ノボジャック）���１勝
モックモック（20牡青鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

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

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

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

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

orphettville Plate２着

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

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

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

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

340 ジュピターズビコー２０２１ 牡・青鹿 ５／１３
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�チュウオーサーヤ青鹿 2012 サンライトブルボン

＊

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

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

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

8i
Halo M4×S5×S5 Ballade M4×S5

価格： 購買者：



母 シルヴァースプーン（08黒鹿 アグネスタキオン）入着２回，�２勝�入着４回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
クリノユメジ（15牡栗 ＊ハービンジャー）�１勝
ソルレオーネ（17牡鹿 ＊タートルボウル）��１勝�３勝�
ボナペティ（19牝栗 ストロングリターン）�１勝�
マロンアルジャン（20牝栗 エピファネイア）�出走

２代母 ＊シルヴァーカップ（02 IRE 黒鹿 Almutawakel）ITY・USA８勝，サンタアナ
Ｈ‐G2，ブエナヴィスタＨ‐G2，サンゴルゴニオＨ‐G2，伊１０００ギニー‐G2，P
. Seregno‐L，etc.
シルヴァーグレイス（10牝 ハーツクライ）４勝，木津川特別，九州スポーツ杯２着，

知多特別２着，由比ヶ浜特別２着，恵那特別２着
カレンリスベット（11牝 マンハッタンカフェ）４勝，八ヶ岳特別，桑折特別，美浦

Ｓ２着，テレ玉杯２着，初富士Ｓ３着，etc.
ドラゴンカップ（13牡 ステイゴールド）４勝，柳都Ｓ，リボン賞，白川郷Ｓ２着，

納屋橋Ｓ３着，観月橋Ｓ３着，etc.
ルッジェーロ（15	 ＊キンシャサノキセキ）�４勝，朱鷺Ｓ‐L ２着，ヒヤシンスＳ‐L ３

着，ＴＶｈ賞‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP ３着，ながつきＳ‐OP ３着，etc.
ラルナブリラーレ（17牝 ハーツクライ）�４勝，パラダイスＳ‐L ２着，ユートピア

Ｓ，月岡温泉特別２着，垂水Ｓ３着

３代母 リブルズデイルRibblesdale（95 GB鹿 Northern Park）GB１勝
マダモゼイユアンナMadamoseille Anna（01牝 ＊シンコウフォレスト）不出走

シルスプール Silsupur（08 牡 Strike the Gold）TUR11 勝，Ertugrul Gazi‐L，
H Basri Karabucak S‐L，Yildirim Bayezid S‐L，etc.

シルヴァーミツワー Silver Mitzva（04牝 Almutawakel）GB・FR・GER・ITY２
勝，P. Giovanni Falck‐L ２着，P. Belle de Nuit‐L ３着

シルヴァーロック Silver Rock（07牝 ＊ロックオブジブラルタル）GB・USA２勝，
Candy Eclair S３着

４代母 タリブ Tarib（83 GB栗 Habitat）GB・GER・ITY６勝，ウンブリア賞‐G2，
オステルマンポカール‐G3，Scherping‐Rennen‐L，ゴルデネパイチェ
‐G3 ２着，Trafalgar House Sprint S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

341 シルヴァースプーン２０２１ �・鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラシルヴァースプーン
＊ Almutawakel

��
��
�シルヴァーカップ黒鹿 2008 Ribblesdale

9c
サンデーサイレンス S3×M3 Mrs. Penny S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スミヨシルビー（08栗 ナスダックパワー）�13 勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ドリカムルビー（17牝栗 ＊アポロキングダム）�１勝
プレストステラ（20牡栗 ＊アポロキングダム）�地方未出走

２代母 トキノサチヒメ（87鹿 ＊タツプオンウツド）１勝，３歳抽せん馬特別
ノリノシーザー（94牡 セントシーザー）�１勝�４勝
トキノナイスレディ（95牝 ＊ミュージックタイム）��６勝

トキノミスオース（04牝 ＊オース）入着６回，��２勝，ロジータ記念，東京シ
ンデレラマイル２着

スインセリティ（98牡 セキテイリュウオー）�１勝	入着２回
スターライトドル（01牡 ＊トーヨーレインボー）�７勝�
サミーサチヒメ（02牝 アイランドキング）�２勝
トキノシャンハイ（03牡 ＊シャンハイ）��２勝，東京ダービー２着，クラウンＣ２

着，羽田盃３着
ドリカムビューティ（04牝 チョウカイライジン）�３勝
ビクトリーフクサチ（06牝 ナリタアトラス）
１勝

３代母 ミナトガワ（79鹿 ＊ラム）１勝
シーズアウーマン（89牝 トウシヨウボーイ）４勝，瀬戸特別，藻岩山特別，仲冬Ｓ

２着，etc.
タガノレジェンダ（02牝 ＊ヘネシー）１勝
タガノレオーネ（10牝 ＊ストラヴィンスキー）１勝，刈谷特別２着

４代母 ミスチエスター（58鹿 ＊ハロウエー）３勝，障害４勝
［子］ カミノテシオ（70牡 ＊ムーテイエ）５勝，天皇賞（秋），京成杯，目黒記念

（秋）２着，etc.，種牡馬
［孫］ メグロモガミ（74牡 ＊セダン）３勝，菊花賞３着，目黒記念（春）３着，オ

ールカマー２着，etc.
アカネムラサキ（72牝 ＊ネプテユーヌス）４勝，姫路特別，保津峡特別
メグロガツサン（71牝 ＊ソヴリンロード）３勝，ＳＴＶ杯，うぐいす賞

［曾孫］ ボディーガード（91牡 トウシヨウボーイ）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，
阪急杯‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 佐藤 静子
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

342 スミヨシルビー２０２１ 牡・栗 ４／ ２
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

タヤスツヨシ

�
�
�
�
�

��
��

�ナスダックパワー リプルススミヨシルビー ＊タツプオンウツド

��
��
�トキノサチヒメ栗 2008 ミナトガワ

＊ソネラ 4r
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 シンメトリック（13鹿 アドマイヤムーン）�１勝�４勝
〔産駒馬名登録数：２〕
エイワキャントレー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���出走
シンアルマトゥラ（20牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�地方未出走

２代母 ＊ダイアゴネル（00 IRE 鹿 Darshaan）FR１勝
シアフォース（07牡 Motivator）１勝
クエルクス（08牝 フジキセキ）１勝

ローゼンクリーガー（16牝 ＊ノヴェリスト）２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，ダ
リア賞‐OP ２着，秋明菊賞，りんどう賞２着，祇園特別３着

スタリア（09牝 ＊アルカセット）１勝
エオリア（14牝 ＊ストリートセンス）４勝，浜名湖特別，堺Ｓ２着，立志Ｓ２着，

伊勢佐木特別２着，舞鶴Ｓ３着，etc.
ハートウォーミング（16牝 ハーツクライ）１勝，胎内川特別

３代母 ダンスオヴリーヴズDance of Leaves（87 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest（92 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・

USA４勝，英チャレンジＳ‐G2，クイーンアンＳ‐G2，セントジェイムズパレ
スＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

メダーリーMedaaly（94 牡 Highest Honor）GB・UAE３勝，レイシングポストト
ロフィ‐G1，種牡馬

デュバイフォールDubai Fall（99 牝 Mr. Prospector）USA・UAE１勝，Seren
a's Song S２着

ダンスデコールDanse d'Ecole（01 牝 Daylami）FR・GER・AUS３勝，Derby
de l'Ouest‐L ２着

ガルフブリーズGulf Breeze（05牝 Dubai Destination）不出走
フレネー Fresnaye（14牝 WesternWinter）SAF６勝，ヴィクトレスＳ‐G3，

Stormsvlei Mile‐L，Winter Oaks‐L，etc.

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

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

343 シンメトリック２０２１ 牡・鹿 ４／ ９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシンメトリック
＊ Darshaan

��
��
�ダイアゴネル鹿 2013 Dance of Leaves

4m
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

３代母 ＊サウスオードリー（96 USA青鹿 Gulch）FR・USA１勝

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

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

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

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

４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，etc.

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

344 サマーコード２０２１ �・鹿 ４／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズサマーコード Silver Deputy

��
��
�スーパーラヴァー鹿 2007 ＊サウスオードリー

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

価格： 購買者：



母 スピネッタ（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－３（14）〕
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）��入着３回�
アップモンスター（19牝栗 ＊バトルプラン）��２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）�７勝，グリーンチャンネルＣ‐L，根岸
Ｓ‐G3 ２着，オアシスＳ‐L ３着，etc.，
�入着２回��，かきつば
た記念‐Jpn3 ２着，黒船賞‐Jpn3 ２着

ラズライト（19牝 リオンディーズ）�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.
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）�３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 仁史
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

345 スピネッタ２０２１ 牡・鹿 ４／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ 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
Nureyev M4×S5 Blakeney S5×M5

価格： 購買者：



母 スウィートピカンテ（12黒鹿 ＊パイロ）���１勝・３勝
初仔

２代母 マイルドスマイル（99栗 バブルガムフェロー）出走
デュークラウド（04牝 ＊コマンダーインチーフ）�５勝�
ダンツゼネラル（07牡 ジャングルポケット）��７勝
リンガスクリフ（08牡 ジャングルポケット）１勝
ラフィットオフ（10牝 キングヘイロー）�３勝�１勝�１勝�５勝
ヤンゴンYangon（11	 ＊バゴ）SIN１勝
ヒマラヤキンラン（13牝 ＊ベーカバド）入着，�２勝��
スコアリングマシン（14牡 ローエングリン）�１勝��

３代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝
モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢ

Ｃ賞３着，かささぎ賞３着
ウォルフWolfe（15	 ＊ノヴェリスト）AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，A

TC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.
インコントラーレ（19牡 ＊マクフィ）
１勝，オキザリス賞２着

ピサノバーキン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫風Ｓ，

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

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

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

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

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

346 スウィートピカンテ２０２１ �・栗 ２／１７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionスウィートピカンテ バブルガムフェロー

��
��
�マイルドスマイル黒鹿 2012 ＊ビバムール

4d
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スカイトウショウ（02鹿 ＊ハウスバスター）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
オパールトウショウ（10牝鹿 ＊ブラックホーク）�１勝
トウショウチャート（12牡栗 タイムパラドックス）入着２回，�10 勝
アリュモモフェイス（16牝鹿 サダムパテック）�５勝��
プレストイーグル（19牡鹿 コパノリチャード）���未出走�入着２回�
ココナッツナッツ（20牝鹿 レーヴミストラル）��出走

２代母 ジェーントウショウ（96鹿 トウショウフリート）出走
シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，ＣＢＣ賞

‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，函館スプリントＳ‐Jpn3（２回），ＴＶ愛知ＯＰ‐L，etc.
トウショウピスト（12牡 ＊ヨハネスブルグ）６勝，オーロＣ‐L，函館２歳Ｓ‐G3

３着，オパールＳ‐L ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，etc.
ブレイブメジャー（16牡 ダイワメジャー）�３勝，三鷹特別，ＴＶユー福島賞

２着，春興Ｓ３着
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，ブラジルＣ‐L ３着，春光Ｓ，etc.，

�２勝�１勝��入着２回，名古屋ＧＰ‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1
３着，浦和記念‐Jpn2 ３着

トウショウクエスト（05牡 ＊コロナドズクエスト）４勝，陽春Ｓ２着，久留米特別２
着，渡月橋Ｓ３着，�１勝�１勝，白銀争覇

３代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
エナジートウショウ（87牝 トウシヨウボーイ）不出走

タニノシスター（93牝 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，etc.
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，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝
（2回）

シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，福島民報
杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 鳥谷 勝彦＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2306
生 産 牧 場： 鳥谷 勝彦
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

347 スカイトウショウ２０２１ 牡・鹿 ４／ ８
＊

＊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

＊ Mt. Livermore

�
�
�
�
�

��
��

�ハウスバスター Big Dreamsスカイトウショウ トウショウフリート

��
��
�ジェーントウショウ鹿 2002 コーニストウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
ダンデイルートM4×M5

価格： 購買者：



母 スカイノーヴァ（14黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ウエスタンフレチャ（19牝黒鹿 ＊バゴ）�出走
ハートヴオーシャン（20牝青鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 ＊スカイディーバ（06 USA栗 Sky Mesa）USA２勝，フリゼットＳ‐G1，ＢＣ
ジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，デムワゼルＳ‐G2 ３着
アルビオリクス（15牡 ディープインパクト）１勝

３代母 スイフトガール Swift Girl（97 USA栗 Unbridled）USA出走
＊クイックリトルミス（04牝 Freud）USA２勝，Moccasin S‐L，Barretts Debu

tante S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，etc.
クリッパー（15牝 ディープインパクト）２勝，デイジー賞，鎌ケ谷特別３着

ハーラトリーホリデーHarlotry Holiday（09牝 Harlan's Holiday）USA出走
シティディーヴァ City Diva（16牝 City Zip）USA２勝，Kentucky Downs

Juvenile Fillies S‐L ３着
リエントリーRe Entry（12 牝 Malibu Moon）不出走

ショットガンホティー Shotgun Hottie（19 牝 Gun Runner）�USA２勝，
Ruthless S，モンマスオークス‐G3 ２着，デラウェアオークス‐G3 ２
着，etc.

４代母 ギャザーザクランGather The Clan（85 IRE 栗 General Assembly）USA
７勝，ヴァイオレットＨ‐G3
［子］ ピュアークラン Pure Clan（05牝 Pure Prize）USA８勝，フラワーボー

ルＳ‐G1，アメリカンオークス‐G1，ゴールデンロッドＳ‐G2，etc.
グレイターグッドGreater Good（02� Intidab）USA６勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G2，レベルＳ‐G3，ケンタッキーＣジュヴェ
ナイルＳ‐G3，etc.

［孫］ プリンセサキャロライナ Princesa Carolina（16 牝 Tapit）USA３勝，
Dueling Grounds Oaks，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，
アパラチアンＳ‐G2 ３着，etc.

イエスシーズアレイディ Yes She's a Lady（06牝 Yes It's True）USA
３勝，Deceit S，Affectionately S３着

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087

348 スカイノーヴァ２０２１ 牡・栗 ５／ １

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスカイノーヴァ
＊ Sky Mesa

��
��
�スカイディーバ黒鹿 2014 Swift Girl

17b
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 セドゥラマジー（15栗 ダイワメジャー）入着
本馬の他に産駒あり

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

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

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

堀Ｓ，舞子特別，出石特別，新潟日報賞２着，etc.
スマートルシーダ（18牡 ディープインパクト）�２勝，２０２２ＷＡＳＪ第１戦２着，

ＳＴＶ杯３着
トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特

別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�
ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走

セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着
トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L

３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��６勝

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

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

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

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

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

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

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

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケセドゥラマジー ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ栗 2015 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハッピーサンディー（14栗 ＊カジノドライヴ）�17 勝
初仔

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

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

イノセントムーン（08牝 タニノギムレット）�１勝

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

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

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

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

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

４勝，Criterium Labronico‐L

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

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

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

350 ハッピーサンディー２０２１ 牡・黒鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ガンアンドローズ栗 2014 ＊ルフィーラ

21a
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×M4

価格： 購買者：



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

２代母 ソリッドプラチナム（03黒鹿 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
マーメイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオ
ンＳ２着，etc.
レジーナ（10牝 ジャングルポケット）１勝
ウスベニノキミ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，西海賞２着，日田特別２着，四

国新聞杯３着

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

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

ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，葉
山特別，カーネーションＣ，etc.

エクセレントミスズ（13牡 ナカヤマフェスタ）３勝，兵庫特別，積丹特別，メ
ルボルンＴ２着，etc.

ハーマジェスティ（05牝 ＊ラムタラ）３勝，蔵王特別，西部スポニチ賞３着，天竜川
特別３着，etc.
ボードウォーク（15牝 オルフェーヴル）３勝，津軽海峡特別，釜山Ｓ２着，夏

至Ｓ３着
スマートリバティー（08牡 ステイゴールド）４勝，小牧特別，積丹特別，ムーンラ

イトＨ２着，etc.，障害２勝
アロンザモナ（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ‐OP

４代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
［子］ ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，

アーリントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

351 スティルウォーター２０２１ 牡・黒鹿 ４／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススティルウォーター ステイゴールド

��
��
�ソリッドプラチナム黒鹿 2013 リザーブシート

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

価格： 購買者：



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

スズカテイオー（15牡鹿 ディープインパクト）１勝，西郷特別（芝 1800）２着
スカーフェイス（16牡鹿 ハーツクライ）�４勝，中山金杯‐G3 ２着，函館記念

‐G3 ３着，岸和田Ｓ（芝 2000），皆生特別（芝 1600），２０２０ＹＪＳＦＲ阪神１戦
（芝 1600），生田特別（芝 2400）２着

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

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

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

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

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

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

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

２勝，イヌワシ賞（２回）

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

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

352 スプリングサンダー２０２１ 牡・鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュースプリングサンダー
＊ Kingmambo

��
��
�スプリングマンボ鹿 2007 ＊キーフライヤー

7
Kingmambo S3×M3

価格： 購買者：



母 スイートハート（15青鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ダンツクリスタル（20牝青 エピファネイア）�出走

２代母 スプレッドウィング（01鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
メイショウナナボシ（07牝 サクラバクシンオー）２勝，鏑矢特別２着

メイショウソテツ（16牡 ＊アイルハヴアナザー）３勝，浦佐特別，もちの木賞３着
モンキーキック（14牡 ローエングリン）�１勝�６勝�４勝�２勝

３代母 マーチンミユキ（89鹿 マルゼンスキー）３勝，姫島特別２着
フレンドレイ（97牝 ＊デインヒル）出走

タガノデンジャラス（02牡 ＊エンドスウィープ）５勝，オーストラリアＴ‐L，若
葉Ｓ‐L ２着，中京２歳Ｓ‐OP ２着，etc.，障害１勝

ラッシュライフ（03牝 サクラバクシンオー）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，
函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，谷川岳Ｓ‐L ３着，etc.
アデイインザライフ（11牡 ディープインパクト）６勝，新潟記念‐G3，弥
生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ３着，etc.

ファストフォース（16牡 ロードカナロア）�３勝，ＣＢＣ賞‐G3，北九州
記念‐G3 ２着，京阪杯‐G3 ３着，etc.，�３勝

ラフアップ（04牝 ＊クロフネ）１勝
シングルアップ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，マーガレットＳ‐L ３
着，フェニックス賞‐OP，障害１勝

スターペスミツコ（02牝 ＊カーネギー）１勝，須賀川特別３着
メイショウナルト（08� ハーツクライ）６勝，七夕賞‐G3，小倉記念‐G3，オ

ールカマー‐G2 ２着，etc.，障害１勝
エピカリス（14牡 ゴールドアリュール）３勝，ヒヤシンスＳ‐L，etc.，�１勝�	

入着，北海道２歳優駿‐Jpn3，UAE入着，ＵＡＥダービー‐G2 ２着，種牡馬

４代母 ミユキカマダ（78黒鹿 ＊ダイアトム）３勝，バレンタイン特別，白梅賞
［子］ ルイジアナピット（85牝 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，サンスポ阪神牝馬特別

‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，etc.，優古牝
ダイカツリュウセイ（87牡 ＊プルラリズム）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，バ
イオレットＳ‐OP ２着，日高特別３着

販売申込者・所有者： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

353 スイートハート２０２１ �・鹿 ３／１１

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

�
�
�
�
�
�
�
�
� Accessoriesサンダースノー イースタンジョイ Dubai Destination

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonスイートハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�スプレッドウィング青鹿 2015 マーチンミユキ

＊コランデイア 9e
Kingmambo S4×M4 Alleged S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シルクドレス（14栗 ディープスカイ）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ミヤギザオウ（19牡黒鹿 ＊パイロ）���３勝，羽田盃（Ｄ1800）
ルーシースカイ（20牝鹿 ＊ダノンレジェンド）���入着

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

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
アンタークティカ（11牝 ＊コマンズ）入着，�２勝
ジンダバイン（12牝 ＊コマンズ）１勝，��１勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，三陸特別２着，阿賀

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

354 シルクドレス２０２１ �・鹿 ３／３０

＊

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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビシルクドレス
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク栗 2014 Cape Verdi

8f
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ニューステップ（09栗 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ツルガオウ（14牡栗 ＊パイロ）��５勝
アカサカココア（19牝鹿 ホッコータルマエ）��入着��１勝

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
シギル（10牝 アドマイヤムーン）出走

コスモミローディア（16牡 ダノンバラード）�１勝，臥牛山特別２着
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，�３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.

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

355 ニューステップ２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズニューステップ ＊オジジアン

��
��
�プラントオジジアン栗 2009 ＊キクカローバート

22b
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ハルノアシオト（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハジヲシレ（18牝黒鹿 リオンディーズ）�１勝�入着
ボルドサタン（19牡黒鹿 ゼンノロブロイ）���入着２回
ヒロピアーナ（20牡鹿 リアルインパクト）�出走

２代母 ハルワカ（03鹿 ワカオライデン）��２勝
ハルサンサン（08牝 ＊サウスヴィグラス）��５勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，東京シン

デレラマイル２着，ロジータ記念２着，戸塚記念３着
ロングジャーニー（18牝 モーリス）２勝，���出走

ハルノメザメ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝 ヴァーミリアン）�１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝 キズナ）���３勝�２勝

３代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
キリンジ（05牡 ワカオライデン）�３勝��１勝，九州ジュニアＣｈ３着

４代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
［子］ ベルランス（92牡 ＊ベルマン）	７勝，新潟ジュニアＣ３着

５代母 イチワカ（78栗 ＊コントライト）入着
［子］ キオイドリーム（86牝 ＊マグニテユード）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1

５着，キャピタルＳ‐OP，札幌日刊スポーツ杯‐OP，etc.
［孫］ ドリーミーオペラ（02牡 ＊オペラハウス）５勝，卯月Ｓ，松島特別，秋嶺

Ｓ３着
サンライズテースト（98
 ＊ノーザンテースト）６勝，なにわＳ，橿原Ｓ
２着，門松Ｓ２着，etc.

［曾孫］ ウィンガールハート（05牝 ニューイングランド）��１勝，ローレル賞３着
パワースラッガー（11牡 ウインラディウス）４勝，富里特別，古作特別，
黄梅賞，etc.

ヤマノレオ（10
 ＊グラスワンダー）４勝，芦屋川特別，芦屋川特別２着，
フィリピンＴ３着，�３勝

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

356 ハルノアシオト２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudハルノアシオト ワカオライデン

��
��
�ハルワカ黒鹿 2013 ホリワカ

＊星若 3
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 セシャト（13黒鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トラヴェラーズ（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�１勝

２代母 ＊アーキオロジー（02 USA鹿 Seeking the Gold）GB入着
アストロロジー（08牡 アグネスタキオン）２勝
アルキメデス（09牡 アドマイヤムーン）６勝，朝日ＣｈＣ‐G3，中山記念‐G2 ２着，

アーリントンＣ‐G3 ３着，プリンシパルＳ‐LR ３着，八坂Ｓ，etc.
ドラグーン（12� ＊パイロ）１勝，��１勝�３勝
プリヒストリー（15� ディープインパクト）１勝，�３勝��入着
クロニクル（19牡 ハーツクライ）�１勝

３代母 カレス Caress（91 USA黒鹿 Storm Cat）USA13 勝，アシーニアＨ‐G3，ボ
ーゲイＨ‐G3，ポーカーＳ‐G3，Just A Game H‐L，Just A Game S‐L，etc.
モンシルMonthir（99 牡 Gulch）USA１勝，ハッチソンＳ‐G2 ２着，ナシュアＳ

‐G3 ２着，ベイショアＳ‐G3 ３着，種牡馬
スカイメサ Sky Mesa（00牡 Pulpit）USA３勝，ホープフルＳ‐G1，ブリーダーズ

フュチュリティ‐G2，ハスケル招待Ｈ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ゴールデンヴェルヴェットGolden Velvet（03 牝 Seeking the Gold）FR・USA

・UAE４勝，セイビンＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，オグデンフィップ
スＨ‐G1 ２着，etc.
イノヴェイティヴアイディア Innovative Idea（12牝 Bernardini）USA６勝，

グルーピドールＳ‐G3，Iowa Distaff S‐L，ローカストグローヴＳ
‐G3 ３着，etc.
マタレヤMatareya（19牝 Pioneerof the Nile）�USA５勝，エイコーン
Ｓ‐G1，エイトベルズＳ‐G2，ボーモントＳ‐G3，etc.

ルカラン Lucullan（14牡 ＊ハードスパン）USA・CAN６勝，ニッカボッカー
Ｓ‐G2，Lure S‐LR，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

カレッシヴ Caressive（04 牝 A.P. Indy）USA１勝，ラカニャーダＳ‐G2 ３着
ヴェルヴェティVelvety（10 牝 Bernardini）GB１勝

マックスフィールドMaxfield（17 牡 ＊ストリートセンス）USA８勝，クラーク
Ｓ‐G1，ブリーダーズフュチュリティ‐G1，スティーヴンフォスターＳ
‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907

357 セシャト２０２１ 牡・黒鹿 ５／３１
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amerifloraスクリーンヒーロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズセシャト
＊ Seeking the Gold

��
��
�アーキオロジー黒鹿 2013 Caress

1s
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 タイヨウガデテキタ（05栗 ＊サウスヴィグラス）��７勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（８）〕
オランペンデク（11牡鹿 ＊ファスリエフ）�１勝��入着５回�
ショウケンヒッキー（14牝栗 カネヒキリ）�１勝�入着５回��
スキュータム（15牡鹿 トランセンド）１勝
アヴァンローブ（17牝栗 コパノリチャード）��２勝��４勝
ヒットガール（18牝栗 エスポワールシチー）１勝，���入着�
アカリラジアン（19牝栗 コパノリッキー）��入着２回��入着

２代母 コパノジャーノー（01鹿 ＊エリシオ）�入着７回
コパノサチオー（08牡 サクラプレジデント）	１勝
コパノハリスン（12牡 ＊サウスヴィグラス）１勝
オコルミラクル（13牡 ＊ファスリエフ）	１勝
�
スターインパルス（14牝 ＊サウスヴィグラス）��４勝	１勝
１勝�入着，桜花賞，

ローレル賞３着，秋桜賞，プリンセスＣ，読売レディス杯２着
ヴァンデッタ（18牡 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ラファルジュノー（20牝 ＊アジアエクスプレス）��１勝

３代母 ステファーナ（93栗 ＊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.

４代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ 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.
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，留守杯日高賞，南部駒賞，etc.

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

358 タイヨウガデテキタ２０２１ 牡・栗 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタータイヨウガデテキタ ＊エリシオ

��
��
�コパノジャーノー栗 2005 ステファーナ

＊ニアーリーズン 22b
リアルシヤダイM4×S5 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワフェズブルー（07鹿 ネオユニヴァース）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
ヨコスカダンディー（16牡栗 ジャングルポケット）�出走，障害入着２回
シオジレア（17牡鹿 ＊ベーカバド）��８勝
マロンブリンク（19牝栗 ストロングリターン）��入着２回

２代母 ノンストップレディ（90鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，木曽川特別２着，アカ
シヤＳ２着
ラブフォーエバー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，堀川特別，ゴールデンサドル

Ｔ２着，東山特別２着，あさがお賞２着，名鉄杯３着，etc.
ロールオブザダイス（05牡 ＊トワイニング）６勝，平安Ｓ‐G3，etc.，����

入着５回���，東京大賞典‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，
佐賀記念‐Jpn3 ２着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着，etc.

ノンストップラブ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，大森浜特別２着
ブレーヴドライバー（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，障害１勝
ノンスタンダード（00牡 ＊ラムタラ）３勝，生田特別２着
フレンチマリー（06牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝��３勝�入着，オパールＣ２着
マルカロゼッタ（11牡 ゴールドアリュール）１勝，�１勝���	

３代母 ＊マガロ（80 USA黒鹿 Caro）USA４勝
クーラウィン Coolawin（86牝 Nodouble）USA９勝，オーキッドＨ‐G2，Ｑエリ

ザベス二世チャレンジＣ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，etc.
シスタークリス Sister Chrys（87 牝 Fit to Fight）USA２勝

シルヴァーラプソディ Silver Rhapsody（95牝 Silver Hawk）GB・FR・GER
２勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，ヨークシャーオークス‐G1 ３着，英
ジョッキークラブＳ‐G2 ２着，etc.

タヤスツヨシ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，Ｒたんぱ杯
３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

マジカルサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走
キューバンサンデイ Cuban Sunday（07
 Benicio）AUS５勝，MRCHeat

herlie H‐L，MRCGalilee Series Final‐L ３着
タイチマスター Taichi Master（08
 Testa Rossa）SIN・MAL７勝，Mal

aysia Coronation Cup‐L，Supreme Challenge Trophy‐L

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282

359 ダイワフェズブルー２０２１ �・栗 ４／ ３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスダイワフェズブルー ＊ノーザンテースト

��
��
�ノンストップレディ鹿 2007 ＊マガロ

1r
Caro M4×S5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

名古屋杯，姫路ＣｈＣ３着
ゴールドキリー（08牝 ＊アルカセット）��５勝

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

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

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

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

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

デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲五丸農場＝新冠町大富 �0146-47-4376
生 産 牧 場： ㈲五丸農場
飼 養 者： ㈲五丸農場＝新冠町大富 �0146-47-4376

360 タケノミリオン２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスタケノミリオン
＊ Danzig

��
��
�グラマラス鹿 2011 Gorgeous

14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 トラストネモフィラ（09黒鹿 タニノギムレット）��５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ネモスフィレオ（18牡鹿 ＊バトルプラン）��１勝
ヴァラロス（19牡鹿 トゥザグローリー）���１勝

２代母 ビバムールフィユ（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
ハッピーメール（08牝 キングカメハメハ）出走

ラスベガスシチー（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，稲城特別３着
エッフェルスパーク（10牝 タニノギムレット）出走

ストロングキック（15牡 ストロングリターン）�２勝，北海優駿３着
ロンリーウーマン（13牝 メイショウサムソン）�１勝��入着２回��
サンノーマン（15牝 ＊キングズベスト）�１勝�

３代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
ピースオブワールド（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝
モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢ

Ｃ賞３着，かささぎ賞３着
ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，A

TC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.
インコントラーレ（19牡 ＊マクフィ）�１勝，オキザリス賞２着

ピサノバーキン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫風Ｓ，

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

４代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

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

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

販売申込者・所有者： ㈲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

361 トラストネモフィラ２０２１ �・栗 １／２５
＊ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルトラストネモフィラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビバムールフィユ黒鹿 2009 ＊ビバムール

4d
Roberto S4×M4 Nijinsky S4×M5 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 トレサンセール（14黒鹿 Rip VanWinkle）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
サザンナイツ（18�黒鹿 トーセンラー）�２勝，湯沢特別（芝 2000）３着
トレメルヴェーユ（19牝黒鹿 グランデッツァ）���入着２回
トレブランシュ（20牝鹿 オルフェーヴル）�未出走

２代母 ＊トレラピッド（05 IRE 鹿 Anabaa Blue）FR・GER２勝，バーディシェンウ
ンターネーメン大賞‐G2 ２着，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，ポモーヌ賞‐G2 ３
着，アレフランス賞‐G3 ２着，P. de Liancourt‐L ２着，etc.
ファストアンドプリティ Fast And Pretty（11 牝 Zamindar）FR１勝

プリティボーイ Pretty Boy（16� Siyouni）�FR・QAT２勝，トーマスブラ
イアン賞‐G3 ２着，P. Marchand d'Or‐L ３着

プリティタイガー Pretty Tiger（18 牡 Sea The Moon）�FR６勝，ウジェー
ヌアダム賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，G.P. de la Riviera Cote d'Azur
‐L，P. Francois Mathet‐L，ガネー賞‐G1 ２着，etc.

シーレーン（15牡 ハーツクライ）障害１勝，�１勝
ケヴィン（17� キズナ）２勝，若駒Ｓ‐L，福寿草特別３着
ハートオブアシティ（18牡 ハーツクライ）�２勝，尖閣湾特別，常滑特別２着

３代母 トレラヴィ Tres Ravi（97 GER黒鹿 Monsun）FR・GER１勝，ドイツヘロ
ルト賞‐G3 ２着，ノネット賞‐G3 ２着
トレロックダノン Tres Rock Danon（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）GB・FR・

GER・ITY９勝，オレアンダーレネン‐G3，ベティバークレイレネン‐G3，ラ
ンガーハンブルガー賞‐G3，etc.，種牡馬

トレブルー Tres Blue（10牡 Anabaa Blue）FR・GER・AUS４勝，ドーヴィル大
賞‐G2，リュー賞‐G3，Coupe des Trois Ans‐L，etc.

トレロックグローリー Tres Rock Glory（13 牝 Fastnet Rock）FR・GER２勝，
Coupe des Trois Ans‐L

ハミーム Hameem（15牝 Teofilo）GB４勝，River Eden Fillies' S‐L ２着，
Wild Flower S‐L ３着

トレヴァレンタイン Tres Valentine（17 牝 Fastnet Rock）�FR２勝，P. Luth Enc
hantee‐L ２着，P. Solitude‐L ２着，P. Urban Sea‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

362 トレサンセール２０２１ 牡・鹿 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

リップヴァンウィンクル Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�Rip VanWinkle Looking Backトレサンセール
＊ Anabaa Blue

��
��
�トレラピッド黒鹿 2014 Tres Ravi

12b
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5 Allegretta M5×M5

価格： 購買者：



母 トチノタイヨー（11黒鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝��４勝
初仔

２代母 フジヤマビジン（97栗 ＊サンデーサイレンス）出走
フジヤマロバリー（01牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，�７勝�７勝，九州記念３着，

九州王冠３着，大阿蘇大賞典３着
フジヤマヘイザン（02牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
ノワドココ（07牝 キングヘイロー）��１勝�入着２回
ワタリハヤクモ（08牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��１勝
ホッコーフジヤマ（10牡 ＊グラスワンダー）��９勝
ナチュラルビート（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝

３代母 アメリカンメモリー（87鹿 ＊ノーザンテースト）入着４回，日田特別３着，由
布院特別３着
ゴールデンタイムズ（94牝 ＊ゴールデンフェザント）入着

グラールテンショウ（99牡 メジロマックイーン）入着２回，�４勝�
ココネオグランビア（03牡 ＊ヴィクトリースピーチ）�10 勝

メモリアルサンデー（96� ＊サンデーサイレンス）�12 勝
キヨノブルボン（98牡 ミホノブルボン）�１勝	入着７回
ビクトリアメモリー（02牝 ジェニュイン）��１勝
エフテーアメリカン（05牡 ＊オース）�１勝
１勝

４代母 ＊ザツツマイパル（79 USA鹿 Key to the Mint）USA１勝
［子］ ロイスアンドロイス（90牡 ＊トニービン）３勝，ジャパンＣ‐G1 ３着，天

皇賞（秋）‐Jpn1 ３着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
ザッツマイドリーム（86牡 ＊ノーザンテースト）５勝，オールカマー
‐Jpn3 ３着，福島民報杯‐OP，朱鷺Ｓ‐OP ２着，etc.

ザッツマイウェイ（85牡 ＊ノーザンテースト）３勝，利尻特別２着，袖ケ
浦特別３着

アピ－リングドンAppealing Don（83牡 Valid Appeal）USA６勝

５代母 ビューティフルメモリーBeautiful Memory（73 USA鹿 Boldnesian）USA１勝
［子］ サンクロワフォールズ St. Croix Falls（83 牡 Sassafras）USA12 勝

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
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

363 トチノタイヨー２０２１ 牡・黒鹿 ４／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyトチノタイヨー ＊サンデーサイレンス

��
��
�フジヤマビジン黒鹿 2011 アメリカンメモリー

＊ザツツマイパル 21a
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ディープスノー（08鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴォロンティエ（17牝鹿 ＊パイロ）��１勝
フレンドリーエース（18牝鹿 ルーラーシップ）��出走�出走
オーシンアズキ（19牡芦 ＊ザファクター）�出走，�入着
オウユーナッシング（20牝鹿 ビッグアーサー）�出走

２代母 ＊カフェオペラ（97 USA黒鹿 Sadler's Wells）GB・GER１勝
テイエムチーター（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，梅花賞２着，英彦山特別３着
アウトグロー（07牝 ゼンノロブロイ）�１勝�４勝
レッドアラビアータ（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 ＊タクリーム（91 USA鹿 Mr. Prospector）GB入着

４代母 サイーダ Thaidah（85 CAN鹿 Vice Regent）GB・IRE３勝，City of York
S‐L，モイグレアスタッドＳ‐G1 ４着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，O
ak Tree S‐L ２着
［子］ アンドレアドーラ Andrea Dora（98牝 Lion Cavern）SAF７勝，St. A

ndrews Paddock S‐L ３着
［孫］ シャキス Shakis（00 牡 Machiavellian）FR・USA・UAE７勝，バーナー

ドバルークＨ‐G2（２回），シャドウェルターフマイルＳ‐G1 ２着，
マンハッタンＨ‐G1 ３着，etc.

タヒーラ Tahirah（00牝 Green Desert）GB・FR３勝，Fleur de Lys S
‐L ２着，October S‐L ３着

［曾孫］ ウィンフロムウィジンWinfromwithin（18 牡 Into Mischief）�USA４
勝，Columbia S‐L，アメリカンターフＳ‐G2 ３着，Cliff Han
ger S‐L ２着

パシフィックブリーズ Pacific Breeze（08牝 Lithuanian）SAF４勝，
Milkwood S‐L

オーシャンアンドビヨンドOcean and Beyond（07� Kingsalsa）IND
12勝，Indian Champion Cup‐LR，Governor's Cup‐L，M
aharaja's Cup‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

364 ディープスノー２０２１ 牡・鹿 ４／２７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアディープスノー
＊ Sadler's Wells

��
��
�カフェオペラ鹿 2008 ＊タクリーム

12c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 チャードリー（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
ヒュードロラッシュ（17牝黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）���入着
レッツプロミス（20牝青鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 シャルムーズ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
シャルニエール（08牝 タイムパラドックス）�２勝�８勝�
メイショウラガール（12牝 キングカメハメハ）�２勝�	入着２回

３代母 ＊シャルウォーカミーズ（95 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
サルール（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着

キーパップ（09牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，ツインターボＣ３着
キャンティユッキ（11牝 マヤノトップガン）出走
メイクアンシー（16牡 ＊ロードアルティマ）１勝，八丈島特別３着

４代母 シークエル Sequel（89 IRE 鹿 Law Society）IRE 入着
［子］ ファミリートラディション Family Tradition（94牝 Sadler's Wells）FR

・IRE・ITY３勝，Challenge S‐L，Debutante S‐L，マルセ
ルブサック賞‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ ジェディナク Jedinak（18牡 Poker Face）�BRZ２勝，ジョッキークラ
ブ会長大賞‐G2 ３着，G.P. Candido Egydio de Souza Aranha‐L
２着，エニウブッフォル博士大賞‐G3 ３着

ハミトベイ Hamitbey（16牝 Poker Face）�BRZ３勝，P. Thomaz Te
ixeira de Assumpcao Netto‐L ３着

５代母 ホエアユーリードWhere You Lead（70 USA栗 Raise a Native）GB・IR
E２勝，ミュージドラＳ‐G3，英オークス‐G1 ２着，アサシＳ‐G3 ３着
［孫］ ＊ウォーニング（85牡 Known Fact）GB・FR・USA８勝，クイーンエリザベ

ス二世Ｓ‐G1，サセックスＳ‐G1，クイーンアンＳ‐G2，etc.，種牡馬
レインボークエスト RainbowQuest（81 牡 Blushing Groom）GB・FR
・IRE６勝，凱旋門賞‐G1，コロネイションＣ‐G1，グレイトヴォル
ティジュールＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

365 チャードリー２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyチャードリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャルムーズ青鹿 2009 ＊シャルウォーカミーズ

14f
Sadler's Wells S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊チューリップスガロア（13 USA栗 Giant's Causeway）USA出走
〔産駒馬名登録数：１〕
パジェットPagett（20 USA牡栗 Dialed In）�USA出走

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

３着

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

366 チューリップスガロア２０２１ 牡・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスヨシダ

Yoshida
＊ Canadian Frontier

��
��
�ヒルダズパッション鹿 2014 Executricker

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�Tulipmania栗USA 2013 ＊エヴァンタイユ

22c
Roberto M5×M5

価格： 購買者：



母 パッションレッド（04栗 アグネスタキオン）３勝，アネモネＳ‐L（芝 1600）３着，
木津川特別（芝 1600），玄海特別（芝 2000）２着，高千穂特別（芝 2000）２着，ＨＢ
Ｃ賞（芝 1800）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
セカンドネイチャー（14牝栗 ＊クロフネ）�４勝�
バイラビエン（16牝黒鹿 ロードカナロア）��１勝�１勝
エスパー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）���１勝
オーケーパッション（18牝鹿 ルーラーシップ）入着，���入着３回
サンカハラ（19牝鹿 トーセンジョーダン）��２勝，カペラ賞（Ｄ1800）２着

２代母 ＊レッドチリペッパー（96 USA芦 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士
Ｓ‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ホワイトペッパー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山科特別３着，夙川特別３着，

香春岳特別３着
バーニングレッド（03牝 アグネスタキオン）１勝

カラクレナイ（14牝 ローエングリン）４勝，フィリーズレビュー‐G2，京阪杯‐G3
３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，オパールＳ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着，etc.

ペパーミントラヴ（06牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，粟島特別３着
ホットチリペッパー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，紫川特別，沖の島特別，��

１勝	３勝�
ジェイド（09牡 ハーツクライ）１勝
ハラペーニョペパー（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別，播磨Ｓ２着，リボ

ン賞２着
カルネアサーダ（19牝 ＊ドレフォン）�３勝，知床特別

３代母 レイズアカーターRaise a Carter（90 USA芦 Dr. Carter）USA２勝
プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５勝，ホイム

ジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ‐G3 ２着，etc.
スライストブレッド Sliced Bread（11牝 Noonmark）不出走

カンタカ Kanthaka（15
 Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィセン
テＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 山口 忠彦＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3501
生 産 牧 場： 山口 忠彦
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

367 パッションレッド２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ９
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラパッションレッド
＊ Unbridled

��
��
�レッドチリペッパー栗 2004 Raise a Carter

10a
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハナウマ（17黒鹿 ヴィクトワールピサ）不出走
初仔

２代母 ＊サマナケイ（09 USA青鹿 Authorized）FR２勝，G.P. du Nord‐L ２着，
P. Petite Etoile‐L ２着，P. Tantieme‐L ３着
サドキンザン（16牝 オルフェーヴル）１勝

３代母 テッサリーフ Tessa Reef（00 IRE 黒鹿 Mark of Esteem）FR・ITY３勝，
P. La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L
セカンドウェイヴ SecondWave（12� New Approach）GB・AUS５勝，Wo

lferton H‐L ２着
パーミアン Permian（14牡 Teofilo）GB・FR・USA６勝，ダンテＳ‐G2，キング

エドワード七世Ｓ‐G2，Newmarket S‐L，etc.
フレンチリーフ French Reef（16� New Approach）�USA５勝，Get Serious S

４代母 マサラートMassaraat（88 USA鹿 Nureyev）FR２勝，P. Amandine‐L，
P. d'Angerville‐L ３着，P. de Liancourt‐L ３着
［子］ ミアンダーMaeander（97牝 Nashwan）FR１勝，ロワイヨモン賞‐G3 ３着

マシヨンMassillon（94牡 Mr. Prospector）FR・USA入着３回，P. Ya
cowlef‐L ３着

［孫］ サイレントオナー Silent Honor（99 牝 ＊サンデーサイレンス）GB２勝，
チェリーヒントンＳ‐G2，ローザーＳ‐G2 ３着

シルクウッド Silkwood（04牝 Singspiel）GB３勝，リブルズデイルＳ‐G2
ニダベイユNid d'Abeilles（02� Green Desert）FR６勝，P. de Pont
arme‐L，パレロワイヤル賞‐G3 ３着

マバラネMabalane（00牝 ＊デインヒル）FR１勝，P. de la Calonne
‐L ２着

［曾孫］ オールドパーシャンOld Persian（15牡 Dubawi）GB・FR・IRE・GER・
USA・CAN・UAE９勝，ノーザンダンサーターフＳ‐G1，ドバイシー
マクラシック‐G1，ドバイシティオヴゴールド‐G2，etc.，種牡馬

レシュラー Leshlaa（14牡 Street Cry）GB・UAE・TUR４勝，Anat
olia Trophy‐L，アルラシディヤ‐G2 ２着，ドバイミレニアムＳ
‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

368 ハナウマ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２５

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアハナウマ
＊ Authorized

��
��
�サマナケイ黒鹿 2017 Tessa Reef

20
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ツカサリボン（08栗 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ヒーローニシキ（17牡栗 スクリーンヒーロー）��１勝
ブライトデジール（19牡栗 ゼンノロブロイ）��２勝
ヤマショウパール（20牝黒鹿 ウインバリアシオン）��入着

２代母 エターナルシャイン（99栗 ＊ノーザンテースト）出走
ダノンエターナル（04牡 ダンスインザダーク）入着，�２勝��
シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別
ワイキキブリーズ（07牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

ニシノレバンテ（19牡 イスラボニータ）�２勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，黒松賞
レーザービーム（10牡 ジャングルポケット）�12 勝
スピリチュアル（13牝 キャプテントゥーレ）�１勝�入着�
エターナルフレイム（14	 ＊フレンチデピュティ）４勝，���１勝
プリンセスブーケ（15牝 フリオーソ）入着２回，�１勝�

３代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，


�１勝
プロミストーク（98牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，etc.

デンコウブルー（06牝 キングカメハメハ）出走
ウインヴォルケーノ（13牡 ＊ロージズインメイ）��17 勝，仙酔峡賞２着，
錦江湾賞２着，すみれ賞３着

エリーバラード（16牝 ＊アルデバランⅡ）�２勝��，たんぽぽ賞，霧島賞３着
リヴァプール（02牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グリ

ーンＳ，金峰山特別，etc.
アースザスリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別，秩父特別３着，

野島崎特別３着，etc.
リュウグウヒメ（16牝 ルーラーシップ）１勝，織姫賞３着，��出走

ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上
川大賞典２着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263

369 ツカサリボン２０２１ 牡・栃栗 ５／１２

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスツカサリボン ＊ノーザンテースト

��
��
�エターナルシャイン栗 2008 マークプロミス

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：

　メイタイファーム



母 セレナータ（14栗 ＊ストーミングホーム）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アドニータ（04 GB青 Singspiel）GB・FR２勝
ティップトップ（11牝 Dubawi）３勝

インテンスフレイム（18牡 ＊パイロ）�１勝，角島特別２着
ラッシュアワー（13牡 ＊ストーミングホーム）１勝，荒川峡特別２着
モンテグロッソ（15牡 ＊モンテロッソ）３勝，江の島Ｓ３着，むらさき賞３着，��１勝
モダスオペランディ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，弥富特別，茨木Ｓ２着，灘Ｓ

３着，��１勝

３代母 ＊アンナパラリーヴァ（95 IRE 栗 Caerleon）FR２勝，オマール賞‐G3
アドヴァイス Advice（01� Seeking the Gold）FR・UAE５勝，G.P. de Compiegn

e‐L，G.P. Anjou Bretagne‐L，G.P. de Bordeaux‐L，etc.
アネモメーターAnemometer（03 牝 ＊サンデーサイレンス）GB入着

デュバイジーナDubai Gina（08牝 Dubai Destination）SAF４勝，Sun Cl
assique H‐L，ウーラヴィントン２０００‐G1 ３着，Ｊ＆ＢステイヤーズＨ
‐G2 ２着，etc.

イグアスフォールズ Iguazu Falls（05� Pivotal）GB・GER・USA・UAE７勝，
Surrey S‐L，アルファヒディフォート‐G2 ３着，サマーヴィルタタソール
Ｓ‐G3 ２着，etc.

エインジェルフォールズAngel Falls（06 牝 Kingmambo）不出走
ナシヨナルデファンスNational Defense（14 牡 Invincible Spirit）FR２勝，

ジャンリュクラガルデール賞‐G1，ジェベル賞‐G3 ２着，シェーヌ賞
‐G3 ３着，種牡馬

アナサライ Anna Salai（07 牝 Dubawi）GB・FR・IRE１勝，グロット賞‐G3，愛
１０００ギニー‐G1 ２着，Conqueror S‐L ２着
アダヤール Adayar（18 牡 Frankel）�GB・FR３勝，英ダービー‐G1，Ｋジョ

ージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3
２着，etc.

シーニオリティ Seniority（14� Dubawi）�GB・UAE５勝，アブダビチャンピオ
ンシップ‐G3 ２着，National Day Cup‐L ３着

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

370 セレナータ２０２１ �・栗 ３／１７
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meセレナータ
＊ Singspiel

��
��
�アドニータ栗 2014 ＊アンナパラリーヴァ

7f
Mr. Prospector M4×S5×M5 Halo S5×M5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ナトリフレンド（06鹿 ＊オペラハウス）��出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－４（18）〕
イグレシアス（11牝鹿 タイムパラドックス）�４勝����，金沢ヤングＣｈ
（Ｄ1700），百万石ジュニアＣ（Ｄ1500）

エムザックボルト（14牡栗 スパイキュール）�２勝
レゲーラ（15�黒鹿 アッミラーレ）�１勝��２勝�１勝
ラブアンバジョ（18牡黒鹿 アッミラーレ）	
８勝
ロードジャック（19牡鹿 アッミラーレ）	�出走��入着６回

２代母 シャルムマイヤー（90鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
ラストアウィン（96牝 ＊ラストタイクーン）出走

ダブルヒーロー（04牡 キングヘイロー）４勝，八ヶ岳特別，利尻特別，阿武隈
Ｓ２着，立春賞２着，道新スポーツ賞２着，etc.

テイケイメルベイユ（06牡 ゴールドアリュール）入着３回，�９勝，園田ＦＣ
スプリント２着

アジェンダ（07牝 マンハッタンカフェ）１勝
トモジャボーン（13牡 ＊スタチューオブリバティ）１勝

ムサシキングオー（09牡 キングヘイロー）��14 勝，勝島王冠，京成盃グラン
ドマイラーズ２着，報知ＧＰＣ２着（２回），マイルＧＰ２着，川崎マイラ
ーズ３着，etc.

セッタレダスト（19牡 トゥザグローリー）	２勝
チェリーブローズン（98牝 ＊シアトルダンサーⅡ）�２勝
オペラシチー（01牡 ＊オペラハウス）５勝，目黒記念‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，

日経賞‐Jpn2 ３着，メトロポリタンＳ‐L ３着，御堂筋Ｓ，etc.

３代母 キヨウエイシエアー（78芦 ＊フオルテイノ）出走
インターオオゾラ（84牡 ＊ルボデユール）１勝
オースミレパード（91牡 アンバーシヤダイ）６勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，オパールＳ

‐OP，アンドロメダＳ‐OP，etc.，�27 勝

ワルツ（94牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

４代母 ＊グリーンパスチヤーズ（69 IRE 芦 Palestine）不出走
［子］ シバセン（85牝 リードワンダー）
７勝，東海ダービー３着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 田中 啓雅
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

371 ナトリフレンド２０２１ �・鹿 ３／２３
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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinナトリフレンド ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�シャルムマイヤー鹿 2006 キヨウエイシエアー

＊グリーンパスチヤーズ 10b
Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

‐G2 ２着

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

ア賞２着，etc.，障害１勝

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

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

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

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

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

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

372 シレーナ２０２１ 牡・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシレーナ スペシャルウィーク

��
��
�ユキノマーメイド黒鹿 2011 ＊サスペンスクイーン

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

価格： 購買者：



母 ジョア（14鹿 ＊カジノドライヴ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シュニッツラー（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）���１勝
アンニンドウフ（20牡芦 ＊ラニ）��入着２回

２代母 ＊ギブス（97 USA鹿 Boundary）USA２勝
イシヤクカイザー（01牡 Devil's Bag）入着，�20 勝�入着
クルミ（02牝 アドマイヤベガ）不出走

プレミアムストーン（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着
ジルヴァンクール（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）��９勝
ゴールデンリング（05牡 ＊トワイニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ２着，飛翔

特別，飛翔特別２着，飛竜特別３着
オースミトラスト（06牡 ＊グラスワンダー）�３勝
ハクサンアース（09牡 ＊バゴ）１勝，��１勝�入着２回
ファンブレイク（12牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�１勝
ローカルロマン（13牝 スペシャルウィーク）�３勝	��
リグーリア（15牝 ＊モンテロッソ）
２勝�３勝

３代母 ケリー Kelly（86 USA鹿 Secretariat）USA３勝，ハリウッドオークス‐G1
２着，ヴァニティＨ‐G1 ３着，ミレイディＨ‐G1 ３着，プリンセスＳ‐G2 ２着，
エルエンシノＳ‐G2 ３着，etc.
インターヴァル Interval（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA１勝

クリスザコーチChris the Coach（03牝 Boundary）USA３勝
アランサ Alanza（10牝 Privately Held）PER８勝，パンプローナ賞‐G1，
アウグストＭバレラ賞‐G3，P. Frau Astrid‐L，etc.

スーエレン Sue Ellen（12牝 Minister's Joy）PER２勝，ミゲルＦマゴト賞
‐G3，オスカルＢパソス賞‐G3

サマーズピース Summers Peace（06牝 Orientate）USA６勝，Washingto
n State Legislators H，Golden Poppy S‐L ２着，Sweepida S３着

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

373 ジョア２０２１ �・栗 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourジョア
＊ Boundary

��
��
�ギブス鹿 2014 Kelly

1j
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5
Blushing Groom S5×M5 Damascus M5×M5
価格： 購買者：



母 トーコージュエリー（13芦 ジャングルポケット）入着，�２勝
初仔

２代母 プラチナベール（05芦 アグネスタキオン）出走
スカイノフーサン（11牡 ＊シンボリクリスエス）�６勝�
マイネルグルマン（12牡 ＊スニッツェル）１勝，��３勝
ウェディングベール（15牝 ＊タートルボウル）２勝，栗子特別２着
メリス（18牝 ＊ロージズインメイ）��２勝
ペルグランデ（19牝 ラブリーデイ）��１勝

３代母 ＊オーベルゲイド（96 FR芦 Kaldoun）FR２勝，P. Rose deMai‐L，ポモー
ヌ賞‐G2 ３着，ペネロープ賞‐G3 ２着，P. Joubert‐L ３着
グッドネイバー（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP

２着，赤倉特別３着，etc.
カルカソンヌ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，夏木立賞，フリージア賞２着
ラレッサングル（13牝 キングカメハメハ）入着 12回，汐留特別２着，�３勝�

４代母 アンナエドAnna Edes（85 FR鹿 Fabulous Dancer）FR入着
［子］ アバティアール Abbatiale（95 牝 Kaldoun）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，

P. Rose deMai‐L，仏オークス‐G1 ２着
［孫］ ボリショイバレエ Bolshoi Ballet（18 牡 Galileo）�GB・FR・IRE・US

A・HKG４勝，ベルモントダービー‐G1，愛ダービートライアルＳ
‐G3，バリーサックスＳ‐G3

サザンフランス Southern France（15� Galileo）�GB・IRE・AUS４
勝，ＭＲＣサンダウンクラシック‐G2，バリーカレンＳ‐G3，Yeat
s S‐L，etc.

ビウィッチト Bewitched（07牝 Dansili）GB・FR・IRE・CAN８勝，バリ
ーコーラスＳ‐G3，ルネサンスＳ‐G3（２回），ベンゴーフＳ‐G3，etc.

［曾孫］ パブロエスコバル Pablo Escobarr（16� Galileo）�GB・UAE３勝，
グッドウッドグローリアスＳ‐G3，Wild Flower S‐L，Dubai R
acing Club Classic‐L ２着，etc.

アヴィアチュール Aviateur（15 牡 Intense Focus）�FR・GER・ITY５
勝，ヴィルトシャフト大賞‐G3，バーデナーマイレ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： 千島 勇一＝小清水町北斗 �0152-67-2325
生 産 牧 場： 千島 勇一
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

374 トーコージュエリー２０２１ 牡・芦 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマートーコージュエリー アグネスタキオン

��
��
�プラチナベール芦 2013 ＊オーベルゲイド

8f
サンデーサイレンス S3×M4 トニービンM3×S4

価格： 購買者：



母 トーセンスタッフ（08黒鹿 ＊アフリート）２勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
トーセンシーバス（17牡黒鹿 トーセンモナーク）��出走�２勝
トーセンカクジツ（18牝栗 トーセンファントム）�２勝
ムーンティアラ（19牝黒鹿 アドマイヤムーン）��入着
ラウラ（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 フラワータテヤマ（94鹿 ＊ブライアンズタイム）６勝，栗東Ｓ‐OP，大和特別，
上賀茂Ｓ２着，萌黄賞２着，etc.，��入着�，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
ヴァンクルタテヤマ（02牡 ＊フォーティナイナー）６勝，プロキオンＳ‐G3，栗東Ｓ

‐L ２着，etc.，�２勝�１勝��入着２回��，サマーＣｈ‐Jpn3（２回），北
海道スプリントＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着（２回）

シャトルタテヤマ（04牝 ＊タイキシャトル）３勝，まりも特別，知多特別２着，つわ
ぶき賞２着，みちのく特別３着

ウィークタテヤマ（05牡 スペシャルウィーク）�８勝
タテヤマキセキ（06牡 フジキセキ）入着２回，��７勝�
エスティタテヤマ（09牡 ＊マイネルラヴ）��２勝
シーヴァージア（11牝 ＊クロフネ）出走

リリーミニスター（17	 ＊シニスターミニスター）�３勝，喜多方特別，赤穂特
別２着，出石特別２着，吹田特別３着，弥富特別３着

３代母 ワンボールドビツド（85鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
クイーンギャロップ（99牝 ＊アルカング）
５勝，ひまわり賞３着
モエレギャロップ（01牡 ＊マジックマイルズ）�２勝，サラブレッドフレッシュＣ３着

４代母 アスコツトラツプ（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［子］ ギヤロツプダイナ（80牡 ＊ノーザンテースト）10勝，安田記念‐Jpn1，天

皇賞（秋）‐Jpn1，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
［孫］ アグネスカミカゼ（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，目黒記念‐Jpn2，

メイＳ，ＴＶ埼玉杯，etc.，種牡馬
［曾孫］ アーネストリー（05牡 ＊グラスワンダー）10勝，宝塚記念‐G1，オールカ

マー‐G2，札幌記念‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 陵＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2056
生 産 牧 場： 高橋 陵
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

375 トーセンスタッフ２０２１ �・栗 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyトーセンスタッフ ＊ブライアンズタイム

��
��
�フラワータテヤマ黒鹿 2008 ワンボールドビツド

＊デイープデイーン 3n
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ナリタアマリリス（14黒鹿 ハーツクライ）�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
カットビホッキマン（20牡黒鹿 ホッコータルマエ）���入着

２代母 ゴールドグレース（02鹿 ＊エリシオ）��５勝���入着３回，北関東弥生賞３着
ヒルノマドリード（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，摩耶Ｓ，駒場特別，木古内特

別，障害２勝，�２勝
トシファイブスター（10牡 フジキセキ）１勝，�４勝
ハイノリッジ（11牝 マンハッタンカフェ）��２勝

タイガーアチーヴ（16牡 ＊クロフネ）１勝，��11 勝	１勝，名港盃２着，東海
菊花賞３着

ペイシャノリッジ（17牝 ＊クロフネ）３勝，駒場特別，白馬岳特別３着，平尾台
特別３着

セイウンハーデス（19牡 シルバーステート）�２勝，プリンシパルＳ‐L，こぶ
し賞２着

ナリタムソウ（16牡 ルーラーシップ）入着，�３勝	
セイウンゴールド（18牡 エピファネイア）�１勝，奥尻特別２着
セイウンプラチナ（19牡 ミッキーアイル）�２勝，あやめ賞

３代母 グレースウーマン（85鹿 マルゼンスキー）入着３回
ノーザンキャップ（92牡 オグリキャップ）３勝，利尻特別２着，アジアＪＳ（１）２

着，種牡馬
ホッコーソレイユ（94牝 バンブーアトラス）出走

ホッコータキオン（06牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，野路菊Ｓ‐OP，etc.

ファイナルフォース（96牡 ＊ダミスター）１勝，知床特別３着
テイエムファンキー（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）６勝，ながつきＳ，大津特別２着

４代母 ランズプロント（74鹿 ＊プロント）出走
［孫］ オースミハルカ（00牝 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，ク

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

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �090-1524-5641
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

376 ナリタアマリリス２０２１ �・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスナリタアマリリス ＊エリシオ

��
��
�ゴールドグレース黒鹿 2014 グレースウーマン

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 トニービン S4×M4 Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ニュープロローグ（11鹿 キングカメハメハ）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（14）〕
オルオル（16牝栗 バーディバーディ）���２勝�11 勝�
ディープシーテッド（18牝栗 フリオーソ）入着，��１勝
アピーリングライフ（19牝黒鹿 フリオーソ）��入着２回�入着
セカンドチャプター（20牝鹿 ＊ゴドリー）�未出走

２代母 イストワール（01鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
ホエイソースWhey Sauce（08牝 ＊クロフネ）GB・USA・CAN１勝，ミュージド

ラＳ‐G3 ３着
プライオリタイズ Prioritize（15� Tizway）�USA４勝，ウッドワードＨ‐G1

３着，ヒルプリンスＳ‐G2 ３着，Better Talk Now S‐R ３着
ナラトゥリス（15牝 ルーラーシップ）１勝，赤松賞３着
ビスタストリカ（16牝 ルーラーシップ）１勝，���出走�出走
ウェイヴァリー（17牡 ＊ノヴェリスト）１勝，�１勝
ビオグラフィア（18牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊アピーリングストーリー（88 USA栗 Valid Appeal）不出走
＊ディアブロズストーリー（94牝 ＊ディアブロ）USA３勝，Natalma S‐L，Maz

arine S‐L ２着，Whas‐11 S‐L ２着，etc.
オープンストーリーOpen Story（99 牝 Open Forum）USA１勝，Three C

himneys Juvenile S‐L
スイーピングストーリー Sweeping Story（96 牝 ＊エンドスウィープ）USA５勝，Elli

s Park H‐L，Bourbonette S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
ベイストーリー Bay Story（02� Kris S.）GB・AUS２勝，ＷＡＴＣパースＣ

‐G2 ２着
イクサイティングストーリー Exciting Story（97 牡 ＊ディアブロ）USA７勝，メト

ロポリタンＨ‐G1，ヴィジャルＨ‐G3，スインフォードＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイヴォリーカラー（04牝 ＊クロフネ）２勝，呉竹賞

カラフルデイズ（08牝 フジキセキ）３勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

377 ニュープロローグ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２１
＊ Summer Squall

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� カリズマティック

�
�
�
�
�
�
�
�
� Bali Babeワンダーアキュート

＊ Pleasant Tap

��
��
�ワンダーヘリテージ鹿 2006 Casa Petrone

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスニュープロローグ ＊サンデーサイレンス

��
��
�イストワール鹿 2011 ＊アピーリングストーリー

9f
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ノヴェンバースカイ（11鹿 ディープスカイ）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ウィシュアポナスタ（19牝鹿 ＊ラニ）���２勝
ミユキアグレッシブ（20牝黒鹿 レッドファルクス）��出走

２代母 ＊ノベンバースルー（97 USA黒鹿 Seattle Slew）USA３勝，ソレントＳ‐G2 ２着
イーグルアイランドEagle Island（04牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝

エズモッシュ Ezmosh（15� Tizway）�USA５勝，アーリントンクラシック‐G3
カワチノオジサン（05� Fusaichi Pegasus）１勝，�２勝�入着��
ヒラボクワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）７勝，ポラリスＳ‐L，ギャラクシーＳ

‐LR，薫風Ｓ，福島放送賞，中京サンクスプレミアム，etc.
タイセイワイルド（07牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，ひかり賞

３着，桃山Ｓ３着，檜山特別３着，江戸川特別３着
ヒラボクテイオー（12牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝，愛宕特別３着，�１勝
ココナッツスルー（15牝 ハーツクライ）１勝，猪苗代特別３着，	２勝

３代母 ノヴェンバースノーNovember Snow（89 USA鹿 Storm Cat）USA８勝，
アラバマＳ‐G1，テストＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，Boca Raton S‐L，
MyDear S‐L，etc.
インディアンスノー Indian Snow（99牝 A.P. Indy）不出走

モーニングラインMorning Line（07牡 Tiznow）USA５勝，カーターＨ‐G1，
マーヴィンリロイＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，etc.，種牡馬

アークティクドリフトArctic Drift（00 牝 GoneWest）USA・UAE１勝
ビリーヴェンサクシード Believe'N'succeed（05牝 Exceed And Excel）AUS

２勝，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3，VRCMoomba P
late‐L ３着，MRCBlue Diamond Preview F‐L ３着
アントニーファンダイク Anthony Van Dyck（16牡 Galileo）GB・FR・
IRE・USA・AUS・HKG６勝，英ダービー‐G1，フォワ賞‐G2，愛フ
ュチュリティＳ‐G2，etc.

アイムアフレイク I'm a Flake（08牝 Mineshaft）USA出走
イクスプレストレイン Express Train（17 牡 Union Rags）�USA７勝，サンタ

アニタＨ‐G1，サンパスカルＳ‐G2（２回），サンアントニオＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885

378 ノヴェンバースカイ２０２１ �・栗 １／１７

＊

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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビノヴェンバースカイ
＊ Seattle Slew

��
��
�ノベンバースルー鹿 2011 November Snow

16c
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 バイオレントハート（04黒鹿 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－５（12）〕
ワイドキング（10牡鹿 キングカメハメハ）入着，��１勝
ウィットウォーター（11牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）４勝，乙訓特別（芝 1200），御池

特別（芝 1200）２着，佐世保Ｓ（芝 1200）３着，淀屋橋Ｓ（芝 1200）３着
スリルオブジョイ（12牝鹿 ＊バゴ）��１勝
ワカダンナ（14牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
バイオレントブロー（15�黒鹿 ＊バゴ）�３勝，壇之浦特別（芝 2000），知床特別
（芝 2000），大原Ｓ（芝 2000）２着，関門橋Ｓ（芝 2000）３着，障害２勝

グランヴィクトリア（16牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝�１勝�２勝
マイストック（18牡鹿 ＊マクフィ）�１勝�
プロメテウス（19牡鹿 ＊マクフィ）��入着
ケントメリー（20牡鹿 レッドファルクス）��出走

２代母 ＊グレートクリスティーヌ（87 USA鹿 Danzig）USA１勝
＊ログキャビン（96牡 Woodman）２勝，石狩特別２着，陸奥湾特別２着，ニセコ特

別３着，大森浜特別３着
エアステビア（97牝 Woodman）１勝
ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮記念

‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，スプリンターズＳ
‐Jpn1 ２着，etc.，優古牝

＊ファリダット（05牡 Kingmambo）５勝，栗東Ｓ‐L，マーガレットＳ‐L，安田記
念‐G1 ３着，阪神Ｃ‐Jpn2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.

＊フィドゥーシア（12牝 Medaglia d'Oro）７勝，春雷Ｓ‐L，アイビスサマーダ
ッシュ‐G3 ２着，葵Ｓ‐LR ２着，韋駄天Ｓ‐OP，長篠Ｓ，etc.

＊ジャンダルム（15牡 Kitten's Joy）�６勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，オーシャン
Ｓ‐G3，春雷Ｓ‐L，信越Ｓ‐L，ニューイヤーＳ‐L，etc.

シマノタカラチャン（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ダイワマジック（01牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，	１勝��４勝

３代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Las Cienegas H，R
ancho Bernardo H，etc.

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

379 バイオレントハート２０２１ 牡・黒鹿 ３／１７
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイバイオレントハート
＊ Danzig

��
��
�グレートクリスティーヌ黒鹿 2004 Great Lady M.

22d
Nijinsky S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Nearctic M5×M5
価格： 購買者：



母 パトリオット（09黒鹿 デュランダル）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ユキネエ（17牝黒鹿 カレンブラックヒル）��２勝�１勝

２代母 エンドレスウェルズ（01鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
バブルガムエンド（05牝 バブルガムフェロー）入着，�３勝��
ゲシュタルト（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，京都新聞杯‐G2，オールカマー

‐G2 ２着，スプリングＳ‐G2 ２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，中日新聞杯‐G3 ２
着，etc.，�１勝

ベルメール（12牝 ハーツクライ）１勝，�１勝�

３代母 フサイチカツラ（91鹿 Sadler's Wells）４勝，メイＳ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ
Ｐ‐OP ３着，難波Ｓ，睦月賞，兵庫特別２着，etc.
タイムウィルテル（00牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，タ

ーコイズＳ‐L ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，etc.
パッシフローラ（09牝 ディープインパクト）２勝，横津岳特別，三春駒特別３着
マジックタイム（11牝 ハーツクライ）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，ターコイ

ズＳ（重賞）‐L，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，etc.
クロノメーター（17牡 ゴールドシップ）�３勝，鷹巣山特別，黄梅賞，芦ノ湖

特別２着

４代母 ＊クリスザレディー（84 IRE 鹿 Kris）ITY４勝，P. Verziere‐L，P. Archida
mia‐L ２着，P. Mottalciata‐L ２着，ナターレディローマ賞‐G3 ４着
［子］ クリスザブレイヴ（94牡 ＊ノーザンテースト）９勝，富士Ｓ‐Jpn3，京成

杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ムーンバレイ（01牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�21 勝�入着���，名
古屋大賞典‐Jpn3 ２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着，名古屋記念，etc.

パシャシー（93牡 ＊ノーザンテースト）３勝，日田特別
［孫］ オースミスパーク（05牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，大阪城

Ｓ‐L ３着，リゲルＳ‐OP ３着，etc.
ナリタスパーク（04牡 ナリタトップロード）１勝，合馬特別２着，九重特
別２着

販売申込者・所有者： ㈲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

380 パトリオット２０２１ �・黒鹿 １／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスパトリオット ＊エンドスウィープ

��
��
�エンドレスウェルズ黒鹿 2009 フサイチカツラ

＊クリスザレディー 13e
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 テールバインダー（07鹿 ＊カコイーシーズ）�７勝��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（16）〕
リュウワンゴーゴー（14牡黒鹿 スウィフトカレント）��１勝��入着６回
キングドンドルマ（15牡青鹿 ブラックタキシード）１勝，��４勝	入着２回
ピエールサンデー（16牝黒鹿 タニノギムレット）��１勝�入着２回
サンドジョーカー（17牡鹿 スマートファルコン）���２勝
６勝
パラティッシ（18牡鹿 タイムパラドックス）��１勝��入着３回
ルックアットユー（19牝鹿 アドマイヤムーン）��１勝

２代母 ビーフレグラント（02鹿 ダイタクヘリオス）�１勝��
ピエールタイガー（08牡 ＊カコイーシーズ）�４勝��９勝�入着
，マイルＧＰ，マ

イルＧＰ２着，川崎マイラーズ２着，サンタアニタＴ２着，船橋記念３着，etc.
ハンドスター（09牝 ＊パラダイスクリーク）�１勝	１勝

カステヘルミ（16牝 ブラックタイド）２勝，ＳＴＶ杯２着
ピクトルテソーロ（18� ＊シンボリクリスエス）�２勝
スンヌンタイ（19牝 ストロングリターン）�２勝

３代母 コンサートダイナ（82栗 ＊ハンターコム）出走
コンサートボーイ（92牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��８勝，帝王賞‐Jpn1，東京大

賞典‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
ブルーダイナ（01牝 ＊カコイーシーズ）��２勝

タイムビヨンド（12牝 タイムパラドックス）入着，�９勝��１勝�入着２回，
クイーン賞‐Jpn3 ３着，道営記念，ノースクイーンＣ，etc.

ブルーウィザード（13牡 ＊トワイニング）��３勝�８勝��５勝	，園田ジュ
ニアＣ２着

４代母 ＊コンサーテイスト（71 GB栗 Supreme Sovereign）不出走

５代母 チャムボード Chambord（55 GB栗 Chamossaire）GB４勝，Newmarket O
aks，Royal Standard S，ヨークシャーオークス３着，パークヒルＳ２着
［子］ カロ Caro（67牡 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，仏２０００ギニー，イスパー

ン賞，ガネー賞，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

381 テールバインダー２０２１ 牡・鹿 ２／２６
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionテールバインダー ダイタクヘリオス

��
��
�ビーフレグラント鹿 2007 コンサートダイナ

＊コンサーテイスト 3o
Raise a Native S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ハニームーナー（10栗 アドマイヤムーン）１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
アタル（19牡栗 ワンダーアキュート）��入着��入着
ムーンパスゴーゴー（20牝黒鹿 トゥザワールド）��入着

２代母 ＊ブライダルソング（05 IRE 栗 Selkirk）不出走
クリノコクシムソウ（12牡 ＊クロフネ）�３勝�

３代母 ウェディングオヴザシ－Wedding of the Sea（89 USA栗 Blushing Groom）
FR・GER２勝，リゾランジ賞‐G3，ゴルデネパイチェ‐G2 ３着，グロシェーヌ賞
‐G2 ３着，P. du Pont‐Neuf‐L ２着，Criterium du Bequet‐L ２着，etc.
ネプチューンズブライドNeptune's Bride（96 牝 Bering）FR・ITY・USA５勝，

フィユドレール賞‐G3，P. La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L，etc.
＊シーチャリオット（02牡 Seeking the Gold）��６勝，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ２着，東京ダービー，羽田盃，etc.，ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優３歳
サブマリナー Submariner（06� Singspiel）GB・UAE５勝，Jebel Ali S‐L

３着
サラシア Salacia（09 牝 Echo of Light）GB１勝
センチュリードリーム Century Dream（14牡 Cape Cross）GB・FR・I
RE・USA・UAE10 勝，セレブレイションマイル‐G2，ダイオメドＳ
‐G3（２回），Midsummer S‐L，etc.，種牡馬

キングオヴチェインジ King of Change（16牡 Farhh）GB３勝，クイーンエ
リザベス二世Ｓ‐G1，Fortune S‐L，英２０００ギニー‐G1 ２着，種牡馬

メリケルテースMelicertes（16 牡 Poet's Voice）�FR・UAE３勝，G.P. du
Nord‐L ２着

シーダート Sea Dart（00 牡 Diesis）FR・IRE・UAE・BHR４勝，愛インターナシ
ョナルＳ‐G2，種牡馬

ポリアンドリーPolyandry（03 牝 Storm Cat）不出走
デュバイエスカペイドDubai Escapade（09� Dubai Destination）AUS10 勝，

WATC Tattersall's C‐L，ＷＡＴＣストリックランドＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

382 ハニームーナー２０２１ �・栗 ４／１０

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズハニームーナー
＊ Selkirk

��
��
�ブライダルソング栗 2010 Wedding of the Sea

4r
Mr. Prospector S4×M5 Nearctic S5×S5

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：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－７（13）〕
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回
カリスマパラダイス（19牝鹿 イスラボニータ）	��１勝

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，Ｇ

ＲＣ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

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

383 パラダイスコースト２０２１ �・鹿 ２／１５
＊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

＊

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 M4×M4

価格： 購買者：



母 パラダイスコーブ（13鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ラルワースコーヴ（17牝青鹿 キズナ）�入着，�３勝
カイタロー（19牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 ＊キャッシュインクルーデッド（04 USA黒鹿 Include）USA２勝，オークリー
フＢＣＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1 ３着，ファンタジーＳ‐G2 ３着
ツクバインドラ（10牡 ディープインパクト）入着，�３勝
キープザレスト（16牝 ドリームジャーニー）�２勝�１勝�入着３回
ミラクルキャッシュ（17� ＊キンシャサノキセキ）��12 勝

３代母 ヘンダーソンバンドHenderson Band（98 USA黒鹿 Chimes Band）不出走
ウェストケンタッキーWest Kentucky（02牝 Yankee Victor）不出走

フォレヴァーフアニート Forever Juanito（11� Badge of Silver）USA４勝，
Desert Code S，Clocker's Corner H‐R ２着，Wickerr S‐R
２着，etc.

フレンズインクルーデド Friends Included（05牝 Include）USA１勝
ユーアーマイバディ You're My Buddy（09� Istan）USA・PR・PAN６勝，

C. Dia de Los Padres‐L ２着
ハラークHalaak（06牝 Harlan's Holiday）GB２勝

カラルティ Karalti（13 牡 Victory Gallop）TUR入着，Karayel S‐L ３着
グレイトファミリーGreat Family（07 牝 Harlan's Holiday）USA出走

アルチンドーロ Alcindoro（12牡 Istan）�PER・ECU５勝，ラコーパ‐G2 ３着，
エンリケメイグス賞‐G2 ３着，モンテリコ競馬場賞‐G2 ３着（２回），etc.

ドナムセッタDona Mussetta（14 牝 Haynesfield）�PAN14勝，P. Francis
co Arias Paredes‐LR，P. Isaac Sam Jimenez‐L，P. Dia de la Madr
e‐LR ２着，etc.

バックトゥヒズルーツ Backtohisroots（16� Mark Valeski）�USA３勝，Atla
ntic Beach S，Futurity S‐L ２着，Lucky Coin S‐LR ２着

タートルトラックス Turtle Trax（17牝 Cairo Prince）USA２勝，Suncoas
t S２着，ボーモントＳ‐G3 ３着

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

384 パラダイスコーブ２０２１ �・鹿 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスパラダイスコーブ
＊ Include

��
��
�キャッシュインクルーデッド鹿 2013 Henderson Band

11
Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4

価格： 購買者：



母 パフュームボム（11鹿 ＊プリサイスエンド）３勝，障害１勝
〔産駒馬名登録数：２〕

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，��９勝�入着３回
ナナカマドカ（16牝 カネヒキリ）��９勝�入着，くろゆり賞２着

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）�USA６勝，
オクラホマダービー‐G3，インディアナダービー‐G3，ルーカスク
ラシックＳ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 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

385 パフュームボム２０２１ 牡・黒鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊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 S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ビクトワールイゾレ（08栗 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ユッセ（13牝栗 ＊グラスワンダー）１勝，�２勝�２勝
サバイバルルージュ（16牝鹿 エイシンフラッシュ）��４勝
ベストトウマ（17牡鹿 ＊ハービンジャー）��入着�３勝
オデンシタ（20牡栗 ワールドエース）���入着２回

２代母 エアシビュラ（96鹿 ＊トニービン）入着３回
フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，�２勝�入着２回	
ホーリーオラクル（02
 バブルガムフェロー）１勝，�２勝�１勝�
バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
ゲイルカフェ（05牡 ＊トワイニング）３勝
フラムスティード（11
 ゼンノロブロイ）��２勝�１勝

３代母 アイシーゴーグル（87栗 ＊ロイヤルスキー）３勝，アベリア賞３着
エアジハード（95牡 サクラユタカオー）７勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
アイシーサイレンス（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アペリティフ（03
 ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，清
滝特別，府中Ｓ２着，etc.，障害２勝

ノーリプライ（04
 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，御影Ｓ２着，鎌倉Ｓ
３着，サンタクロースＳ３着

ビーインラプチャー（10牝 ＊アフリート）１勝，��11 勝，しらさぎ賞３着
レッドサバス（12牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ２着，丹沢Ｓ３着，晩秋

Ｓ３着，etc.
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着

カレイジャスミン（05牝 タヤスツヨシ）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，ターコ
イズＳ‐L ２着，豊栄特別，etc.

４代母 シヤダイアイバー（79鹿 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス，カーネーションＣ
［孫］ ペインテドブラック（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬

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

386 ビクトワールイゾレ２０２１ �・栗 ２／２４
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤコジーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アドマイヤマカディスノードラゴン タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース芦 2008 ダイナカプリ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイビクトワールイゾレ ＊トニービン

��
��
�エアシビュラ栗 2008 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5 ノーザンテースト S4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊プリモスペード（16 USA鹿 Tiznow）入着
初仔

２代母 テンペスタTempestra（03 USA鹿 Tale of the Cat）USA入着
トラベスーラ Travesura（10 牝 Limehouse）USA２勝，ミエスクＳ‐G3

プラクティカルジョークPractical Joke（16 牝 Deep Field）�AUS１勝
シュアアムインヴィンシブル Sure Am Invincible（17 牝 I Am Invincible）

�AUS１勝
タッチダウントロージャンズ Touchdown Trojans（15 牝 ＊シャンハイボビー）US

A１勝，Permian Basin S２着

３代母 ケリグマ Kerygma（84 USA黒鹿 Drone）USA15 勝，Jacob France H‐L，
My Juliet H‐L，Pinafore H‐L，Straight Deal H‐L，Francis Scott
Key S，etc.
ナイズナリリーKnysna Lily（96 牝 Kris S.）GB・IRE１勝
ヘローアメリカHello America（97 牝 Quiet American）USA１勝
シュラブズ Shrubs（99 牡 Forest Wildcat）USA１勝，種牡馬
マイティペイシェントMighty Patient（01� Touch Gold）USA２勝
カマクスマグニフィセント Camacthmagnificent（04 牡 Mr. Nugget）USA９勝，

New Jersey Futurity‐R

４代母 シルヴァンミス Sylvan Miss（76 USA鹿 Swift Pursuit）USA５勝，Pene
lope S２着
［子］ レイディアナライア Lady Analia（86 牝 Native Uproar）USA・PAN

３勝，Copa Seguro la Previsora‐L
［曾孫］ エバーローズ（09牝 ウインクリューガー）４勝，轟Ｓ，稲妻特別

５代母 ウッドバインレイディWoodbine Lady（67 CAN鹿 Nearctic）USA３勝
［子］ イリフェチット Ilefetchit（72 牡 Grey Dawn）USA14 勝，Miami Beac

h H
［孫］ ワンリッチレイディOne Rich Lady（94牝 Air ForbesWon）USA・S

AU12勝，Charon H‐R，パーソナルエンサインＨ‐G1 ３着，ル
イヴィルＢＣＨ‐G2 ２着，etc.

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

387 プリモスペード２０２１ �・鹿 ２／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

ティズナウ Cee's Tizzy

�
�
�
�
�

��
��

�Tiznow Cee's Songプリモスペード テンペスタ Tale of the Cat

��
��
�Tempestra鹿USA 2016 Kerygma

4k
Storm Cat S3×M4 Lyphard S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ブラックウィッチ（04青鹿 ＊ブラックホーク）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（26）〕
キョウワイリス（10牝鹿 ＊ロドリゴデトリアーノ）�５勝��入着�
アサカフェリス（11牝黒鹿 キョウワスプレンダ）�６勝
ブラックイチバン（15牡青鹿 ブラックタキシード）�４勝，湾岸ニュースターＣ
（Ｄ1600）３着

イーサンティラノ（17牡黒鹿 ローレルゲレイロ）２勝
トゥルスウィー（18牝鹿 ヴァンセンヌ）��８勝�３勝��，ロータスクラウン賞
（Ｄ2000），九州ダービー栄城賞（Ｄ2000），佐賀皐月賞（Ｄ1800），ル・プランタン
賞（Ｄ1800），花吹雪賞（Ｄ1800），九州ＣｈＳ（Ｄ1750）２着，飛燕賞（Ｄ1400）３着

２代母 ＊キョウワジュテーム（90 USA鹿 Seattle Slew）２勝，アザレア賞，フリージ
ア賞２着

＊アサカガルチ（95	 Gulch）１勝，
１勝
アサカライズ（96牡 Nureyev）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，もみじＳ‐OP ３着，

フェニックス賞‐OP ３着，マカオＪＣＴ，西日本スポーツ杯２着
アリシバクィーン（98牝 ＊キョウワアリシバ）１勝
アサカユウキ（99牡 ＊ザグレブ）２勝，若戸特別２着，鶴橋特別３着，熱田特別３着

３代母 アップザフラッグポールUp the Flagpole（78 USA黒鹿 Hoist the Flag）
USA７勝，デラウェアオークス‐G2，Anne Arundel H，クリサンシマムＨ
‐G3 ２着，バーバラフリッチーＨ‐G3 ３着
プロスペクターズディライト Prospectors Delite（89 牝 Mr. Prospector）USA６勝，

エイコーンＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，フェアグラウンズオークス‐G3，etc.
トミスーズディライト Tomisue's Delight（94 牝 A.P. Indy）USA７勝，ラフィ

アンＨ‐G1，パーソナルエンサインＨ‐G1，フォールズシティＨ‐G3，etc.
マインシャフトMineshaft（99 牡 A.P. Indy）GB・FR・USA10 勝，ジョッキ

ークラブゴールドＣ‐G1，ピムリコスペシャルＨ‐G1，サバーバンＨ‐G1，etc.，
米年度代表馬，種牡馬

フラッグバード Flagbird（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE・ITY・USA・UAE６勝，
伊共和国大統領賞‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，グロット賞‐G3，etc.

ラナップザカラーズ Runup the Colors（94 牝 A.P. Indy）USA６勝，アラバマＳ
‐G1，Delaware Oaks‐L，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 佐藤 静子
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

388 ブラックウィッチ２０２１ 牡・青 ３／２３

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックホーク ＊シルバーレーンブラックウィッチ
＊ Seattle Slew

��
��
�キョウワジュテーム青鹿 2004 Up the Flagpole

1s
Northern Dancer S4×M4 Nearctic S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 バーニングテイスト（14鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ハーラブリー（19牝鹿 ラブリーデイ）��３勝�入着

２代母 ホットフレイバー（04栗 ＊タバスコキャット）３勝，新涼特別，夙川特別２着，
銀嶺Ｓ３着
ロバストミノル（13牡 ゴールドアリュール）３勝，瀬戸特別２着，��１勝�１勝
リリーマイスター（15牡 マンハッタンカフェ）入着，��１勝�３勝�４勝�
ボーズキャット（16牝 ルーラーシップ）��５勝
ゴールドフレイバー（18牝 ゴールドシップ）���３勝�２勝

３代母 ノクターン（96栗 ＊クリスタルグリツターズ）�２勝

４代母 ＊ノーノーネヴアー（85 USA栗 Nijinsky）FR３勝，ミュゲ賞‐G3 ３着，P. d
u Pin‐L ３着
［子］ リキアイタイカン（98牡 ＊アフリート）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，マイルＣ

ｈＳ‐Jpn1 ３着，高松宮記念‐Jpn1 ３着，etc.
リキアイワカタカ（94牡 Machiavellian）６勝，白川郷Ｓ，サンタクロー
スＳ，橿原Ｓ，etc.，種牡馬

ストップザネバー（95牝 ＊タイトスポット）３勝，立待岬特別，江差特別３着
サンエムウラノス（00牡 ＊ウォーニング）３勝，茨城新聞杯２着
ヤマカツシリウス（04牡 ＊クロフネ）１勝，有明特別３着

［孫］ リキアイダンディ（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，水路閣特別，塩屋埼特
別，米山特別，etc.，�４勝���

タイタン（08牡 ＊デビッドジュニア）４勝，ＨＴＢ賞，大森浜特別，サン
シャインＳ２着，etc.，障害２勝

デンコウインパルス（12牡 ＊バゴ）３勝，白鷺特別，小倉城特別，兵庫特
別２着，etc.

ダッシュダクラウン（18	 ホッコータルマエ）�２勝，天白川特別２着，
香嵐渓特別３着

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
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

389 バーニングテイスト２０２１ �・鹿 ５／ ７
＊

＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlバーニングテイスト ＊タバスコキャット

��
��
�ホットフレイバー鹿 2014 ノクターン

＊ノーノーネヴアー 11g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ハリウッドセレブ（11黒鹿 ジャングルポケット）�入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ケンデューク（16牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）１勝
ピクトグラム（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��入着８回
マスカレード（18牝鹿 スピルバーグ）��１勝

２代母 マンハッタンセレブ（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
シャインセレブ（07牝 ＊クロフネ）出走

シャインヴィットゥ（14牡 ＊ファスリエフ）５勝，２０１８フェアウェルＳ，���
１勝�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着

シャインカメリア（15牝 ＊アポロキングダム）２勝，ダリア賞‐OP ２着，エス
ペランサ賞３着，��２勝�

サトノグロリアス（09牡 ジャングルポケット）１勝
セレブリティモデル（10牝 キングカメハメハ）２勝，忘れな草賞‐OP
ブルックデイル（12牝 キングカメハメハ）４勝，山中湖特別，湯川特別，土湯温泉

特別，粟島特別２着
ロスカボス（13� キングカメハメハ）２勝，野路菊Ｓ‐OP，すみれＳ‐OP ３着，青

梅特別３着，障害１勝
セイハロートゥユー（18牡 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着

＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3
２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，菊花賞
‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬

マンハッタンフィズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイ

ーンＣ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.
クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬
ダービーフィズ（10牡 ジャングルポケット）５勝，函館記念‐G3，セントライ

ト記念‐G2 ２着，札幌記念‐G2 ３着，etc.

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

390 ハリウッドセレブ２０２１ �・青鹿 ３／１１

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーハリウッドセレブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マンハッタンセレブ黒鹿 2011 ＊サトルチェンジ

16c
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ハルワカ（03鹿 ワカオライデン）��２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－５（16）〕
ハルサンサン（08牝鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・４勝，ＴＣＫ女王盃

‐Jpn3，東京シンデレラマイル（Ｄ1600）２着，ロジータ記念（Ｄ2100）２着，
戸塚記念（Ｄ2100）３着

ハルノメザメ（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝黒鹿 ヴァーミリアン）�１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡鹿 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝鹿 キズナ）���３勝�２勝
デトネイター（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
ライデンエミリー（99牝 ワカオライデン）�２勝
イタンジ（04牡 ワカオライデン）�１勝��１勝	
キリンジ（05牡 ワカオライデン）�３勝��１勝，九州ジュニアＣｈ３着

３代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
ベルランス（92牡 ＊ベルマン）
７勝，新潟ジュニアＣ３着

４代母 イチワカ（78栗 ＊コントライト）入着
［子］ キオイドリーム（86牝 ＊マグニテユード）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1

５着，キャピタルＳ‐OP，札幌日刊スポーツ杯‐OP，etc.
［孫］ ドリーミーオペラ（02牡 ＊オペラハウス）５勝，卯月Ｓ，松島特別，秋嶺

Ｓ３着
サンライズテースト（98� ＊ノーザンテースト）６勝，なにわＳ，橿原Ｓ
２着，門松Ｓ２着，etc.

［曾孫］ ウィンガールハート（05牝 ニューイングランド）��１勝，ローレル賞３着
パワースラッガー（11牡 ウインラディウス）４勝，富里特別，古作特別，
黄梅賞，etc.

ヤマノレオ（10� ＊グラスワンダー）４勝，芦屋川特別，芦屋川特別２着，
フィリピンＴ３着，�３勝

マッシヴカイザー（04牡 ＊デザートキング）入着７回，荒川峡特別２着，
桑名特別３着

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

391 ハルワカ２０２１ 牡・栗 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊ロイヤルスキー

�
�
�
�
�

��
��

�ワカオライデン オキワカハルワカ ホリスキー

��
��
�ホリワカ鹿 2003 ダスシエーネ

＊星若 3
Halo S4×S5 ワカクモM4×M5

価格： 購買者：



母 ハロウィンパレード（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ハッピーハロウィン（13牡鹿 ヴァーミリアン）��１勝
アテンフェアリー（16牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
コラゾンデオロ（17牡栃栗 エスポワールシチー）����１勝・６勝
キクノディーン（18牡鹿 リオンディーズ）��入着２回�１勝
メグ（20牝黒鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ＊ドーンズヘイロー（86 USA鹿 Halo）USA出走
アファームドヘイローAffirmed Halo（91牝 Affirmed）USA２勝

＊マルターズオリジン（05牝 Swain）３勝，菜の花賞‐OP ３着，ジュニアＣ‐OP
３着，浅草特別，赤松賞３着

ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリングＳ
‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，Ｒたんぱ
杯３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ブライトドーン（95牝 ＊ポリッシュネイビー）１勝
クローストゥユー（99牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ビヨンドマックス（06牡 ＊アフリート）４勝，中京スポニチ賞，天白川特別，障
害１勝

サテライトキャノン（01牡 ＊アフリート）５勝，白川郷Ｓ，タイランドＣ，アクアル
ミナスＳ３着，由布院特別３着，桜島特別３着，etc.

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
＊モーニングタイド（94牝 Seeking the Gold）USA１勝

マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3
（２回），ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲本桐牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026
生 産 牧 場： ㈲本桐牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

392 ハロウィンパレード２０２１ 牡・栗 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawハロウィンパレード
＊ Halo

��
��
�ドーンズヘイロー黒鹿 2007 Eastern Dawn

5g
Halo M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ハートビートワルツ（03鹿 ＊ブライアンズタイム）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（６）〕
ナイトホークス（09牡鹿 スペシャルウィーク）入着，��６勝
レントラー（12�黒鹿 ハーツクライ）３勝，茶臼山高原特別（芝 2000），大寒桜賞
（芝 2200）２着，福寿草特別（芝 2000）２着，紫菊賞（芝 2000）３着

２代母 ＊バウンドトゥダンス（86 USA鹿 Northern Dancer）不出走
プリマ（95牝 ＊トニービン）２勝，�１勝
シルクプリマドンナ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，オークス‐Jpn1，桜花賞

‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着
フラムドグロワール（10牡 ダイワメジャー）２勝，いちょうＳ‐LR，ＮＨＫマ

イルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着，芙蓉Ｓ‐OP ２
着，相模湖特別２着

ネオルミエール（12牡 ネオユニヴァース）１勝，いちょうＳ（重賞）‐L ２着，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着

シルクラジアンス（98牝 ＊マイニング）３勝
モエレアドミラル（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，アクアラインＳ，ブラッドス

トーンＳ２着，�５勝，北海道２歳優駿‐Jpn3，サンライズＣ
アイルビーバウンド（05牝 タニノギムレット）２勝

パフォーマプロミス（12牡 ステイゴールド）８勝，ＡＲ共和国杯‐G2，日経新春
杯‐G2，鳴尾記念‐G3，天皇賞（春）‐G1 ３着，目黒記念‐G2 ３着，etc.

３代母 トルーリーバウンド Truly Bound（78 USA鹿 In Reality）USA９勝，アシ
ュランドＳ‐G2，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G2，コティリオンＳ‐G3，
Fair Grounds Oaks，Governor's Cup H，etc.
シークレットトルース Secret Truth（89 牝 Secretariat）不出走

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

シェルジンジャー Shell Ginger（94 牝 Woodman）IRE２勝，キラヴランＳ‐G3

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

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

393 ハートビートワルツ２０２１ �・鹿 ２／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayハートビートワルツ
＊ Northern Dancer

��
��
�バウンドトゥダンス鹿 2003 Truly Bound

13c
Northern Dancer M3×S5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ベストフューチャー（07青 ＊ロージズインメイ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－４（６）〕
レッツゴースター（12牡栗 ダイワメジャー）３勝，両津湾特別（Ｄ1800），伊達特

別（Ｄ1700）
ブレイジングサン（13牡黒鹿 ＊ファスリエフ）２勝
マイネルオットー（14牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）�１勝��
ヴィジョンオブラヴ（15牡青鹿 キングヘイロー）�３勝，竹田城Ｓ（Ｄ2000）２着，

丹沢Ｓ（Ｄ2100）２着，春光Ｓ（Ｄ2100）３着
オトメザミッキー（16牝青鹿 ブラックタイド）��３勝
ハクアイブラック（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）３勝，噴火湾特別（Ｄ1000），

釜山Ｓ（Ｄ1000）３着，��出走��１勝
ハクアイエール（19牝栗 ＊ヘニーヒューズ）入着，��１勝
ベアエクセレント（20牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 オリミツキネン（94栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）��８勝
アジュディミツオー（01牡 ＊アジュディケーティング）��10 勝，東京大賞典‐Jpn1
（２回），帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1 ２着，etc.，ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

ドリームマイスター（05牡 ＊アジュディケーティング）４勝，中ノ岳特別３着，障害１勝
アースワンハート（06牡 ＊アジュディケーティング）３勝
スマートパンドラ（10牝 キングヘイロー）１勝，��１勝

スマートラビリンス（17牝 スマートファルコン）１勝
ララエクラテール（12牡 ステイゴールド）４勝，札幌日刊スポーツ杯，金山特別，

淡路特別２着，白鷺特別２着，北海道１５０年記念３着，etc.

３代母 ウサロマン（78栃栗 ＊トンピオン）１勝
ソウイチクラウンド（85牡 ＊クラウンドプリンス）２勝，加古川特別３着，山城特別３着
エビスリベロ（91牡 ＊プルラリズム）３勝，伊良湖特別２着，濃尾特別３着，�６勝�

４代母 ビートフラワー（69栃栗 ＊ネヴアービート）��６勝
［子］ マルシュウシャトー（80牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，渥美特別

アカギタタン（75牡 ＊ロイヤルタタン）�	��
�22 勝，高崎大賞典，
師走特別，北関東優駿，etc.

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

394 ベストフューチャー２０２１ 牡・鹿 ４／２７

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretベストフューチャー ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�オリミツキネン青 2007 ウサロマン

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 ホリデイスクリーン（06鹿 ＊フレンチデピュティ）�入着３回��
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
フミノインパルス（12牡黒鹿 タニノギムレット）��３勝��９勝�入着
ジュンストレート（13牝鹿 ＊パイロ）�２勝
ダディダ（15�芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝	
ソウゲンノカゼ（16牝栗 ＊コンデュイット）�１勝
入着�
クックテソーロ（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��１勝
入着
モンテホリデイ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走�入着３回
ヤマイチラブリー（20牝青鹿 ラブリーデイ）��入着２回

２代母 サンデースクリーン（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルビスタ（04牡 ＊アフリート）１勝，小名浜特別３着，	４勝�入着６回，北

上川大賞典
サマーアクトレス（05牝 サクラバクシンオー）３勝，石打特別，鎌ケ谷特別２着，

尖閣湾特別２着，桑折特別３着，織姫賞３着
バクシンスクリーン（07牝 サクラバクシンオー）不出走

ファイブフォース（14牝 ＊アルデバランⅡ）４勝，函館日刊スポーツ杯，稲光特
別，しらかばＳ２着

カツカモ（12� ＊アグネスデジタル）�
６勝�１勝��８勝

３代母 ネクストムービー（85栃栗 ＊デイクタス）２勝，甲武特別２着，伏見特別２着，
紫野特別３着，木津川特別３着，猪名川特別３着
サイレントトーキー（91牡 ＊アレミロード）５勝，松籟Ｓ，鳴滝特別，万葉Ｓ２着，etc.
コメットハンター（92牝 ＊キャロルハウス）２勝，矢車賞２着，明石特別３着，あず

さ賞３着，etc.
ムービースクリーン（93牝 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）２着，胎内川特別２着

マイネルディーン（09牡 ダンスインザダーク）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，
福島ＴＶＯＰ‐L ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

シュテルンプレスト（99牝 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯２着，新涼特別３着

４代母 ダイナビーム（79栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ムービースター（86牡 ＊デイクタス）９勝，中山記念‐Jpn2，中京記念

‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

395 ホリデイスクリーン２０２１ 牡・栗 ５／１６
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandホリデイスクリーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデースクリーン鹿 2006 ネクストムービー

＊ビーチマスト 21a
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピアーノ（11鹿 ＊シンボリクリスエス）��６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
シエルジョワ（20牝鹿 ディープスカイ）�地方未出走

２代母 ＊ゴールデンシルヴァー（03 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
シアワセノホシ（10牡 アドマイヤムーン）�１勝�７勝

３代母 ロマンシアRomancia（96 USA栗 Woodman）IRE出走

４代母 ラシャンバレイRussian Ballet（88 USA栗 Nijinsky）IRE 入着
［子］ ドクタージョンソンDr Johnson（94牡 Woodman）IRE４勝，Ballyc

ullen S‐L，Silver S‐L，愛ダービー‐G1 ２着，種牡馬
＊マチカネササメユキ（93牝 Woodman）２勝，富良野特別２着，インディ

アＴ３着，積丹特別３着，etc.
［孫］ チェーロ Cerro（10� Mr. Greeley）ITY・USA13 勝，Canonero II S，

Delaware Barbaro S‐L ３着，Stanton S３着
セイチェムスピリット Sachem Spirit（09 牡 Mr. Greeley）USA・CAN
５勝，Arlington Classic‐L ２着

ツァーリ Czar（12 牡 ＊マクフィ）USA２勝，Kentucky Downs Juvenil
e３着

マチカネゲンジ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，湯川特別，五稜郭特
別２着，葉牡丹賞２着，etc.

ファーゴ（09牝 ハーツクライ）３勝，村上特別，三条特別２着，松浜特別
２着，etc.

スノーストーム（10牡 リンカーン）３勝，燧ヶ岳特別，駒ケ岳特別２着，
磐梯山特別３着，etc.

マチカネアマテラス（04牝 ＊グラスワンダー）２勝，カーネーションＣ
［曾孫］ ヴァルディゼール（16牡 ロードカナロア）３勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L

ゴットフリート（10牡 ローエングリン）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1 ３着，共同通信杯‐G3 ２着，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，etc.，
�５勝

マデイラ（09牡 ＊クロフネ）４勝，七夕賞‐G3 ３着，下鴨Ｓ，稲荷特別，etc.

販売申込者・所有者： 尾又 良隆＝千葉県千葉市 �080-1126-3223
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

396 ピアーノ２０２１ 牡・鹿 ４／ ６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayピアーノ
＊ Sadler's Wells

��
��
�ゴールデンシルヴァー鹿 2011 Romancia

8f
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer M4×S5 Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 ヒルノリスボン（13青鹿 マンハッタンカフェ）�４勝
〔産駒馬名登録数：２〕
レジーナローズ（20牝青鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ウェルカムフラワー（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝
クラッシュハイト（09牡 デュランダル）��12 勝
ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，千

里山特別２着（２回），北海Ｈ２着，小牧特別３着
ウォーターメアヌイ（12牝 ダイワメジャー）２勝
ココリミネルヴァ（17牝 キズナ）入着，�３勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders' Cu
p H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝
フレンチカクタス（08牝 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，ひいら

ぎ賞，赤松賞２着

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，D
affodil H，Alberta Oaks‐R，Kamar H，Liberation S‐R，Senor
ita H，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

397 ヒルノリスボン２０２１ 牡・青鹿 ４／１１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジヒルノリスボン ＊エルコンドルパサー

��
��
�ウェルカムフラワー青鹿 2013 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

398 ヒロコファンタジー２０２１ 牡・鹿 ４／３０

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルヒロコファンタジー ＊パドスール

��
��
�スケアヘッドライン栗 2007 シヤダイチヤツター

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

価格： 購買者：



母 ピンクノミーナ（14栗 ダイワメジャー）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ケッパレアーク（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）��出走

２代母 ＊ペイパーチェイン（08 GB栗 Dubawi）FR２勝
ボスキャラ（13牡 Cape Cross）１勝，�３勝，大高坂賞２着
カゼノタニノアヤカ（17牝 ロードカナロア）�２勝，二本松特別３着，筑紫特別３着
エッセンス（18牝 オルフェーヴル）��６勝
トランザム（19牡 ドゥラメンテ）��１勝

３代母 パパビーレ Papabile（97 USA黒鹿 Chief's Crown）GB・IRE３勝，Fern
Hill S‐L，Valiant S‐L
ネオングリッターNeon Glitter（12 牡 Kyllachy）ITY４勝，Criterium dell'Imm

acolata‐L ３着
パコズエインジェル Paco's Angel（14 牝 Paco Boy）GB２勝，Maggie Dickson

S‐L ３着，Sandringham H‐L ３着

４代母 ラパパジェナ La Papagena（83 GB黒鹿 Habitat）不出走
［子］ グランドロッジGrand Lodge（91牡 Chief's Crown）GB・IRE・USA

４勝，セントジェイムズパレスＳ‐G1，デューハーストＳ‐G1，So
merville Tattersall S‐L，etc.，種牡馬

ラペルシアーナ La Persiana（01牝 Daylami）GB・IRE・ITY５勝，
Upavon S‐L，Virginia S‐L，ミドルトンＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ シャハーフ Shahah（12牝 Motivator）GB・FR１勝，オマール賞‐G3
ダウイジャーDowager（01 牝 ＊グルームダンサー）GB・IRE３勝，Bo
sra Sham Fillies' S‐L，Dick Poole Fillies' S‐L ２着，Hackwo
od S‐L ３着

クシュチQushchi（08 牝 Encosta De Lago）GB・USA４勝，Waya
S‐L，Keertana S２着，ビウィッチＳ‐G3 ３着

［曾孫］ コート Court（05 牝 Anabaa）AUS５勝，ＡＴＣサファイアＳ‐G2，Ｂ
ＲＣシャンペインクラシック‐G2，ＢＲＣクラシック‐G3，etc.

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

399 ピンクノミーナ２０２１ 牡・栗 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケピンクノミーナ
＊ Dubawi

��
��
�ペイパーチェイン栗 2014 Papabile

14b
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピッコレット（05鹿 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（11）〕
メイショウホマレ（10牝栗 メイショウボーラー）１勝
メイショウハルゴマ（12牝青鹿 メイショウボーラー）�２勝
メイショウタニカゼ（18牡栗 ＊アイルハヴアナザー）入着，���６勝�３勝

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
プラッキーエリーナ（09牝 マヤノトップガン）１勝
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，��５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）��出走�１勝��２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ーズ 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，ジェフリーフ
リア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，Miss
Woodford S，Rockette S，White Rose S，etc.

販売申込者・所有者： 中尾 由香＝様似町岡田 �090-1799-5598
生 産 牧 場： 中尾 由香
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

400 ピッコレット２０２１ �・青鹿 ５／ ２
＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラピッコレット ＊デインヒル

��
��
�ショコット鹿 2005 ＊ショーガールⅡ

5e
Northern Dancer S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ホットレッグス（03栗 Galileo）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－３（17）〕
ゴールドテーラー（10牝栗 ステイゴールド）４勝，テレ玉杯（芝 2000），玄海特別
（芝 2000）３着，三面川特別（芝 1800）３着，睦月賞（芝 2400）３着，許波多特別
（芝 2200）３着，白井特別（芝 2000）３着

ホットランナー（11牝栗 ダイワメジャー）１勝
セイザン（13牝栗 ダイワメジャー）�11 勝
シャムロック（14牡栗 ダイワメジャー）３勝，利根川特別（Ｄ1800）３着
バトルガニアン（15牡栗 ハーツクライ）�２勝
リュクスエンヴィ（18牝栗 ダイワメジャー）���入着�４勝

２代母 ＊アクセラレイション（97 FR栗 Acatenango）FR２勝，コリーダ賞‐G3，サン
ロマン賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ３着
ミッキーロイヤル（05牡 アグネスタキオン）�１勝
ロスヴィータ（07牝 ゼンノロブロイ）１勝
フルアクセル（08牡 アグネスタキオン）５勝，湘南Ｓ，尖閣湾特別，初富士Ｓ２着，

市川Ｓ２着，ＴＶ山梨杯３着，etc.
トドロキテンシツー（09牝 フジキセキ）�４勝�入着
デルマネネ（13牝 ダイワメジャー）�１勝

３代母 ＊ワールウインド（92 FR鹿 Leading Counsel）FR２勝，P. Ronde de Nuit
‐L ２着，P. La Camargo‐L ３着
ゴーアウトバックワーズGoOut Backwards（00 牝 ＊ドクターデヴィアス）FR１勝

プリオーデインド Preordained（08牝 Choisir）IND２勝，Bangalore Juven
ile Million‐LR ２着，Bangalore Winter Milllion‐LR ２着，Dec
can Fillies Championship S‐LR ３着

ホーカーハリケーン（06牝 ネオユニヴァース）４勝，札幌スポニチ賞，斑鳩Ｓ２着，
小豆島特別２着，etc.

４代母 バトルドレスBattledress（76 FR栃栗 Run the Gantlet）FR・USA２勝
［孫］ ドラマティックアイロニーDramatic Irony（91牝 Trojan Fen）IND４

勝，Byculla Cup‐L，Northumberland Trophy‐L，India
n Oaks‐LR ３着

販売申込者・所有者： 石田 英機＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2533
生 産 牧 場： 石田 英機
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

401 ホットレッグス２０２１ �・鹿 ４／ ７

＊

ミスタープロスペクター Raise a Native

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Mr. Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Gold DiggerアルデバランⅡ チャイムズオヴフリーダム Private Account

��
��
�Chimes of FreedomUSA 鹿 1998 Aviance

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaホットレッグス
＊ Acatenango

��
��
�アクセラレイション栗 2003 ＊ワールウインド

11f
Mr. Prospector S2×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 フラワータッチ（09鹿 バブルガムフェロー）�１勝�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ミッツヒメ（18牝鹿 トーセンホマレボシ）��２勝

２代母 アクセスイオウ（89鹿 ＊スイフトスワロー）��８勝，しもつけオークス３着
オリオンファイヤー（95牡 ＊アロングオール）�	３勝
ピンクオブハート（97牝 ＊アロングオール）�	１勝
カネミスワロー（98牝 ＊ノーリユート）�２勝
パッションキャリー（00牝 ヤマニンゼファー）１勝，石狩特別，香取特別３着，�

１勝�	２勝，ニューイヤーＣ
ミワクノコドウ（02牡 ニホンピロウイナー）�	４勝
レモドール（04牝 ゴールドヘッド）�３勝�	２勝�入着２回
スターゲイズ（05牡 ゴールドヘッド）�１勝�	２勝
セビリア（07牡 ＊エアエミネム）�１勝
ブラックソルジャー（08牡 ブラックタキシード）
２勝�入着

３代母 ネイチヤガール（80鹿 ＊フアラモンド）�出走
シャーリー（97牝 ＊ソヴィエトスター）１勝，遊楽部特別２着，函館日刊スポーツ杯

３着，�３勝�	１勝

４代母 カブラヤヒメ（71鹿 ヒロイサミ）１勝，�６勝

５代母 カブラヤ（65黒鹿 ＊ダラノーア）５勝，江差特別（２回），障害１勝
［子］ カブラヤオー（72牡 ＊フアラモンド）11勝，日本ダービー，皐月賞，ＮＨ

Ｋ杯，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
ミスカブラヤ（76牝 ＊フアラモンド）３勝，エリザベス女王杯，金杯２着，
４歳牝馬Ｓ‐OP

マイホース（75牡 ＊モニター）４勝，４歳Ｓ‐OP，アカシヤＳ，五稜郭特別
シルバーカブラヤ（78牝 ＊シルバーシヤーク）３勝，伊達特別

［孫］ イシノスイング（95牝 ＊リズム）４勝，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，Ｈ
ＴＢ杯，江差特別，etc.

［曾孫］ スイングロウ（04牝 ダンスインザダーク）３勝，クローバー賞‐L ３着
メイスンカイカ（98牡 ベストタイアップ）５勝，鹿島特別

販売申込者・所有者： 原田 新治＝平取町荷菜 �01457-2-2585
生 産 牧 場： 原田 新治
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

402 フラワータッチ２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーフラワータッチ ＊スイフトスワロー

��
��
�アクセスイオウ鹿 2009 ネイチヤガール

＊スタイルパツチ 8g
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ビブラビブレ（11黒鹿 ジャングルポケット）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ポケットリング（19牡鹿 ローエングリン）��入着
プリンセスリング（20牝鹿 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 アドマイヤセラヴィ（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
アドマイヤディーノ（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＴＶ山梨杯，ゴールデンサ

ドルＴ，さわらび賞，札幌日経賞２着，こぶし賞２着，etc.
ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ共和

国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，高雄特別，積丹特別
ラルーチェ（06牝 ＊クロフネ）４勝，ゴールデンブライドルＴ３着

シャインブライト（13� ジャングルポケット）２勝，呼子特別，胎内川特別２着
サトノアリシア（14牝 ＊ハービンジャー）３勝，コスモス賞‐OP，逆瀬川Ｓ，Ｔ

Ｖｈ賞３着
アマファソン（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，四国新

聞杯２着，北野特別２着，大倉山特別２着，etc.
アマーティ（16牝 ルーラーシップ）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

ハッピーユニバンス（12牝 ジャングルポケット）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，ＴＶｈ賞，
魚沼特別，石打特別，粟島特別３着

イダエンペラー（15牡 ルーラーシップ）２勝，��１勝�入着

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

ベリア賞，etc.
リンガフランカ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別２着，�１勝�入着��

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

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

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

403 ビブラビブレ２０２１ 牡・青鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマービブラビブレ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤセラヴィ黒鹿 2011 ＊フランクアーギュメント

11f
サンデーサイレンス S3×M3 トニービンM3×S4 Halo S4×M4×S5
Nureyev S4×M4
価格： 購買者：



母 フィーリンググー（12鹿 ＊セイントアレックス）�１勝��４勝，栄冠賞
（Ｄ1200）２着，フローラルＣ（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ミスズフィーリング（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）入着２回，��２勝
ハルノスター（19牝栗 ＊シニスターミニスター）��入着４回
インプローヴィング（20牝鹿 コパノリッキー）��１勝

２代母 スマートダズル（06鹿 スマートボーイ）２勝
モダンウーマン（13牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��５勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，桜花賞，ユングフラウ賞，東京２歳優駿牝馬，ローレル賞，etc.
エグジビッツ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝�２勝�２勝	�入着３回��，留守杯

日高賞，プリンセスＣ，若草賞２着，徽軫賞３着，ラブミーチャン記念３着，etc.
マイネルバトゥータ（16牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，��２勝��入着�
マルベルタ（17牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝��４勝�
ニジュウマル（20牝 ミッキーアイル）��１勝

３代母 ヨシファンタジア（97鹿 ＊アフリート）３勝
メタギャラクシー（07牡 ネオユニヴァース）３勝，八女特別，晩秋Ｓ３着，オーク

ランドＲＣＴ３着，etc.

４代母 ＊シアトルシンフォニー（88 USA鹿 Seattle Slew）USA３勝，デルマーオーク
ス‐G3 ２着，Debartolo Memorial Oaks‐L ２着
［子］ ミレニアムスズカ（98牡 ＊ラムタラ）障害４勝，阪神ジャンプＳ‐JG3，東

京ハイジャンプ‐JG2 ２着
ビッグマキバオー（95牡 Deputy Minister）４勝，吹田特別，ＴＶＫ賞，
障害４勝

［孫］ ロマ（06牝 ＊スキャターザゴールド）�１勝��１勝
入着２回，鎌倉記
念２着

５代母 コルサージュCorsage（75 USA鹿 Native Royalty）USA２勝
［子］ トップコルサージュ Top Corsage（83牝 Topsider）USA15 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，フォールズシティＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

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

404 フィーリンググー２０２１ �・栗 ４／ ３
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Afleet Alex

�
�
�
�
�

��
��

�セイントアレックス フェスティバルフィーリンググー スマートボーイ

��
��
�スマートダズル鹿 2012 ヨシファンタジア

＊シアトルシンフォニー 19
Seattle Slew S4×M5 アサティスM4×M4 アフリートM4×M5

価格： 購買者：



母 ＊フェアリーズ（11 AUS鹿 Medaglia d'Oro）AUS入着２回
〔産駒馬名登録数：３〕
ビッグマンアットナイトBig Man At Night（18 AUS牡鹿 Dissident）�AUS２勝
アイオブジェクト Iobject（19 AUS�黒鹿 Dissident）�海外未出走

２代母 リンキーディンク Rinky Dink（00 AUS鹿 Distorted Humor）USA・AUS
６勝，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1，TTC Tasmanian Oaks‐L，
VRCOttawa S‐L，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3 ２着，
ＳＡＪＣナショナルＳ‐G3 ２着，etc.
ガラハGalah（08牡 Redoute's Choice）AUS５勝，ＢＲＣＱＴＣカップ‐G2，Ｖ

ＲＣカーバインクラブＳ‐G3，MRCGothic S‐L，ＭＲＣサンダウンギニー
ズ‐G2 ３着，ＶＲＣチャタムＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ミニアチャーMiniature（10 牝 Exceed And Excel）AUS４勝，BRC Juanmo S
‐L ２着，ＡＴＣＰＪベルＳ‐G3 ３着
ミクロMicro（18� Medaglia d'Oro）�AUS１勝，ＶＲＣサイアーズプロデ

ュースＳ‐G2 ３着
バンタムBantam（12� Exceed And Excel）AUS１勝
ピグミー Pygmy（13牝 New Approach）AUS３勝，ＢＲＣクイーンズランドオー

クス‐G1 ２着
タイニータジTiny Taj（14 牝 Sepoy）AUS３勝
アマチュリシュAmateurish（17 牝 Brazen Beau）AUS１勝

３代母 ピービンガプリンセス Peebinga Princess（91 AUS鹿 Southern Appeal）
AUS４勝，ＳＡＪＣスエッテナムスタッドＳ‐G3 ２着，MRC Laurent‐Perrier
S‐L ３着

４代母 ピービンガスター Peebinga Star（81 AUS黒鹿 Abdicating）AUS１勝，
SAJC Dequetteville S‐L ２着
［孫］ ディンクムスターDinkum Star（02 牝 Happy Giggle）AUS４勝，ＳＡ

ＪＣライトニングＳ‐G3 ２着，SAJC Dequetteville S‐L ３着
［曾孫］ ストライクム Strykum（12牝 Stryker）AUS２勝，SAJCQueen Adelai

de S‐L

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

405 フェアリーズ２０２１ �・栗 ２／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスネオリアリズム
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー栗 2011 What a Reality

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayフェアリーズ リンキーディンク Distorted Humor

��
��
�Rinky Dink鹿AUS 2011 Peebinga Princess

3e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 フジノトップガン（06鹿 ネオユニヴァース）�８勝���入着６回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
ビシュラ（16牝鹿 ストロングリターン）�７勝，金沢プリンセスＣ（Ｄ1400）２着
コスモトップガン（17牡黒鹿 ストロングリターン）��入着２回�２勝
マッドヴィーナス（19牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���１勝

２代母 スギヤマワッスル（93鹿 ＊ワツスルタツチ）��６勝�入着４回，ロジ－タ記
念，東京プリンセス賞，トゥインクルレディ賞３着
テイエスハツヒメ（99牝 ＊アフリート）��４勝
テイエスジョオー（01牝 ＊ティンバーカントリー）��４勝
テイエスサクランボ（03牝 ＊アフリート）��５勝

３代母 ハヤブサアラナス（74黒鹿 ＊アラナス）出走
ダイワハヤブサ（79牡 ＊ダストコマンダー）２勝，朝日杯３歳Ｓ５着，白菊賞
ダイワウインザー（83牡 ＊ナイスダンサー）５勝，猪苗代特別，江戸川特別，八海山

特別，etc.，	
７勝

４代母 ＊ミスハワイ（52 USA黒鹿 Bel Canto）２勝
［子］ キンテキ（58牡 ＊タークスリライアンス）３勝，京成杯２着，セントライ

ト記念３着，朝日杯３歳Ｓ５着，etc.，�
ヒシチヨダ（60牝 ＊マイナーズランプ）２勝，四歳特別
ウメノオー（61牡 ＊タークスリライアンス）３勝，四歳中距離特別
セブンハワイ（65牝 ＊パーソロン）２勝，短距離特別

［孫］ ミスジュニヤス（86牝 ＊ジユニアス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，３歳抽せん馬特別，りんどう賞２着，�１勝�入着

［曾孫］ キョウエイタップ（87牝 ＊タツプオンウツド）５勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，ターコイズＳ‐OP，etc.

ゴールデンアワー（87牡 アンバーシヤダイ）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，産
經大阪杯‐Jpn2 ２着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.

インターシオカゼ（84牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，フェブラリーＨ‐Jpn3
２着，根岸Ｓ‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�３勝��

ダンディロイヤル（91牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，フェニックス賞‐OP ２着，樅の木賞

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

406 フジノトップガン２０２１ 牡・鹿 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスフジノトップガン ＊ワツスルタツチ

��
��
�スギヤマワッスル鹿 2006 ハヤブサアラナス

＊ミスハワイ 11c
サンデーサイレンスM3×S4 CosmahM5×M5

価格： 購買者：



母 ブラックシップ（06芦 ＊クロフネ）�４勝��８勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ウインベッスル（16牡鹿 カネヒキリ）�１勝
ショーネノー（20牡黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ピンポイントクロス（01鹿 マーベラスサンデー）出走
クロスカサブランカ（07牝 タニノギムレット）�２勝�入着
ヤマチョウスパーク（09� ＊ケイムホーム）�３勝
ミスマリーン（11牝 マヤノトップガン）入着

アローイアロイ（18牡 トゥザワールド）��３勝
シャトーブリアン（12牝 ＊クロフネ）入着，�３勝��

３代母 フラッシュシャワー（88黒鹿 アイノセントスキー）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，
ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，きんせんか賞
ハートフルシャワー（98牝 ＊ハートレイク）�	２勝

クロスマシェリ（04牝 ＊ヘクタープロテクター）�３勝
セイザ（06牝 ＊コロナドズクエスト）出走
スクリーンヒロイン（12牝 スクリーンヒーロー）
２勝
タイムスリップ（15牝 ダノンシャンティ）�２勝��１勝

キングオブサンダー（08牡 マヤノトップガン）�１勝
ミストラルシャワー（10牝 ブラックタイド）�７勝

フォーナインクロス（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝
オンリーワンクロス（02牡 マヤノトップガン）４勝，佐渡特別，天の川Ｓ３着
インスパイアクロス（04牡 メジロライアン）�１勝�４勝
ロックフェラー（05牡 マンハッタンカフェ）�３勝��入着４回

４代母 フトウベンチヤ（75鹿 ＊ヴエンチア）１勝

５代母 ＊サマーモーニング（66 FR鹿 Sayajirao）GB入着２回
［孫］ ロングセフティ（85牡 ロングエース）５勝，灘Ｓ，高瀬川特別，白川特別，etc.，

障害１勝
ゴールデンクロス（98牡 ウイニングチケット）３勝，米沢特別３着，美唄
特別３着，�１勝

販売申込者・所有者： 久保ファーム＝青森県三戸郡南部町 �090-2794-0164
生 産 牧 場： 久保ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

407 ブラックシップ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューブラックシップ マーベラスサンデー

��
��
�ピンポイントクロス芦 2006 フラッシュシャワー

＊サマーモーニング 1w
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊ブラッシュウィズデスティニー（01 CAN黒鹿 Broad Brush）USA１勝，マザリ
ーンＳ‐G2 ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－６（53）〕
ケイアイゲンブ（06牡鹿 Smart Strike）１勝，なでしこ賞（Ｄ1700）３着，��10

勝，東京スプリング盃（Ｄ1400）２着
ケイアイブレイズ（07牡鹿 ＊クロフネ）�15 勝�入着�
ケイアイアルテミス（08牝鹿 ジャングルポケット）１勝，�２勝��
クインズストリーク（11牝黒鹿 ゴールドアリュール）��８勝
クインズダルビー（14�鹿 フリオーソ）��４勝�３勝�２勝
イチジン（17牡鹿 アドマイヤムーン）���５勝	４勝

２代母 フォレヴァークラシック Forever Classic（91 CAN鹿 Regal Classic）USA
８勝，Queen Bee H２着，Chou Croute S‐L ３着，Maple Leaf S‐L
３着
エトラスカンEtruscan（03� Old Trieste）USA・CAN３勝
アルバイシンAlbaicin（09 牡 Bellamy Road）MEX４勝
ビヨンドミッドナイトBeyond Midnight（10 牝 Midnight Lute）USA２勝

３代母 フォーリアナ Forleana（75 CAN鹿 Forum）USA６勝，Tattling H２着
クイーンオヴイージプトQueen of Egypt（82 牝 Vice Regent）USA６勝，Jammed

Lovely S‐LR，Tattling H‐L，Ontario Colleen H‐R ２着，etc.
クワイエトクレオQuiet Cleo（88牝 No Louder）USA14 勝，La Prevoyante S

‐R，Wonder Where S‐R，Tattling H‐L ２着（２回），etc.
クワイエトリゾルヴQuiet Resolve（95� Affirmed）USA10 勝，アット
マイル‐G1，キングエドワードＨ‐G2，ディクシーＳ‐G2，etc.

アイオヴザスフィンクス Eye of the Sphynx（01牝 Smart Strike）USA４勝，
セリーニＳ‐G2，Fury S‐R，Woodbine Oaks‐R，etc.

ローマンブライアー Roman Briar（86 牝 Briartic）USA１勝，Wonder Where S
‐LR ２着，Lady Angela S‐LR ３着

ローマンビューグル Roman Bugle（89 牝 No Louder）USA２勝，Princess Eliz
abeth S‐R ３着

＊フォーザキング（90牝 Deputy Minister）USA３勝，Queen Alexandra S２着

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

408 ブラッシュウィズデスティニー２０２１ �・鹿 ５／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊

ブロードブラッシュ Ack Ack

�
�
�
�
�

��
��

�Broad Brush Hay Patcherブラッシュウィズデスティニー フォレヴァークラシック Regal Classic

��
��
�Forever Classic黒鹿CAN 2001 Forleana

2h
Turn‐to M5×M5

価格： 購買者：



母 ブリトン（02栗 サクラローレル）３勝，オークス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP
（芝 2000）２着，摂津特別（芝 1600），君子蘭賞（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－７（39）〕
バンブーチェルシー（08牡青鹿 ネオユニヴァース）２勝
マイアイステラ（09牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
バンブーバッジョ（10牡栗 デュランダル）入着，�２勝�４勝���
バンブーカッサーノ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�３勝
ペッシュカネル（13牝栗 ダンスインザダーク）入着，�３勝�１勝�入着�
クリノヒビキ（15	栗 バンブーエール）
�８勝�５勝�１勝�入着，ダービーＧ

Ｐ（Ｄ2000）２着，兵庫ダービー（Ｄ1870）２着，岐阜金賞（Ｄ1900），園田オー
タムＴ（Ｄ1700）

ロンギングルック（16牝栗 グランプリボス）�９勝，徽軫賞（Ｄ1500），加賀友禅
賞（Ｄ1400），石川ダービー（Ｄ2000），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）２着，中日
杯（Ｄ2000）３着，サラブレッド大賞典（Ｄ2000）３着，北日本新聞杯（Ｄ1700）
３着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）３着

サムライバカンス（19牝栗 バンブーエール）
�１勝
マナフラッシュ（20牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）
地方未出走

２代母 スイートバンブー（94栗 ＊スキャン）４勝，浦安特別，江戸川特別２着，釧路
特別２着，噴火湾特別３着，駒ケ岳特別３着，etc.
チリビリビン（01牝 ＊ブロッコ）入着，�１勝��

バンブーリバプール（08牡 マンハッタンカフェ）２勝，雅Ｓ２着，鳥取特別２
着，北山Ｓ３着，皆生特別３着，�８勝�１勝��，九州オールカマー

バンブージェイ（03牡 ＊デザートキング）２勝
バンブーアズーリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，大津特別２着，�１勝��，尾

張名古屋杯
バンブーレアル（06	 ジャングルポケット）入着３回，��３勝

３代母 ＊サブリーナ（84 USA栗 Green Forest）FR入着
タイセイブレーヴ（01牡 サクラバクシンオー）３勝，すずらん賞‐OP，バイオレッ

トＳ‐OP ２着，�１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885

409 ブリトン２０２１ �・鹿 ４／２８

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラブリトン ＊スキャン

��
��
�スイートバンブー栗 2002 ＊サブリーナ

3d
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ブルーベルベット（03栗 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（６）〕
ブルーハーツクライ（09牡栗 ハーツクライ）３勝，六波羅特別（芝 1600）３着
ブルーグランツ（10牡鹿 ダンスインザダーク）�３勝
ゲンパチケンザン（11牡栗 ゴールドアリュール）１勝
ボニートラボ（14牡芦 ＊クロフネ）�２勝
プラチナヴルール（17�芦 ゴールドシップ）�１勝
ベストフェローズ（20牡栗 エスポワールシチー）��入着

２代母 ウメノアスコット（89鹿 ＊ラツキーソブリン）１勝
ウメノダンサー（94牝 サクラユタカオー）４勝，三面川特別，晩秋特別，天の川Ｓ

２着，日本海Ｓ２着，フリーウェイＳ２着，etc.
マイネルキーロフ（04牡 マンハッタンカフェ）５勝，五稜郭Ｓ，秋嶺Ｓ，白井

特別，アザレア賞２着，むらさき賞３着
サダムイダテン（05牡 ＊フォーティナイナー）１勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ

‐Jpn3 ２着
レーヴムーン（13牡 アドマイヤムーン）４勝，福島中央ＴＶ杯，西部日刊スポ

ーツ杯，船橋市市制施行８０周年記念２着，アクアマリンＳ２着，道新スポ
ーツ杯２着，etc.

マルタカブライアン（96牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
マイネルセレクト（99牡 ＊フォーティナイナー）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3，シリウ

スＳ‐Jpn3，etc.，��２勝�１勝，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，
黒船賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

Ｓ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優古牝，優短距
ダイイチシガー（94牝 ＊トニービン）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，サンスポ４

歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633
生 産 牧 場： ㈲加野牧場
飼 養 者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633

410 ブルーベルベット２０２１ �・鹿 ４／１５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileブルーベルベット ＊ラツキーソブリン

��
��
�ウメノアスコット栗 2003 ハギノトツプレデイ

＊マイリー 7e
Mr. Prospector M3×S4×S5

価格： 購買者：



母 ＊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：12，勝馬（勝鞍）数：海外－２（12），地方－２（２）〕
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��
シゲルハナミズキ（19牝鹿 モーリス）�１勝
エムティソレイユ（20牝鹿 モーリス）���入着

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 �090-3118-6091
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

411 フレイミングクリフス２０２１ 牡・鹿 ３／２８

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

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
Raise a Native M4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 フレスカ（14栗 ディープスカイ）��入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アタッチメント（19牡黒鹿 シビルウォー）���出走
ピエールオレゴン（20牡黒鹿 パドトロワ）��１勝

２代母 カルチャートップ（05栗 マヤノトップガン）出走
タイセイスカイ（10牡 マンハッタンカフェ）�３勝
ゴーザトップ（11牡 ディープスカイ）３勝
カルチャーバリュー（12牡 ディープスカイ）��12 勝��
トップノート（13牝 ダイワメジャー）２勝，�１勝

３代母 ＊ジャパン（98 IRE 栗 Caerleon）GB１勝

４代母 カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 USA栗 Timeless Moment）
GB・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイル‐G1，マ
ルセルブサック賞‐G1，エミリオトゥラティ賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ サバンナサウンド Savannah Sound（10牝 Antonius Pius）IND９勝，M

ysore Dasara Sprint Championship‐LR，Maharaja's Cup‐LR ２
着，Sri Krishnaraja Wadiyar Memorial Trophy‐LR ２着

［曾孫］ エクイムー Equimou（14牝 Equiano）GB４勝，St. Hugh's S‐L ２着，
Scarbrough S‐L ３着

５代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ

ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ アプルーヴ Approve（08牡 Oasis Dream）GB・FR３勝，ジムクラックＳ
‐G2，英ノーフォークＳ‐G2，ミドルパークＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ボーシャンクセルクセス Beauchamp Xerxes（06	 Compton Admiral）
GB・FR・UAE４勝，On the House S‐L，Cocked Hat S‐L
２着，Floodlit S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

412 フレスカ２０２１ �・栗 ２／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビフレスカ マヤノトップガン

��
��
�カルチャートップ栗 2014 ＊ジャパン

8h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ベルモントパティ（00黒鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，武蔵野Ｓ‐G3 ３着，霞
ヶ浦特別（Ｄ1800），彦星賞（Ｄ1700），塩沢特別（Ｄ1800）２着，両津湾特別
（Ｄ1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－７（34）〕
ベルモントディーバ（08牝鹿 ネオユニヴァース）�９勝
コーネルレインボー（10牝黒鹿 ＊アジュディケーティング）�７勝��入着４回
ベルモントタイム（11牡黒鹿 ＊ファンタスティックライト）�６勝�入着４回
ピットブル（13�栗 ＊フレンチデピュティ）��６勝�入着２回
カズフィンテック（15牡黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
クリノガオガオ（17牡鹿 トランセンド）�	２勝�２勝
ダバイソンツェ（18牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 ＊ペラドンナ（92 USA栗 Woodman）１勝，呉竹賞２着
エーピートンコウ（97牡 ＊アジュディケーティング）１勝，
�11 勝
ベルモントオリーブ（98牝 ＊アジュディケーティング）��３勝，関東オークス‐Jpn3

３着，ロジータ記念２着，ゴールデンティアラ賞２着，東京プリンセス賞２着
ベルモントクエスト（99牝 ＊カーネギー）１勝
ベルモントエリカ（01牝 ＊エリシオ）１勝，�３勝��入着�
ベルモントバジル（05牝 ＊アジュディケーティング）２勝，��１勝
ベルモントベロニカ（08牝 ゴールドアリュール）出走

ハルキストン（15牡 ＊ロージズインメイ）１勝，障害５勝，小倉サマージャンプ
‐JG3 ３着

ベルモントラヴ（10牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 フーシ Hushi（85 USA栗 Riverman）USA９勝，Gold Beauty S，Chr
is Evert S，Prom S，ポインセティアＳ‐G3 ２着，Stefanita H‐L ２着，etc.
リヴァーオヴゴールド River of Gold（94 牝 Java Gold）USA５勝，Novi S２着
ゴールデンディスクGolden Disk（97 牝 Diesis）USA入着

シェルドン Sheldon（11牡 Purim）USA１勝，セクレタリアトＳ‐G1 ３着
ポジティヴプライズ Positive Prize（02� Prized）USA７勝，Gottstein Futurity

‐L，Wtba Lads S，Emerald Express S３着
キネティックモーション Kinetic Motion（05� Hussonet）USA４勝，T.T.A. S

ales Futurity‐R ２着

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

413 ベルモントパティ２０２１ 牡・鹿 ４／１１
＊

＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベルモントパティ
＊ Woodman

��
��
�ペラドンナ黒鹿 2000 Hushi

4r
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ベリーニピンク（16鹿 ダイワメジャー）�２勝
初仔

２代母 ラベンダーカラー（08黒鹿 サクラバクシンオー）３勝
ラベンダーパープル（15牡 ゴールドアリュール）�２勝��２勝�２勝�２勝
ケイセブン（18牡 オーシャンブルー）入着２回，��２勝��
ノーブルラベンダー（19牝 ルーラーシップ）��３勝

３代母 セシルブルース（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）出走
アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイーンＳ

‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，etc.
スワーヴエルメ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，横津岳特別２着，阿寒湖特別３着

トーセンアルニカ（10牝 メイショウサムソン）５勝，エリザベス女王杯‐G1 ４着，
迎春Ｓ，いわき特別，etc.

４代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
［子］ ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，

燕特別２着，etc.
ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特
別２着，南武特別３着，etc.

ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

［孫］ ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ
‐L ３着，寿Ｓ，etc.

ジェシー（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，西宮Ｓ，千里山特別，湯川特
別，etc.

ゼアブラヴ（14牡 ＊ファルブラヴ）１勝，万両賞３着，	２勝

５代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝

販売申込者・所有者： ㈱スマイルファーム＝日高町庫富 �080-1897-7330
生 産 牧 場： ㈱スマイルファーム
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

414 ベリーニピンク２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケベリーニピンク サクラバクシンオー

��
��
�ラベンダーカラー鹿 2016 セシルブルース

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M3×M5 ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 ベルファム（06栗 ＊ブライアンズタイム）入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ベッロポモドーロ（13牝栗 アジュディミツオー）�２勝�１勝�入着２回����，

梅桜賞（Ｄ1800）２着，園田クイーンセレクション（Ｄ1400）２着，ライデン
リーダー記念（Ｄ1600）２着

ヨンハブラック（14牡青 ブラックタイド）�１勝
ロンプフェイス（15牝鹿 トーセンホマレボシ）�５勝��
ブロンディグラス（17牝栗 ストロングリターン）�１勝
ステインタッチ（19牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）	�入着�入着２回

２代母 シルクアピール（00栗 ＊フォーティナイナー）出走
ゴールデンキャット（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�６勝
ギャラントレディ（12牝 ＊バトルプラン）�２勝��
グローリアスロウラ（13牝 アサクサキングス）入着２回，��６勝
ヌンフェスタ（14
 ナカヤマフェスタ）�２勝��６勝
マルヒロキング（15牡 キングヘイロー）	��３勝
レディトゥフライ（17牝 ベルシャザール）�１勝�
オオエスサノオ（18牡 ＊ヘニーヒューズ）	�２勝
アズグレーター（20牡 グレーターロンドン）	�１勝

３代母 ＊ドラゴンティーナ（92 USA鹿 Danzig）FR出走
アルドラゴン（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，�２勝�18 勝���，名古屋大賞

典‐Jpn3，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 シャルマント Charmante（85 USA栗 Alydar）IRE・USA３勝，Wassl Ra
ce‐L
［孫］ アルモラディ Almoradi（14 牡 Top Hat）	UAE・URU・SAU14勝，

P. Alfredo de Castro Perez‐L，P. Asociacion Uruguaya Propietar
ios‐L，P. Zelmar Michelini‐L（２回），etc.

［曾孫］ ラナウェイ Runaway（07
 Slickly）FR・GER・SWI７勝，ハンザ賞‐G2，
ゲルリンク賞‐G2 ２着，Grand Prix Jockey Club‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

415 ベルファム２０２１ 牡・栗 ２／１３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベルファム ＊フォーティナイナー

��
��
�シルクアピール栗 2006 ＊ドラゴンティーナ

8h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ペロチャン（12黒鹿 サクラプレジデント）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（６）〕
ライチェフェイス（17�鹿 キングヘイロー）１勝，��２勝�入着
ピースワンスパーダ（18�鹿 ベルシャザール）��２勝
ゲコクジョウ（19牡鹿 ロゴタイプ）�１勝
ワラ（20牡鹿 コパノリッキー）��１勝

２代母 ジョウノエンジェル（91鹿 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着
ウインセレーノ（98� ＊サンデーサイレンス）１勝，��１勝�
トーセンシャナオー（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記念‐Jpn2，

プリンシパルＳ‐L ３着，若葉Ｓ‐L ３着，�１勝
トーセンペガサス（04牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，��１勝
ジョウノワンダー（06牡 マンハッタンカフェ）１勝
アーバンウィナー（07牡 タヤスツヨシ）４勝，いちょうＳ‐L ２着，札幌２歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，二本松特別３着
ラグジードライブ（11� アドマイヤジャパン）１勝，障害１勝

３代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
ユウキサンガール（90牝 ＊トニービン）３勝，花背特別２着，寒梅賞２着
シーズグレイス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，

ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
シャドウスケイプ（99牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，�

１勝����入着５回，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.

４代母 ヨドセンリヨウ（75黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［子］ センリョウヤクシャ（86牡 ＊ノーザンテースト）６勝，阪急杯‐Jpn3，ス

ワンＳ‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ ショウワモダン（04牡 エアジハード）10勝，安田記念‐G1，ダービー卿Ｃ

ｈＴ‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.
ユメノシルシ（02牡 フジキセキ）７勝，新潟記念‐G3，福島ＴＶＯＰ‐L，
七夕賞‐G3 ３着，etc.

イブキインターハイ（92牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，京都４歳特別
‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.，	４勝

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

416 ペロチャン２０２１ �・鹿 ４／２７
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーペロチャン トウシヨウボーイ

��
��
�ジョウノエンジェル黒鹿 2012 ザンベージ

＊リリーオブザナイル 10a
テスコボーイ S4×M4 ノーザンテースト S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 プリムラジュリアン（15鹿 ＊セイントアレックス）�５勝��１勝�入着�，留守
杯日高賞（Ｄ1600）３着
初仔

２代母 バンローズ（09鹿 ローエングリン）�２勝��２勝
バンローズキングス（16牡 アサクサキングス）��７勝���入着３回，兵庫Ｃｈ

Ｓ‐Jpn2 ３着，兵庫ダービー，ダービーＧＰ３着，園田オータムＴ２着，Ｍ
ＲＯ金賞３着

３代母 バンバンイケ（00鹿 ＊アフリート）�７勝�４勝，ノースクイーンＣ２着
バンマリー（08牝 ロサード）�２勝�１勝

４代母 ヒガシリーズン（95黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
［子］ シルクタイタン（06牡 ステイゴールド）２勝，瓢湖特別３着，�12 勝

ウェディングコパ（05牝 ＊ムーンバラッド）入着２回，	８勝
ケイコラブズ（01牝 ＊ラムタラ）
３勝

［孫］ エルサント（08牡 ＊ルゼル）入着，�２勝	

５代母 ＊ヒガシタイクーン（91 IRE 鹿 ＊ラストタイクーン）不出走
［子］ ユキノアラシ（04牡 エアジハード）�７勝��，兵庫ダービー，菊水賞

ジャガーサンデー（03牝 エイシンサンディ）�４勝
ユメノトップレディ（01牝 ＊カーネギー）�１勝
ヒガシマイベスト（96牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝

［孫］ カオリジョリー（00牡 ＊ジョリーズヘイロー）１勝

販売申込者・所有者： 福山牧場＝日高町富浜 �01456-2-0454
生 産 牧 場： 福山牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

417 プリムラジュリアン２０２１ �・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Afleet Alex

�
�
�
�
�

��
��

�セイントアレックス フェスティバルプリムラジュリアン ローエングリン

��
��
�バンローズ鹿 2015 バンバンイケ

＊ヒガシタイクーン 6b
Mr. Prospector S4×M5 アフリートM4×M5

価格： 購買者：



母 プレシャスヴィガー（11栗 ＊サウスヴィグラス）入着，��３勝�入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ミコノスフレイバー（18牡栗 スズカコーズウェイ）���５勝

２代母 ＊プレシャスキャット（96 USA栗 Storm Cat）USA３勝，Sam Houston Dis
taff H‐L ３着
パンプアップ（04牡 Point Given）４勝
コヅル（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ダンツクイック（06牡 ＊スキャターザゴールド）�９勝��入着 11回
プレシャスジェムズ（07牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，ながつきＳ，渡島特別，etc.，

��入着３回�，クイーン賞‐Jpn3 ２着，マリーンＣ‐Jpn3 ３着，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着
スマートパルフェ（18牝 ルーラーシップ）２勝，��出走

スリープレシャス（08牡 スズカマンボ）１勝，��１勝
ハヤブサソング（09牝 スズカマンボ）１勝
プレシャスデイズ（10牝 スズカフェニックス）��１勝�
スリープレッピー（13� ヴィクトワールピサ）入着２回，	３勝
タイニーマイス（15牝 スズカマンボ）�	４勝�３勝�１勝

３代母 ナースルールーNurse Lulu（81 USA鹿 Jacinto）不出走
ドクターキャリントンDr. Carrington（85� Mari's Book）USA13 勝，Whirla

way S‐L，カーターＨ‐G1 ３着，トルーノースＨ‐G2 ２着，etc.

４代母 ヘンメディックHenmedic（77 USA栗 Dr. Fager）USA出走

５代母 ディマシュクDimashq（71 USA栗 Damascus）USA２勝
［子］ オネストグロー Honest Glow（80牝 Honest Pleasure）USA３勝，S

atin and Lace S，Big Sandy S３着
オネストジョイ Honest Joy（79牝 Honest Pleasure）USA８勝，Mar
igold S

［孫］ ドツェロDotsero（87 牡 Conquistador Cielo）USA５勝，イリノイダービ
ー‐G2，Count Fleet S‐L，Southwest S‐L ２着，種牡馬

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

418 プレシャスヴィガー２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタープレシャスヴィガー
＊ Storm Cat

��
��
�プレシャスキャット栗 2011 Nurse Lulu

9e
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ホットランナー（11栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
リベルター（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）１勝
ボディダブル（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��出走�２勝��

２代母 ホットレッグス（03栗 Galileo）不出走
ゴールドテーラー（10牝 ステイゴールド）４勝，テレ玉杯，玄海特別３着，三面川

特別３着，睦月賞３着，許波多特別３着，etc.
セイザン（13牝 ダイワメジャー）�11 勝
シャムロック（14牡 ダイワメジャー）３勝，利根川特別３着
バトルガニアン（15牡 ハーツクライ）�２勝
リュクスエンヴィ（18牝 ダイワメジャー）���入着�４勝

３代母 ＊アクセラレイション（97 FR栗 Acatenango）FR２勝，コリーダ賞‐G3，サン
ロマン賞‐G3 ２着，オマール賞‐G3 ３着
フルアクセル（08牡 アグネスタキオン）５勝，湘南Ｓ，尖閣湾特別，初富士Ｓ２着，etc.

４代母 ＊ワールウインド（92 FR鹿 Leading Counsel）FR２勝，P. Ronde de Nuit
‐L ２着，P. La Camargo‐L ３着
［子］ ホーカーハリケーン（06牝 ネオユニヴァース）４勝，札幌スポニチ賞，斑

鳩Ｓ２着，小豆島特別２着，etc.
［孫］ プリオーデインド Preordained（08牝 Choisir）IND２勝，Bangalore J

uvenile Million‐LR ２着，Bangalore Winter Milllion‐LR ２
着，Deccan Fillies Championship S‐LR ３着

５代母 バトルドレスBattledress（76 FR栃栗 Run the Gantlet）FR・USA２勝
［孫］ ドラマティックアイロニーDramatic Irony（91牝 Trojan Fen）IND４

勝，Byculla Cup‐L，Northumberland Trophy‐L，India
n Oaks‐LR ３着

［曾孫］ ヒューモリスティク Humoristic（01 牝 Sefapiano）USA８勝，ヴァイオ
レットＳ‐G3（２回），オールアロングＢＣＳ‐G3 ２着，ギャロレッ
トＨ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

419 ホットランナー２０２１ �・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケホットランナー Galileo

��
��
�ホットレッグス栗 2011 ＊アクセラレイション

11f
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ホリデイトウショウ（08鹿 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（24）〕
アスヘノキボウ（14牝鹿 スズカマンボ）�２勝��11 勝
ペルランドール（15牡鹿 スマートファルコン）�10 勝
トモエタカ（17牡鹿 マツリダゴッホ）��１勝
ディヴァインギフト（18牝黒鹿 フェノーメノ）��出走�入着３回
グリジー（19牡鹿 トーセンラー）���入着２回
ショートストップ（20牡黒鹿 ダノンバラード）�出走

２代母 オーロラトウショウ（94黒鹿 ＊キンググローリアス）入着３回
トウショウバスター（99牡 サクラバクシンオー）入着２回，�	２勝��
トウショウムトンボ（00牡 アンバーシヤダイ）１勝
トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，福島民報杯

‐L ３着，新潟日報賞，由比ヶ浜特別，六社特別３着，��１勝�１勝�１勝�入着
ピークトウショウ（05牝 ＊ティンバーカントリー）�２勝����
トウショウジオン（06牡 ジェニュイン）�２勝�11 勝�入着��，白銀争覇３着
カリズマトウショウ（07牝 ＊カリズマティック）�５勝��３勝�
ラピッズトウショウ（10牝 ゴールドアリュール）�７勝��
トウショウヴォワ（11牡 ＊ファスリエフ）�３勝�３勝��入着
トウショウレイダー（13牡 ＊ファルブラヴ）�９勝��

３代母 カメリアトウシヨウ（82栗 ＊ハンザダンサー）不出走
トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯‐Jpn3，

七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
パメラトウショウ（87牝 アンバーシヤダイ）不出走

ダイワハンニバル（93牡 ＊ブレイヴエストローマン）入着，�	４勝�18 勝
，
東北サラブレッド大賞典

マインスイーパ（94� タマモクロス）１勝，積丹特別
ジュエルトウショウ（88牝 ＊ノーザンディクテイター）２勝，陸奥湾特別２着

デルマカミカゼ（95牡 ミホノブルボン）３勝，千歳特別，猪苗代特別３着

販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

420 ホリデイトウショウ２０２１ 牡・栗 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンホリデイトウショウ ＊キンググローリアス

��
��
�オーロラトウショウ鹿 2008 カメリアトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
Halo S4×M4 Mr. Prospector S4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ホワイトプラネット（10芦 ＊クロフネ）２勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
デスブロー（18牝芦 ＊サウスヴィグラス）�１勝��１勝�
ベターザンエヴァー（19牡芦 ＊ダノンレジェンド）���１勝�１勝
スイープステークス（20牝芦 ＊パイロ）���１勝

２代母 フェアノータム（03鹿 アグネスタキオン）出走
ショウナンマハ（08牝 ＊タイキシャトル）４勝，ＨＢＣ賞，石打特別，桑折特別２着，

ゴールデンホイップＴ３着，美利河特別３着
バスティード（11牡 アドマイヤムーン）１勝
ツクバイーメーカー（12牡 ＊エンパイアメーカー）２勝
フローラルパーク（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝

３代母 ＊バブルウイングス（92 FR鹿 In TheWings）GB４勝
ウイングオブラック（99牝 ＊ブライアンズタイム）出走

フライングメリッサ（04牝 ダンスインザダーク）３勝，秩父特別，ストークＳ
２着，関ケ原Ｓ３着，etc.
マイネルラフレシア（13牡 ジャングルポケット）３勝，プリンシパルＳ
‐LR ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，アイビーＳ‐OP，etc.

ショウナンパントル（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐Jpn1，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，優２牝
ショウナンアチーヴ（11牡 ショウナンカンプ）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，朝

日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，からまつ賞，etc.

４代母 ＊バブルプロスペクター（84 USA栗 Miswaki）IRE１勝
［子］ ザッツザプレンティ（00牡 ダンスインザダーク）３勝，菊花賞‐Jpn1，Ｒ

たんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
マニックサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，サンスポ４歳牝馬
特別‐Jpn2

［孫］ ＊ラヴアンドバブルズ（01牝 Loup Sauvage）FR３勝，クロエ賞‐G3，
Criterium de Languedoc‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，etc.

エポワス（08� ＊ファルブラヴ）７勝，キーンランドＣ‐G3，大阪―ハン
ブルクＣ‐L，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 �0146-47-2502
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

421 ホワイトプラネット２０２１ �・芦 ５／１０

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューホワイトプラネット アグネスタキオン

��
��
�フェアノータム芦 2010 ＊バブルウイングス

1b
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ホワイトフローラ（13芦 スズカフェニックス）�８勝
初仔

２代母 ホワイトクルーザー（06芦 ＊クロフネ）２勝
スズカホワイト（14� ブラックタイド）１勝，大寒桜賞３着，障害１勝
クレディブル（15牡 スズカマンボ）２勝
ハヤブサナンデクン（16牡 ゴールドアリュール）�５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，

鳳雛Ｓ‐L ３着，三宮Ｓ‐OP，瀬戸Ｓ，香嵐渓特別，etc.

３代母 ホワイトカーニバル（00芦 ＊ミシル）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーンＣ
‐Jpn3 ３着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着
サンビスタ（09牝 スズカマンボ）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，��３勝�

１勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，etc.
ジレトール（19牡 ロードカナロア）�３勝，端午Ｓ‐OP ２着，昇竜Ｓ‐OP ２

着，薩摩Ｓ２着

４代母 イエローブルーム（89栗 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，樅の木賞２着，寒桜賞３着
［子］ インターアプローズ（97牡 ＊トニービン）５勝，神鍋特別，伊丹特別，洲

本特別２着，etc.
テイエムミシルオー（99牡 ＊ミシル）３勝，摩周湖特別２着，ポプラ特別３着

［孫］ スマートアヴァロン（12牡 ＊サウスヴィグラス）７勝，コーラルＳ‐L，す
ばるＳ‐L，根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.，��２勝�

ピンクドッグウッド（14牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��１勝	２勝，
エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬，京浜盃２着，etc.，
ＮＡＲ優２牝

メイショウダッサイ（13牡 スズカマンボ）�１勝，障害９勝，中山グラン
ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2，etc.，
優障害

テイエムシシオー（09牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，
５勝，新涼賞，耶
馬溪賞２着，カンナ賞２着

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

422 ホワイトフローラ２０２１ �・芦 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカホワイトフローラ ＊クロフネ

��
��
�ホワイトクルーザー芦 2013 ホワイトカーニバル

＊エリモルーシー 16h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ボンネット（15栗 ＊アポロキングダム）�８勝
初仔

２代母 イカガデスカ（04鹿 ＊デヒア）３勝
オイシイナア（16牝 サムライハート）１勝
オドルキツネ（17牡 サンライズペガサス）�３勝

３代母 マナーリー（91鹿 ラグビーボール）１勝
カゼニフカレテ（99牡 サニーブライアン）３勝，愛知杯‐Jpn3，きさらぎ賞‐Jpn3

３着，野路菊Ｓ‐OP ２着，etc.

４代母 ノスタルジア（83鹿 ＊サンプリンス）７勝，札幌日経賞‐OP ３着，梅田Ｓ，鳴
門Ｓ，原町特別３着
［子］ コーヒーブレイク（92牡 ラグビーボール）５勝，中京３歳Ｓ‐OP ３着，

フィリピンＴ，阿武隈Ｓ２着，etc.，�１勝����入着４回
オジャマシマス（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，瀬戸特別３着

［孫］ サウンドバスター（08牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，京都新聞杯‐G2
３着，フリージア賞

セイシュンジダイ（01牡 フジキセキ）２勝，さざんかＳ‐OP ２着，鳥取
特別２着，マカオＪＣＴ３着，etc.

テイエムレンジャー（10牡 ローエングリン）２勝，足立山特別２着，小峰
城特別２着

コスモグレースフル（09牡 ラスカルスズカ）４勝，オリエンタル賞３着，
精進湖特別３着，いわき特別３着，etc.

［曾孫］ オリオンジャック（05牡 ラスカルスズカ）�15 勝，新春ペガサスＣ２着

５代母 ＊サイドウオーク（70 IRE 鹿 ＊タカウオーク）GB１勝
［子］ キヨウエイウオーク（76牝 ＊ネヴアービート）７勝，短距離特別，白鷺特

別，短距離特別，etc.
キョウエイポート（81牡 ＊ネヴアービート）２勝，筑紫特別２着

［孫］ ニューシティボーイ（92牡 ダイナコスモス）４勝，早鞆特別，大雪Ｈ３着，
	３勝
１勝��，種牡馬

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

423 ボンネット２０２１ �・栗 ３／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊ Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�

��
��

�アポロキングダム Bella Gattoボンネット ＊デヒア

��
��
�イカガデスカ栗 2015 マナーリー

＊サイドウオーク 13c
Kingmambo S3×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ボーディシア（12青鹿 ＊パイロ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
リリコ（16牝栗 フリオーソ）�６勝�１勝�入着２回，クイーンＣ（Ｄ1600），園

田プリンセスＣ（Ｄ1400），東海クイーンＣ（Ｄ1800）２着，若草賞（Ｄ1400）２
着，園田クイーンセレクション（Ｄ1400）２着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着，
西日本ダービー（Ｄ1900）３着，高知優駿（Ｄ1900）３着，のじぎく賞
（Ｄ1700）３着，スプリングＣ（Ｄ1800）３着

エイユーキャッスル（17牡栗 フリオーソ）�３勝�
シェナダイオー（19牡黒鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ＊カントリーメロディー（00 USA黒鹿 GoneWest）不出走
ベキーアビューティ Bequia Beauty（04 牝 Maria's Mon）USA・CAN２勝，Pr

incess Margaret S２着
ハマーズブレット Hammers Bullet（08� Bernardini）USA・CAN５勝，Mani

toba Derby‐L
ロカビリー（13牡 アドマイヤムーン）�４勝	
ダニエル（15牡 ＊ハードスパン）１勝，��２勝�３勝
ヴァガルーナ（16牝 アドマイヤムーン）��８勝
エメラルディ（17牝 リアルインパクト）���２勝�４勝	入着

３代母 ミニスターズメロディMinister's Melody（94 USA黒鹿 Deputy Minister）
USA５勝，アーリントンハイツオークス‐G3，ラブレアＳ‐G1 ２着，エルエンシ
ノＳ‐G2 ２着，ラカニャーダＳ‐G2 ２着，モリーピッチャーＨ‐G2 ２着，etc.
コニーベル Connie Belle（02 牝 Storm Cat）USA４勝，Auntie Mame S‐R，

Tenski S‐R ２着，De la Rose S‐R ３着，etc.
ビーンヒアビフォア Been Here Before（12 牝 Tapit）USA２勝，Caesar's

Wish S２着
ノスタルジックNostalgic（19 牝 Medaglia d'Oro）�USA３勝，ガゼル
Ｓ‐G3，ＣＣＡオークス‐G1 ３着

ボブアンドジョン Bob and John（03牡 Seeking the Gold）USA５勝，ウッドメ
モリアルＳ‐G1，ローンスターパークＨ‐G3，シャムＳ‐G3，etc.，種牡馬

スイートソネット Sweet Sonnet（07 牝 Seeking the Gold）GB１勝，Dick Poole
Fillies' S‐L ２着，Michael Seely Memorial Fillies' S‐L ３着

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

424 ボーディシア２０２１ �・黒鹿 ５／１０

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionボーディシア
＊ GoneWest

��
��
�カントリーメロディー青鹿 2012 Minister's Melody

21a
Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ホーリーシー（12黒鹿 タニノギムレット）�出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マリンセブン（18牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝
ザスズラン（19牝鹿 ダノンシャーク）�地方未出走
ワールドナイト（20牝黒鹿 ワールドエース）���出走

２代母 システィンチャペル（00鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サムライムラマサ（11牡 ＊シェルゲーム）�１勝�２勝
ショウザイシンホー（13牡 ジャングルポケット）入着３回，�２勝
セラファン（14牝 ＊ベーカバド）１勝

３代母 ＊サドラーズギャル（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE 出走
＊エルコンドルパサー（95牡 Kingmambo）６勝，ジャパンＣ‐G1，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR２勝，サンクルー大賞‐G1，
フォワ賞‐G2，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

ギャルフロムシアトルGal From Seattle（96 牝 A.P. Indy）不出走
＊フレッシュバニラ（03牝 Grand Slam）４勝，鶴ヶ城特別，八海山特別，七重

浜特別３着
ミリオンフレッシュ（10牡 ソングオブウインド）２勝，かささぎ賞

シアトルスパイト Seattle Speight（07 牝 Speightstown）GB２勝
ミスティックタウンMystic Town（16� Medicean）�SWE・DEN７勝，
Zawawi Cup‐L ３着

トロイルス Troilus（08 牡 Speightstown）USA３勝，ガルフストリームスプリ
ントＣｈ．Ｓ‐G2 ２着，種牡馬

４代母 グレンヴェーGlenveagh（86 USA鹿 Seattle Slew）不出走

５代母 リサデル Lisadell（71 USA鹿 Forli）GB・IRE２勝，コロネイションＳ‐G2，
アサシＳ‐G3，Mulcahy S２着
［子］ ファザーランド Fatherland（90牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・US

A４勝，愛ナショナルＳ‐G1，愛フュチュリティＳ‐G3，Tyros S
‐L，etc.

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

425 ホーリーシー２０２１ �・黒鹿 ４／２７
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルホーリーシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�システィンチャペル黒鹿 2012 ＊サドラーズギャル

5h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5
Hail to Reason S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 マクシマール（03栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－４（14）〕
デルマベンザイ（09牝栗 ＊ワイルドラッシュ）�３勝
マイティマックス（10牝鹿 メイショウサムソン）１勝
フェスティヴイェル（11牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）５勝，２０１６ＷＡＳＪ第２戦
（芝 2000），調布特別（芝 2000），出雲崎特別（芝 2400），睦月賞（芝 2400）２着，
悠久山特別（芝 2400）２着，新緑賞（芝 2300）２着，種牡馬

シゲルタイコマツリ（12牝鹿 キングカメハメハ）�２勝
アンジュジョリー（14牝栗 ＊タートルボウル）�２勝��４勝�入着，東京プリンセス

賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）３着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）２着
アイドンノー（17牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝�
フェスティヴビーム（20牡鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ＊マックスジーン（93 USA芦 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイ
Ｈ‐G2（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，ジェニーワイリーＳ
‐G3，ミセズリヴィアＳ‐G3，etc.
フライバイペガサス（02牝 Fusaichi Pegasus）出走

マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）��５勝，平和賞３着

３代母 ＊ジャッキーマックス（82 IRE 芦 Sexton Blake）FR・USA５勝，P. des Bell
es Filles‐L

＊マックスファックス（90牝 Known Fact）USA４勝
シベリアンライオン（02牡 ＊マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，初

春賞３着，横手特別３着
ペッグエリーPeg Elly（94 牝 Dr. Carter）USA出走

レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Juan Aria
s‐L ３着

ジャッキーテースト（01牝 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，クリスマ
スキャロル賞３着，�１勝
グレイスフラワー（09牝 ダイワメジャー）３勝，オクトーバーＳ，火打山特別，

信濃川特別３着，etc.，��２勝
ストライプ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，クロッカスＳ‐L

サトノフェアリー（10牝 ディープインパクト）３勝，信夫山特別

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

426 マクシマール２０２１ �・栗 ４／ ５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラマクシマール
＊ Cozzene

��
��
�マックスジーン栗 2003 ＊ジャッキーマックス

9e
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 マサカーネ（05栗 ＊トワイニング）�１勝�
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ルスカ（14牝鹿 キングヘイロー）�２勝�入着３回
イシノビバーチェ（17牡鹿 キングヘイロー）���３勝
エムエスゴールド（18牝栗 ＊バトルプラン）��２勝
カゼヒナタ（20牡黒鹿 ベルシャザール）��入着

２代母 ナイスジュノー（91栗 ＊ナイスダンサー）出走
ガルシア（97牡 ＊セレスティアルストーム）��１勝
イブキリムジンオー（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，上賀茂Ｓ，加古川特別，鷹取

特別，釧路湿原特別，etc.，障害１勝，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，�１勝
ナイスドラゴン（00牡 マーベラスサンデー）��５勝
アドマイヤプラウド（04牡 ＊アフリート）�７勝�１勝
アマテラスAmateras（06 牝 ＊シルバーチャーム）KOR１勝
レアリサール（08牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝

３代母 ミスデルモント（82栗 ＊ゲイルーザツク）�１勝
ニホンピロナーリー（89牡 ＊タツプオンウツド）４勝，京都記念‐Jpn2 ３着，白嶺

Ｓ，初霜特別，etc.，	２勝
アスクウルフ（93
 ヤマニンスキー）１勝，障害１勝
アスクファンタジー（94牝 ＊トニービン）４勝，阿寒湖特別，湯川特別２着，古都Ｓ

３着，etc.
アスクジュビリー（00牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，若草Ｓ‐OP，下鴨Ｓ，

再度山特別，etc.
アイムゾンターク（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
トモロマイスター（07牡 マーベラスサンデー）２勝，二王子特別２着

シルクガーランド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）入着２回
イシノイングランド（06牡 ニューイングランド）�２勝，ジュニアＧＰ２着

４代母 スピードハクセス（73栃栗 ＊ダイハード）��出走

５代母 チヤイナスピード（66栗 ＊チヤイナロツク）��，東京王冠賞，しらさぎ賞２
着，東京ダービー２着，関東オークス２着，クイーン賞３着

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

427 マサカーネ２０２１ 牡・鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーグローリー ＊ホワイトマズル

��
��
�メリッサ青鹿 2013 ストーミーラン

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeマサカーネ ＊ナイスダンサー

��
��
�ナイスジュノー栗 2005 ミスデルモント

＊チツプトツプ 4m
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 メヌエットシチー（05黒鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（20）〕
ウルトラトップ（11牝鹿 フサイチホウオー）�２勝
ベリーフレイバー（12牝青鹿 ＊ホワイトマズル）��２勝
ディーズメヌエット（13牝黒鹿 オレハマッテルゼ）�２勝�１勝�１勝
ミミ（14牝黒鹿 タイムパラドックス）�１勝��２勝�
セイスケルツォ（17牡黒鹿 トゥザグローリー）��５勝	３勝��１勝
ヤシロヴィッキー（18牝鹿 トゥザグローリー）��出走�出走
ロスタム（19牡鹿 ディープスカイ）���入着２回

２代母 アミダラ（97青 ＊キンググローリアス）４勝，鹿島特別
アミスターデ（04牝 ＊マリエンバード）�１勝
４勝�１勝�入着３回
ブライトシチー（09牡 オレハマッテルゼ）１勝
シゲルビッチュウ（11� スクリーンヒーロー）１勝
ヒラケゴマ（13牝 ゴールドヘイロー）�３勝�入着

３代母 ミスアミツト（81黒鹿 ＊ラデイガ）６勝，ガーネットＳ，江戸川特別
アズマコスモ（89牝 ＊ランズダーン）３勝，金華山特別２着，高湯特別２着，雄国沼

特別３着，etc.
シンコウセイバー（90牡 ミスターシービー）１勝，府中３歳Ｓ‐OP ３着，グラジオ

ラス賞２着，ほおずき賞３着，etc.
アズマロビン（91牝 ＊アレミロード）入着

ヒシアオバ（98牝 ＊ハートレイク）３勝，岩室特別２着，妙高特別３着

４代母 ＊アリツトルロビン（70 USA黒鹿 Cornish Prince）USA３勝，Coquette H
，アシュランドＳ‐G3 ３着
［子］ ジェネラルバーネットGeneral Barnett（86� General Holme）USA11

勝，Best of Ohio Sprint Championship H‐LR，Ohio Senior S
‐R，Brent's Prince H‐R，etc.

ファーストコティリオン First Cotillion（87 牝 General Holme）USA２
勝，Primonetta S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

428 メヌエットシチー２０２１ �・鹿 ４／ ６

＊

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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモメヌエットシチー ＊キンググローリアス

��
��
�アミダラ黒鹿 2005 ミスアミツト

＊アリツトルロビン 24
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラトーヌインパクト（09芦 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（７）〕
アイスフィヨルド（15牡芦 ＊クリストワイニング）３勝，隅田川特別（芝 1600）３着
（２回）

オールフォーワン（16牡鹿 ＊クリストワイニング）�２勝�２勝�２勝
エルニーニョ（17牡芦 マコトスパルビエロ）�１勝
ゴーマイオーシャン（20牡鹿 ＊バトルプラン）�未出走

２代母 ラトーヌサンライズ（00芦 ＊タイキシャトル）３勝
ラトーヌタキオン（07牝 アグネスタキオン）１勝
ラトーヌペガサス（08牝 サンライズペガサス）１勝
サンライズビーム（13牡 ＊ハービンジャー）１勝
ラトーヌシャイン（15牝 ＊モンテロッソ）�５勝�１勝
ラトーヌハート（16牝 サムライハート）�１勝�入着
レイカサンライズ（17牝 ＊ロージズインメイ）��４勝

３代母 ＊ノベンバーサンライズ（90 USA芦 Danzig）不出走
ビッグホワイト（02牡 フジキセキ）４勝，久留米特別，ジャニュアリーＳ２着，日

向特別２着，etc.
ノベンバーペガサス（08牝 サンライズペガサス）１勝，苗場特別３着，岩室温泉特

別３着，�２勝
ハイランドジャガー（09牡 ＊ロージズインメイ）３勝，指宿特別

４代母 タイムリーローマンTimely Roman（73 USA芦 Sette Bello）不出走
［子］ タイムリーライター TimelyWriter（79 牡 Staff Writer）USA９勝，フロ

リダダービー‐G1，フラミンゴＳ‐G1，米シャンペインＳ‐G1，etc.
タイムリーアサーション Timely Assertion（84牝 Assert）USA５勝，サ
ンタアニタオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G2，ラカニャーダＳ
‐G1 ４着，etc.

［孫］ トピックガラピアト Topic Gallapiat（93 牝 Gallapiat）USA８勝，Detroi
t Miss H，Wayward Lass S，Birmingham H３着，etc.

販売申込者・所有者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-9080-5588
生 産 牧 場： 浦河小林牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

429 ラトーヌインパクト２０２１ �・鹿 ５／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアラトーヌインパクト ＊タイキシャトル

��
��
�ラトーヌサンライズ芦 2009 ＊ノベンバーサンライズ

9b
サンデーサイレンスM3×S4 Halo M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラピッドチェンジ（14鹿 ＊ワークフォース）�入着４回
〔産駒馬名登録数：２〕
パワポケプレミア（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 サトルスマイル（99鹿 バブルガムフェロー）１勝
ジャングルスマイル（06牡 ジャングルポケット）�38 勝�１勝��，白山大賞典

‐Jpn3 ２着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，中日杯，百万石賞（５回），北國
王冠（２回），etc.

ワイズミューラー（07牡 ジャングルポケット）２勝，睦月賞２着，横津岳特別２着，
琵琶湖特別３着，九十九里特別３着

レッフェルン（08牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ミッキースマホ（10牡 ＊アサクサデンエン）４勝，渡島特別，丹沢Ｓ２着，梅田Ｓ２

着，東北Ｓ２着，観月橋Ｓ３着

３代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着

＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3
２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，菊花賞
‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬

エアシャキーラ（00牝 ＊アフリート）出走
エアウルフ（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ポラリスＳ‐L，ポラリスＳ‐L

２着（２回），欅Ｓ‐L ２着，etc.
マンハッタンフィズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

コロンバスサークル（06牝 ＊ホワイトマズル）５勝，みなみ北海道Ｓ‐LR ２着，
五稜郭Ｓ‐OP ３着，レインボーＳ，etc.

アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイ
ーンＣ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.

クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハ
ンブルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬

ダービーフィズ（10牡 ジャングルポケット）５勝，函館記念‐G3，セントライ
ト記念‐G2 ２着，札幌記念‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-9515-1011
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

430 ラピッドチェンジ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonラピッドチェンジ バブルガムフェロー

��
��
�サトルスマイル鹿 2014 ＊サトルチェンジ

16c
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Alleged M5×M5
価格： 購買者：



母 リキサンフロール（12黒鹿 ゼンノロブロイ）�４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
セラダエストレーラ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��２勝��
メイショウゲンパク（19牡鹿 ストロングリターン）��入着

２代母 リキサンピュアティ（00黒鹿 ＊トニービン）３勝
リキサンイレブン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
リキサンステルス（10牡 マンハッタンカフェ）５勝，赤富士Ｓ，八王子特別，伊勢

佐木特別，小金井特別，丹沢Ｓ２着，etc.
リキサンエルピーダ（11牝 ネオユニヴァース）�４勝
リキサンダイオー（13牡 キングカメハメハ）４勝，八王子特別，香取特別２着
リキサンゴルト（15牡 ダイワメジャー）１勝
リキサンムスタング（16牡 オルフェーヴル）�４勝
リキサンハート（18牝 ダイワメジャー）�１勝

３代母 プリンセスリーベ（92黒鹿 ＊ノーザンテースト）４勝
ナリタセンチュリー（99牡 ＊トニービン）８勝，京都大賞典‐G2，京都記念‐Jpn2，

宝塚記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬
カネマサゴールド（07� ゴールドヘイロー）�17 勝	１勝�入着��，赤レンガ記

念，高知県知事賞２着，赤レンガ記念２着

４代母 ＊プリンセスデリーデ（81 GB鹿 Vaguely Noble）FR１勝，P. du Ranelagh
‐L ２着，フロール賞‐G3 ３着，P. Charles Laffitte‐L ３着
［子］ ドゥースフランスDouce France（89牝 Fabulous Dancer）FR６勝，

P. Occitanie‐L，P. de la Sorellina‐L ２着
［孫］ ブラックエンブレム（05牝 ＊ウォーエンブレム）４勝，秋華賞‐Jpn1，フ

ラワーＣ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
ニシノナースコール（02牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，秋華賞‐Jpn1 ３着，etc.，
��１勝，エンプレス杯‐Jpn2，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，etc.

［曾孫］ ウィクトーリア（16牝 ヴィクトワールピサ）３勝，フローラＳ‐G2，ロー
ズＳ‐G2 ３着，オークス‐G1 ４着

ブライトエンブレム（12牡 ネオユニヴァース）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，弥
生賞‐G2 ２着，皐月賞‐G1 ４着

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2446
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

431 リキサンフロール２０２１ �・青 ３／３１
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルリキサンフロール ＊トニービン

��
��
�リキサンピュアティ黒鹿 2012 プリンセスリーベ

＊プリンセスデリーデ 3c
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテーストM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レモンティー（11黒鹿 ＊タイキシャトル）１勝，�７勝��３勝�
初仔

２代母 アドマイヤプルート（04鹿 アドマイヤコジーン）３勝，こでまり賞，播磨特別
２着，鳥羽特別３着，仲春特別３着，下北半島特別３着，etc.
ストレッチ（13牡 ネオユニヴァース）�４勝
スマートダフネ（14牝 スマートファルコン）１勝
フェンドオフ（15牡 ＊クロフネ）２勝，��２勝��３勝
アッシャムス（16牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�
グランコージー（17牡 ベルシャザール）��６勝��２勝，シアンモア記念２着，

ダービーＧＰ３着，ダイヤモンドＣ，寒菊賞，若駒賞，etc.

３代母 スプリングハーレー（99青鹿 ＊キンググローリアス）１勝
アドマイヤスパーズ（10牡 アドマイヤコジーン）２勝

４代母 テンザンヒムカ（83黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，西脇特別２着，桜島特別２
着，あすなろ賞２着
［子］ プリンセスヒムカ（92牝 ＊プリンスオブバーズ）３勝，クローバー賞‐OP

２着，オホーツクＨ，etc.，�５勝，スプリンター争覇
ダイナミックウイン（96牡 ＊オペラハウス）４勝，コスモス賞‐OP ２着，
睦月賞，かいどう賞２着，etc.

スーパーブレーブ（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝
ドラマチックライフ（93牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，�１勝�３勝
エーピーゴンタ（02牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，��１勝
ダイナミックスター（97牡 ＊グルームダンサー）１勝，�１勝	

［孫］ オースミハリケーン（00牡 ＊オペラハウス）２勝，わらび賞３着，�15 勝

モリトブイコール（08� オンファイア）２勝

［曾孫］ サラノロクサボード（06牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�８勝

�入着３回

５代母 シルバーホマレ（69青 ＊ネヴアービート）出走
［孫］ カツノシグナル（88牡 サンシヤインボーイ）１勝，�13 勝�１勝�，開

設記念，高崎大賞典２着，高崎大賞典３着，etc.

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

432 レモンティー２０２１ �・青 ２／１４

＊

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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンレモンティー アドマイヤコジーン

��
��
�アドマイヤプルート黒鹿 2011 スプリングハーレー

＊シルバーバツトン 4g
Cozzene M4×S5

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：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
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５回
ダンツクルーガー（19牡栗 ＊クロフネ）�４勝

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： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

433 レッドアモーレ２０２１ �・青鹿 ４／１８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�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
Halo S4×M4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 レディマスグレイヴ（12鹿 ＊コマンズ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
シントーミリアン（16牡黒鹿 ＊モンテロッソ）��２勝
モダンライフ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��３勝
アンペアブレーカー（19牡黒鹿 ＊パイロ）���入着４回

２代母 ＊ロシャーニ（97 IRE 鹿 Kris）GB２勝
ザインゼン Zayn Zen（02牝 Singspiel）GB３勝，Fleur de Lys S‐L，プリンセ

スエリザベスＳ‐G3 ３着
エンナード Ennaadd（13牡 ＊キングズベスト）GB４勝，Kempton Hyde S

‐L，Paradise S‐L ２着
ハーサイHersigh（14牝 Poet's Voice）GB２勝
マイホイスパーMyWhisper（18 牝 Frankel）�AUS４勝，ＳＡＪＣオー
ラリアＳ‐G3，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1 ３着

ザーフラン Zaafran（03牝 Singspiel）GB・UAE３勝，Cape Verdi S‐L ３着
ザフィーズプライド Zaffy's Pride（18 牝 Pride Of Dubai）�GB・IRE２勝，

Star Appeal S‐L，アサシＳ‐G3 ２着，キラヴランＳ‐G3 ２着
ロハインRohain（05 牝 Singspiel）不出走

オージーレインズ Aussie Reigns（10� Aussie Rules）GB・IRE・UAE４勝，
Wild Flower S‐L，ヘンリー二世Ｓ‐G3 ３着，ウィンターダービー
‐G3 ３着，Floodlit S‐L ３着，IRE障害１勝

アイサレジョウズ（10牝 Refuse to Bend）１勝
グランツ（11牡 ＊コマンズ）１勝

３代母 マラトーナMaratona（79 GB鹿 Be My Guest）FR出走
エンプロイフォース Employ Force（84 牝 Alleged）GB・ITY入着，P. Fausta

‐L ３着
バックルBuckle（96 牝 Common Grounds）GB・FR２勝

ウォーターウェイズWaterways（03 牝 Alhaarth）GB・IRE３勝，Marble H
ill S‐L，Swordlestown Stud Sprint S‐L ２着，Tipperary S‐L
２着，etc.

販売申込者・所有者： 佐竹 学＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1585
生 産 牧 場： 佐竹 学
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

434 レディマスグレイヴ２０２１ �・鹿 ４／ ７
＊

＊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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseレディマスグレイヴ
＊ Kris

��
��
�ロシャーニ鹿 2012 Maratona

9c
Kris M3×S4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エレガンテヴィータ（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：中央－２（２），地方－２（５）〕
エレガントエルフ（16�鹿 ＊ロージズインメイ）１勝，�３勝����
エコロアジェンダ（18牡栗 タイムパラドックス）入着，���入着４回�入着
プランセスカグヤ（19牝鹿 リオンディーズ）�１勝
ニューホライゾン（20牝鹿 ＊ビーチパトロール）��２勝

２代母 ＊ケリーケイズプレジャー（02 USA黒鹿 Kelly Kip）USA１勝
サドルオン（13牡 ステイゴールド）入着２回，��２勝�１勝
シアープレジャー（17牝 マツリダゴッホ）�入着２回，�３勝

３代母 フリップスプレジャー Flip's Pleasure（80 USA芦 Flip Sal）USA14 勝，ト
ップフライトＨ‐G1，バーバラフリッチーＨ‐G3，ネクストムーヴＨ‐G3，Iro
quois S‐LR（２回），Ticonderoga H‐LR（２回），etc.
プレザントダンスPleasant Dance（87牝 Sovereign Dancer）不出走

ベラジェシカBella Jessica（91 牝 Rajab）USA12 勝
ベラキャッシュ Bella Cash（99牝 Chromite）USA４勝，Arizona Oaks
‐L，Cactus Cup H，Christmas Futurity‐L ３着，etc.

フリパルー Fliparoo（88牝 Buckaroo）USA１勝
アムフリッピーAm Flippy（97牝 Hazaam）USA７勝
ケイジャンサンダー Cajun Thunder（06 牡 Storm Day）USA１勝，St
ardust S‐R ２着

スワップフリパルー Swap Fliparoo（03牝 Exchange Rate）USA５勝，テス
トＳ‐G1，セイビンＨ‐G3，Road Princess S，etc.

ミスティミンクMisty Mink（95牝 ＊ジェイドハンター）USA２勝
ミストオヴオナーMist of Honour（00 牝 Honour and Glory）USA入着２回
ミスティミシェルMisty Michelle（09 牝 KOne King）USA４勝，Joh
n Franks Memorial Sales S‐R

ワンキングズマンOne King's Man（10� KOne King）USA14 勝，P
remier Night Championship S‐R，Premier Night Championship S
‐R ２着，B‐Connected S‐R ２着，etc.

セットハント Set Hut（14� Daaher）�USA７勝，Lafayette S‐R
３着

販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

435 エレガンテヴィータ２０２１ 牡・鹿 ５／ ６

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラエレガンテヴィータ
＊ Kelly Kip

��
��
�ケリーケイズプレジャー栗 2010 Flip's Pleasure

9a
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 アップサージ（17鹿 ＊パイロ）出走
初仔

２代母 ＊ウェイヴランナー（10 GB栗 Raven's Pass）GB１勝
テリングブロウ（15牡 Teofilo）�１勝�３勝�
ロイヤルヨット（16牡 ＊キングズベスト）入着，���２勝
ウェイヴアナリシス（18牝 ＊ディスクリートキャット）�２勝��

３代母 ダヌータDanuta（00 USA鹿 ＊サンデーサイレンス）USA・UAE３勝
＊レディミドルトン（05牝 Kingmambo）FR１勝

レディオブオペラ（10牝 Singspiel）５勝，淀短距離Ｓ‐L，シルクロードＳ‐G3
２着，醍醐Ｓ
レディマクベス（16牝 ハーツクライ）１勝，赤松賞３着
バルトリ（17牝 ディープインパクト）�３勝，神奈川新聞杯，バーデンバ
ーデンＣ２着，ＳＴＶ賞２着

コモドー（12牡 ＊コマンズ）１勝，�３勝�，佐賀皐月賞２着
デヴォティーDevotee（06 牝 Elusive Quality）GB・USA・UAE２勝，UAE O

aks‐L，アルシバイアディズＳ‐G1 ３着
インスロール Enthrall（14 牝 Bernardini）FR・USA・CAN３勝，Nellie Mo

rse S３着，Winter Melody S３着
インフレクションポイント Inflection Point（16� Invincible Spirit）�GB・IRE

４勝，Belgrave S‐L ３着

４代母 ＊ポリッシュスタイル（89 USA鹿 Danzig）FR・ITY・USA２勝，P. Hampt
on‐L，P. de Bagatelle‐L ２着，P. Petite Etoile‐L ２着，ロイヤルメア
ズ賞‐G3 ３着
［子］ フォーク Folk（04 牝 Quiet American）USA・UAE３勝，UAE Oaks‐L，

UAE One Thousand Guineas‐L，ＣＣＡオークス‐G1 ３着
ポーリシュパナシュ Polish Panache（97牡 GoneWest）IRE・UAE１
勝，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着

［孫］ キャプティヴェイティングラス Captivating Lass（09 牝 A.P. Indy）US
A２勝，Busanda S‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2 ３着

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

436 アップサージ２０２１ 牡・栗 ３／２２
＊ 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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionアップサージ
＊ Raven's Pass

��
��
�ウェイヴランナー鹿 2017 Danuta

8c
Mr. Prospector S3×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ヨシノファルコン（15黒鹿 ビービーガルダン）�３勝�１勝��，天山賞（Ｄ1400）
初仔

２代母 ＊ブリイジースズカ（97 USA鹿 Danzig）入着４回，会津特別３着，�１勝�
スズカフローラ（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

スズカフューラー（14牡 スズカフェニックス）４勝，蓬莱峡特別，シンガポー
ルＴＣ賞３着，伊達特別３着，障害２勝

サンレイファイト（16牡 スズカフェニックス）３勝，吹田特別２着，��１勝
ブリリアントスズカ（04牝 ＊タイキシャトル）�２勝
スズカランデブー（05牝 ラスカルスズカ）入着，�７勝
スズカブリザード（06牡 ラスカルスズカ）２勝
スズカブルボン（08� スズカマンボ）�３勝
スズカヴァンガード（11� スズカフェニックス）３勝，悠久山特別，迎春Ｓ２着，

阿寒湖特別３着，支笏湖特別３着
スズカブレーン（12牡 スズカフェニックス）入着４回，朱竹賞３着，�３勝�
レイホーフロリスト（13牝 スズカフェニックス）�１勝���

３代母 シーブリーザー Sea Breezer（92 USA鹿 Gulch）USA２勝，スピナウェイ
Ｓ‐G1 ２着，Kentucky C Juvenile Fillies S‐L ２着
ショーアブリーズ Shore Breeze（98牡 Danzig）USA４勝，Gallant Serenade S

‐R，Zwaanendael S‐L ２着，Appointment S３着，種牡馬
＊ハギノベルテンポ（00牡 Mt. Livermore）７勝，灘Ｓ‐OP，しらかばＳ‐OP ２着，

韓国馬事会杯，etc.
バンシーガールBanshee Girl（04 牝 Deputy Minister）USA出走

モーニングライトMorning Light（11 牝 Dynasty）SAF３勝，Jamaica H
‐L ２着

４代母 レイクヴィルミス Lakeville Miss（75 USA黒鹿 Rainy Lake）USA７勝，Ｃ
ＣＡオークス‐G1，フリゼットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，セリマＳ‐G1，アス
タリタＳ‐G3，etc.
［子］ ＊モガンボ（83牡 Mr. Prospector）USA４勝，米シャンペインＳ‐G1，ゴ

ーサムＳ‐G2，ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： トド岩高原銀河農場物語㈱＝新冠町大狩部 �0146-45-5004
生 産 牧 場： トド岩高原銀河農場物語㈱
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

437 ヨシノファルコン２０２１ �・黒鹿 ３／２２
＊

＊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

＊チーフベアハート

�
�
�
�
�

��
��

�ビービーガルダン ＊オールザチャットヨシノファルコン
＊ Danzig

��
��
�ブリイジースズカ黒鹿 2015 Sea Breezer

9c
Danzig M3×M5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ロイヤルフレア（13鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ヘヴンリークルーズ（05黒鹿 ＊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
レッドファーレン（12牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
レッドヴォヤージ（14牝 ジャングルポケット）�４勝
グットクルサマー（15� キングカメハメハ）１勝，��未出走�４勝�１勝��
ノーチカルチャート（16牡 ジャスタウェイ）２勝，安房特別，淡路特別２着，江坂特

別２着，淡路特別３着，etc.，��入着３回	１勝�入着��，せきれい賞２着
ナンヨーショウエイ（17牝 オルフェーヴル）入着２回，��１勝
パルデンス（18牡 ディープブリランテ）�２勝

３代母 タックスシェルター（98黒鹿 フジキセキ）１勝，赤松賞２着
ツルマルスピリット（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，北國新聞杯２着，和布刈特

別２着，灘Ｓ３着，etc.
レイテッド（08牝 ジャングルポケット）入着４回，
３勝

ピンハイ（19牝 ミッキーアイル）�１勝，チューリップ賞‐G2 ２着，オークス
‐G1 ４着，桜花賞‐G1 ５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.

イーストオブザサン（13牡 キングカメハメハ）４勝，加古川特別，中ノ岳特別，御
陵Ｓ２着，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.，���２勝�１勝

４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
［子］ 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
ルミナスハーバー（04牝 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，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： 中地 広大
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

438 ロイヤルフレア２０２１ 牡・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandロイヤルフレア ＊ファルブラヴ

��
��
�ヘヴンリークルーズ鹿 2013 タックスシェルター

＊タックスペイヤーズフォリー A1
サンデーサイレンス S3×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ミスパッション（14鹿 ディープブリランテ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ヴェローチェ（20牝栗 オルフェーヴル）�出走

２代母 ウィルパワー（07鹿 キングカメハメハ）４勝，新発田城特別２着，浦安特別３
着，女池特別３着，下北半島特別３着
インディチャンプ（15牡 ステイゴールド）８勝，安田記念‐G1，マイルＣｈＳ‐G1，マ

イラーズＣ‐G2，東京新聞杯‐G3，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，etc.，優短距，種牡馬
アウィルアウェイ（16牝 ジャスタウェイ）４勝，シルクロードＳ‐G3，オパールＳ‐L，

スプリンターズＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着，ＣＢＣ賞‐G3 ３着，etc.
ラキエータ（19牝 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，長万部特別，知床特別２着

３代母 ＊トキオリアリティー（94 USA栗 Meadowlake）３勝，フローラＳ‐OP ２着，
鈴鹿特別，春嶺Ｓ３着
プレシャスワン（01� ダンスインザダーク）２勝，洛東特別
アイルラヴァゲイン（02牡 ＊エルコンドルパサー）７勝，オーシャンＳ‐Jpn3，福島

民友Ｃ‐L，マーガレットＳ‐L，etc.，�入着���
アドマイヤフッキー（03牝 フジキセキ）３勝，稲妻特別，稲妻特別２着

アンフィトリテ（15牝 ロードカナロア）３勝，マーガレットＳ‐LR，さざんか賞
フサイチリニモ（04牝 ジャングルポケット）１勝

アペルトゥーラ（11牡 マツリダゴッホ）５勝，ルミエールオータムダッシュ
‐LR，稲妻Ｓ，驀進特別，etc.，�３勝�３勝�

リアルメンテ（05牝 フジキセキ）出走
ショーウェイ（14牝 メイショウボーラー）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着

リアルインパクト（08牡 ディープインパクト）４勝，安田記念‐G1，阪神Ｃ‐G2
（２回），etc.，AUS１勝，ＡＴＣジョージライダーＳ‐G1，etc.，種牡馬

ネオリアリズム（11牡 ネオユニヴァース）７勝，中山記念‐G2，札幌記念‐G2，etc.，
UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，etc.，種牡馬

レアリスタ（12牡 ステイゴールド）５勝，キャピタルＳ‐L ３着，府中Ｓ（２回），オ
リエンタル賞

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

439 ミスパッション２０２１ 牡・黒鹿 ３／２６

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

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ミスパッション キングカメハメハ

��
��
�ウィルパワー鹿 2014 ＊トキオリアリティー

3l
サンデーサイレンス S3×M4 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 アナタゴノミ（01鹿 ＊デヒア）入着２回
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－７（15）〕
サアドウゾ（06牝栗 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別（芝 1000），飛翔特別
（芝 1000），熊本城特別（芝 1200）２着

ガーデン（07牡栗 ツルマルボーイ）�４勝�
オマワリサン（08牡鹿 リンカーン）４勝，千里山特別（芝 2000），赤倉特別
（芝 2200），浄土平特別（芝 1800），三田特別（芝 2200）２着，日本海Ｓ
（芝 2200）３着，兵庫特別（芝 2400）３着，洞爺湖特別（芝 2000）３着，鞍手特別
（芝 1200）３着，�１勝，韓国岳賞（Ｄ1800）

ダイゴミ（09牝鹿 フサイチコンコルド）�１勝��
カゼニタツライオン（10牡栗 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR（芝 1200）２着，�

１勝，大分川賞（Ｄ1800）
コリャコリャ（11牝鹿 ゼンノロブロイ）１勝
ワラッチャオ（12牝青鹿 ハーツクライ）１勝，閃光特別（芝 1000）２着
カートニイレル（13牝栗 ゴールドアリュール）�４勝�入着４回
ハハハ（16牝黒鹿 トゥザグローリー）�３勝
アキラクン（17牡栗 トゥザグローリー）��１勝�入着２回
カリビアンパール（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）���入着４回
オレゴノミ（20牡青 フェノーメノ）�出走

２代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝
ステキプレゼント（99牝 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦特別２

着，驀進特別２着，疾風特別２着，etc.
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着

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

山賞２着，カンナ賞２着，サイネリア賞３着，etc.

３代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３

着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

440 アナタゴノミ２０２１ 牡・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotアナタゴノミ ＊リアルシヤダイ

��
��
�アララットサン鹿 2001 ダイナフエザー

＊パロクサイド 8f
ノーザンテースト S4×M4 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アロゴ（16黒鹿 ジャスタウェイ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ムーランルージュ（02鹿 ＊クロコルージュ）２勝
タマモエスプレッソ（08牡 マンハッタンカフェ）入着３回，�５勝
タマモリド（11牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
タマモパステル（12牝 ブラックタイド）１勝
モンマルトル（13牝 ディープスカイ）入着，�２勝�
ディーエスアクシス（14牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝��入着２回
モズオラクル（15牡 ＊バトルプラン）�13 勝�，白銀争覇３着
ディーズローリエ（17牝 キズナ）２勝

３代母 ＊ジャビラバ（89 CAN栗 Majestic Light）USA１勝
ネクストタイム（95牝 ＊アフリート）不出走

ナムラスピード（03牡 サクラバクシンオー）４勝，四国新聞杯，上賀茂Ｓ２着，
�１勝��

ナムラタイタン（06牡 ＊サウスヴィグラス）９勝，武蔵野Ｓ‐G3，オアシスＳ
‐LR，オアシスＳ‐L，etc.，�12 勝�入着��，種牡馬

ナムラジュエル（08牝 マーベラスサンデー）３勝，妙高特別，大阪スポーツ杯
３着，越後Ｓ３着，�１勝

ハセノダンディ（01牡 ＊ラムタラ）３勝，檜山特別３着

４代母 ＊コマーズ（83 CAN鹿 Danzig）USA１勝
［子］ スターリングローズ（97牡 ＊アフリート）11勝，�１勝��１勝�１勝�

入着３回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn2，兵庫ゴール
ドＴ‐Jpn3，etc.，種牡馬

ゴールデンジャック（91牝 ＊アフリート）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ２着，etc.

［孫］ サイドワインダー（98牡 ＊トニービン）８勝，関屋記念‐Jpn3，京都金杯
‐Jpn3，京阪杯‐Jpn3，etc.

シルククルセイダー（03牡 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，関越Ｓ‐L，内
外タイムス杯，北総Ｓ，etc.，�２勝��

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝日高町富川西 �070-2007-4682

441 アロゴ２０２１ �・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

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルアロゴ ＊クロコルージュ

��
��
�ムーランルージュ黒鹿 2016 ＊ジャビラバ

1e
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 アンプリエール（07栗 ＊バゴ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
グングニール（13牡鹿 ヴァーミリアン）��２勝

２代母 ノゾミカナエタマエ（01栗 ＊タイキシャトル）１勝
オールズウェル（08牝 マヤノトップガン）�１勝
ダンツレアリティ（09牝 マヤノトップガン）１勝
イスズイーグル（13牡 ＊パイロ）��９勝�２勝���

３代母 ウィンヒストリー（96鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
セイウンクレナイ（02牝 ＊タイキシャトル）１勝

ニシノエックス（08牡 ＊ムーンバラッド）�５勝，桐花賞３着，不来方賞３着
ユイノムテキ（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�７勝��入着３回，イーハトーブ

マイル２着
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，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，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，etc.
ヤシャマル（17牡 キズナ）�４勝，日経新春杯‐G2 ３着，新潟大賞典‐G3 ３

着，府中Ｓ

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝
［曾孫］ 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： ホースガーデンしらおい＝白老町社台 �090-9519-6332
生 産 牧 場： ホースガーデンしらおい
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

442 アンプリエール２０２１ 牡・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュレインボーライン ＊フレンチデピュティ

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxアンプリエール ＊タイキシャトル

��
��
�ノゾミカナエタマエ栗 2007 ウィンヒストリー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 エアガガ（08鹿 ジャングルポケット）�８勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
アナンクス（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��６勝��１勝
シトラスダル（19牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）��１勝
ヤマノコトブキ（20牡黒鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 エアラグーン（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
エアキリヤン（05� ＊エアエミネム）３勝
エアパグナス（06牡 ＊エアエミネム）１勝，�１勝�４勝
エアソミュール（09牡 ジャングルポケット）10勝，毎日王冠‐G2，鳴尾記念‐G3，

白富士Ｓ‐L，ディセンバーＳ‐L，巴賞‐LR，etc.

３代母 ＊アイドリームドアドリーム（87 USA鹿 Well Decorated）USA２勝
＊ゼルマジョーンズ（93牝 Clever Trick）USA１勝

フィリアノ Filliano（98牝 Jamiano）USA入着２回
ロードキプリング Lord Kipling（03� Kipling）USA・CAN12勝，Ma
nitoba Derby‐L，Gallant Fox H‐L ２着，Coyote Lakes S２
着，etc.

エアデジャヴー（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
エアシェイディ（01牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，キャピタ

ルＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.，種牡馬
エアメサイア（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，秋華賞‐Jpn1，ローズＳ

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ２着，etc.
エアスピネル（13牡 キングカメハメハ）�４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，
富士Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.，��入着�

エアウィンザー（14� キングカメハメハ）７勝，チャレンジＣ‐G3，カシ
オペアＳ‐L，金鯱賞‐G2 ３着，etc.

エアマグダラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，かもめ島特別
エアアンセム（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，函館記念‐G3，ホープフ
ルＳ‐LR，都大路Ｓ‐L ２着，etc.

エアシャカール（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

443 エアガガ２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエアガガ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エアラグーン鹿 2008 ＊アイドリームドアドリーム

4r
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ワイルドゲッツ（09栗 ＊ワイルドラッシュ）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
エクスパートラン（15牡青鹿 ステイゴールド）�４勝，オークランドＲＣＴ
（Ｄ1800），灘Ｓ（Ｄ2000）２着，フィリピンＴ（Ｄ1800）２着

ワイルドタッチ（16牝栗 ハーツクライ）入着，��１勝�
ガーベランクイーン（20牝鹿 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 ゲラウトマイウエイ（04鹿 ＊スキャターザゴールド）入着３回
ホワイトウィングス（14牝 フサイチリシャール）�４勝��４勝，古伊万里賞，佐

賀オータムスプリント３着
マリアッチ（18牡 ワールドエース）���１勝

３代母 ＊ムヒバー（92 USA鹿 Dayjur）IRE 入着５回

４代母 ユーロバード Eurobird（84 IRE 栗 Ela‐Mana‐Mou）GB・FR・IRE４勝，愛
セントレジャー‐G1，ブランドフォードＳ‐G2，Phoenix Oaks Trial‐L，愛
オークス‐G1 ３着，愛セントレジャー‐G1 ３着，etc.
［子］ ユーロストーム Eurostorm（90牝 Storm Bird）IRE・USA４勝，Bro

wnstown Stud S‐L，Diamond S‐L，Locust Grove H‐L ２
着，etc.

ボーモア Bowmore（99� ＊デザートキング）IRE２勝，Oyster S‐L，
Ballyroan S‐L ３着，Challenge S‐L ３着，IRE障害１勝

ウィングイクスプレスWing Express（04 牡 Montjeu）GB・FR・AUS
２勝，Bahrain Trophy‐L ２着

ゴールデンキャットGolden Cat（95 牝 Storm Cat）IRE１勝，Mitsu
bishi Diamond Vision S‐L ３着

ガーデンソサイエティGarden Society（97� Caerleon）GB７勝，C
hester S‐L ３着

［孫］ パウンスト Pounced（07牡 Rahy）GB・FR・USA２勝，ＢＣジュヴェ
ナイルターフ‐G2，ジャンリュクラガルデール賞‐G1 ２着，種牡馬

ビッグバウンド Big Bound（06牡 Grand Slam）GB・FR・UAE・SAU
７勝，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ２着，Fairway S
‐L ３着

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

444 ワイルドゲッツ２０２１ �・鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkワイルドゲッツ ＊スキャターザゴールド

��
��
�ゲラウトマイウエイ栗 2009 ＊ムヒバー

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

価格： 購買者：



母 ＊イヴェイジョン（08 USA鹿 ＊エンパイアメーカー）USA出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
キアオラチョイスKia Ora Choice（14 AUS�鹿 Redoute's Choice）AUS１勝
イヴェイシヴアクションEvasive Action（19 USA�栗 ＊カリフォルニアクローム）

�USA出走

２代母 インサイドインフォメイション Inside Information（91 USA鹿 Private Account）
USA14 勝，ＢＣディスタフ‐G1，エイコーンＳ‐G1，スピンスターＳ‐G1，アシ
ュランドＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，モリーピッチャーＨ
‐G2，ボニーミスＳ‐G2，etc.
イリシト Illicit（97 牝 Mr. Prospector）不出走

コンテンシャス Contentious（04 牝 Giant's Causeway）GB・FR・GER・US
A２勝，ケルン秋季牝馬マイレ‐G3 ２着，Pomfret S‐L ２着，Ros
emary S‐L ３着

ゴーンアストレイGone Astray（06 牡 Dixie Union）USA５勝，オハイオダ
ービー‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，サルヴェイターマイル‐G3，
レイザーバックＨ‐G3 ２着，Frisk Me Now S２着，etc.，種牡馬

マニピュレータManipulator（01 牡 Unbridled）USA・ARG４勝，種牡馬
スマッグラー Smuggler（02 牝 Unbridled）USA５勝，マザーグースＳ‐G1，ＣＣ

Ａオークス‐G1，エイコーンＳ‐G1 ２着，シュヴィーＨ‐G2 ３着，Three
Ring S‐L ２着

シークレットビッド Secret Bid（10� Street Cry）USA３勝

３代母 ピュアープロフィットPure Profit（82 USA栗 Key to the Mint）USA４勝
フォーリンエイド Foreign Aid（88牝 Danzig）USA４勝，Jasmine S２着，

Tappiano S‐L ３着，Mock Orange S‐R ３着
エデュケイテドリスク Educated Risk（90 牝 Mr. Prospector）USA11 勝，フリゼ

ットＳ‐G1，トップフライトＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，チャーチルダウンズ
ＢＣＨ‐G2，etc.

ヒドンリザーヴ Hidden Reserve（94 牝 Mr. Prospector）USA４勝，デムワゼル
Ｓ‐G2 ２着，シュヴィーＨ‐G2 ３着，ベッドオーロージズＨ‐G3 ２着，etc.

ダイアモンドDiamond（95牡 Mr. Prospector）USA５勝，Skip Trial S‐L，
WhoWouldn'T S‐R ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： Ｐｅｒｒｙ Ｍａｒｔｉｎ＝新ひだか町静内本町 �0146-42-2544
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

445 イヴェイジョン２０２１ 牡・鹿 ４／１２

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudイヴェイジョン インサイドインフォメイション Private Account

��
��
�Inside Information鹿USA 2008 Pure Profit

5f
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account M4×S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊エコーズインザウインド（09 IRE 鹿 Montjeu）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
セイウンシヴァ（15牡鹿 Canford Cliffs）�１勝
セイウンブラスト（16�芦 キャプテントゥーレ）�２勝�２勝�入着
ナオラモーヌ（17牝鹿 リーチザクラウン）��入着２回�１勝
ヤマタケコーチャン（19牡黒鹿 リーチザクラウン）入着，�地方未出走
ファインザエコーズ（20牝鹿 ファインニードル）��出走

２代母 プレセリ Preseli（97 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1，Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Debutante Fillies S
‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，Waya S‐L ２着
アリゾナジョンArizona John（05� Rahy）GB・IRE10 勝
プレセリズプルピットPreseli's Pulpit（12 牝 Pulpit）USA１勝

ティヴィス Tivis（18 牝 Tale of Ekati）�USA７勝，First Lady S‐R，S
outhern Park S‐R，Cheryl S. White Memorial S３着

アウトフォファンOut for Fun（19牝 CityWeekend）�USA３勝，Emeral
d Necklace S‐R，Joshua Radosevich Memorial S‐R ３着

テイルオヴプレセリTale of Preseli（13 牝 Tale of Ekati）USA２勝
プリティキティPretty Kitty（16 牝 Tale of Ekati）USA１勝

３代母 ヒルオヴスノーHill of Snow（92 GB鹿 Reference Point）IRE１勝
スノーファイア Snowfire（99 牝 Machiavellian）GB・USA１勝，英１０００ギニー

‐G1 ２着，Oh So Sharp S‐L ２着
モデルModel（04 牝 Giant's Causeway）USA４勝，Its In the Air S，スピ

ンスターＳ‐G1 ２着，サンタマリアＨ‐G1 ２着，etc.
コング Kong（02� Sadler's Wells）GB・USA１勝，リングフィールドダービー

トライアルＳ‐G3
マウントキリマンジャロMount Kilimanjaro（03 牡 Sadler's Wells）GB２勝，

Further Flight S‐L

４代母 ホワイトスタ－ラインWhite Star Line（75 USA鹿 Northern Dancer）US
A９勝，ケンタッキーオークス‐G1，アラバマＳ‐G1，デラウェアオークス‐G1，
テストＳ‐G3，La Troienne S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

446 エコーズインザウインド２０２１ �・鹿 ５／１１
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesエコーズインザウインド プレセリ Caerleon

��
��
�Preseli鹿IRE 2009 Hill of Snow

4m
Northern Dancer M4×M5×M5 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 キネオソレイユ（11鹿 ネオユニヴァース）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
リゼ（16牝栗 ＊フレンチデピュティ）入着４回，��未出走�２勝
ザサンアップライト（17牡栗 ＊アイルハヴアナザー）���１勝�６勝�
キャットリング（18牝青鹿 メイショウボーラー）�出走，�３勝
フォルエルドラド（19�黒鹿 ＊ロージズインメイ）�	２勝
入着，ダイヤモンド

Ｃ（Ｄ1600）２着
スカーレットレイル（20牝栗 ＊アジアエクスプレス）�
出走

２代母 ＊バイザキャット（95 USA栗 Storm Cat）USA１勝
サキトゥミー Saki to Me（05牝 Fusaichi Pegasus）USA４勝，Blue Hen S‐L，

Little Silver S
ミルクマン（07牡 Tiznow）１勝，	２勝
アユサン（10牝 ディープインパクト）２勝，桜花賞‐G1，アルテミスＳ（重賞）‐L ２

着，チューリップ賞‐G3 ３着，オークス‐G1 ４着
マウレア（15牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，

チューリップ賞‐G2 ２着，紫苑Ｓ‐G3 ２着，オークス‐G1 ５着，桜花賞
‐G1 ５着，etc.

クラウドスケープ（16牡 ブラックタイド）１勝

３代母 バイザファーム Buy the Firm（86 USA鹿 Affirmed）USA12 勝，トップフ
ライトＨ‐G1，ロングルックＨ‐G2，ネクストムーヴＨ‐G3，アシーニアＨ‐G3，
カラセルＨ‐G3，etc.
ストームブローカー Storm Broker（94 牡 Storm Cat）USA４勝，ベンアリＳ‐G3，

Tejano Run S‐L ３着，種牡馬
ロイヤルアロー Royal Arrow（96牡 Dayjur）GB・FR１勝，P. Yacowlef‐L
ショッピングウィズベティ Shoppingwithbetty（97 牝 Danzig）FR・USA１勝

イクストラヴァガンザ Extravaganza（07牝 Elusive Quality）USA５勝，H
appy Ticket S

コンプリートパケッジComplete Package（99牝 Boundary）USA１勝
ザッツジアイディア That's the Idea（11牝 Diabolical）USA５勝，NewM

exico Classic Juvenile Fillies S‐R，Rio Grande Senorita Futuruty‐R，
Bank of Albuquerque S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

447 キネオソレイユ２０２１ 牡・栗 ５／１０
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤコジーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アドマイヤマカディスノードラゴン タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース芦 2008 ダイナカプリ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスキネオソレイユ
＊ Storm Cat

��
��
�バイザキャット鹿 2011 Buy the Firm

9f
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キタサンモデル（15鹿 キングヘイロー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
マリンエンジェル（20牝栗 ゴールドアクター）���出走

２代母 キタサンジュエリー（01黒鹿 サクラバクシンオー）��１勝
トップザバード（07牡 ＊マリエンバード）�１勝��３勝�入着５回�，佐賀皐月賞

２着，黒髪山賞３着
キタサンベンケイ（09牡 ＊アメリカンボス）��１勝
キタサンミカヅキ（10牡 キングヘイロー）６勝，京葉Ｓ‐LR，ＪＢＣスプリント‐Jpn1

３着，etc.，��７勝，東京盃‐Jpn2（２回），東京スプリント‐Jpn3，さきたま
杯‐Jpn2 ２着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，ＮＡＲ優短距，種牡馬

キタサングラシアス（14牝 キングヘイロー）�２勝
キタサンガイセン（19牡 ブラックタイド）��１勝

３代母 キタサンコール（86黒鹿 ＊アーテイアス）��２勝
キタサンシーズン（93牡 ＊カコイーシーズ）��15 勝，埼玉新聞杯，報知ＧＰ・Ｃ２

着，京成盃グランドマイラーズ３着
キタサンモガンボ（94牡 ＊モガンボ）４勝，檜原湖特別，霞ケ浦特別３着，etc.，�

５勝��入着３回，エトワール賞２着
キタサンエージャン（98牝 ＊カコイーシーズ）３勝

コールサインゼロ（12牡 カネヒキリ）入着，�15 勝�２勝��入着，サッポロ
クラシックＣ，イノセントＣ，道営スプリント２着

キタサンハナミチ（06牝 ブラックタキシード）２勝，大雪Ｈ２着

４代母 パーセント（78鹿 ＊バーバー）��５勝
［孫］ キタサンチャンネル（98牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＮＺトロフィ

ー‐Jpn2，米子Ｓ‐L，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.
キタサンヒボタン（99牝 フジキセキ）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，フィ
リーズレビュー‐Jpn2 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４
着，etc.

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

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： �山野勝也ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6000-2021

448 キタサンモデル２０２１ �・黒鹿 ５／１１
＊ 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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローキタサンモデル サクラバクシンオー

��
��
�キタサンジュエリー鹿 2015 キタサンコール

＊種道 22
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サワヤカスズカ（97鹿 サクラバクシンオー）２勝
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－３（７）〕
サワヤカラスカル（05牝鹿 ラスカルスズカ）５勝，道頓堀Ｓ（芝 1400），うずしおＳ

（芝1400），君子蘭賞（芝 1400），うずしおＳ（芝 1400）２着，道頓堀Ｓ（芝 1400）２着
スズカジョンブル（09牡鹿 ジャングルポケット）３勝
サンレイロッキー（11牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝
サワヤカムスメ（12牝鹿 ネオユニヴァース）入着

サヤオンニ（20牝 ＊タリスマニック）��１勝，リリーＣ３着
サワヤカフェスタ（14牝栗 ナカヤマフェスタ）入着２回，�２勝
サワヤカタイド（15牡青鹿 ブラックタイド）�４勝
マイネルチューダ（17牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝，栃尾特別（芝 1200）２着，合

馬特別（芝 1200）２着，大牟田特別（芝 1200）２着
ウインマミリアス（19牡鹿 リオンディーズ）��１勝
リュウノミグ（20牡黒鹿 フェノーメノ）��入着２回

２代母 ダンシングスズカ（87鹿 ミスターシービー）出走
ゴーイングスズカ（93牡 ダイナガリバー）８勝，目黒記念‐Jpn2，福島記念‐Jpn3，

ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３着，カブトヤマ記念
‐Jpn3 ２着，etc.

サンレイスズカ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ゴーゴースズカ（00牝 ＊フォーティナイナー）１勝

ネガティヴ（12牝 アジュディミツオー）�１勝��１勝��入着４回，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3 ３着，ジュニアＧＰ３着

ビューティ（13牡 スターリングローズ）���１勝�４勝�２勝��，金沢ヤ
ングＣｈ２着，兼六園ジュニアＣ３着

３代母 ダンシングフアイタ（78黒鹿 ＊ダンシングキヤツプ）５勝，中山牝馬Ｓ，京王杯
オータムＨ２着，ニューイヤーＳ‐OP，福島民報杯‐OP，アクアマリンＳ，�９勝
トキファイター（86牝 カツラギエース）２勝，湯浜特別，須賀川特別２着，土湯特

別２着，etc.
タイムフェアレディ（98牝 メジロマックイーン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，う

ぐいす賞，呉竹賞２着

販売申込者・所有者： 森 政巳＝新ひだか町三石美野和 �090-9083-6421
生 産 牧 場： 森 政巳
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

449 サワヤカスズカ２０２１ 牡・芦 ４／２４

＊

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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサワヤカスズカ ミスターシービー

��
��
�ダンシングスズカ鹿 1997 ダンシングフアイタ

＊アストニシメント 7c
テスコボーイM4×M5

価格： 購買者：



母 クラフトアンサー（15鹿 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
タカイチジャンボ（19牡鹿 トゥザグローリー）���出走

２代母 フェルナンディーナ（94栗 ＊ノーザンテースト）３勝，鶴見特別２着
フロレアーナ（01牝 ダンスインザダーク）出走

フロレアル（08牝 ＊スニッツェル）�１勝��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着
トーセンペトリュス（06牡 ダンスインザダーク）２勝，飯盛山特別
テイエムオウショウ（09牡 ハーツクライ）１勝，障害１勝

３代母 ＊エニグマ（83 IRE 黒鹿 Ahonoora）GB出走
シャルフォード Shalford（88 牡 Thatching）GB・HKG７勝，コーク＆オラリーＳ

‐G3，デュークオヴヨークＳ‐G3，ダイアデムＳ‐G3，etc.，種牡馬
ブレッチリーパーク Bletchley Park（89 牡 Caerleon）GB・FR２勝，Sirenia S

‐L，種牡馬
コーンサークルCorn Circle（90 牝 Thatching）GB出走

クリスマン Krisman（99牡 Kris）ITY13 勝，オメノーニ賞‐G3，P. Certosa
‐L（２回），P. Cancelli‐L，etc.，種牡馬

ザパズラー The Puzzler（91� Sharpo）GB・IRE６勝，Waterford Testimonia
l S‐L，Marble Hill S‐L，グリーンランズＳ‐G3 ２着，etc.

リドルミー（97牝 ＊カーネギー）１勝
アドマイヤホクト（04牡 サクラバクシンオー）４勝，ファルコンＳ‐Jpn3，ク

リスマスローズＳ‐OP
フーズゼアWho's There（06 牝 Flying Spur）AUS出走
フーズノッキングWho's Knocking（14牝 StarWitness）AUS６勝，
Canberra National Sprint‐L ２着

４代母 プリンセスルーPrincess Ru（62 GB鹿 Princely Gift）GB入着
［孫］ トレイシーズエレメント Tracy's Element（90 牝 ＊ラストタイクーン）S

AF13 勝，コンピュータフォームスプリント‐G1，南アフィリーズスプ
リント‐G1，ザスタースプリンント‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

450 クラフトアンサー２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊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ラフトアンサー ＊ノーザンテースト

��
��
�フェルナンディーナ鹿 2015 ＊エニグマ

8c
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテーストM3×S4

価格： 購買者：



母 アースウイザード（05鹿 ＊エイシンプレストン）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－７（50）〕
サイファーバトル（09牡鹿 サムライハート）�４勝�入着
レディアントデイズ（10牡栗 ニューイングランド）入着３回，�16 勝
スカイマイハート（11牝鹿 リンカーン）�２勝��入着２回
ダブルフラワー（12牝栗 サムライハート）入着 13回，松浜特別（芝 1800）２着，唐戸特

別（芝 2000）２着，日田特別（芝 2000）３着，臥牛山特別（芝 2000）３着，�２勝
コスモロングソード（13牡栗 デュランダル）入着，��11 勝，ＯＲＯターフスプリ

ント（芝 1000）２着
ヒカルノシンデレラ（14牝鹿 タニノギムレット）�５勝
ガーネットクロス（15	黒鹿 ジャングルポケット）���７勝�３勝
マイネルキアロ（17牡芦 ジョーカプチーノ）��入着６回�入着�
テイエムヒロイン（19牝鹿 シルバーステート）��出走

２代母 エイシンウイザード（86芦 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サン
スポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，牝馬東タイ杯
‐Jpn3 ３着，桜花賞‐Jpn1 ５着，etc.
エイシンウインザー（94牡 ＊トニービン）３勝，初茜賞，アザレア賞２着，ふきのと

う特別２着，睦月賞３着
エイシンイッカク（04牡 ＊ティンバーカントリー）�６勝

３代母 シルバーナイキ（78芦 ＊ドン）出走
ワイドセイコー（82牡 ハイセイコー）２勝，嵯峨野特別，尾張特別２着，etc.，�


��18 勝，東海桜花賞
シルバーガーネット（87牝 ＊プルラリズム）１勝

サマーシャドウ（96牡 ＊ダミスター）��３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３
着，スーパーＣｈＳ２着，羽田盃３着

サクラササヤキ（88牝 ＊ノーアテンシヨン）出走
トーホウドリーム（97牡 メジロライアン）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，北九州記

念‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐OP，etc.
カノヤロマン（92牝 マルゼンスキー）３勝

カノヤバトルクロス（99牡 タマモクロス）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，
マーガレットＳ‐OP ２着，立冬特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱グローリーファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-7518-2957
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

451 アースウイザード２０２１ 牡・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Green Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンプレストン Warranty Appliedアースウイザード ＊ノーザリー

��
��
�エイシンウイザード鹿 2005 シルバーナイキ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 クリーペル（06鹿 ＊タイキシャトル）�入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（29）〕
ミヤノレジェンド（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝
リボンナイト（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）障害１勝，�11 勝�入着２回
ミスターバッハ（15牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�２勝��３勝，クラウンＣ（Ｄ1600）

２着，イノセントＣ（Ｄ1200）２着，サッポロクラシックＣ（Ｄ1200）３着
イキザマ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��８勝�１勝
コンモートフーガ（18牡黒鹿 フリオーソ）���１勝	２勝
ヒエンディー（19牡鹿 アドマイヤムーン）�	入着
ミコパール（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ＊プチアノ（94 USA芦 Rubiano）USA１勝
ラストパートナー（01牝 ＊エリシオ）１勝，�３勝��

ヒダルマ（15牡 スクリーンヒーロー）入着３回，�	13 勝��，摂津盃２着，
摂津盃

グラッドリー（03牝 アグネスタキオン）１勝
トモジャドット（16牡 ＊サウスヴィグラス）�３勝，有田特別，西郷特別２着，

冬至特別３着

３代母 プチェカPucheca（74 USA鹿 Tom Rolfe）不出走
タブロー Tableaux（78牝 Round Table）USA５勝，クリサンシマムＨ‐G3 ２着，

Violet H２着
スカッフルバーグ Scuffleburg（89 牡 Cox's Ridge）USA５勝，ペガサスＨ

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，種牡馬
トゥラウエル Trowel（79
 Blade）USA７勝，Regaey Island H３着
トレンディジェント Trendy Gent（81 牡 Nijinsky）GB・GER・NOR・SWE・D

EN７勝，Noble Dancer Vandrepremie‐L，Bergen Bank Aerespremie
‐L，Danish Eclipse S‐L ２着

バックビーン Buckbean（85牡 Buckfinder）USA17 勝，Cardinal H，Colu
mbus Classic H，Indiana S，etc.，種牡馬

４代母 リーガルグリーム Regal Gleam（64 USA黒鹿 Hail to Reason）USA８勝，
フリゼットＳ，セリマＳ，Blue Hen S，メイトロンＳ３着

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907

452 クリーペル２０２１ 牡・栗 ２／２７

＊

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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンクリーペル
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ鹿 2006 Pucheca

1s
Tom Rolfe M4×S5 Hail to Reason M5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 エトワールドロゼ（11栗 アドマイヤマックス）�16 勝�入着２回�，読売レディ
ス杯（Ｄ1500），加賀友禅賞（Ｄ1300），名古屋でら馬スプリント（Ｄ0800）２着，
秋桜賞（Ｄ1400）２着，読売レディス杯（Ｄ1500）３着
初仔

２代母 ドリームヘイロー（02鹿 キングヘイロー）�５勝
ドリームメロディ（08牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝�１勝

３代母 ＊シヤープステーブル（83 USA鹿 Sharpen Up）GB・USA１勝
キョウワホウセキ（89牝 シンボリルドルフ）５勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，

東京新聞杯‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ３着，etc.
アサカゲイル（98� ＊サンデーサイレンス）４勝，文月特別，周防灘特別，保津

峡特別２着，etc.
キョウワセイラン（00牝 ＊タイキシャトル）入着２回
ウォータープライド（10牝 ＊マイネルラヴ）�７勝�１勝�入着，東海ダー
ビー，東海クイーンＣ，若草賞，etc.

ハーモニーエール（13牡 ＊パーソナルラッシュ）�４勝��４勝，サラブレ
ッド大賞典３着

キョウワスプレンダ（01牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，クローバー賞‐L，スプ
リングＳ‐Jpn2 ２着，鳴尾記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

ローレルクラシック（07牡 スペシャルウィーク）１勝，高雄特別２着，皿倉山
特別３着，許波多特別３着，etc.，�２勝

ビッグフィガー（96牡 ＊ダミスター）２勝，きんもくせい特別

４代母 グレイテイブルGrey Table（66 USA芦 Grey Sovereign）USA入着３回
［子］ クワイエットリトルテイブルQuiet Little Table（73� Mr. Leader）US

A19 勝，サバーバンＨ‐G1，カーターＨ‐G2，ドゥワイアＨ‐G2，etc.
［孫］ ダームダルヴァールDame d'Harvard（94牝 Quest For Fame）FR１勝，

カルヴァドス賞‐G3 ２着
ファムジャンダルム Femme Gendarme（84牝 Policeman）USA３勝，
East View S‐LR ２着，Mohawk S‐LR ３着

エルジェイズターミネイター L. J.'s Terminator（88� Slewpy）USA５
勝，Flintlock S２着，Richard Stockton S３着

販売申込者・所有者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �090-3118-2811
生 産 牧 場： ㈲山岡牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

453 エトワールドロゼ２０２１ �・黒鹿 ４／１８
＊

＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤマックス ダイナシユートエトワールドロゼ キングヘイロー

��
��
�ドリームヘイロー栗 2011 ＊シヤープステーブル

11f
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M5 Sharpen UpM4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エレメンタリー（11黒鹿 ダイワメジャー）�６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
サンケイワールド（18牡鹿 ＊ケイムホーム）��６勝��
クイーンペルル（19牝芦 ギンザグリングラス）��出走

２代母 ダイワオンディーヌ（03芦 ＊クロフネ）４勝，立川特別２着，舞浜特別３着，
��入着，ＴＣＫディスタフ２着
ダイワボルドー（10牡 ＊チチカステナンゴ）�12 勝，黒髪山賞３着，如月賞３着
ケツァルテナンゴ（12牡 ＊チチカステナンゴ）４勝，白富士Ｓ‐L，プリンシパルＳ

‐LR ２着，中京２歳Ｓ‐OP，八坂Ｓ，オルフェーヴルメモリアル２着
アデプタスメジャー（13牡 ダイワメジャー）�２勝
メリッサーニ（15牝 ゴールドアリュール）２勝
ダイスアキャスト（16牡 スマートファルコン）２勝
マニトゥーリン（18牝 ミッキーアイル）��１勝�１勝��

３代母 クリアースター（92鹿 ＊トニービン）２勝，石打特別２着，奥只見特別２着
リーディングエッジ（00牡 バブルガムフェロー）５勝，朱竹賞３着
スターボイジャー（01牡 ＊ジェリ）５勝，日吉特別，青梅特別，柳都Ｓ２着，etc.，

�４勝

４代母 ノーザンクリアー（83栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ピーチブルーム（88牝 ＊デイクタス）４勝，朱雀Ｓ，西海賞，若戸特別，etc.

クリアーチャンス（89牝 ＊デイクタス）３勝，恵庭岳特別３着
［孫］ マッキーマックス（00牡 ダンスインザダーク）３勝，ダイヤモンドＳ

‐Jpn3，産経大阪杯‐G2 ２着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，etc.
トニービーバー（97牡 ＊トニービン）５勝，稲村ヶ崎特別，洛陽Ｓ２着，
秋川特別２着，etc.

クリアーベース（96� ＊サンデーサイレンス）	４勝�15 勝��４勝，九
州王冠

ヤナギムシ（99牡 ＊ジェネラス）２勝，石和特別２着，吉野ケ里特別２着
（２回），筑前特別２着，etc.，
�１勝�入着

［曾孫］ アイウォントユー（07牡 ダンスインザダーク）４勝，春日特別，西郷特別，
菅名岳特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 蔵内 優子＝千葉県市原市 �070-8410-6480
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

454 エレメンタリー２０２１ �・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊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エレメンタリー ＊クロフネ

��
��
�ダイワオンディーヌ黒鹿 2011 クリアースター

＊クヰツクランチ 4r
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 サダムブルーハワイ（12鹿 ＊ハービンジャー）１勝
初仔

２代母 ショウナンタレント（04鹿 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.
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
プチティアレ（16牝 ルーラーシップ）入着，�２勝
ヴァーチャリティ（18牝 ＊マクフィ）�３勝

３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）�７勝，グリーンチャンネルＣ‐L，根岸Ｓ
‐G3 ２着，etc.，��入着２回��，かきつばた記念‐Jpn3 ２着，etc.

ウォーターアンク（18牝 オルフェーヴル）�２勝
ベルウッドエオ（18牡 ルーラーシップ）�１勝
ラズライト（19牝 リオンディーズ）�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，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

４代母 ダウンザラインDown the Line（80 GB鹿 Brigadier Gerard）GB・IRE１勝

５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： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �090-3389-4651

455 サダムブルーハワイ２０２１ �・栗 ４／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlサダムブルーハワイ アグネスタキオン

��
��
�ショウナンタレント鹿 2012 ＊シャンラン

11d
Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴェスティージ（15鹿 Raven's Pass）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊エンシェントアート（08 GB鹿 Monsun）FR１勝
＊ヒーリングマインド（16� タニノギムレット）３勝，札幌日刊スポーツ杯，アザレ

ア賞，��入着３回
＊プライモーディアル（17牡 Shamardal）１勝，��出走�３勝��
＊デヴィルズマーブル（19牡 Raven's Pass）�１勝

３代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
エルメスティアラ（98牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

ディーマジェスティ（13牡 ディープインパクト）４勝，皐月賞‐G1，セントラ
イト記念‐G2，共同通信杯‐G3，etc.，種牡馬

エルノヴァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，ス
テイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，オールカマー‐Jpn2 ３着，etc.

グレンイネスGlen Innes（01 牝 Selkirk）GB・FR１勝，ミュージドラＳ‐G3 ２着，
Swinley S‐L ２着

レイクトーヤ Lake Toya（02牝 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S‐L，P.
Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，etc.
ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノネッ

ト賞‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着
アイランドベイブ Island Babe（03牝 Kingmambo）GB出走

アウェイヒーゴーズ Away He Goes（16� Farhh）�GB・FR・UAE３勝，
グッドウッドＣ‐G1 ２着，ドバイゴールドＣ‐G2 ３着，Dubai Racing
Club Classic‐L ３着

＊ブルーダヌーブ（04牝 Bahri）FR１勝
オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダイヤ

モンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.
＊スノーパイン（10牝 Dalakhani）FR２勝

タワーオブロンドン（15牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ‐G1，セン
トウルＳ‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，種牡馬

シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MAC２勝，
Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

456 ヴェスティージ２０２１ 牡・鹿 ３／ 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

レイヴンズパス Elusive Quality

�
�
�
�
�

��
��

�Raven's Pass Ascutneyヴェスティージ
＊ Monsun

��
��
�エンシェントアート鹿 2015 ＊シンコウエルメス

4n
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 サンメンフィス（11栗 マイネルセレクト）入着，��８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
フロイントシャフト（18牡栗 トゥザワールド）��１勝�入着
ケイティソルジャー（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 カヤドールージュ（02栗 ＊クロコルージュ）１勝

３代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
ウイニングリバー（93牝 ＊ムーンマツドネス）�４勝

マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹
賞，葉牡丹賞２着

ケイティラブ（04牝 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特別，
ＴＶユー福島賞３着，etc.
マイネルエメ（15� ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��13 勝��

ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，�１
勝��１勝�	２勝
１勝�１勝�入着，とちぎマロニエＣ‐Jpn3，朱鷺大賞
典‐Jpn3，etc.，種牡馬

ファンドリウイナー（96牡 ニホンピロウイナー）２勝
マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺトロフィー

‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
ケイティローレル（06牝 サクラローレル）入着，�２勝

ケイティブレイブ（13牡 アドマイヤマックス）３勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，etc.，
�１勝��６勝１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，etc.

ケイティマドンナ（16牝 サクラプレジデント）入着３回，��２勝，ロジータ
記念３着

４代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
［曾孫］ ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

５代母 グロリファイイングGlorifying（71 USA栗 Ribot）FR１勝，P. Francois A
ndre３着

販売申込者・所有者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935

457 サンメンフィス２０２１ �・栗 ４／２２

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルセレクト ウメノアスコットサンメンフィス ＊クロコルージュ

��
��
�カヤドールージュ栗 2011 ＊ビーマイフアイア

1s
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ジュラーレ（13鹿 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
カリュウ（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�１勝

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）３勝，紫苑Ｓ‐G3，フェアリーＳ‐G3，秋華

賞‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.
プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若

戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着
ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

アイルビーゼア（18牝 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�１勝�，園田プ
リンセスＣ２着，兵庫若駒賞３着

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

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

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

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

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

458 ジュラーレ２０２１ �・黒鹿 ５／ １
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマージュラーレ ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ鹿 2013 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ステファニーラン（12鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝��，フローラル
Ｃ（Ｄ1700），リリーＣ（Ｄ1200），ヒダカソウＣ（Ｄ1600）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
アナザーエデン（19牡鹿 ストロングリターン）�１勝
リストン（20牡鹿 ミッキーアイル）��１勝

２代母 ティンバーランド（04栗 ＊ティンバーカントリー）�４勝��，フロイラインＣ
ケイツーモリガン（10牝 タニノギムレット）�１勝
シゲルサヌキ（11牝 タニノギムレット）��１勝
ファラオ（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝
シャーロットリン（14牝 アサクサキングス）�１勝�１勝��入着４回�
ノーブルジャーニー（15牝 ドリームジャーニー）�２勝
ストーミーラヴ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝��２勝
スノーフレイム（18牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）���１勝�３勝

３代母 シーセモア（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーション特別２着，あ
ずさ賞２着
スマイルジャック（05牡 タニノギムレット）５勝，スプリングＳ‐Jpn2，東京新聞

杯‐G3，関屋記念‐G3，etc.，種牡馬
シーノットラブユー（11牝 タニノギムレット）出走

アストロブレイク（17牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，大島特別３着
ホッコーハナミチ（18	 ホッコータルマエ）�３勝，インディアＴ，リボン賞３着

４代母 カイウンテンシ（87鹿 マルゼンスキー）４勝，頌春賞，猪苗代特別，岩室特別，
浦安特別２着，紅葉特別３着，etc.

５代母 ロマンギヤル（79鹿 ＊セントクレスピン）��出走
［子］ アエロプラーヌ（85牡 マルゼンスキー）��８勝�１勝�２勝，川崎記念，

ダービーＧＰ，東京王冠賞，etc.，種牡馬
クインズヒル（84牝 ＊ロイヤルスキー）２勝，カトレア賞２着，福寿草特
別３着

［孫］ サンユウリュウオー（96牡 ＊アジュディケーティング）２勝，八重桜賞３着

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

459 ステファニーラン２０２１ 牡・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceステファニーラン ＊ティンバーカントリー

��
��
�ティンバーランド鹿 2012 シーセモア

＊ビーハツピー 15a
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 サイモンパルフェ（10黒鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
パラチェーン（19牡鹿 アンライバルド）��出走�出走
シールドメイデン（20牝栗 ＊ベストウォーリア）���出走

２代母 エポレット（00青鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
シルクシュナイダー（08牡 ＊アグネスデジタル）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，平

安Ｓ‐G3 ３着，アルデバランＳ‐OP ２着，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，いぶき
賞‐OP ３着，etc.

コパノミクス（11牡 ハーツクライ）入着３回，�２勝�２勝
コパノビジン（13牝 ゴールドアリュール）２勝，��２勝，東京シンデレラマイル３着
メイショウオオタカ（16牡 メイショウサムソン）�２勝，香取特別３着
ホットスポット（18牝 アンライバルド）�１勝

３代母 マキシマムデニール（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
マキシマムプレイズ（95� ＊サンデーサイレンス）１勝，障害３勝，京都ジャンプＳ

‐JG3 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着
レットミーマックス（98牡 ニホンピロウイナー）３勝，水無月特別３着
ウッドカッター（99� ＊ティンバーカントリー）４勝，麒麟山特別，伊勢佐木特別２着
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.
ネバーエンディング（02牝 ＊エンドスウィープ）２勝

グラビテーション（16牡 ベルシャザール）��１勝，ハイセイコー記念３着，
鎌倉記念３着

ジョーストーリー（19牝 エスポワールシチー）���４勝，ユングフラウ賞２
着，ローレル賞３着

セブンサミッツ（06牡 フジキセキ）４勝，猪苗代特別，野分特別３着

４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
［孫］ 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
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

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

460 サイモンパルフェ２０２１ �・黒鹿 ５／２０
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルサイモンパルフェ ＊リアルシヤダイ

��
��
�エポレット黒鹿 2010 マキシマムデニール

＊フリソデ A13
Roberto S3×M4 Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5×M5
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ダイワラスター（11黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
タイニーパワー（17牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）���２勝�６勝�
フォルラブリーナ（18牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�２勝�
ヤマトデビル（20牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）��出走

２代母 ダイワスピリット（05栗 ダンスインザダーク）２勝，大倉山特別
サトノゼファー（12牝 キングカメハメハ）１勝
タイセイディバイン（19牡 ルーラーシップ）�１勝，アーリントンＣ‐G3 ２着，フ

ァルコンＳ‐G3 ２着，朱鷺Ｓ‐L ３着

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

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

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

ＳＴ賞‐OP，etc.
ブリッツフィナーレ（08牝 ディープインパクト）不出走

キセキ（14牡 ルーラーシップ）４勝，菊花賞‐G1，大阪杯‐G1 ２着，ジャパン
Ｃ‐G1 ２着，etc.，FR・HKG入着，種牡馬

ビッグリボン（18牝 ルーラーシップ）�３勝，忘れな草賞‐L ３着，渥美特別，
栄特別

グレーターロンドン（12牡 ディープインパクト）７勝，中京記念‐G3，東風Ｓ‐L，
毎日王冠‐G2 ３着，etc.，種牡馬

ブリッジオーヴァー（14牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，飛翼特別，�３勝

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

��，名古屋優駿‐Jpn3

販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

461 ダイワラスター２０２１ 牡・鹿 ５／１４
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤコジーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アドマイヤマカディスノードラゴン タヤスツヨシ

��
��
�マイネカプリース芦 2008 ダイナカプリ

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスダイワラスター ダンスインザダーク

��
��
�ダイワスピリット黒鹿 2011 ロンドンブリッジ

＊オールフオーロンドン 22b
Caro S4×S5 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 タイガーティアラ（11黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着３回，�１勝��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハーピーティアラ（19牝栗 コパノリッキー）��２勝

２代母 シロキタカーニバル（05栗 アグネスタキオン）２勝，仲秋特別３着
サンダルエチケット（12牝 ＊サウスヴィグラス）�９勝�
ラストリンクス（16牡 ＊アポロキングダム）��未出走�６勝
シゲルガラテア（17牡 エスポワールシチー）１勝
アイカーニバル（19牝 ＊マスクゾロ）���１勝

３代母 コガネテスコ（89鹿 ＊ビシヨツプボブ）５勝，オパールＳ‐OP，北九州短距離
Ｓ‐OP，紅梅賞‐OP，萩Ｓ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，etc.
カキノサト（96牡 コガネパワー）�	６勝��
サランドールコガネ（98牝 メジロマックイーン）�６勝
３勝�
シロキタファルコン（00牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）３勝，二本松特別２着，ゆきつ

ばき賞２着，長万部特別３着
シロキタトウコン（01牡 ジェニュイン）２勝，障害１勝

４代母 キヨウエイテスコ（74鹿 ＊テスコボーイ）３勝，阪神３歳Ｓ４着，銀杏特別
［子］ インターアプローチ（85牡 ＊クラウンドプリンス）１勝

モンフレール（90牡 ＊ビシヨツプボブ）��３勝
ハイプリンス（84牝 ＊クラウンドプリンス）�２勝�１勝
アカシクイン（87牝 ＊ダンシングキヤツプ）��２勝

［孫］ トサノカイオウ（96牡 ＊カンパラ）��４勝
ハッピープリンセス（91牝 ハツピープログレス）�３勝
ユキノフブキ（98牝 ＊イクスクルシヴヌレイエフ）�	２勝�
ヨシノフトー（95牡 カミノクレッセ）��２勝

５代母 シーサイド（65鹿 ＊モンタヴアル）３勝
［子］ キョウエイポルシェ（76牡 ＊フアラモンド）３勝
［孫］ キョウエイグレイト（80牡 ＊アレグザンダザグレイト）３勝，御影特別

ソブリンビューティ（90牝 ボールドノースマン）３勝，宗谷特別，八雲特
別２着，手稲山特別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

462 タイガーティアラ２０２１ �・鹿 ３／２６
＊ 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

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyタイガーティアラ アグネスタキオン

��
��
�シロキタカーニバル黒鹿 2011 コガネテスコ

＊ラツキーベビー 14b
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ダーレームーン（09鹿 アドマイヤムーン）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（20）〕
ハクサングロウ（14牝鹿 ＊ストリートセンス）��12 勝��入着
ハクサンキャノン（15牡黒鹿 シルポート）��６勝���入着４回
ハクサンサンサン（16牝黒鹿 シルポート）��出走��２勝
ハクサンボタン（17牝鹿 シルポート）��入着３回��入着４回
ハクサンクウ（18牝鹿 エイシンフラッシュ）��入着２回

２代母 ＊トゥルーファンタジー（98 USA鹿 Seeking the Gold）GB出走
ライヴマジック（08牝 Shamardal）入着２回

ポッドガイ（13牡 ＊パイロ）��６勝�入着４回�，鎌倉記念
ヴェリテ（12� ディープスカイ）１勝，�17 勝�６勝	，ウインター争覇２着，名

古屋記念２着，梅見月杯３着（２回）
クラウンエンジニア（15牡 ＊ハードスパン）１勝，�	５勝��入着５回�

３代母 ジュード Jood（89 USA鹿 Nijinsky）GB入着２回
ワニスWanice（95 牝 Mr. Prospector）FR１勝

ゼンブZembu（99牝 フジキセキ）AUS１勝
ユアソング Your Song（09牡 Fastnet Rock）AUS３勝，ＢＲＣＢＴＣカ
ップ‐G1，ＡＴＣローマンコンサルＳ‐G2 ３着，ＡＴＣラントゥザロ
ーズＳ‐G3 ２着，種牡馬

アニーズ Anees（14 牡 Harlan's Holiday）ARG４勝，P. Antartida Argentin
a‐L，P. Manuel Anasagasti‐L

＊ファンタスティックライト（96牡 Rahy）入着，GB・FR・IRE・USA・UAE・HK
G12勝，ＢＣターフ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，プリ
ンスオヴウェイルズＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，香港カップ‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

ハイデュバイ Hi Dubai（00 牝 Rahy）GB・FR・USA１勝，Pretty Polly S‐L，
サンタラリ賞‐G1 ２着，ＥＰテイラーＳ‐G1 ３着

ダーネットアルドゥーニャDaanet Al Dunya（03牝 Rahy）GB出走
タークイン Tarquin（12� ＊ハードスパン）AUS６勝，ＡＴＣパゴパゴＳ‐G2，

ＡＴＣシャンペインＳ‐G1 ３着，Morn RCMornington C‐L ２着，etc.
ハウサ Hawsa（06牝 Rahy）FR・GER３勝，Herbst Stuten Steher Preis‐L ３着

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

463 ダーレームーン２０２１ �・鹿 ５／１７

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズダーレームーン
＊ Seeking the Gold

��
��
�トゥルーファンタジー鹿 2009 Jood

14c
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Buckpasser S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ドメーヌ（01 CHI 鹿 Hussonet）USA・CHI２勝，アルトゥロリオンペニャ賞
‐G1，サルバドルヘスリべロス大賞‐G2 ２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（21）〕
ヴァインバッハ（08牝栗 アグネスタキオン）��１勝，平和賞（Ｄ1600）

ティターヌ（16牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，市原特別
レッドスピリッツ（09牝黒鹿 マンハッタンカフェ）出走

レッドシャリオン（17牝 ＊エイシンアポロン）�１勝�２勝，園田クイーンセレ
クション３着

デルマキタロウ（10牡鹿 ダイワメジャー）入着２回，�１勝�入着４回
ヴェルメンティーノ（11牝栗 ダイワメジャー）３勝
ガトーネグロ（12牝鹿 ネオユニヴァース）�11 勝
オテンバキッズ（15牝鹿 オルフェーヴル）入着２回，��４勝�
デルマヘリオドール（17牝黒鹿 ハーツクライ）�	４勝

２代母 ウォーカバウトWalkabout（88 CHI 鹿 Worldwatch）CHI１勝
ランアバウトRunabout（95
 Hussonet）CHI７勝
ペルフーモPerfumo（97牡 Hussonet）CHI６勝
プロムナードPromenade（98牝 Hussonet）CHI２勝

デラストラーダDella Strada（06牝 Della Francesca）CHI６勝，P. Socie
dad Hipica Luis Cousino‐L ２着

ラトローサ La Torrosa（07牝 Merchant of Venice）CHI２勝，ホセＳバエ
サ賞‐G3

ウエユスカ Hueyusca（02牝 Hussonet）CHI３勝，P. Lisimaco Jaraquemada
‐L，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，P. Victor Raby‐L ２着
エラスヴェローナ Hellas Verona（15牝 Interaction）�ARG５勝，ＣＥディ

スタフ‐G1 ３着，ロサリオジョッキークラブ賞‐G3 ３着
フアサンガ Huasanga（17牝 Suggestive Boy）�ARG３勝，ルシオタボルダ

賞‐G3 ３着

３代母 ノースビーチNorth Beach（82 CHI 黒鹿 Nobloys）CHI 出走
ウェイルズWales（90
 Worldwatch）CHI10 勝，フランシスコＡアリスティア賞

‐G3，P. Fuerza Aerea de Chile‐L，P. Raul S. Carmona y Raul S. Urrutia
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： シグラップファーム＝日高町賀張 �090-8707-9113
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

464 ドメーヌ２０２１ 牡・鹿 ３／３１

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊

フソネット Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Hussonet Sacahuistaドメーヌ ウォーカバウト Worldwatch

��
��
�Walkabout鹿CHI 2001 North Beach

2s
Mr. Prospector M3×S5 Raise a Native M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トーセンアイリス（04栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
トーセンカラヤン（10牡芦 ＊チチカステナンゴ）�１勝
トーセンプルメリア（15牝栗 ＊アグネスデジタル）�５勝��１勝
ヘンゲンジザイ（18牝黒鹿 トーセンジョーダン）��入着�入着２回�
ラストクリスエス（19牡青鹿 サンカルロ）���出走

２代母 フェスタデルドンナ（94栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝
グリッターロック（01牡 スペシャルウィーク）２勝，洛西特別
スカーレットライン（05牡 ＊バトルライン）３勝，檜山特別２着，初凪賞２着
アオゾラペダル（06牝 ＊ホワイトマズル）２勝，鋸山特別２着，定山渓特別２着，瀬

波温泉特別３着，恵庭岳特別３着
アンクラウデッド（18牡 ジャスタウェイ）�２勝，麒麟山特別２着

クォークスター（07牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念‐G2，ラジオＮ
ＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，プリンシパルＳ‐L ２着

エスオンマイチェス（10牡 ゼンノロブロイ）２勝，浦佐特別，信濃川特別２着，�３勝

３代母 スカーレツトブルー（82栗 ＊ノーザンテースト）１勝
アナスミラビリス（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝

トーセンジョウオー（01牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，��７勝，エンプレ
ス杯‐Jpn2，スパーキングＬＣ‐Jpn3（２回），マリーンＣ‐Jpn3（２回），etc.，
ＮＡＲ優牝馬（2回）

トーセンスマッシュ（04牝 トウカイテイオー）１勝
ブレイブスマッシュ Brave Smash（13牡 トーセンファントム）２勝，サ
ウジアラビアＲＣ（重賞）‐L，etc.，AUS・UAE３勝，ＭＶＲＣマニカト
Ｓ‐G1，ＭＲＣフュチュリティＳ‐G1，etc.，種牡馬

ブルーリッジリバー（99牝 フジキセキ）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，フェアリーＳ
‐Jpn3 ２着，りんどう賞
ヴィーヴァブーケ（06牝 キングカメハメハ）１勝，鳥屋野特別２着
ブラックホール（17牡 ゴールドシップ）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3，菊花賞
‐G1 ５着

ライラック（19牝 オルフェーヴル）�２勝，フェアリーＳ‐G3，紫苑Ｓ
‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

465 トーセンアイリス２０２１ �・鹿 ４／１６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

�
�
�
�
�
�
�
�
� Starry Dreamerアメリカンペイトリオット ライフウェルリヴド Tiznow

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサートーセンアイリス ＊ヘクタープロテクター

��
��
�フェスタデルドンナ栗 2004 スカーレツトブルー

＊スカーレツトインク 4d
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 パシャ（07鹿 デュランダル）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（32）〕
ネスター（13牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝��８勝�入着３回，イノセ

ントＣ（Ｄ1200）２着
ドリームアロー（14牡鹿 トランセンド）１勝，��10 勝��入着
ライド（16牝鹿 ＊タイキシャトル）��11 勝
ゴールドタイタン（18牡青鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝�入着４回
パシャディーバ（19牝栗 ポアゾンブラック）��１勝

２代母 ＊シータ（97 GB鹿 Machiavellian）不出走
メインバンク（03牡 Giant's Causeway）１勝，��11 勝
バーガンディミック（08牡 タニノギムレット）１勝
ゴールデンポケット（09牝 ジャングルポケット）１勝

３代母 ビーミスト Bemissed（80 USA栗 Nijinsky）USA５勝，セリマＳ‐G1，ミス
グリジョＳ‐G3，Japan Racing Association H‐LR，Natalma S，ケンタ
ッキーオークス‐G1 ３着，etc.

＊レディービミズド（86牝 Sir Ivor）USA１勝，Hilltop S‐L ３着
ジェットスキ－レイディ Jet Ski Lady（88牝 Vaguely Noble）GB・FR・IRE４勝，

英オークス‐G1，Ballysax Race‐L，愛オークス‐G1 ２着，etc.
レガーヤ Legaya（94牝 Shirley Heights）IRE１勝
リーガルアプローチ Legal Approach（99牡 Zafonic）GB・UAE４勝，
Arc Trial‐L

ディスミストDismissed（93牡 Dayjur）GB・ITY・USA１勝，ソラリオＳ‐G3
３着，種牡馬

スピニングミス Spinning Miss（99 牝 ＊スピニングワールド）USA出走
スピリットライン Spirit Line（05 牝 Indian Charlie）USA３勝
サッシーキテン Sassy Kitten（10牝 Kitten's Joy）USA５勝，River Citi
es S‐L，West Virginia Senate President's S‐L，Firecracker S
２着

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

466 パシャ２０２１ �・栗 ３／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊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

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスパシャ
＊ Machiavellian

��
��
�シータ鹿 2007 Bemissed

2f
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 タイキジャスパー（06栗 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
クニサキゴメスタア（13牝栗 オレハマッテルゼ）入着，�１勝
カロス（14牡栗 スクリーンヒーロー）１勝
リアルヴィジョン（18�黒鹿 リアルインパクト）��１勝�２勝
リピッシュ（19牡栗 アドマイヤムーン）��２勝

２代母 ＊デアリングヴァース（93 USA栗 Opening Verse）USA出走
キャンディヴァースCandy Verse（99 牝 Candy Stripes）USA６勝
テキーラムーンTequilla Moon（00� Peaks and Valleys）USA７勝
＊ジンクライシス（01牡 Subordination）４勝，ジャパンＣダート‐Jpn1 ３着，エル

ムＳ‐Jpn3 ２着（２回），平安Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，�３勝�入着，マイルＣ
ｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ３着，etc.

パトリオツサンダーPatriot's Thunder（02� ＊サンダーガルチ）USA３勝
ヒミノオオタカ（10牡 ＊クロフネ）３勝，大雪Ｈ，�１勝�２勝�	
カネトシタシナミ（11牝 ＊クロフネ）入着３回，�２勝�	
セイウンアサヒ（12牡 ＊パイロ）�	３勝
１勝�３勝
ヒロイックサーガ（13� ＊パイロ）�	８勝�４勝�

３代母 パワービダー Power Bidder（87 USA鹿 Lines of Power）USA５勝，Sp
ectacular H‐L，Jam N Jellie H

４代母 デアリングビダーDaring Bidder（82 USA黒鹿 Bold Bidder）不出走
［子］ イライザ Eliza（90 牝 Mt. Livermore）USA５勝，サンタアニタオークス

‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アルシバイアディズＳ‐G2，etc.
ディナールDinard（88牡 Strawberry Road）USA４勝，サンタアニタ
ダービー‐G1，サンラファエルＳ‐G2，Los Feliz S‐R，etc.

［孫］ スペイシートレイシー Spacy Tracy（05牝 Awesome Again）USA６勝，
トップフライトＨ‐G2，Justakiss S

ランイット Run It（06 牡 Cherokee Run）USA９勝，バークリーＳ‐G3，
Alcatraz S‐L，Alamedan H，種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

467 タイキジャスパー２０２１ 牡・鹿 ５／３１
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンタイキジャスパー
＊ Opening Verse

��
��
�デアリングヴァース栗 2006 Power Bidder

37
Halo M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノリアン（10栗 ハーツクライ）�５勝�１勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ピコリーヌ（17牝鹿 エピファネイア）�１勝�
マイリトルガール（20牝鹿 スピルバーグ）��出走

２代母 ＊ナドラ（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB入着
ナドラシャーンNadrashaan（96牝 Darshaan）FR入着７回

ティッケリーTickery（05 牝 Anabaa Blue）不出走
シギラリア Sigillaria（14 牝 Silent Times）BRZ２勝，ジョゼＢＣノゲイ
ラ会長大賞‐G2

クリアーコースト Clear Coast（07 牝 Lando）FR５勝，P. Joubert‐L ３着
アルダンパシヨン Ardent Passion（97牡 Bering）FR・ITY８勝，P. Saraca‐L

３着
マスターデイヴィドMaster David（01 牡 Grand Slam）GB・USA２勝，Sham

S‐L，ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，レムゼンＳ‐G2 ２着，ピーターパン
Ｓ‐G2 ３着，サンタカタリーナＳ‐G2 ３着

ニシノアルバトロス（04牡 アグネスタキオン）１勝
ニシノエモーション（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，山吹賞
ニシノメルモ（07牝 スペシャルウィーク）２勝，十勝岳特別２着
ニシノキミヨ（08牝 ＊バゴ）１勝

３代母 ビントパシャ Bint Pasha（84 USA栗 Affirmed）GB・FR・IRE・USA４勝，
ヴェルメイユ賞‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，
英オークス‐G1 ４着，コロネイションＣ‐G1 ４着，etc.
リヴィア Revere（90 牡 ＊ダンシングブレーヴ）GB・FR・IRE・ITY７勝，ナポリ市

大賞‐G3，Gala S‐L，Goodwood Foundation S‐L，etc.，種牡馬
ザフォニウム Zafonium（97牡 Zafonic）GB１勝，キングエドワード七世Ｓ‐G2

２着，種牡馬
アーミンシー Ermine Sea（03� RainbowQuest）GB・FR１勝，クイーンズヴァ

ーズ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �090-8892-6144
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

468 ニシノリアン２０２１ 牡・鹿 ４／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスニシノリアン
＊ Sadler's Wells

��
��
�ナドラ栗 2010 Bint Pasha

16c
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノゼノビア（17栗 ＊エスケンデレヤ）出走
初仔

２代母 ニシノブルームーン（04鹿 タニノギムレット）６勝，中山牝馬Ｓ‐G3，ヴィク
トリアマイル‐G1 ３着，マーメイドＳ‐G3 ２着，府中Ｓ，鎌ケ谷特別
ニシノリコルディ（12牝 ハーツクライ）出走

ニシノスピカ（19牝 ＊ダンカーク）�１勝
ニシノエアレス（14牝 ヴィクトワールピサ）１勝
ニシノバシャール（18牡 ナカヤマフェスタ）�１勝

３代母 ＊カプリッチョーサ（88 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・USA４勝，チヴァリーパー
クＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G3
ブランドキャリー（94牝 サクラユタカオー）４勝，萩特別，淀屋橋Ｓ２着，精進湖

特別２着，etc.
ニシノエルハーブ（96牝 ＊エルハーブ）３勝，岳特別２着

クルンプホルツ（05牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，五泉特別３着
スターストラック（14牡 トーセンホマレボシ）３勝，檜山特別

オープンシャッセ（07牝 ダンスインザダーク）入着３回
リュードマン（17牡 フリオーソ）�２勝，印西特別２着，香取特別２着

４代母 クランジングルClanjingle（80 GB鹿 TumbleWind）GB・IRE出走
［子］ ポーリッシュリズム Polish Rhythm（93牝 ＊ポリッシュパトリオット）G

B１勝，Joel S‐L ３着
［孫］ コールミービッグ Call me Big（98 牡 Big Shuffle）GER・HKG４勝，

ベナツェットレネン‐G3，Silberne Peitsche‐L，Dortmunder
Flieger Preis‐L，etc.，種牡馬

ラセルヴェサ La Cerveza（95牝 Lycius）ITY３勝，P. Buontalenta
‐L ２着

コールミーイーグル Call me Eagle（97 牡 Dashing Blade）GER３勝，
Oppenheim‐Rennen‐L ３着

販売申込者・所有者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985
生 産 牧 場： 棚川 祐志
飼 養 者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985

469 ニシノゼノビア２０２１ �・栗 ３／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�エスケンデレヤ Aldebaran Lightニシノゼノビア タニノギムレット

��
��
�ニシノブルームーン栗 2017 ＊カプリッチョーサ

14c
Halo S4×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 シックファイター（03栗 ＊ヘクタープロテクター）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（20）〕
アナクレオン（08牡栗 タニノギムレット）�７勝�４勝�入着２回
ダンツフォワード（09牡栗 ダイワメジャー）入着，�２勝
オリアーナ（10牝青鹿 フジキセキ）２勝
ビービーアイガー（12牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝��入着�
アツコ（13牝鹿 ＊ワークフォース）障害１勝
アシャカリアン（14牡栗 ＊サマーバード）２勝
サノノツルギ（15�黒鹿 ネオユニヴァース）�３勝��１勝�入着２回，石川ダー

ビー（Ｄ2000）２着
サノノエスポ（20牝栗 エスポワールシチー）	入着

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

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

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

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

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

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

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

Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.

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： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935

470 シックファイター２０２１ �・青鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaシックファイター
＊ Be My Guest

��
��
�インヴァイト栗 2003 Burghclere

2f
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ディアブライド（15黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着２回
初仔

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

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

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

ＯＰ‐L ２着，緑風Ｓ，八雲特別，魚沼特別２着，etc.
レッドサイファー（09牡 フジキセキ）１勝
サンライズウェイ（10牡 ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別，ドンカスターＣ３着
レッドルシアン（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
カンポデフィオーリ（14牝 ゼンノロブロイ）１勝
クウェンヤ（18牝 カレンブラックヒル）���２勝�１勝�入着

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

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

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

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

［孫］ エアピエール（96牡 フジキセキ）７勝，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.，	
１勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

471 ディアブライド２０２１ �・黒鹿 ４／ ２

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

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ディアブライド ＊トニービン

��
��
�アルウェン黒鹿 2015 アドラーブル

＊エコルシユ 14c
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 バアゼルローズ（00鹿 ＊サンダーガルチ）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－１（７）〕
ムードティアラ（10牝鹿 ゴールドヘイロー）３勝
オールデフィート（11牡鹿 ブラックタイド）１勝，障害１勝
エグランティエ（12牝栗 アドマイヤジャパン）２勝
ファイヤーローズ（14牝鹿 アドマイヤムーン）�７勝
ホウオウバリスタ（19牡黒鹿 ジョーカプチーノ）�１勝
キンショーローズ（20牝鹿 オーシャンブルー）��出走

２代母 スターセレッソ（92鹿 ミスターシービー）６勝，灘Ｓ‐OP ２着，関越Ｓ‐OP
３着，サンタクロースＨ，etc.，��入着２回，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，マリ
ーンＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ユニバーサルダイナ（82栗 ＊ノーザンテースト）４勝，蓬莱峡特別２着，西海
賞２着，花園特別３着，ひよどり越特別３着，日南特別３着
イシヤクモンド（94牡 ＊アレミロード）５勝，桃山特別２着，太秦Ｓ３着，姫路特別

３着，etc.

４代母 ＊リンデンプリンセス（72 USA栗 Prince John）USA２勝
［子］ サクラステルス（84牡 ＊ノーザンテースト）４勝，香取特別，白井特別２

着，��２勝
［孫］ ハヤテサカエオー（90牡 ＊アレミロード）�27 勝�入着���，百万石賞

２着，スプリングＣ２着

５代母 リンデンハイツ Linden Heights（65 USA鹿 Great One）USA１勝
［孫］ キラニンズラス Killanin's Lass（79 牝 Olympiad King）GB・USA11 勝，

Santa Lucia H‐LR
レセパセ Laissez Passer（73 牡 Northern Dancer）USA６勝，Cana
dian Derby‐R，Marine S，Carleton S，etc.

タクウィラ Tukwila（86 牝 Coastal）USA８勝，Castle Forbes S，
Essex County S，Middlesex County S，etc.

販売申込者・所有者： 酒井 亨＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2573
生 産 牧 場： 酒井 亨
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

472 バアゼルローズ２０２１ �・黒鹿 ４／２９
＊ 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

＊ Gulch

�
�
�
�
�

��
��

�サンダーガルチ Line of Thunderバアゼルローズ ミスターシービー

��
��
�スターセレッソ鹿 2000 ユニバーサルダイナ

＊リンデンプリンセス A11
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハーモニーフェア（10黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，�５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
モメントグスタール（18�鹿 ＊ハービンジャー）�１勝，アスター賞（芝 1600）３着

２代母 ファーストチェア（04黒鹿 ジャングルポケット）入着
ヴァフラーム（12牝 ＊ハービンジャー）５勝，ムーンライトＨ，西海賞，三田特別２

着，テレ玉杯２着，四国新聞杯２着，etc.
チーフコンダクター（13牡 メイショウサムソン）�１勝
コンダクトレス（15牝 ＊ホワイトマズル）３勝，桑折特別，猪苗代特別２着，土湯温

泉特別２着，美濃Ｓ３着，テレ玉杯３着
サピアウォーフ（16牝 ＊クロフネ）１勝
フルデプスリーダー（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�６勝，エルムＳ‐G3，マリーンＳ

‐OP，ポラリスＳ‐OP ２着，霜月Ｓ‐OP ２着，錦秋Ｓ，etc.
ウーヴァラーラ（18牝 ＊アジアエクスプレス）��未出走�１勝�２勝
ロジハービン（19牡 ＊ハービンジャー）�１勝，京成杯‐G3 ２着

３代母 マイケイティーズ（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念‐G1，

京都記念‐G2，札幌記念‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，UAE・HKG１勝，
ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

プレイ（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝，弥生賞‐G2 ２着，京都２歳Ｓ‐L ２
着，京成杯‐G3 ３着，etc.

４代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
［子］ トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポ

ーツ杯‐L ２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ
‐OP ２着，日本海Ｓ，etc.

［孫］ エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�６勝，有馬記念‐G1，皐月賞
‐G1，天皇賞（秋）‐G1，etc.，年代表，優３牡

ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，安土城Ｓ‐L ２着，
淀短距離Ｓ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 蔵内 優子＝千葉県市原市 �070-8410-6480
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

473 ハーモニーフェア２０２１ �・鹿 ３／２１

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayハーモニーフェア ジャングルポケット

��
��
�ファーストチェア黒鹿 2010 マイケイティーズ

＊ケイティーズファースト 7f
Roberto M4×S5

価格： 購買者：



母 ボルジアクイーン（13鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝�
〔産駒馬名登録数：２〕
バジガクギフト（18牝青鹿 ベルシャザール）��出走

２代母 ＊ボルジアⅡ（95 GB栗 Machiavellian）GB３勝
ウスターロッジWorcester Lodge（01� Grand Lodge）GB１勝
ラスラーRustler（02� Green Desert）GB２勝
ラインチェイサー（06牡 ＊チーフベアハート）�２勝
アルバトン（07牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，大津特別２着，企救丘特別２着，障

害１勝
パレントゥチェリ（11牝 キングヘイロー）�６勝

３代母 カットアヘッドCut Ahead（86 GB鹿 Kalaglow）GB１勝

４代母 カットルース Cut Loose（79 GB鹿 High Top）GB２勝，Virginia S，
Valdoe S２着
［孫］ ダンルースドーターDan Loose Daughter（09 牝 Sakhee）ITY２勝，

P. Baggio‐L，P. Seregno‐L ３着
ストーミングルース Storming Loose（07� ＊ストーミングホーム）ITY1
1 勝，ジュビレオ賞‐G3 ２着，P. del Giubileo‐L ２着

ダニエラDaniella（02 牝 Dansili）GB３勝，Henry Gee Fillies S‐L
３着

［曾孫］ キラヒールース Killachy Loose（09牝 Kyllachy）ITY７勝，セルジオク
マニ賞‐G3，P. Nogara‐L，P. Royal Mares‐L ２着，etc.

ヴェットーリルールズ Vettori Rules（13� Aussie Rules）GB・FR・IT
Y４勝，P. Botticelli‐L ３着

５代母 カトルCutle（63 GB栗 ＊セントクレスピン）GB２勝
［子］ シャープエッジ Sharp Edge（70牡 ＊シルバーシヤーク）GB・FR５勝，愛

２０００ギニー‐G1，ジャンプラ賞‐G2，New Ham S，etc.，種牡馬
カットアバヴ Cut Above（78牡 High Top）GB・FR・IRE２勝，英セン
トレジャー‐G1，ホワイトローズＳ‐G3，愛ダービー‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

474 ボルジアクイーン２０２１ �・栗 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�ナカヤマフェスタ ディアウィンクボルジアクイーン
＊ Machiavellian

��
��
�ボルジアⅡ鹿 2013 Cut Ahead

11d
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 フジヤマサクラ（03鹿 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－７（26）〕
カリーノベルタ（10牝鹿 トーセンダンス）�１勝�
エイプリルラヴ（12牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着，�３勝�１勝�
ヴィクトリーマハロ（13牡鹿 オンファイア）�３勝��
ミサイルマン（14	鹿 カネヒキリ）
�８勝��３勝�，ハイセイコー記念
（Ｄ1600），だるま夕日賞（Ｄ1600），二十四万石賞（Ｄ1900）３着，高知県知事
賞（Ｄ2400）３着

ロフティネス（16牡鹿 スクリーンヒーロー）２勝，インディアＴ（Ｄ1900）３着
ブルックスジョイ（18牝鹿 エスポワールシチー）��２勝�
サラヘレン（19牝鹿 エスポワールシチー）
�３勝�１勝�
サラキャサリン（20牝鹿 エスポワールシチー）
�１勝

２代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
ワキノドライバー（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

ワキノアタリ（13牝 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別２着，�４勝
エフティマイア（05牝 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２

着，桜花賞‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ５着，マリーゴールド賞‐OP，etc.
エフティスパークル（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，石和特別２着，調布特別２

着，三春駒特別２着，両国特別３着
エフティイーリス（16牝 ルーラーシップ）２勝，富里特別３着

オースミドライバー（08牡 ＊スニッツェル）１勝
デバイスドライバー（12牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別，瓢湖特別２着
アドマイヤモラール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着
ロジブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝

３代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.

４代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.
［孫］ セイリューオー（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，

中山金杯‐Jpn3 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町朝日 �090-6699-0027

475 フジヤマサクラ２０２１ �・鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフジヤマサクラ ニホンピロウイナー

��
��
�カツラドライバー鹿 2003 ノーザンマイア

＊マイア 4k
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ピースバーグ（10 FR黒鹿 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，アサシＳ‐G3 ２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－１（７）〕
ノーウォーNoWar（16 USA牝黒鹿 War Front）FR２勝
＊ピースフルタイム（17 GB牡黒鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�７勝

２代母 ピーストークPeace Talk（96 FR鹿 Sadler's Wells）不出走
ピースフォニックPeace Fonic（02 牝 Zafonic）FR１勝

ピースオヴオアシス Peace of Oasis（08 牝 Oasis Dream）FR３勝，P. Ros
e deMai‐L

ピースドリーム Peace Dream（04牝 Linamix）FR４勝，P. Occitanie‐L ３着
ルーサムトリプルイーズ Rootham Triple E's（10 牝 WeatherWarning）CAN

３勝，Star Shoot S‐L，Ballade S‐R ２着，Lady Angela S‐R ２
着，Passing Mood S‐R ２着，Fanfreluche S‐R ２着

シルヴァーマウンテン Silver Mountain（06� Linamix）FR５勝
ピースタッチPeace Touch（09牝 Muhtathir）FR１勝，FR障害１勝

３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
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，オカール賞‐G2，ノ
アイユ賞‐G2，etc.，種牡馬

＊パルムドールⅡ（94牝 Sadler's Wells）FR・USA３勝，フロール賞‐G3，P. Joub
ert‐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，
Ozdemir Atman S‐L ３着

ダノンスズラン（07牝 Awesome Again）�２勝
ローザノワール（16牝 マンハッタンカフェ）�５勝，ディセンバーＳ‐L，
クイーンＳ‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，etc.

４代母 ケンディエ Kendie（63 FR鹿 Klairon）FR２勝，P. de Beauvais

販売申込者・所有者： ㈲社台コーポレーション白老ファーム＝白老町社台 �0144-82-2136
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

476 ピースバーグ２０２１ 牡・鹿 １／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

サージュブール ＊ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�

��
��

�Sageburg Sage Et Jolieピースバーグ ピーストーク Sadler's Wells

��
��
�Peace Talk黒鹿FR 2010 Pampa Bella

9e
Storm Cat S3×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ビクトリーローズ（12黒鹿 ＊ザール）�２勝��２勝
初仔

２代母 ＊パチョリ（04 GB鹿 ＊ジェイドロバリー）�２勝��入着，桜花賞３着
バンブルビー（09牡 ＊ディクタット）�１勝��２勝
サカベンタロー（13牡 ＊パイロ）��入着７回�１勝��３勝

３代母 ＊マルビウム（96 USA鹿 Dixieland Band）FR１勝
メイショウサミット（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，天の川Ｓ，不知火特別，垂

水Ｓ２着，etc.，�２勝

４代母 ＊マリレット（90 USA鹿 Diesis）GB・FR・IRE・USA５勝，ミュージドラＳ
‐G3，メイヒルＳ‐G3
［孫］ エール Eire（04 牝 Medicean）FR５勝，G.P. de la Riviera Cote d'Azur

‐L ２着，P. Miss Satamixa‐L ２着，G.P. de la Region Alsace
‐L ２着，etc.

［曾孫］ イルスカ Irska（17 牝 Hunter's Light）�FR４勝，リューリー賞‐G3，
P. de Suresnes‐L ２着，パース賞‐G3 ３着，etc.

トイジク Toijk（16� Siyouni）�FR５勝，ラロシェット賞‐G3 ２着
ハッピーアプローチ Happy Approach（13牝 New Approach）FR４勝，
アレフランス賞‐G3 ３着，P. Dahlia‐L ３着，P. Solitude
‐L ３着

５代母 ストーメット Stormette（84 USA鹿 Assert）IRE１勝，Shanbally House S
tud S‐L ３着
［子］ スト－ムトル－パ－Storm Trooper（93 牡 Diesis）GB・USA７勝，ハ

リウッドターフＨ‐G1，Feilden S‐L，SanMarino H‐R，etc.，
種牡馬

［孫］ ジャーダヴェガスGiada Vegas（13 牝 Scat Daddy）USA・CAN５勝，
Blushing K. D. S，Marie G. Krantz Memorial S２着

［曾孫］ クロージングレインジ Closing Range（09牝 After Market）USA５勝，ラ
プレヴォワイヤントＨ‐G3，Osunitas S‐R，Twin Light S

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

477 ビクトリーローズ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeビクトリーローズ
＊

＊ジェイドロバリー

��
��
�パチョリ黒鹿 2012 ＊マルビウム

4j
Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ピコピコハンマー（09栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
カイソクポリス（13牡鹿 メイショウサムソン）入着２回，�３勝
ヨイタビヲ（16牡鹿 パドトロワ）�１勝
パトロン（17牡鹿 ニホンピロアワーズ）�３勝

２代母 モットヒカリヲ（98鹿 ＊アフリート）２勝，こけもも賞
イヤダイヤダ（02牡 サニーブライアン）２勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，雪割草特別
ギンギラギン（04牡 バブルガムフェロー）２勝
モーレツ（07牡 キングカメハメハ）２勝，燧ヶ岳特別３着
マズイマズイウマイ（12牡 サクラバクシンオー）２勝，会津特別，鳥屋野特別２着
ジイサマ（13牡 オレハマッテルゼ）１勝
セガールモチンモク（14� ＊アポロキングダム）３勝
イイコトズクシ（15牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，万両賞３着
ダッチマン（17� ＊キンシャサノキセキ）�３勝，吹田特別３着，川西特別３着

３代母 ＊メロンパン（93 USA鹿 Theatrical）出走
ロロ（97牡 フジキセキ）４勝，遠州灘Ｓ，香嵐渓特別，�１勝
ワナ（00牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3
オジャッタモンセ（03牝 ＊クロフネ）入着２回

メデタシ（08牝 ディープインパクト）１勝，チューリップ賞‐G3 ３着，桜花賞
‐G1 ４着

４代母 ボーダードーンBorder Dawn（76 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB５勝
［子］ クリスクリングル Kris Kringle（85 牡 Kris）FR・IRE３勝，ブランドフォ

ードＳ‐G2，愛ダービートライアルＳ‐G2，ガリニュールＳ‐G2 ３
着，etc.，種牡馬

［孫］ イスカ Isca（95 牝 Rory's Jester）AUS６勝，ＶＲＣライトニングＳ‐G1，
ＶＲＣニューマーケットＨ‐G1，MRC Sir JohnMonash S‐L，etc.

スターアライト Star Alight（94 牝 Kenmare）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 ３着

スラップスティック Slapstick（91� Rory's Jester）AUS１勝，MRC
Debutant S‐L，ATC Canonbury S‐L ２着

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

478 ピコピコハンマー２０２１ �・青鹿 ３／１０
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラピコピコハンマー ＊アフリート

��
��
�モットヒカリヲ栗 2009 ＊メロンパン

14c
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ファニーゴールド（02芦 ＊エリシオ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－８（48）〕
ミヤノオードリー（06牡芦 ニューイングランド）�11 勝，九州大賞典（Ｄ2500），

ロータスクラウン賞（Ｄ1800），九州大賞典（Ｄ2500）３着，はがくれ大賞典
（Ｄ2000）３着，中島記念（Ｄ2000）３着，飛燕賞（Ｄ1800）３着

ピーエムイレブン（07牡芦 トウカイテイオー）��４勝
リアルアビリティー（09�芦 ＊サウスヴィグラス）�４勝��８勝
ミヤノダイアナ（10牝芦 メジロベイリー）�５勝，仙水峡賞（Ｄ1750）３着，大観

峰賞（Ｄ1800）３着，九州ジュニアＣｈ（Ｄ1750）３着
マキシマムカイザー（12牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�２勝�９勝�	�入着５回，

スプリングＣ（Ｄ1400）２着
ランパク（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，
�出走��２勝
ミヤノランオー（19牡芦 ＊ラニ）
�２勝�
ニャー（20牝芦 ＊ディスクリートキャット）
�１勝

２代母 ＊プチアノ（94 USA芦 Rubiano）USA１勝
ラストパートナー（01牝 ＊エリシオ）１勝，�３勝��

ヒダルマ（15牡 スクリーンヒーロー）入着３回，
�13 勝��，摂津盃２着，
摂津盃

グラッドリー（03牝 アグネスタキオン）１勝
クリーペル（06牝 ＊タイキシャトル）�入着

ミスターバッハ（15牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝��３勝，クラウンＣ２着，
イノセントＣ２着，サッポロクラシックＣ３着

３代母 プチェカPucheca（74 USA鹿 Tom Rolfe）不出走
タブロー Tableaux（78牝 Round Table）USA５勝，クリサンシマムＨ‐G3 ２着，

Violet H２着
スカッフルバーグ Scuffleburg（89 牡 Cox's Ridge）USA５勝，ペガサスＨ

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，種牡馬

４代母 リーガルグリーム Regal Gleam（64 USA黒鹿 Hail to Reason）USA８勝，
フリゼットＳ，セリマＳ，Blue Hen S，メイトロンＳ３着

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907

479 ファニーゴールド２０２１ 牡・芦 ５／３０

＊

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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceファニーゴールド
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ芦 2002 Pucheca

1s
Northern Dancer M4×S5 Tom Rolfe M4×S5

価格： 購買者：



母 プラセール（98栗 ＊ヘクタープロテクター）２勝，衣笠特別（芝 1800），やまもも
賞（芝 1200），�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（14）〕
メロディメーカー（08牝栗 ゴールドアリュール）�１勝��
キボウノチカラ（09牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�５勝
ハナズウェポン（11牡栗 オレハマッテルゼ）入着２回，�３勝
クールホタルビ（12牝栗 マツリダゴッホ）２勝，ファンタジーＳ‐G3，フェニック

ス賞‐OP（芝 1200）２着
トゥープロト（15牡栗 キングヘイロー）��１勝
アドラブルリリー（17牝栗 トランセンド）��未出走�３勝�
キネンビ（19牝栗 タイセイレジェンド）���出走�入着７回
リュウノストレラ（20牝鹿 ミッキーロケット）��出走

２代母 リープ（91鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
リーピンスイーパー（02牡 ＊エンドスウィープ）４勝，栂尾特別，五条坂特別２着
ナリタトパーズ（04牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ビリーヴマイン（08牡 リンカーン）１勝

３代母 ＊ルスルー（81 USA鹿 Seattle Slew）USA10 勝，ヴェイグランシーＨ‐G3，
B. Thoughtful H‐LR，Doylestown H‐L，バレリーナＳ‐G2 ２着，ファー
ストフライトＨ‐G3 ２着，etc.
ルスルーヒメ（97牝 ＊アルカング）不出走

モエレプット（05牝 ゴールドヘイロー）�１勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，リリーＣ３着

４代母 ルムーラン Le Moulin（72 USA鹿 Hawaii）USA４勝，Brentwood S２
着，Convenience S３着，San Juan Bautista H３着
［孫］ ミスジョシュMiss Josh（86牝 Nasty and Bold）USA14 勝，ゲイムリ

ーＨ‐G1，マッチメイカーＳ‐G2，ギャロレットＨ‐G3，etc.
ロイヤルマウンテンイン Royal Mountain Inn（89	 Vigors）USA７勝，
マンノウォーＳ‐G1，レッドスミスＨ‐G2，バーナードバルークＨ
‐G2 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： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456

480 プラセール２０２１ �・栗 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaプラセール ＊ノーザンテースト

��
��
�リープ栗 1998 ＊ルスルー

14f
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ブライティアピア（06鹿 キングヘイロー）１勝，�８勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ペイシャパッチ（14牝栗 スマートファルコン）�７勝��入着
アマデウス（16牡黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��入着２回�１勝
セレンゲティシチー（18牡栗 スマートファルコン）��１勝
ペイシャブライティ（19牡栗 アドマイヤムーン）入着６回，�地方未出走

２代母 ダイタクピア（00黒鹿 ＊リンドシェーバー）出走
コアレスエミネム（05牡 ＊エアエミネム）�５勝
シャイニースイート（08牡 ＊アルカセット）�３勝
シャイニープリンス（10牡 キングヘイロー）６勝，福島民報杯‐L，東風Ｓ‐L，富士

Ｓ‐G3 ２着，東風Ｓ‐L ２着，中山金杯‐G3 ３着，etc.

３代母 スイートラブ（82黒鹿 ＊テスコボーイ）７勝，セントウルＳ‐Jpn3 ３着，北
九州短距離Ｓ‐OP，甲東特別，耶馬渓特別，洞海特別，etc.
ダイタクサージャン（92牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，札幌記念‐Jpn3 ３着，毎

日杯‐Jpn3 ３着，エメラルドＳ‐OP，etc.，種牡馬
ダイタクタイヨウ（93牡 ＊スリルシヨー）３勝，有田特別
ラブルーセント（94牝 ＊トニービン）出走

ダイタクソニック（99牡 フサイチコンコルド）５勝，タイキシャトルメモリア
ル，五頭連峰特別，千葉日報杯，etc.

シャイニーボーイ（03牡 フサイチコンコルド）２勝，ＴＶ山梨杯２着，インデ
ィアＴ２着

４代母 ネヴアーイチバン（71黒鹿 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ ダイタクヘリオス（87牡 ビゼンニシキ）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1（２回），

毎日王冠‐Jpn2，マイラーズＣ‐Jpn2（２回），etc.，種牡馬
［孫］ ダイタクバートラム（98牡 ダンスインザダーク）８勝，阪神大賞典‐G2，

ステイヤーズＳ‐Jpn2，北九州記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイタクリーヴァ（97牡 フジキセキ）７勝，スプリングＳ‐Jpn2，京都金
杯‐Jpn3（２回），鳴尾記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

［曾孫］ チャンストウライ（03牡 ブラックタキシード）�10 勝	１勝�１勝��，
佐賀記念‐Jpn3，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，帝王賞‐Jpn1 ４着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

481 ブライティアピア２０２１ 牡・鹿 ５／１８
＊

＊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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローブライティアピア ＊リンドシェーバー

��
��
�ダイタクピア鹿 2006 スイートラブ

＊スタイルパツチ 8g
Halo S4×M4 Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5

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：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（４）〕
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）��１勝
アブポーラ（19牝黒鹿 メイショウボーラー）�１勝
ウィマンボ（20牝鹿 インカンテーション）��入着�

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. U.N.I.R.E.‐L，P. Regione Tos
cana‐L（２回），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

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

482 ベイルリ２０２１ �・栗 ３／ ８
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�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 S4×M4 Northern Dancer M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ベラルーナ（09鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－２（５）〕
サッチン（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，�３勝
ベラソヴラーノ（15牝鹿 ルーラーシップ）１勝
キャノンバローズ（16�鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝，ベストウィッシュＣ
（Ｄ1800）２着，���２勝

ネオルーナ（18牡鹿 ＊ハービンジャー）��入着４回
セプテンベル（19牝鹿 ドゥラメンテ）１勝，�地方未出走
シゲルテイオウ（20牡鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ＊エンジェルインザモーニング（93 USA鹿 Mt. Livermore）不出走
トミケントラスト（04牡 ＊デヒア）１勝，�１勝�２勝�１勝�入着，福山スプリン

トＣ２着
オリエンタルロック（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3
マイネルゼーラフ（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，障害１勝

３代母 ドルフィンズドリームDolphins Dream（76 USA黒鹿 New Prospect）不出走
ビッグドリームズ Big Dreams（80牝 Great Above）USA11 勝，Margate S，

Ocean City S（２回），Dixie Miss S，etc.
＊ハウスバスター（87牡 Mt. Livermore）USA15 勝，カーターＨ‐G1，ジェロー

ムＨ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，etc.，種牡馬
ケロケロQuero Quero（00牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA４勝，ハニムー

ンＨ‐G2，ミレイディＨ‐G1 ２着，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，etc.
キャットバスター Cat Buster（01 牡 Tale of the Cat）USA４勝，Budwei

ser H，K.L.A.Q. H３着
ジェントルケリーGentle Kelly（82 牝 Gentle King）USA10 勝，Lake Huron S

３着，Verona S‐R ３着
キャリーキャン Carrie Can（92牝 Saratoga Six）USA10 勝，Hayward H，

Menlo Park H（２回），BayMeadows Dash H‐L ２着，etc.
ドルフィンズクイーンDolphin's Queen（88牝 Gentle King）不出走

マディーズプロミスMaddie's Promise（97 牝 ＊デヒア）USA３勝，T.T.A. S
ales Futurity‐R，J.E.H. Stallion Station S‐L ２着，Pocahontas S
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 上村 清志＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2504
生 産 牧 場： 上村 清志
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

483 ベラルーナ２０２１ 牡・鹿 ４／２４

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

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

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアベラルーナ
＊ Mt. Livermore

��
��
�エンジェルインザモーニング鹿 2009 Dolphins Dream

13
Storm Bird S4×S4 Blushing GroomM4×S5

価格： 購買者：



母 ベルモントレーヌ（10芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ネイチャータイム（15牡鹿 タニノギムレット）入着，�１勝�１勝
ダンジグオーザ（16牡芦 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
インパクロ（17牡鹿 トーセンホマレボシ）��入着３回�２勝�１勝�入着��
フジクラウン（19牡芦 リーチザクラウン）��３勝，東北優駿（Ｄ2000）２着，イ

ーハトーブマイル（Ｄ1600）

２代母 ＊ミスダンジグ（92 USA鹿 Danzig）１勝
ユーワテンザン（00牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
ベルモントサンダー（01牡 ＊アフリート）４勝，初春賞２着，etc.，��３勝，東京

盃‐Jpn2 ３着，スパーキングサマーＣ，アフター５スター賞，京成盃グラン
ドマイラーズ２着

ベルモントエルメス（06牝 ＊ティンバーカントリー）１勝
オンザロックス（13牡 サムライハート）３勝，夙川特別，鞍ケ池特別，八海山

Ｓ２着，和布刈特別２着，三浦特別２着，etc.，���出走�１勝

３代母 イジプシャンローズEgyptian Rose（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
ローズリュッスRose Russe（84 牝 Nijinsky）FR・USA２勝

シーインスカイ Seainsky（99� Sea Hero）USA７勝，アーリントンクラシッ
ク‐G2 ３着，Maxxam Gold Cup‐L ２着，Woodchopper H‐L
２着，etc.

ニージズグランドガールNiji's Grand Girl（08 牝 Candy Ride）USA２勝，
フェアグラウンズオークス‐G2 ３着，デルタダウンズプリンセスＳ‐G3
２着，Florida Oaks‐L ３着

オレゴールドローズOregold Rose（85牝 Topsider）不出走
シャフライアー Sha Flyer（98 牝 Velcro Fly）VEN８勝，P. Gelinotte‐L，

P. Guia Hipica‐L，P. La Fusta‐L ２着，etc.
マジカルストライクMagical Strike（86 牡 Danzig）GB・USA４勝，City of Yor

k S‐L，Heron S‐L，種牡馬
コックスウォールド Coxwold（88牝 Cox's Ridge）FR・USA３勝，ベルダムＳ

‐G1 ３着

販売申込者・所有者： 中川 欽一＝日高町賀張 �01456-5-2485
生 産 牧 場： 中川 欽一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

484 ベルモントレーヌ２０２１ 牡・鹿 ３／２８
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューベルモントレーヌ
＊ Danzig

��
��
�ミスダンジグ芦 2010 Egyptian Rose

26
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ポークチョップ（10鹿 ゴールドヘイロー）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
リックポコー（17牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�２勝��
アオイタマヒメ（19牝鹿 ホッコータルマエ）出走，�地方未出走

２代母 フィールドボニータ（05鹿 ＊コロナドズクエスト）不出走
ドナータ（11牝 ＊フォーティナイナーズサン）�６勝�入着３回
ムーンビューティ（12牝 アドマイヤムーン）�６勝��入着２回
メグミ（14牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ウインヴァモス（16� スクリーンヒーロー）�５勝�
グリンデルヴァルト（17牝 ヴァンセンヌ）�３勝，横手特別２着
ボンバーガール（18牝 ヴァンセンヌ）�	３勝��入着２回

３代母 ＊ゴートゥグローリー（93 USA鹿 Summer Squall）不出走

４代母 チャーミングティアラCharming Tiara（86 USA鹿 Alydar）不出走
［子］ ディーズノットワーズDeeds NotWords（94 牡 Rubiano）USA２勝，

キーンランドレキシントンＳ‐G2 ３着，ベストパルＳ‐G3 ３着
［孫］ ラクマジュール Lac Majeur（04� Daliapour）FR４勝，P. du Haras d

e la Huderie‐L ２着，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage
‐L ３着

［曾孫］ カイシャエレトロニカ Caixa Eletronica（05牡 Arromanches）USA23
勝，チャールズタウンクラシック‐G2，トルーノースＨ‐G2，フォー
ルハイウエイトＨ‐G3，etc.

マイネオーチャード（08牝 ステイゴールド）５勝，エリザベス女王杯‐G1
４着，クリスマスＣ，魚野川特別，etc.

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

コパノモーニング（09� マーベラスサンデー）�１勝	11 勝，水無月賞，
ロータスクラウン賞２着，カンナ賞３着，etc.

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

ジョウノアラミス（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，陣馬特別３着

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-9515-1011
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �090-9515-1011

485 ポークチョップ２０２１ �・青鹿 ３／１５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceレッドファルクス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドポークチョップ ＊コロナドズクエスト

��
��
�フィールドボニータ鹿 2010 ＊ゴートゥグローリー

13c
サンデーサイレンス S3×M3 フォーティナイナー S4×M4
Mr. Prospector S5×M5×M5 Damascus S5×M5
価格： 購買者：



母 ホーチャム（12鹿 ステイゴールド）�４勝�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ボルドーラドール（19牡鹿 メイショウサムソン）���入着２回�１勝
パドドゥファイン（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��入着

２代母 ラプターセイハート（08鹿 ＊トワイニング）１勝
ディックウイン（13牝 ゴールドアリュール）�３勝
トワイライトライフ（14牝 ゴールドアリュール）４勝，周防灘特別
アリア（15牝 ダイワメジャー）３勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，ＳＴＶ杯，なずな賞，

ＨＢＣ賞２着，潮騒特別２着，etc.
エヌワイパフューム（16牝 ジャスタウェイ）１勝
イトシキオモイ（17牝 ハーツクライ）入着，���１勝

３代母 リリウム（05芦 ＊クロフネ）不出走
アイスフォーリス（09牝 ステイゴールド）３勝，オークス‐G1 ３着，フローラＳ

‐G2 ２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.
カイザースクルーン（16� ルーラーシップ）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，荒川峡特

別３着
フリティラリア（10牝 アドマイヤムーン）１勝

ファルヴォーレ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，雲仙特別２着，障害１勝
バレリオ（15� ステイゴールド）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，丹頂Ｓ‐OP ２

着，オリオンＳ，etc.

４代母 ＊ベゴニア（83 USA鹿 Plugged Nickle）USA出走
［子］ フサイチシンイチ（93牡 ＊ノーザンテースト）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，

陣馬特別，白藤Ｓ，etc.
リトルトゥ－マッチ Little Too Much（90� Storm Bird）GB・FR・G
ER・USA３勝，オステルマンポカール‐G3 ３着

オースミジャイアン（94牡 ＊ノーザンテースト）３勝，八瀬特別，佐渡Ｓ
２着，鳴滝特別２着，etc.

スターマーケット（01牡 ＊ブロッコ）４勝，恵山特別，深秋特別３着
フサイチジハード（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，障害２勝，東京オー
タムジャンプ‐JG3 ３着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

486 ホーチャム２０２１ �・鹿 ２／ ５

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュホーチャム ＊トワイニング

��
��
�ラプターセイハート鹿 2012 リリウム

＊ベゴニア 13c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ホローポ（15黒鹿 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
キメツノホース（20牡栗 ＊マインドユアビスケッツ）���出走

２代母 シルクスパークル（99栗 ＊フォーティナイナー）入着
ナリタスパーク（04牡 ナリタトップロード）１勝，合馬特別２着，九重特別２着
オースミスパーク（05牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，大阪城Ｓ‐L ３着，

リゲルＳ‐OP ３着，新春Ｓ，三年坂特別，etc.
オースミショウサン（07牡 アグネスフライト）�16 勝

３代母 ＊クリスザレディー（84 IRE 鹿 Kris）ITY４勝，P. Verziere‐L，P. Archida
mia‐L ２着，P. Mottalciata‐L ２着，ナターレディローマ賞‐G3 ４着
フサイチカツラ（91牝 Sadler's Wells）４勝，メイＳ‐OP ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP

３着，難波Ｓ，etc.
タイムウィルテル（00牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，

ターコイズＳ‐L ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，etc.
マジックタイム（11牝 ハーツクライ）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，ター
コイズＳ（重賞）‐L，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，etc.

エンドレスウェルズ（01牝 ＊エンドスウィープ）不出走
ゲシュタルト（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，京都新聞杯‐G2，オール
カマー‐G2 ２着，スプリングＳ‐G2 ２着，etc.，�１勝

パシャシー（93牡 ＊ノーザンテースト）３勝，日田特別
クリスザブレイヴ（94牡 ＊ノーザンテースト）９勝，富士Ｓ‐Jpn3，京成杯オータム

Ｈ‐Jpn3 ２着，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ムーンバレイ（01牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�21 勝�入着���，名古屋大賞

典‐Jpn3 ２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着，名古屋記念，etc.

４代母 アッズリーナ Azzurrina（75 GB鹿 Knightly Manner）FR・ITY11 勝，リデ
ィアテシオ賞‐G1，伊１０００ギニー‐G2，レニャーノ賞‐G3，P. Mario Perretti，
P. Villa Borghese，etc.
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Mr. Prospector M4×S5×M5 Raise a Native S5×M5 Sharpen Up S5×M5
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