
母 ネモフィラハピネス（15栗 ＊パイロ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
フェイスサン（19牝鹿 ＊モンテロッソ）��入着６回

２代母 タマキチャン（06青鹿 ＊プリサイスエンド）�５勝

３代母 リタンオブハピネス（97芦 ビワハヤヒデ）１勝，�１勝�
ダイワウイザード（04牡 ダイワテキサス）１勝
オキナワノキング（08牡 ＊コマンダーインチーフ）�１勝�入着
シゲルアゲット（16牝 ダノンバラード）�１勝

４代母 ＊ロビースレインボウ（91 GB鹿 RainbowQuest）GB１勝
［子］ コスモサンビーム（01牡 ＊ザグレブ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡
デジタルキャッシュ（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，姫路特別
エイシンイチリン（04牝 フジキセキ）２勝，君子蘭賞，雪割草特別２着
ペルル（00牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
アモーレペガサス（99牝 メジロライアン）１勝
リターンオブラブ（98牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝

［孫］ ムーンエクスプレス（12牝 アドマイヤムーン）５勝，フィリーズレビュー
‐G2 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，石清水Ｓ，etc.

グローリーソング（04牡 ＊カコイーシーズ）�２勝�１勝�	３勝，東京
湾Ｃ２着，若駒賞

コウギョウダグラス（07牡 スターリングローズ）�	13 勝�１勝�，フジ
ノウェーブ記念３着，大淀川賞２着，水無月賞２着，etc.

キーヤマト（06牡 フサイチコンコルド）１勝

５代母 メアリーマーティンMary Martin（83 IRE 栗 Be My Guest）不出走
［子］ マリーナパークMarina Park（90 牝 Local Suitor）GB・FR・IRE・US

A・HKG８勝，ラスシエネガスＨ‐G3，プリンセスマーガレットＳ
‐G3，Pine Tree Lane H‐L，etc.

［孫］ ナリームNareem（94牝 Polar Falcon）SAF３勝，Eastern Province B
reeders' S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲王蔵牧場＝浦河町瑞穂 �0146-27-4036
生 産 牧 場： ㈲王蔵牧場
飼 養 者： ㈲王蔵牧場＝浦河町瑞穂 �0146-27-4036
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＊

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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionネモフィラハピネス ＊プリサイスエンド

��
��
�タマキチャン栗 2015 リタンオブハピネス

＊ロビースレインボウ 1h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ネリヤカナヤ（13黒鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ハートプレイス（18牡栗 ネオユニヴァース）���４勝�１勝，優駿スプリント
（Ｄ1200）２着，平和賞（Ｄ1600）３着，イノセントＣ（Ｄ1200）２着

マバラカット（19牡黒鹿 シルバーステート）���１勝�１勝

２代母 ＊ノーモアクライ（03 USA鹿 Cozzene）３勝，湯沢特別，伏拝特別，飯豊特別２着
ランディーニ（14牝 ブラックタイド）�１勝�
シュガリートリーツ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
アマゾーヌ（17牝 エピファネイア）１勝
ウインスーリール（18牝 ヴィクトワールピサ）１勝，りんどう賞２着
エシェロン（19牡 トーセンラー）�１勝
イカリ（20牝 ＊アメリカンペイトリオット）��１勝

３代母 レインシンフォニーRain Symphony（91 USA鹿 Fappiano）不出走
＊エイシンコジーン（97牡 Cozzene）６勝，ポートアイランドＳ‐OP ３着，京洛Ｓ，

轟Ｓ，etc.
＊グッドリーズン（06牡 Alphabet Soup）�８勝���，園田ＦＣスプリント２着

４代母 レイズアンエアレスRaise an Heiress（83 USA栗 Raise a Native）USA２勝
［孫］ 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.

＊レッドチリペッパー（96牝 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士Ｓ
‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，etc.

［曾孫］ 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.

ダナレイクDanalake（10牝 Friends Lake）USA３勝，Our Mims S，
Blue Hen S‐L ２着

パッションレッド（04牝 アグネスタキオン）３勝，アネモネＳ‐L ３着，
木津川特別，玄海特別２着，etc.

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	

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： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
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＊

＊
＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンネリヤカナヤ
＊ Cozzene

��
��
�ノーモアクライ黒鹿 2013 Rain Symphony

10a
Cozzene M3×S4 Fappiano M4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ノーブルビューティ（07鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（８）〕
ビレッジマウンテン（14牡栗 ＊タイキシャトル）�４勝
ピュアマーチ（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝�入着３回
アリストクラシー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ウルマ（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）��１勝
ノーブルブロンド（19牝栗 ＊ラニ）��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
トラストネモフィラ（09牝 タニノギムレット）��５勝
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
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.
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： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
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＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスノーブルビューティ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビバムールフィユ鹿 2007 ＊ビバムール

4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 パパラヴズマンボ（12青鹿 スズカマンボ）２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラヴシックフレイム（19牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��出走��１勝

２代母 プリモタイム（04鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝
プリモトレジャー（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��３勝�入着
ワンダフルタイム（11牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝�10 勝�入着����，新春盃，

尾張名古屋杯，留守杯日高賞３着
ディーズプリモ（13牝 ＊シニスターミニスター）��５勝，東京湾Ｃ，クラウンＣ３着
ヒガシウィルウィン（14牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�４勝��５勝，ジャパンＤ

ダービー‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2 ２着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着，全日本
２歳優駿‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ５着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優３牡

スリーグランド（17牡 ＊シニスターミニスター）�４勝，グリーンチャンネルＣ‐L
２着，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ‐L ３着，バレンタインＳ‐OP，etc.，��１
勝	入着，黒船賞‐Jpn3 ２着

３代母 キハク（93鹿 ＊アサティス）３勝，麒麟山特別
キョウテキ（98牝 ＊ミシル）出走

シツジツゴウケン（06牡 ＊サウスヴィグラス）入着，樅の木賞３着，�２勝��５勝
ハネダレンジャー（99牡 フジキセキ）３勝，韓国馬事会杯２着，猪苗代特別３着
レーザーズエッジ（02牡 ＊グラスワンダー）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ３着，阿

寒湖特別２着，稲村ヶ崎特別２着
ホウザン（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，�１勝�入着

��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着
ブンブイチドウ（07牡 ＊アフリート）�２勝��入着９回，全日本２歳優駿‐Jpn1

２着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，東京湾Ｃ２着，etc.
イチリュウ（10牝 キングヘイロー）��３勝，桜花賞，東京プリンセス賞２着，ユ

ングフラウ賞２着
スーパーノヴァ（12牡 ＊サウスヴィグラス）入着３回，�	１勝��２勝�３勝
３

勝�入着�，九州大賞典，はがくれ大賞典２着，佐賀王冠賞３着，etc.
タイニーダンサー（13牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝�，関東オークス

‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ優２牝

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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＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボパパラヴズマンボ ＊ブライアンズタイム

��
��
�プリモタイム青鹿 2012 キハク

＊プロポンチス 4d
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 パイナマナ（14鹿 カネヒキリ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
カラニ（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）��１勝
アクセルロッド（20牡栗 エスポワールシチー）���１勝

２代母 ルピナスレイク（98鹿 ＊キンググローリアス）３勝
ハニーゴーオン（06牝 ステイゴールド）��５勝
ギガワット（07� ＊ストラヴィンスキー）２勝，�３勝��４勝
ロイヤルクレスト（08牡 ＊ロージズインメイ）７勝，マリーンＳ‐LR，大沼Ｓ‐OP，

秋嶺Ｓ，釧路湿原特別，隅田川特別，etc.，�１勝���
パワフルラリマー（09牝 サクラバクシンオー）３勝
トキハイマ（11牝 ＊ケイムホーム）�７勝
マハロマナ（12牝 ＊エンパイアメーカー）４勝，鶴ヶ城特別
ペプチドシャプネス（15牡 ＊ロージズインメイ）１勝，�１勝��
クイーンズクレスト（16牝 ゴールドアリュール）�３勝�

３代母 ユメノトビラ（89鹿 ダイナガリバー）３勝，北海Ｈ２着，赤松賞２着
ヤングワンガンボ（95牡 ミホノブルボン）４勝，鎌倉特別，鹿島特別３着，葛飾特

別３着

４代母 ドリーミングウエイ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）不出走
［子］ ナモンレグラス（94牡 ＊アジュディケーティング）４勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3

２着，マーチＳ‐Jpn3 ２着，神無月Ｓ‐OP ３着，etc.，	入着３回
チェクライン（92牡 ＊リンバアダンサー）
�20 勝�２勝１勝，尊氏賞，
カネユタカオー記念３着

５代母 ＊ダブルドア（64 USA黒鹿 Sir Gaylord）USA３勝
［孫］ シルヴァーグリンプス Silver Glimpse（76牝 Petingo）GB・FR２勝，

P. de l'Obelisque，P. des Lilas２着
フーリッシュインテンションズ Foolish Intentions（81 牝 Full Intent）
USA４勝，Queenstown S，Rose S‐L ２着，Yankee Girl S
‐L ２着

販売申込者・所有者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
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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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�カネヒキリ ＊ライフアウトゼアパイナマナ ＊キンググローリアス

��
��
�ルピナスレイク鹿 2014 ユメノトビラ

＊ダブルドア 4r
Mr. Prospector S5×M5×M5 Le Fabuleux S5×M5

価格： 購買者：



母 ハニーサックル（11青鹿 ハーツクライ）��入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（５）〕
マンゴープリン（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）�２勝��入着
マリキンサックル（18牡栗 フリオーソ）��１勝
カジュアルスパート（19牡黒鹿 フリオーソ）���１勝
マリンジェミナイ（20牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��１勝

２代母 ガッビア（06鹿 Montjeu）不出走
ロックキャンディ（12牝 ハーツクライ）３勝，成田特別２着，ポプラ特別３着，ミ

モザ賞３着
サムライ（13牡 ダイワメジャー）�１勝
アラビアンシルバー（16牡 ＊キングズベスト）�１勝
ガーネットジェム（17牝 カレンブラックヒル）�１勝��入着

３代母 ＊ガバーナ（01 IRE 黒鹿 Polish Precedent）GB入着５回

４代母 アウトウェストOutWest（94 USA黒鹿 GoneWest）GB２勝，Conqu
eror S‐L，Victress S‐L ３着
［子］ モティヴェイターMotivator（02牡 Montjeu）GB・FR・IRE４勝，英ダービ

ー‐G1，レイシングポストトロフィ‐G1，ダンテＳ‐G2，etc.，種牡馬
マッカーサーMacarthur（04	 Montjeu）GB・IRE・UAE３勝，ハード
ウィックＳ‐G2，オーモンドＳ‐G3，コロネイションＣ‐G1 ３着，etc.，
GB・IRE障害１勝

インペリアルスター Imperial Star（03 牡 ＊ファンタスティックライト）G
B・UAE３勝，Magnolia S‐L，Goodwood Glorious S‐L ２
着，アルマクトゥームチャレンジＲ２‐G3 ３着，etc.，種牡馬

クリアースカイズ Clear Skies（13 牝 Sea The Stars）GB・IRE５勝，
Victor McCalmont Memorial S‐L ２着，ブルーウインドＳ‐G3
３着，Noblesse S‐L ３着

［孫］ ゴールディーホークGoldie Hawk（17牝 Golden Horn）�GB５勝，
Pontefract Castle S‐L ２着

［曾孫］ チンディット Chindit（18 牡 Wootton Bassett）�GB・FR６勝，アスコッ
トサマーマイルＳ‐G2，英シャンペインＳ‐G2，グリーナムＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �090-3391-7161
生 産 牧 場： 小倉 光博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

204 ハニーサックル２０２１ 牡・黒鹿 ４／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハニーサックル Montjeu

��
��
�ガッビア青鹿 2011 ＊ガバーナ

8h
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノバニーガール（03黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（25）〕
アラミテタノネ（10牝鹿 テレグノシス）�２勝
クラウンミネリ（12牝黒鹿 アドマイヤオーラ）�２勝�６勝��３勝�
クォーターバック（15牡黒鹿 ローレルゲレイロ）１勝
ニコシーナ（16牝鹿 カネヒキリ）��10 勝
フェイスタロー（17牡黒鹿 ＊ベーカバド）��入着２回��２勝	

２代母 ＊ビーマイアリ（91 USA鹿 Alydar）USA２勝
ニシノディセンシー（96牝 Nureyev）不出走

ニシノアレックス（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，�入着��，北海道２歳
優駿‐Jpn3 ２着

ニシノテンカ（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，富里特別２着
ニシノリョーウン（97牡 ＊パラダイスクリーク）４勝，猪苗代特別２着，福島放送賞

３着（２回）
ニシノムスタング（98牡 ＊パラダイスクリーク）入着２回，
３勝	１勝�１勝
ニシノアイビーム（99牡 フジキセキ）２勝，春菜賞２着，うぐいす賞３着
ニシノカリブ（02� ＊ラムタラ）�５勝���

３代母 ＊ニアリーウェッド（84 USA鹿 Alleged）GB・USA３勝，ロングアイランド
Ｈ‐G2 ４着，クイーンシャーロットＨ‐G3 ２着

４代母 ラナウェイブライドRunaway Bride（62 GB鹿 Wild Risk）GB・FR・IRE
入着３回
［子］ ブラッシンググルーム Blushing Groom（74牡 Red God）GB・FR７勝，

仏２０００ギニー‐G1，仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，etc.，
種牡馬

＊ベイラーン（71牡 Red God）FR５勝，セーネオワーズ賞‐G3，シェーヌ
賞‐G3，フォレ賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ロイヤルキングダム Royal Kingdom（97牡 Fairy King）GB・FR・IRE
３勝，ロイヤルロッジＳ‐G2，Tyros S‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

205 ニシノバニーガール２０２１ �・栗 ５／２０

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayニシノバニーガール
＊ Alydar

��
��
�ビーマイアリ黒鹿 2003 ＊ニアリーウェッド

22d
Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 ハタノオヌール（14青鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，�２勝��入着２回�，リリ
ーＣ（Ｄ1200），フルールＣ（Ｄ1000）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ハタノイチバンボシ（20牡黒鹿 トーセンホマレボシ）��出走

２代母 ハタノガイア（02黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着，��１勝
キクマサデビル（07牡 ＊ティンバーカントリー）��２勝
ミカドポーネグリフ（08牡 ソングオブウインド）��５勝�６勝
ミカドアクアラグナ（10牡 ＊ブラックホーク）��５勝�
ミラクルドン（11牡 サクラバクシンオー）��２勝
ハタノヴォラーレ（12牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�１勝��１勝
ミサエサン（13牝 カネヒキリ）�１勝�
ハタノレジーナ（15牝 ＊アイルハヴアナザー）�６勝��	�入着９回
レイチェルウーズ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）��５勝，ユングフラウ賞，東京２歳優

駿牝馬

３代母 ＊ハタノヘイロー（96 USA鹿 Halo）入着
ハタノワイズ（04牡 ＊デヒア）２勝，プラタナス賞３着

４代母 ホリーノースHolly North（90 USA栗 Alysheba）USA入着２回

５代母 カウンテスノース Countess North（76 USA栗 Northern Dancer）USA３
勝，カムリーＳ‐G3，アシュランドＳ‐G2 ３着
［子］ ヴェストハイマーWestheimer（81 牡 Blushing Groom）USA５勝，ニ

ューオーリンズＨ‐G2，アークラテクスＨ‐G3，Sport City H２
着，etc.，種牡馬

［孫］ インフォームドディシジョン Informed Decision（05牝 Monarchos）U
SA14 勝，ＢＣフィリー＆メアスプリント‐G1，ヒューマナディスタフ
Ｓ‐G1，マディソンＳ‐G1，etc.

［曾孫］ メリベルMeribel（03 牝 Peaks and Valleys）USA・CAN７勝，ヴァリ
ーヴューＳ‐G3，Foresta S‐R，Dynasty S‐R，etc.

ノックス Knox（01
 Menifee）USA５勝，Regaey Island S‐L，Prairi
e Meadows Derby‐L ２着，Paradise Creek S２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

206 ハタノオヌール２０２１ 牡・鹿 ５／２９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターハタノオヌール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノガイア青鹿 2014 ＊ハタノヘイロー

1l
Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ハルダル（07栗 ゴールドアリュール）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（11）〕
ブランオラージュ（14�芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��未出走�１

勝��，園田ＦＣスプリント（Ｄ0820）２着
ピリリ（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���５勝�３勝�
ヒロノゴウカイ（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝
レモンアイカー（20牝鹿 サトノクラウン）��１勝

２代母 ルシールシーダー（90栗 ＊クリスタルグリツターズ）５勝，奥多摩Ｓ，御嶽特
別，越後特別，穂高特別２着，都大路Ｓ３着，etc.
ホシスコープ（97� ＊オジジアン）５勝，鏑矢特別，淀屋橋Ｓ２着，初風特別２着，

栃尾特別２着，疾風特別２着
サミーオブライト（99� ＊テンビー）�１勝
サミーミラクル（00牡 ＊アフリート）６勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，ガーネットＳ

‐Jpn3 ３着，マーガレットＳ‐L ３着，アクアラインＳ，ドンカスターＣ，etc.
サミーカラー（02牝 ＊オペラハウス）不出走

コスモヘイガー（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，福寿草特別
サミーテンボシ（03牡 アドマイヤベガ）	７勝�３勝
２勝
ケリーメイ（05牝 ＊アグネスデジタル）出走

キャリアベスト（14牡 ＊グラスワンダー）２勝，湯川特別２着，高山特別２着，
栄特別２着

マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）��８勝�４勝

３代母 パワーシーダー（81栗 ＊ノーザリー）５勝，中京記念‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2
３着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ３着，北山特別，はなのき賞，etc.
ヴァイスシーダー（88牡 ＊メンデス）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，バイオレ

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

スターボード（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，銀嶺Ｓ，etc.，��
２勝�入着５回
�，東京スプリント‐Jpn3 ３着，船橋記念３着，etc.

パワーオブフェイス（01牝 ＊オジジアン）不出走
リアリーザワールド（08牡 ネオユニヴァース）��２勝�２勝，夏至賞，初夏

賞２着

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

207 ハルダル２０２１ �・芦 ５／ ５

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤハルダル ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー栗 2007 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハルトリーゲル（09黒鹿 ＊ファスリエフ）�１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ステラピンク（15牝鹿 ＊バトルプラン）�２勝��３勝�１勝
フレーゲル（18牡鹿 トゥザワールド）�入着２回，��１勝
パウパトロール（20牝青鹿 ＊ビーチパトロール）�地方未出走

２代母 ＊デサイデローザ（93 USA鹿 Mt. Livermore）USA３勝，Colleen S‐L ２着
クラシックタッチClassic Touch（98牝 ＊デヒア）USA１勝

イークラシックE Classic（08 牝 E Dubai）USA２勝
イーレイテド E Rated（16	 Special Rate）USA３勝，Texas Thorou
ghbred Futurity‐R ２着

シルクゲイナー（02牡 ＊パントレセレブル）３勝，七重浜特別２着

３代母 デジルーDesireux（89 USA黒鹿 Fappiano）不出走
ケイジャンキャットCajun Cat（94 牝 Storm Cat）USA出走

アワマライアOur Mariah（00牝 Mt. Livermore）USA４勝，Buckland S
２着，Klassy Briefcase S２着
サムシングエクストラ Something Extra（08	 Indian Charlie）USA・
CAN９勝，ハイランダーＳ‐G2，コノートＣ‐G2（２回），シェイカー
タウンＳ‐G3，etc.

ホットチポトレHot Chipotle（01 牝 Victory Gallop）USA２勝
ニコールエイチNicole H（07牝 Mr. Greeley）USA10 勝，ディスタフＨ
‐G2，Correction S‐L，Daylily S‐L，etc.

ミスノーマンMiss Norman（03牝 Artax）USA１勝，メイトロンＳ‐G1 ２着，
ファンタジーＳ‐G2 ２着

ポップアイトップPop I Top（04牝 Stephen Got Even）不出走
リオデファルダス Lio de Faldas（14 牝 PegasusWind）PER３勝，P. Hip

odromo de Santa Beatriz‐L ２着
ミスペヨーテMiss Peyote（07 牝 Orientate）USA入着

ジルズアホットメス Jill's a Hot Mess（18 牝 Laoban）�USA４勝，New Y
ork Stallion Series S‐R ２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： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071

208 ハルトリーゲル２０２１ �・鹿 ４／ ８

＊

＊
＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessハルトリーゲル
＊ Mt. Livermore

��
��
�デサイデローザ黒鹿 2009 Desireux

13
Mr. Prospector M4×S5×M5 Fappiano M4×S5

価格： 購買者：



母 ハルランマン（07黒鹿 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－５（10）〕
アブリコ（13牝青鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝�１勝���
グルタスマキシマス（14牡栗 ＊タイキシャトル）��１勝�２勝
ヒロノカガヤキ（16牡栗 ＊タイキシャトル）�１勝�１勝��１勝
オールドブラフ（18牡栗 ＊アグネスデジタル）���１勝
マリンカカリンカ（19牝鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 ＊ロスケイ（91 USA青鹿 Woodman）GB入着
ロスタイム（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，梅田Ｓ，白川郷Ｓ，灘Ｓ２着，ホン

コンＪＣＴ２着，伊丹特別２着
ロスブライアン（99牡 ナリタブライアン）入着，�４勝
メイショウアイリス（01牝 ＊ジョリーズヘイロー）入着，�１勝

メイショウシンシア（11牡 ＊シニスターミニスター）２勝，ヒヤシンスＳ‐LR
３着，樅の木賞，ポインセチア賞２着

エステヴァン（02	 メジロライアン）２勝，障害１勝
オヤマエルニーニョ（03牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，
１勝
メイショウアサガオ（05牝 フジキセキ）４勝，カーネーションＣ，フィリピンＴ２

着，御嶽特別２着
シルクエステート（06牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，日豊特別，両津湾特別２着，

瀬波温泉特別２着，メルボルンＴ２着，羊蹄山特別２着，etc.
メイショウアレーナ（09牝 アグネスタキオン）入着３回，�２勝

３代母 マウントホリオークMount Holyoke（84 IRE 鹿 Golden Fleece）GB１勝
ウットンリヴァ－ズWootton Rivers（90 牡 Woodman）GB・FR・IRE・GER・I

TY６勝，グイドベラルデリ賞‐G2，カルロポルタ賞‐G3，Magnolia S‐L，etc.，
種牡馬

マジェラーノMagellano（94牡 Miswaki）FR２勝，ラフォルス賞‐G3，サンクル
ー大賞‐G1 ２着，種牡馬

４代母 アマランダ Amaranda（75 USA鹿 Bold Lad）GB４勝，クイーンメアリー
Ｓ‐G2，St. Hugh's S，フライイングチルダーズＳ‐G1 ２着，ネルグウィンＳ
‐G3 ２着，モールコームＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963
生 産 牧 場： ㈲稲葉牧場
飼 養 者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963

209 ハルランマン２０２１ 牡・栗 ５／ ４

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラハルランマン
＊ Woodman

��
��
�ロスケイ黒鹿 2007 Mount Holyoke

3c
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ハヤブサピクシー（14鹿 ジャングルポケット）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ヒロチャン（20牝黒鹿 ＊トビーズコーナー）��入着２回

２代母 ユウサンポリッシュ（97鹿 ＊エルセニョール）入着
マルブツスピーディ（02牡 サクラバクシンオー）３勝，さくらんぼ特別
スーパーホーネット（03牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）10勝，マイラーズＣ‐G2，毎日

王冠‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，スワンＳ‐G2，ポートアイランドＳ‐L，etc.，
種牡馬

ブラストオフ（05牡 フジキセキ）１勝
ドレッシー（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝
タツグレート（09牡 ダイワメジャー）１勝
レーヴドプランス（10� アドマイヤムーン）入着７回，石狩特別３着，�３勝�２

勝��入着

３代母 ＊エルゼビアー（84 USA鹿 Elocutionist）USA入着
ゴッドゼヴィアGodzevir（88 牝 Godswalk）AUS３勝

デアリングフォーチュンDaring Fortune（02� Dare and Go）AUS８勝，
QLD Tattersall's Mile‐L，BRCMembers H‐L ３着

ベルゼヴィア Bellzevir（90� Bellotto）AUS12 勝，ＳＡＪＣグッドウッドＨ‐G1，
ＢＲＣカンタスＣ‐G2，VRC Chester Manifold S‐L，etc.

ポイントセブン（02牡 サクラバクシンオー）４勝，仲冬特別，筑紫特別，醍醐特別
３着，etc.

４代母 フレンドリーリレイションズ Friendly Relations（66 CAN栗 Nearctic）US
A１勝
［孫］ エンダウ Endow（86牡 Flying Paster）USA６勝，カリフォルニアダー

ビー‐G3，Sausalito S‐L，Thomas D. NashMemorial H‐L，etc.，
種牡馬

アイリッシュフォレヴァー Irish Forever（91牝 Irish River）GB・USA５勝，
セリマＳ‐G3，Hilltop S‐L，Junior Champion S，etc.

＊モーニングフローリツク（75牡 Grey Dawn）USA11勝，カナディアンターフ
Ｈ‐G3，Appleton H，パンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲市川ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4283
生 産 牧 場： 市正牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

210 ハヤブサピクシー２０２１ �・栗 ３／ １
＊ 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーハヤブサピクシー ＊エルセニョール

��
��
�ユウサンポリッシュ鹿 2014 ＊エルゼビアー

8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 パンジェンシー（07栗 ＊フレンチデピュティ）��入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（12）〕
クーリールレーヴ（14牡鹿 ＊ワークフォース）�１勝�
クリノクリストフ（15牝鹿 ＊ハードスパン）��１勝�１勝�入着
ガビチャン（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��１勝	入着８回
トウキョウドライヴ（18牡栗 ＊カジノドライヴ）
�６勝��
ホープヒル（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）
�２勝
ビックバンブー（20牡栗 フリオーソ）
�出走

２代母 アッサムヒル（92鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，筑前特別，茨城新聞杯３着，
浦安特別３着，麒麟山特別３着
ギルダー（00牡 ＊ジェイドロバリー）�２勝
ダイワフェニックス（01牝 ＊エンドスウィープ）２勝，呉竹賞３着
オレンジアロマ（02牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝
バリオン（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝
アヴェンティーノ（04牡 ジャングルポケット）４勝，白鷺特別，鳴滝特別２着，猪

名川特別２着，府中Ｓ３着，メルボルンＴ３着，etc.
シャンディガフ（05牝 ＊シンボリクリスエス）出走

サイレンスディガ（14牝 ＊パイロ）�５勝��６勝，金沢ヤングＣｈ３着
マルカシグナス（11� ＊チチカステナンゴ）入着４回，�３勝，尾張名古屋杯２着
ヨウエン（13牝 ＊グラスワンダー）�５勝�入着４回	

３代母 テイーブレーク（85栗 ＊ノーザンテースト）出走
アグネスサンデー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，中京スポーツ杯，なにわＳ２

着，福寿草特別２着，etc.
ティークリッパー（95牝 ＊トニービン）４勝，瀬波特別，ＴＵＦ杯２着，北総Ｓ２着，etc.

サイドアタック（08牡 スペシャルウィーク）３勝，筑後川特別，脊振山特別
マルタラヴ（02牡 ＊マイネルラヴ）１勝，立待岬特別２着，�３勝

４代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）USA２勝
［子］ リストレーション（86牝 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，

天皇賞（秋）‐Jpn1 ４着，漁火特別，etc.

販売申込者・所有者： 小野瀨 竜馬＝清水町熊牛 �080-6098-2868
生 産 牧 場： 小野瀨 竜馬
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993

211 パンジェンシー２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandパンジェンシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�アッサムヒル栗 2007 テイーブレーク

＊リセス 19b
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 バンドゥーラ（15鹿 スクリーンヒーロー）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：１〕
ケイカ（19牝鹿 ミッキーアイル）�出走

２代母 ブリュードロア（03鹿 ＊フォーティナイナー）入着，�６勝�
アルノルフィーニ（12牡 エイシンデピュティ）１勝
ゴールドブルーGold Blue（13牝 ゴールドアリュール）KOR４勝，Gyeongnam

Governor's C‐L ２着，Ttukseom Cup‐L ３着
ジュエリーハート（14牝 サムライハート）�１勝
カナデソニック（19牝 ベルシャザール）��３勝�

３代母 ポンパドール（94鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ヒカルラブリーアイ（00牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，笹山特別，阿賀野川特別２

着，織姫賞３着
フォセット（01牝 ＊キンググローリアス）入着３回

ジェットコルサ（12牡 ＊ストーミングホーム）３勝，下北半島特別３着，小樽特
別３着

エアジュプロンサ（08牝 ハーツクライ）入着
エーティーソブリン（18牡 リオンディーズ）�２勝，天神橋特別２着，小豆島

特別３着

４代母 ＊パッショナリアⅡ（86 FR鹿 Beldale Flutter）FR・USA４勝，ロワイヤリュ
ー賞‐G2，P. des Tourelles‐L，Princess Rooney S‐L ２着
［子］ フサイチソニック（97牡 ＊デインヒル）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，ＨＴＢ

賞，知床特別，種牡馬
フサイチファントム（92牡 ＊ソヴィエトスター）４勝，関ケ原Ｓ，浜名湖
特別，桐花賞，etc.

アグネスハンサム（93牡 ＊ノーザンテースト）５勝，卯月Ｓ，佐渡Ｓ，春
嶺Ｓ２着，etc.

フサイチゴールド（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，マラヤンＲＡＴ，姫
路特別，大阪スポーツ杯２着，etc.，障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲山際セントラルスタッド＝新ひだか町三石旭町 �0146-33-2843
生 産 牧 場： ㈲山際セントラルスタッド
飼 養 者： ㈱エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

212 バンドゥーラ２０２１ 牡・栗 ３／１７
＊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

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインバンドゥーラ ＊フォーティナイナー

��
��
�ブリュードロア鹿 2015 ポンパドール

＊パッショナリアⅡ 9f
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×S5 ノーザンテーストM4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ハーズシャドウ（15栗 オルフェーヴル）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ブルービーム（19牡鹿 ＊ハービンジャー）��未出走�入着
エコロレジーナ（20牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 アスピリンスノー（02鹿 ＊エルコンドルパサー）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ３
着，対馬特別２着，鷹巣山特別３着，北摂特別３着，粟島特別３着，etc.，�１勝
ソフトライム（10牝 フジキセキ）１勝
ジュヒョウ（12牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞，不知火特別３着，黄菊賞３

着，��入着３回�１勝��
ハイアーグラウンド（14� ＊シンボリクリスエス）３勝，五頭連峰特別，芦ノ湖特別３着

３代母 ＊スキーパラダイス（90 USA芦 Lyphard）１勝，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，
GB・FR・USA５勝，ムーランドロンシャン賞‐G1，アスタルテ賞‐G2，サ
ンドリンガム賞‐G3，P. d'Angerville‐L，etc.
アグネスショコラ（96牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ゴールデンチケット（06牡 キングカメハメハ）１勝，ジャパンＣダート‐G1 ３
着，etc.，��１勝�１勝，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ３着，etc.

ロワジャルダン（11牡 キングカメハメハ）６勝，みやこＳ‐G3，東海Ｓ‐G2 ３
着，マーチＳ‐G3 ３着，etc.，��入着２回

エアトゥーレ（97牝 ＊トニービン）６勝，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2
３着，etc.，GB・FR・SIN入着３回，モーリスドゲースト賞‐G1 ２着，etc.
アルティマトゥーレ（04牝 フジキセキ）７勝，セントウルＳ‐G2，シルクロー

ドＳ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，etc.
キャプテントゥーレ（05牡 アグネスタキオン）５勝，皐月賞‐Jpn1，デイリー

杯２歳Ｓ‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3（２回），etc.，種牡馬
プランスデトワール（08牡 ディープインパクト）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，

エーデルワイスＳ，新潟日報賞２着，etc.

４代母 スキーゴーグル Ski Goggle（80 USA芦 ＊ロイヤルスキー）USA５勝，エイ
コーンＳ‐G1，レイルバードＳ‐G3，Santa Ysabel S‐L，リンダヴィスタＨ
‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲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

213 ハーズシャドウ２０２１ �・鹿 ５／１３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayエピファネイア スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートハーズシャドウ ＊エルコンドルパサー

��
��
�アスピリンスノー栗 2015 ＊スキーパラダイス

3l
サンデーサイレンス S4×M4 Sadler's Wells S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バトルアンコール（10鹿 フジキセキ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
アズーロ（15牝鹿 ストロングリターン）�１勝�
アンコールステージ（16牝栗 スマートファルコン）�２勝
アジアノジュンシン（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�１勝
ウイスキータイム（19牝鹿 エスポワールシチー）��３勝
ブリックロード（20牝鹿 エスポワールシチー）��出走

２代母 プリンシパルマーゴ（95栗 ＊ヘクタープロテクター）入着
プリンシパルリバー（99牡 ＊ホワイトマズル）入着２回，サウジアラビアＲＣ‐L ２着，

マリーンＳ‐L ３着，�３勝��２勝�１勝，全日本２歳優駿‐Jpn2，ジャパ
ンＤダービー‐Jpn1 ３着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優２歳

ゴールドブーケ（03牝 ステイゴールド）�２勝�
プリンシパルナイト（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�１勝��１勝
トウケイプリンス（07牡 ネオユニヴァース）��３勝
マイネルマルゴー（08牡 ダンスインザダーク）１勝
プリンシパルハニー（11牝 ゴールドアリュール）�１勝

３代母 プリンセスアーニャ（86鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ノンタ（96牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝，多摩川特別３着

４代母 モデルスポート（75黒鹿 ＊モデルフール）７勝，ダービー卿ＣｈＴ，牝馬東タ
イ杯，スプリンターズＳ３着，露草賞，優３牝
［子］ ダイナアクトレス（83牝 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ

‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝
（2回）

［孫］ ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

［曾孫］ スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 門別 尚省＝日高町門別本町 �090-2696-3120
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

214 バトルアンコール２０２１ 牡・鹿 ５／１７

＊

＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーバトルアンコール ＊ヘクタープロテクター

��
��
�プリンシパルマーゴ鹿 2010 プリンセスアーニャ

＊マジツクゴデイス 1s
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 バライロー（08芦 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（７）〕
トブガゴトク（13牡芦 ＊シニスターミニスター）２勝，噴火湾特別（Ｄ1000）２着
ジーンジニー（16牝芦 ＊ヴィットリオドーロ）�３勝�２勝��入着２回�
ビッグベン（17牡青鹿 ＊ヴィットリオドーロ）�２勝
リワードマレンゴ（18牡芦 スズカコーズウェイ）�３勝

２代母 ＊ローズカーニバル（00 USA芦 Silver Deputy）１勝
プリモローズ（06牝 ＊アサティス）３勝

キスミーローズ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝，イノセントＣ２着
ワカオカミ（07牝 タニノギムレット）入着，��３勝

グレイアンジェラ（16牝 スマートボーイ）�１勝��，ブロッサムＣ２着，フ
ルールＣ３着

ローズハニー（11牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�入着３回
スターローズ（12牝 スマートボーイ）�３勝��４勝，ユングフラウ賞，東京プリ

ンセス賞２着
ビジュルーツ（13牝 ＊アルデバランⅡ）��１勝��
ブルーヘヴン（14牝 ＊パイロ）１勝
チャーチタウン（15牡 ＊セイントアレックス）１勝，�５勝�１勝�
アレグレモエティー（16牝 エスポワールシチー）１勝

３代母 ＊ミンデンローズ（92 USA芦 Mr. Prospector）FR・USA１勝
スズカミンクス（03牝 ＊アサティス）１勝

プラチナグロース（10	 ゴールドアリュール）２勝，��５勝，東京盃‐Jpn2
３着，アフター５スター賞２着

４代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.
［孫］ ＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ

‐G1，アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ
‐Jpn3，谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

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

215 バライロー２０２１ �・芦 ３／２８
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerダブルスター ＊アサティス

��
��
�ダッシングハニー栗 2009 ラストヒット

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルバライロー
＊ Silver Deputy

��
��
�ローズカーニバル芦 2008 ＊ミンデンローズ

23b
Deputy Minister M4×S5 Mr. Prospector M4×M5 Graustark S5×M5
Caro M5×M5
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）�FR３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）�FR４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

216 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

217 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 ヒメスズラン（11栗 ゴールドアリュール）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
クリスタルローレル（18牡鹿 ホッコータルマエ）入着，���入着
クリスタルウエイ（19牡栗 ＊ディスクリートキャット）�入着３回

２代母 イシノスティール（98栗 ＊ラムタラ）３勝
ランドエクスプレス（06� サクラプレジデント）�15 勝�入着５回
ミヤビジンダイコ（07牡 サクラローレル）��３勝，戸塚記念３着
トキノユウ（09牡 ステイゴールド）１勝
ベストブライアン（10牡 ＊ブライアンズタイム）入着２回，��３勝
パイロキシン（12牡 ＊パイロ）３勝

３代母 ＊プラチナウェーブ（88 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
イシノウェーブ（97牝 Irish River）２勝

フェニックスワン（07牝 ＊ブライアンズタイム）�２勝
クロスケ（15牡 キャプテントゥーレ）入着２回，ブラジルＣ‐L ３着，ラジ
オ日本賞‐OP ２着，���６勝，黒潮盃，etc.

フラッシュウェーブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）�１勝
インユアアームス（05牝 ＊ファルブラヴ）１勝
カラパナビーチ（12牡 キングカメハメハ）２勝，鷹取特別，加古川特別２
着，�入着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着

ホオキパウェーブ（01牡 ＊カーネギー）３勝，オールカマー‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1
２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

クリスタルコースト（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，対馬特別３着
シャイニービーム（12牡 カンパニー）４勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，米子Ｓ‐L

３着，ポルックスＳ‐OP ３着，etc.，�３勝
シャイニーゲール（14牡 キングカメハメハ）�３勝，若駒Ｓ‐LR ３着，皿倉山

特別，横津岳特別，etc.，障害２勝

４代母 コワフュール Coiffure（73 USA鹿 Sir Gaylord）FR１勝，クロエ賞‐G3 ２着
［子］ スピットカール Spit Curl（80 牝 Northern Dancer）USA５勝，アラバ

マＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，ダイアナＨ‐G2 ３着，etc.
ダイヴァーDiver（86 牡 Danzig）USA５勝，セネカＨ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

218 ヒメスズラン２０２１ 牡・青鹿 ５／２８

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤヒメスズラン ＊ラムタラ

��
��
�イシノスティール栗 2011 ＊プラチナウェーブ

5g
Halo M4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Blushing Groom S5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ピンナップガール（12黒鹿 マイネルセレクト）�１勝��入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊ゲイリーエンジェル（00 USA鹿 ＊ダンシングブレーヴ）�２勝
アポロズスピアー（09� スパイキュール）入着，��13 勝
セレステ（10牝 アッミラーレ）�４勝
アンサンブルライフ（13牡 ＊アジュディケーティング）��４勝�，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ３着，さきたま杯‐Jpn2 ３着，平和賞，鎌倉記念２着，ＮＡＲ優２牡

３代母 ノーブルグラス（91鹿 ＊ミルジヨージ）７勝，札幌スプリントＳ‐Jpn3（２回），
スワンＳ‐Jpn2 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，アメジストＳ‐OP，札幌日刊
スポーツ杯‐OP ２着，etc.

＊ゲイリーザスカイ（02牡 Sky Classic）入着２回，奥只見特別３着
＊タツフラッシュ（08牡 Action This Day）１勝，小月特別

４代母 フアイブフランス（82栗 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ ゲイリーピクシー（98牝 Rahy）３勝，初春賞２着

＊ゲイリージェミニ（96� Mt. Livermore）３勝，庄内川特別２着，クレマ
チス賞２着，カトレア賞２着，etc.，�14 勝

ゲイリーロッキー（92牡 ＊クリエイター）２勝，立待岬特別２着
［孫］ マイネルエルフ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，アーリントンＣ‐G3 ２

着，クローバー賞‐L ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着，etc.，�15 勝�
マイネエレーナ（08牝 ＊ロージズインメイ）２勝，��５勝�，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ３着，埼玉新聞栄冠賞

エンゲルヘン（14牝 マツリダゴッホ）５勝，サンライズＳ，中京スポーツ
杯，彦根Ｓ２着，etc.

アクセルファイヤー（04牝 ステイゴールド）４勝，濃尾特別，御嶽特別，
皆生特別２着，etc.，�４勝��	�

コスモピクシー（07牝 ＊マイネルラヴ）入着３回，�９勝
入着，園田Ｃ
ｈＣ，福山牝馬特別３着

［曾孫］ マイネルフラップ（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，シンザン記念‐G3
２着，大阪城Ｓ‐L ３着，千両賞，��出走

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： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

219 ピンナップガール２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアマイティスピリット
＊ Invincible Spirit

��
��
�フリーティングスピリット鹿 2015 Millennium Tale

＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルセレクト ウメノアスコットピンナップガール
＊

＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ゲイリーエンジェル黒鹿 2012 ノーブルグラス

20a
Lyphard M4×S5

価格： 購買者：



母 ピユカンタービレ（08青 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
カウンシル（20牡栗 ＊マインドユアビスケッツ）���１勝

２代母 エアラグドール（96栗 Storm Cat）不出走
エアジンクス（01牝 スペシャルウィーク）出走

ベアフルート（09牝 サクラバクシンオー）１勝
クレイジーアクセル（15牝 ＊ロージズインメイ）��５勝�１勝�１勝�，
クイーン賞‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，東京湾Ｃ，ロジータ記
念２着，戸塚記念３着，etc.，ＮＡＲ優古牝

アサクササンジャ（02牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，�１勝�３勝��入着
ビーチパトロール（05牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
ラムタムタガー（06牡 ダンスインザダーク）２勝，五泉特別３着，�１勝��
エクストラセック（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，柏崎特別，白鳥大橋特別２着，三

国特別２着
マキャヴィティ（11牡 デュランダル）５勝，ジャニュアリーＳ‐OP，ダリア賞‐OP，

越後Ｓ，etc.，�入着���，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優
駿‐Jpn1 ４着

３代母 ＊ステラマドリッド（87 USA鹿 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ
ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，Bridgework S，etc.
リファインメントRefinement（94 牝 Seattle Slew）USA出走

＊ライラックスアンドレース（08牝 Flower Alley）USA３勝，アシュランドＳ
‐G1，California Oaks‐L，Corte Madera S‐L ２着
ラッキーライラック（15牝 オルフェーヴル）７勝，大阪杯‐G1，エリザベ
ス女王杯‐G1（２回），阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1，etc.，HKG入
着，優２牝

＊アイルドフランス（95牝 Nureyev）FR・USA６勝，ヒルズバーロウＨ‐G3，ミネル
ヴ賞‐G3，Criterium de l'Ouest‐L，etc.

＊スターアイル（04牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝
ミッキーアイル（11牡 ディープインパクト）８勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，
マイルＣｈＳ‐G1，スワンＳ‐G2，etc.，優短距，種牡馬

販売申込者・所有者： モリナガファーム＝日高町豊田 �01456-5-2716
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

220 ピユカンタービレ２０２１ �・黒鹿 ３／３１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールピユカンタービレ Storm Cat

��
��
�エアラグドール青 2008 ＊ステラマドリッド

6a
Secretariat S4×S5×M5 Buckpasser S5×S5 Raise a Native S5×M5
Northern Dancer S5×M5
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，��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

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

221 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 プライムチョイス（15鹿 ロードカナロア）��１勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
プライスレス（20牝鹿 ビッグアーサー）�出走

２代母 ファインチョイス（09鹿 アドマイヤムーン）４勝，函館２歳Ｓ‐G3，ファンタ
ジーＳ‐G3 ３着，ＵＨＢ賞‐OP ２着，ＴＶｈ杯，ＨＴＢ杯
エクスチェンジ（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）１勝

３代母 アフレタータ（00栗 ＊タイキシャトル）４勝，かささぎ賞，邁進特別３着
マルヨパトリオット（08牝 ＊アルカセット）�４勝

ミスズフリオーソ（15牡 フリオーソ）３勝，吹田特別２着
アットウィル（10牡 アドマイヤムーン）４勝，クローバー賞‐LR，マーガレットＳ

‐LR ３着，タンザナイトＳ‐OP ３着，etc.
ブライトボイス（12牡 スペシャルウィーク）２勝，二王子特別，二本松特別２着，

�１勝
キャンディバローズ（13牝 ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ‐G3，フィ

リーズレビュー‐G2 ３着，ＨＴＢ杯３着

４代母 ＊チャイナブリーズ（91 USA鹿 Capote）USA出走
［子］ ロングターゲット（99牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，白川郷Ｓ，伊勢

特別２着，上賀茂Ｓ３着（２回），etc.
チャイナバロック（01牝 タマモクロス）２勝，若菜賞，りんどう賞３着
シーソング（04牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，����入着 10回，ノ
ースクイーンＣ２着

［孫］ オフクヒメ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，フェニックス賞‐OP ２着，
タイランドＣ，ＨＴＢ杯２着，etc.

コスモチョコレイ（11牝 ブラックタイド）２勝，檜原湖特別，オリエンタ
ル賞２着

パープルヒビキ（15牡 ＊プリサイスエンド）１勝，ニセコ特別３着，�	７勝

販売申込者・所有者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115
生 産 牧 場： ㈲カタオカファーム
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

222 プライムチョイス２０２１ �・鹿 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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムプライムチョイス アドマイヤムーン

��
��
�ファインチョイス鹿 2015 アフレタータ

＊チャイナブリーズ 1o
Storm Cat S4×M4 フォーティナイナー S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 フルチャージ（10鹿 ＊シニスターミニスター）��５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サラママ（18牝鹿 スズカコーズウェイ）���１勝
カネトシシュキン（20牡鹿 ＊ヴィットリオドーロ）���出走

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

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

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

パスクア（03牡 ＊アサティス）１勝，��１勝
エアリーズ（04牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，障害１勝，�８勝
グランドメープル（05牝 スマートボーイ）１勝，�４勝
グーテデロワ（07牝 スペシャルウィーク）１勝

スズカグラーテ（14牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，岩室温泉特別，舞浜特別，シ
ドニーＴ２着，桑園特別２着，鶴ヶ城特別２着（２回），etc.

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

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

カジノロワイヤル Casino Royale（06� Riyadian）CHI10 勝，ラコーパ‐G3，
チリ金杯‐G2 ２着，インビエルノ賞‐G3 ２着，etc.

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

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

販売申込者・所有者： ㈲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

223 フルチャージ２０２１ �・黒鹿 ３／ ３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerフルチャージ
＊ Winning

��
��
�シャーパリ鹿 2010 Shapur

3d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーミングスノー（03芦 ＊サンデーサイレンス）２勝，ＳＴＶ賞（芝 1200）３着，
まりも特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（５）〕
フロッケ（12牡栗 ＊クロフネ）入着，�５勝�入着２回��
レイトブルーマー（14牝芦 ジャングルポケット）１勝，土湯温泉特別（芝 1800）３着
ココフィーユ（16牝鹿 ロードカナロア）２勝，春菜賞（芝 1400），ベゴニア賞
（芝 1600）２着，府中特別（芝 1400）３着

２代母 タヤスブルーム（96芦 Caerleon）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，ＣＢＣ賞‐Jpn2
３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，ラベンダー賞‐OP，エルフィンＳ‐OP ３着
カタマチボタン（04牝 ダンスインザダーク）２勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，クイーンＣ

‐Jpn3 ２着，ターコイズＳ‐L ３着，ひいらぎ賞，赤松賞２着
ツヅミモン（15牝 ストロングリターン）１勝，シンザン記念‐G3 ２着

ブルーミンバー（05牝 ＊ファルブラヴ）７勝，ラピスラズリＳ‐OP，信越Ｓ‐OP，中
山ウインタープレミアム，ゆめ半島千葉国体・千葉大会開催記念，鷹ケ峰特別
２着，etc.
トーセンブレス（15牝 ディープインパクト）２勝，フラワーＣ‐G3 ２着，桜花

賞‐G1 ４着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，武庫川Ｓ，うずし
おＳ２着，etc.

ブランクエンド（16牡 ハーツクライ）４勝，柳都Ｓ，安達太良Ｓ２着，山藤賞
２着，薫風Ｓ３着，八雲特別３着，���出走

ブルーミングスカイ（17牡 ディープインパクト）２勝，梅花賞，西部日刊スポ
ーツ杯２着，紫菊賞２着

ベストブルーム（07牡 フジキセキ）２勝，合馬特別，袖ケ浦特別３着，河北新報杯
３着，吾妻小富士賞３着

ニジブルーム（08牡 ダンスインザダーク）４勝，エクセレントＪＳＴ３着，平ヶ岳
特別３着，障害１勝，京都ジャンプＳ‐JG3 ２着，京都ジャンプＳ‐JG3 ３着

ツヨシノブルーム（09� タヤスツヨシ）３勝，雪うさぎ賞２着
ラウレアブルーム（12牡 ハーツクライ）２勝，渥美特別，小倉城特別２着

３代母 ＊ゲイロレンヌ（90 FR芦 Fabulous Dancer）FR２勝

販売申込者・所有者： 沖田 忠幸＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2857
生 産 牧 場： 沖田 忠幸
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

224 ブルーミングスノー２０２１ �・芦 ４／２９

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellブルーミングスノー Caerleon

��
��
�タヤスブルーム芦 2003 ＊ゲイロレンヌ

12b
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ブルーモントレー（10 USA栗 ＊ヘニーヒューズ）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
キングバーグ（17牡栗 スピルバーグ）���６勝�２勝
モントレージャック（18�栗 ＊アイルハヴアナザー）��２勝
シナノブロード（20牡鹿 ＊シャンハイボビー）���入着

２代母 エンプティーポートレトEmpty Portrait（01 USA栗 ＊コロナドズクエスト）
USA出走
ファーバー Ferber（06� Tale of the Cat）USA３勝
シェイキットシュガリー Shakitsugaree（07 牝 Southern Image）USA４勝
クナヴィチェCunaviche（12� Bluegrass Cat）USA３勝

３代母 イレリア Illeria（87 CAN鹿 Stop the Music）USA10 勝，ブラウン＆ウイリ
アムソンＨ‐G3，Fanfreluche S‐LR，Ontario Fashion H‐R，ファースト
レイディＨ‐G3 ２着，Heather H‐L ２着，etc.
マジックブロードMagic Broad（96牝 Broad Brush）USA５勝，セリマＳ‐G3，

Cleveland Oaks‐L，Maryland Juvenile Filly Championship S‐R，etc.
インクルード Include（97牡 Broad Brush）USA10 勝，ピムリコスペシャルＨ‐G1，

マサチューセッツＨ‐G2，ニューオーリンズＨ‐G2，etc.，種牡馬
ローディドブラッシュ Loaded Brush（98� Broad Brush）USA６勝，Draft Ca

rd S‐R ２着，Northern Dancer S‐R ３着
インヴェント Invent（99 牡 Concern）USA４勝，Deputed Testamony S‐R

２着，Maryland Juvenile Championship S‐R ２着
インプリシット Implicit（00� Broad Brush）USA10勝，Larry R. Riviello President'

s Cup S‐L ３着，Challedon S‐R ３着，Princeton S３着
マジカルブロードMagical Broad（02牝 Broad Brush）USA４勝，Laurel Park

Squan Song S‐R，Twixt S‐R ２着
インコースティク Encaustic（04 牡 Broad Brush）USA12 勝，Golden Bear S

‐L，Labor Day S‐L，Mountaineer Mile H‐L，etc.，種牡馬
ブロードルール Broad Rule（08 牡 Dixie Union）USA８勝，Fire Plug S
（２回），Uncle Mo S２着，Maryland Juvenile Championship S‐R ２
着，etc.

販売申込者・所有者： 恵比寿興業㈱那須野牧場＝栃木県那須郡那須町 �0287-76-2527
生 産 牧 場： 恵比寿興業㈱那須野牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

225 ブルーモントレー２０２１ �・栗 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル 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

＊

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerブルーモントレー エンプティーポートレト ＊コロナドズクエスト

��
��
�Empty Portrait栗USA 2010 Illeria

19
ノーザンテースト S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ファインセイコー（01青鹿 ＊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（11），地方－４（11）〕
セイコーライコウ（07牡鹿 ＊クロフネ）７勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，シル

クロードＳ‐G3 ３着，韋駄天Ｓ‐OP（芝 1000），ラピスラズリＳ‐OP
（芝 1200）３着，船橋Ｓ（芝 1200），サンライズＳ（芝 1200），ハッピーエンドプ
レミアム（芝 1200），市川Ｓ（芝 1200）２着，セプテンバーＳ（芝 1200）２着，五
色沼特別（芝 1200）２着，etc.

ミエノサンキュー（12�青鹿 キングカメハメハ）��７勝
ブギーサムソン（13牡青鹿 メイショウサムソン）�１勝��
テイエムイキオイ（14牡青鹿 ＊タイキシャトル）１勝
ファインブギー（15牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）�１勝�入着２回�
エムオーシャトル（18牝鹿 ＊マクフィ）�２勝，飯豊特別（芝 1200），黒松賞
（芝 1200），�２勝

スーパーラッキー（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
コスモフーレイ（20牝黒鹿 サトノクラウン）�未出走

２代母 ＊スコールイ（93 USA青鹿 Seeking the Gold）３勝，長万部特別２着
セイコーアカデミー（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，共同通信杯‐Jpn3 ３着，

五稜郭特別，東雲賞，スピカＳ２着，新・函館市誕生記念２着，etc.
クイックセイコー（02牝 ＊エルコンドルパサー）３勝

ノーベルプライズ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，葛飾特別３着
エフセイコー（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，ホープフルＳ‐L ２着，若竹賞
セイコースペシャル（04� スペシャルウィーク）３勝
スピーディセイコー（05牡 サクラバクシンオー）２勝
セイコーフジ（08牡 スペシャルウィーク）入着，�２勝
プリティウイッチ（10牝 ＊クロフネ）１勝
ウップスアデイジイ（12牡 ＊ファルブラヴ）１勝，	11 勝

３代母 プレミアプレイメイト Premier Playmate（86 USA黒鹿 Pass Catcher）US
A２勝，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Colleen S‐L ２着，Garden City Br
eeders' Cup S２着，Junior Champion S３着

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

226 ファインセイコー２０２１ 牡・黒鹿 ５／ １
＊ 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ファインセイコー
＊ Seeking the Gold

��
��
�スコールイ青鹿 2001 Premier Playmate

5j
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 フレンチカンカン（10栗 ＊フレンチデピュティ）��９勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
フォルツァ（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）���２勝
コパノシャンソン（20牝栗 コパノリッキー）�未出走

２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
ダンスインザロッチ（02牝 ダンスインザダーク）�２勝
ボリュームオン（03牡 ＊フォーティナイナー）�５勝�４勝��入着
オールザウェイ（05牝 ＊アグネスデジタル）��４勝
ウインパレード（06牝 ＊アグネスデジタル）��３勝
ブレットザキング（08牡 ＊アジュディケーティング）��５勝
テイエムゴージャス（11牝 ＊アジュディケーティング）１勝，�４勝
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，有松特別３着
ピースフルエンゼル（15牝 ゴールドアリュール）���５勝

３代母 ロツチウインド（82栗 ＊テスコボーイ）３勝，洞爺湖特別

４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.

［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.

［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： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

227 フレンチカンカン２０２１ 牡・栗 ２／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチカンカン ＊カコイーシーズ

��
��
�エンプレスロッチ栗 2010 ロツチウインド

＊クレイグダーロツチ 11c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブーケドロゼブルー（07青鹿 ＊ロージズインメイ）２勝，カーネーションＣ（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
ポッシビリタース（14牡鹿 ＊プリサイスエンド）�２勝�，菊水賞（Ｄ1700）３着
ブラウローゼット（15牡青鹿 ＊アイルハヴアナザー）１勝
ブルーローズシップ（18牡芦 ゴールドシップ）入着３回，��２勝
コスモブライヤー（19牡芦 ゴールドシップ）�出走
シルバーニードル（20牡芦 ゴールドシップ）��入着

２代母 イセノトウショウ（93鹿 トウシヨウボーイ）不出走
ガンジュライコー（97牡 ＊リンドシェーバー）�１勝�１勝
マイネルプリンス（99牡 シンボリルドルフ）１勝，種牡馬
キタノスリーナイン（00牡 ダイナガリバー）��１勝
コスモバルク（01牡 ＊ザグレブ）４勝，セントライト記念‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，

Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.，�３勝�２勝，HKG
・SIN１勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，etc.，特別賞，ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ年
代表，ＮＡＲ優ターフ（3回）

コスモローランド（02牡 シンボリルドルフ）�２勝
ブルーハピネス（04牝 エイシンサンディ）出走

エルウェーオージャ（08� マイネルセレクト）１勝，恵那特別３着，�７勝	
１勝�
入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着，兼六園ジュニア
Ｃ，ゴールドジュニア２着，黒潮スプリンターズＣ３着，etc.

ブルーアンビシャス（05牡 フサイチコンコルド）入着６回，�２勝
ロゼブルー（08牝 ダンスインザダーク）�２勝
マイネルイルソーレ（10牡 ＊プリサイスエンド）１勝

３代母 マルミチーフ（87鹿 ビツグデイザイアー）	入着５回

４代母 トキワアイゼン（81鹿 キタノカチドキ）不出走
［子］ ソーエームテキ（88牡 コトノアサブキ）３勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ３着，日

本ダービー‐Jpn1 ５着，京都３歳Ｓ‐OP，etc.，�２勝，種牡馬

５代母 トキノマサト（69鹿 ＊ガーサント）１勝
［子］ アイゼンチカラ（77牡 キタノカチドキ）５勝，神無月特別，えにしだ賞

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

228 ブーケドロゼブルー２０２１ 牡・芦 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretブーケドロゼブルー トウシヨウボーイ

��
��
�イセノトウショウ青鹿 2007 マルミチーフ

＊サンニーモード 5d
Halo S4×M5 トライバルチーフ S5×M5

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： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071

229 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 ホシノキラメキ（11鹿 メイショウサムソン）�入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
リネンペペ（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝
シスターフッド（19牝鹿 フリオーソ）���１勝
キラメクホシ（20牡芦 ゴールドシップ）�未出走

２代母 レースオブスターズ（03栗 アグネスタキオン）出走
キアーロベルタ（12牝 ＊エンパイアメーカー）�２勝�入着
ギムオブスターズ（18牡 タニノギムレット）��１勝�入着３回

３代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
シャイニンレーサー（91牝 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，京都牝

馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オー

ロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞

‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
サンシャワーキッス（95牝 アンバーシヤダイ）不出走

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

アグネススペシャル（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，オールカマー‐Jpn2 ２着，
ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

スターリーロマンス（98牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西日本ス
ポーツ杯３着
ダノンミル（08	 ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分

特別２着，etc.，�１勝�４勝��
ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
ミルルーテウス（04牝 アグネスタキオン）１勝

コスモカレンドゥラ（16牡 ＊ノヴェリスト）�４勝，アイビーＳ‐L ２着，ホー
プフルＳ‐G1 ４着，関門橋Ｓ‐OP ３着，etc.

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

230 ホシノキラメキ２０２１ �・栗 ３／１４
＊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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンホシノキラメキ アグネスタキオン

��
��
�レースオブスターズ鹿 2011 ＊ミルレーサー

22d
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ペイシャオーシャン（14栗 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ベルイルアンメール（19牝黒鹿 ホッコータルマエ）��２勝�１勝��入着２回

２代母 ＊シルキークラフト（04 USA栗 Crafty Prospector）�６勝�
ロジウエスト（10牝 ＊ケイムホーム）１勝

ロジシルキー（16牝 ロジユニヴァース）２勝，大通公園特別２着
テーオーエナジー（15牡 カネヒキリ）４勝，師走Ｓ‐L，ポルックスＳ‐OP，��１

勝�１勝�入着��	，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3 ３着，ジャパン
Ｄダービー‐Jpn1 ５着，etc.

３代母 ＊オシアナ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ウォーターエインジェルWater Angel（88 牝 Halo）不出走

イクスポーネントExponent（95 牝 Exbourne）不出走
ドレイトンDrayton（04
 Danetime）GB・IRE・SAF・UAE・MUS４勝，
Coolmore S‐L，Marble Hill S‐L，レイルウェイＳ‐G2 ２着

ウェストインディズWest Indies（91 牝 GoneWest）不出走
インディアンヘイロー Indian Halo（95牝 Halo）USA入着
ミーガンズヘイローMegan's Halo（00 牝 Jules）USA７勝，Highland
Happening S，Suffolk Downs Oaks

インディアンオーシャン Indian Ocean（02牡 Stormy Atlantic）USA３
勝，アファームドＨ‐G3，スワップスＢＣＳ‐G2 ３着，種牡馬

コロニーベイColony Bay（92牝 Pleasant Colony）USA出走
リンジージーン Lindsay Jean（98牝 Saint Ballado）USA７勝，ブラウンベス

Ｈ‐G3，Miss America H‐L，Moment To Buy H‐L，etc.
クローゼット Crozet（01 牝 ＊カリズマティック）USA３勝，BayMeadows

Oaks‐L
オナーコロニー Honour Colony（02牝 Honour and Glory）USA７勝，L

ady Canterbury Breeders' Cup S‐L，John Bullit S３着
ビワシンセイキ（98牡 ＊フォーティナイナー）８勝，フェブラリーＳ‐Jpn1 ２着，etc.，

�１勝��１勝����入着７回，とちぎマロニエＣ‐Jpn3，かきつ
ばた記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �090-1646-1707

231 ペイシャオーシャン２０２１ �・黒鹿 ３／２６

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤペイシャオーシャン
＊ Crafty Prospector

��
��
�シルキークラフト栗 2014 ＊オシアナ

4j
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×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
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

232 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 ベレーザ（16鹿 ハーツクライ）�１勝�
初仔

２代母 ＊ブラジリアンビューティ（07 GB鹿 Galileo）IRE１勝
ラブアポロン（12� ＊クロフネ）１勝，開成山特別３着
ラパンセソバージュ（17牡 ダイワメジャー）�３勝，春興Ｓ３着
タフトテソーロ（19牡 マツリダゴッホ）�１勝

３代母 ブラジリーズBraziliz（96 USA鹿 Kingmambo）IRE出走
ブラジリアンサンバBrazilian Samba（02牝 Sadler's Wells）不出走

エンダウイング Endowing（09� Danehill Dancer）GB・HKG４勝，香港ジ
ョッキークラブＣ‐G2，Ladies' Purse‐L，香港ジョッキークラブＣ
‐G2 ３着，etc.

ブラジリアンブライド Brazilian Bride（04 牝 Pivotal）IRE２勝，ソードルズタウ
ンスタッドスプリントＳ‐G3
ブラジリアンブリーズBrazilian Breeze（08牝 Invincible Spirit）IRE１勝

バングルジャングルパーティ Bunglejungleparty（19牡 Bungle Inthejungle）
�FR・QAT２勝，P. des Jouvenceaux et Jouvencelles‐L ３着

リヴェリーノ Rivellino（10� Invincible Spirit）GB・IRE・QAT９勝，Cl
eves S‐L（２回），Cleves S‐L ２着

ブラジリアンスター Brazilian Star（05� Galileo）FR・IRE２勝，タイロスＳ‐G3
２着

バハマスピリットBahama Spirit（09 牝 Invincible Spirit）GB・IRE１勝
ニンボストラトゥスNimbostratus（18 牝 Wootton Bassett）�IRE・USA・

AUS３勝，スイートライフＳ‐G3 ３着，Del Mar Juvenile Fillies Turf S
‐L ３着

リーオティグレ Rio Tigre（11 牡 Teofilo）FR・UAE６勝，Derby de l'Ouest
‐L，ナドアルシバトロフィ‐G3 ２着，リュー賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �090-3468-0027
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �090-3468-0027

233 ベレーザ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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスベレーザ
＊ Galileo

��
��
�ブラジリアンビューティ鹿 2016 Braziliz

9b
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ホッテストチケット（04鹿 ＊ゼンノエルシド）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（７）〕
マウイノカオイ（10牡鹿 キングカメハメハ）２勝，知床特別（芝 1800），八雲特別
（芝 2000）２着，境港特別（芝 2200）３着，臥牛山特別（芝 2000）３着，メルボル
ンＴ（芝 2400）３着

マハロチケット（11牡鹿 キングカメハメハ）２勝，都井岬特別（芝 2000）２着
プレミアムシート（16牝鹿 ネオユニヴァース）�２勝
マイネルスタイル（17牡黒鹿 キズナ）�２勝�２勝��
シェーネンターク（19牝鹿 ラブリーデイ）��１勝��

２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
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，ＴＶ山梨杯３着，隅田川特別３着，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，早春Ｓ３着，知床特別３着，etc.
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.
スティルウォーター（13牝 キングカメハメハ）３勝，鳴滝特別，高雄特別３着，

�２勝
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，有松特別３着
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，尼崎Ｓ２着，三萩野特別２着，etc.，障害２勝
アビエイター（11牡 ディープスカイ）１勝
アロンザモナ（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ‐OP

３代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，アーリ

ントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： �ヒルヴァレーファーム＝浦河町絵笛 �090-5895-7141
生 産 牧 場： ㈲稲葉牧場
飼 養 者： �ヒルヴァレーファーム＝浦河町絵笛 �090-5895-7141

234 ホッテストチケット２０２１ �・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊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

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノエルシド ＊エンブラホッテストチケット ＊クリエイター

��
��
�リザーブシート鹿 2004 ＊インヴァイト

2f
Burghclere S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ホットサマーデイ（08鹿 ＊アポインテッドデイ）１勝，大牟田特別（芝 1200）２着，
土湯温泉特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
メイブツシャチョウ（16�黒鹿 ゴールドアリュール）�出走，�４勝�
シルミーヌ（18牝黒鹿 エイシンヒカリ）１勝
ウェンダヴズクライ（20牝鹿 リアルスティール）�出走

２代母 ＊マルターズヒート（01 USA栗 Old Trieste）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，フ
ィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，エルフィンＳ‐OP，
障害１勝
ジョーヌダンブル（11牝 ＊アグネスデジタル）１勝
マルターズアポジー（12牡 ＊ゴスホークケン）８勝，関屋記念‐G3，小倉大賞典‐G3，福

島記念‐G3，中山記念‐G2 ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，etc.，種牡馬
マサキノテソーロ（14牡 ＊アイルハヴアナザー）２勝，�３勝
ヒートライトニング（17牝 ＊アイルハヴアナザー）３勝，西郷特別
ゴスホーククレスト（18牡 ＊ゴスホークケン）�出走，�３勝

３代母 ヒートイズオンHeat Is On（96 USA栗 ＊サンシャインフォーエヴァー）不出走
＊シベリアンヒート（03牡 Unbridled's Song）２勝，白河特別３着，まりも特別３着，

米山特別３着

４代母 バーブズダンサー Barbs Dancer（71 USA栗 Northern Dancer）USA５勝，
Mill Race H２着
［子］ アイロ Eillo（80 牡 Mr. Prospector）USA12 勝，ＢＣスプリント‐G1，

Chief Pennekeck H‐L，Hialeah Sprint Championship H‐L，etc.
ルーラーズダンサー Ruler's Dancer（78 牝 Irish Ruler）USA８勝，Pinaf
ore S，Really Mean S２着，Sensational S２着，etc.

［孫］ フラットフリ－トフィ－ト Flat Fleet Feet（93 牝 ＊アフリート）USA７
勝，トップフライトＨ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，ベッドオーロ
ージズＨ‐G3，etc.

ラヴェンキシズ Love n' Kiss S.（98 牝 Kris S.）USA８勝，ペブルズＨ
‐G3，England's Legend S‐R ２着

販売申込者・所有者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

235 ホットサマーデイ２０２１ 牡・栗 ３／２６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Red Ransom

�
�
�
�
�

��
��

�アポインテッドデイ Appointed Oneホットサマーデイ
＊ Old Trieste

��
��
�マルターズヒート鹿 2008 Heat Is On

12b
Roberto M4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マイギフト（14 USA黒鹿 Ice Box）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 オーラルアーギュメントOral Argument（05 USA黒鹿 Outofthebox）USA
１勝
パブリックディフェンダーPublic Defender（10� Successful Appeal）USA１勝
タパンシーリンクス Tupancy Links（11 牝 Kodiak Kowboy）USA３勝，Hillto

p S２着，Gin Talking S２着
マリブエディションMalibu Edition（18� Malibu Moon）�AUS１勝

イグザルテイションExultation（15� Paynter）�USA５勝

３代母 ミシズグリーリーMrs. Greeley（97 USA栗 Mr. Greeley）不出走
クロージングアーギュメント Closing Argument（02 牡 Successful Appeal）USA

３勝，ホーリーブルＳ‐G3，N.A.T.C. Futurity‐R，ケンタッキーダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

トルーアーギュメントTrue Argument（03 牝 Yes It's True）USA１勝
イクスレイExley（08� Officer）USA17 勝

ブレスミーファーザーBless Me Father（07� Saint Liam）USA１勝
ジーネリ Jeaneri（08 牝 Successful Appeal）USA１勝
マスターアピールMaster Appeal（10 牡 Successful Appeal）USA１勝
ミシズアピールMrs. Appeal（12 牝 Successful Appeal）USA５勝
ライトプリヴェイルズRight Prevails（13 牝 Successful Appeal）不出走

ブレックファストアットボニーズ Breakfastatbonnies（18 牝 Laoban）�USA
３勝，Broadway S‐R ３着

バレーゼ Barese（19 牡 Laoban）�USA４勝，New York Derby‐R，G
ander S‐R，Rego Park S‐R，etc.

４代母 レアーレヴュー Rare Review（91 USA栗 Groovy）USA３勝，Mata Hari
Breeders' Cup S.‐L ２着
［孫］ カルマンディア Carmandia（02 牝 ＊ワイルドラッシュ）USA６勝，ベッ

ドオーロージズＨ‐G2，ファーストフライトＨ‐G2，Kentucky C Ju
venile Fillies S‐L ２着，etc.

［曾孫］ テイクユアチョイス（11牝 ゴールドアリュール）��２勝，桜花賞３着

販売申込者・所有者： ㈲エトルタファーム＝日高町旭町 �01456-7-8858
生 産 牧 場： ㈲エトルタファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

236 マイギフト２０２１ �・青鹿 ２／２７

＊

＊ 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

＊

アイスボックス Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�Ice Box Spice Islandマイギフト オーラルアーギュメント Outofthebox

��
��
�Oral Argument黒鹿USA 2014 Mrs. Greeley

4r
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ヘヴンリーカラーズ（09栗 アドマイヤムーン）�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（８）〕
ストーンフラワー（15牝栗 スマートボーイ）�１勝��１勝�入着
マギーメイ（16牝栗 スズカコーズウェイ）��未出走�１勝��３勝
ナンブガッサン（18牝栗 ダブルスター）��１勝
ネオアンコーラ（19牡鹿 ＊ヴィットリオドーロ）���１勝

２代母 ＊ニューヘヴン（94 ARG栗 ＊サザンヘイロー）USA・ARG９勝，マイプー賞
‐G1，スイパチャ賞‐G1，オラバリア賞‐G3，Safely Kept H‐L，ＣＥスプリ
ント‐G1 ３着，etc.
スズカニュータウン（06牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 ナサレナNazarena（83 ARG栗 Logical）ARG・PAN９勝，ビアモンテ将軍
賞‐G3，P. Bonaerense de Propietarios‐L，ビアモンテ将軍賞‐G3 ２着，オ
ラバリア賞‐G3 ２着，P. Francisco Arias Paredes‐L ３着
ネットワークNetwork（91 牡 ＊サザンヘイロー）ARG５勝，P. Austria‐L ２着，

種牡馬
ニュージーNewsy（95牡 ＊サザンヘイロー）ARG６勝，P. Embrujo‐L，ハポン

賞‐G3 ２着，P. Casa del Teatro‐L ３着，種牡馬
ナシエンテNaciente（01 牝 Louis Quatorze）ARG出走

ニッケルバックNickelback（09 牡 The Leopard）ARG７勝，アヤクーチョ賞
‐G3，P. Comparacion‐L，P. Mineral‐L

４代母 ニーサNiza（78 ARG栗 Mount Athos）ARG２勝
［子］ ジュネーヴGeneve（92牡 Senor Pete）ARG８勝，７月９日賞‐G1，ＪＳ

アンチョレナ大賞‐G1，カピタル賞‐G2，etc.
ポルトフェライオ Portoferraio（88 牡 Salt Marsh）USA・ARG８勝，ホ
セデサンマルティン将軍大賞‐G1，ベニートヴビリャヌエヴァ賞‐G2，
ラスアメリカス大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ セイミー Sei Mi（96 牡 Potrillazo）ARG・UAE・SAU８勝，ＣＥクラシ
ック‐G1，アルゼンチン共和国賞‐G1，ドバイワールドＣ‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

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

237 ヘヴンリーカラーズ２０２１ �・栗 ３／２８

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayヴィットリオドーロ ＊アフリート

��
��
�プリエミネンスUSA 黒鹿 2009 アジテーション

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズヘヴンリーカラーズ
＊

＊サザンヘイロー

��
��
�ニューヘヴン栗 2009 Nazarena

16e
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノプリマ（15鹿 ＊ヘニーヒューズ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ハタノファベルジェ（08鹿 Lemon Drop Kid）１勝
ハタノソルプレーザ（12牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝�２勝
ハタノコンフリクト（13牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝�入着�
ヴィーヴァステラ（16牝 ＊ハービンジャー）���１勝
ミステール（17牝 ネオユニヴァース）�１勝

３代母 ＊クラスター（97 USA黒鹿 Danzig）USA出走
アーバンウォリアーUrbanWarrior（01 牡 Cape Town）USA６勝，Chenery

S，種牡馬
ハタノアブソルート（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�１勝�１勝��入着，大

村湾賞，水無月賞２着，志布志湾賞３着
テイエムイナズマ（10牡 ブラックタイド）５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，小倉日経

ＯＰ‐LR，大阪城Ｓ‐L，etc.

４代母 ノット Knot（82 USA黒鹿 Majestic Light）USA２勝，Churchill Downs
Debutante S
［子］ ヒッチ Hitch（89牝 Cox's Ridge）USA９勝，HBPA H‐L，Dogw

ood S‐L，Clipsetta S‐L，etc.
スレッド Thread（91牝 Topsider）USA６勝，Audubon Oaks‐L，
Palisades S‐L，Regret S‐L ２着，etc.

［孫］ ウェンドWend（01牝 Pulpit）USA７勝，ジェニーワイリーＳ‐G2，ニ
ューヨークＨ‐G2，ハニーフォクスＨ‐G3，etc.

＊バロンカラノテガミ（00牡 ＊コロナドズクエスト）５勝，東スポ杯２歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，越後Ｓ‐OP ３着，ＴＶ埼玉杯，etc.

スティント Stint（96 牝 Wild Again）USA３勝，Thelma S‐L ３着
ロードウェスト LordWest（96 牡 West byWest）USA３勝，Sum
mit Silver Cup H‐R ３着

［曾孫］ ジェシカズスター Jessica's Star（11	 Magna Graduate）USA６勝，
アイオワダービー‐G3，Gus Fonner S，Jim RasmussenMemor
ial S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

238 ハタノプリマ２０２１ 牡・黒鹿 １／３１
＊ 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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerハタノプリマ Lemon Drop Kid

��
��
�ハタノファベルジェ鹿 2015 ＊クラスター

16g
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒカルエガオ（05鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（８）〕
ヒカルユメアカリ（09牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝

セイユメアカリ（17牡 フリオーソ）２勝
ヒカルケンシ（10牡黒鹿 キングカメハメハ）�１勝�２勝
ヒカルブルービー（11牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
オーキャロル（12牝栗 キングカメハメハ）出走

フェイマスダンディ（18牡 ＊ダノンレジェンド）�２勝
タカノオージャ（16�鹿 ＊パイロ）１勝，��１勝
ストラテゴス（19牡栗 トゥザグローリー）��１勝�２勝

２代母 ヒカルパルテール（97鹿 ＊トニービン）１勝
ヒカルルージュ（03牝 マヤノトップガン）１勝
ヒカルマイデビュー（08牡 マンハッタンカフェ）１勝

３代母 ヒカルバリオス（91鹿 マルゼンスキー）入着
ヒカルパラッツォ（98牡 ＊トニービン）１勝，千両賞２着
ヒカルイノベーター（99牡 メジロライアン）１勝
ヒカルウイッシュ（02牡 ＊アフリート）５勝，マーチＳ‐G3 ３着，しらかばＳ‐OP，

ウェルカムＳ，etc.
ヒカルマイハート（03牝 フジキセキ）出走

サカジロヴィグラス（11牝 ＊サウスヴィグラス）３勝，�２勝�２勝，早池峰ス
ーパースプリント

４代母 クインオブナポリ（84鹿 ＊ノノアルコ）出走
［子］ シーザースネイチャ（90牡 シンボリルドルフ）６勝，白秋Ｓ，東風Ｓ，千

葉ＴＶ杯，etc.

５代母 ホースメンシンプウ（71芦 ＊フオルテイノ）１勝
［子］ リバーストンハヤテ（92牡 ＊ラシアンルーブル）�３勝�４勝，佐賀競馬

ＬＪ特別
カネショウウルフ（88牡 ＊ラシアンルーブル）２勝，印旛沼特別３着，春
日山特別３着

販売申込者・所有者： 守矢牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2872
生 産 牧 場： 守矢牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

239 ヒカルエガオ２０２１ �・黒鹿 ４／２８
＊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 アグネスフローラヒカルエガオ ＊トニービン

��
��
�ヒカルパルテール鹿 2005 ヒカルバリオス

＊メイビイソウ 27a
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ビビッドフレイム（11栗 ＊パイロ）��入着６回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
トウキョウボーイ（18牡栗 エスポワールシチー）�１勝���１勝・１勝
マリンデュンデュン（20牡栗 ＊トビーズコーナー）��２勝

２代母 ＊ワイプザアイ（91 USA鹿 Gulch）１勝
サマーキャンドル（98牝 ＊シアトルダンサーⅡ）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，

豊栄特別２着
スターキャンドル（05牝 ＊ブライアンズタイム）�２勝
アイスキャンドル（12牝 ブラックタイド）１勝，��入着，桜花賞３着

ストロングブラッド（99牡 トウカイテイオー）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，etc.，
�１勝��１勝	
１勝�入着�，かしわ記念‐Jpn1，群馬記念‐Jpn3，さ
くらんぼ記念‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着，etc.

チアズパビエーダ（00 ＊オペラハウス）入着２回，�３勝�１勝�３勝
アイズビューティー（01牝 ＊エリシオ）出走

マチカネコロモガワ（06牡 ＊タイキシャトル）２勝，桜草特別，三河特別２着
ストロングバサラ（05牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，千葉ＴＶ杯，白馬岳特別，ア

レキサンドライトＳ２着，総武Ｓ２着（２回），金蹄Ｓ２着，etc.
トリプルハート（08牝 ネオユニヴァース）出走

ハクサンフラワー（16牝 シルポート）��９勝��，金沢プリンセスＣ
リターンマッチ（09牡 ネオユニヴァース）�２勝
ラプティウルス（10牝 ゼンノロブロイ）�６勝�

３代母 イルランダ Irlanda（81 USA鹿 Tom Rolfe）不出走

４代母 コンティニュエイションContinuation（71 USA栗 Forli）USA２勝
［孫］ シャディード Shadeed（82牡 Nijinsky）GB・USA４勝，英２０００ギニー‐G1，

クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬
［曾孫］ リッジマン（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，ステイヤーズＳ

‐G2，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，丹頂Ｓ‐OP，etc.，障害１勝，�１勝
ファルコンフライ Falcon Fly（94牡 ＊マイニング）BRZ８勝，P. Jockey Cl

ub do Rio Grande do Sul‐L，P. Delegacao Jockey Club de Sao Paulo
‐L ３着，P. Alberto Santos Dumont‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 門別 尚省＝日高町門別本町 �090-2696-3120
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

240 ビビッドフレイム２０２１ 牡・栗 ５／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionビビッドフレイム
＊ Gulch

��
��
�ワイプザアイ栗 2011 Irlanda

1n
Mr. Prospector S4×M4×M5 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ベッラバンビーナ（14栗 スマートファルコン）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ジルニーナ（04鹿 ＊オジジアン）��出走
アビリティラヴ（10牡 ＊マイネルラヴ）４勝，オルフェーヴルＣ‐OP ３着，ブラッ

ドストーンＳ
レオクイック（12牡 キングヘイロー）�10 勝�２勝��
ソラトウミノアオ（13牝 ＊ベーカバド）�２勝
ケリアヴァーヴ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��１勝

３代母 サクラメグミ（86黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，フローラＳ‐OP，アイビーＳ‐OP
サクラスイートキス（96牝 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ

サクラレイリ（02牝 サクラバクシンオー）１勝
サクラベル（08牝 サクラプレジデント）２勝，クローバー賞‐L，葵Ｓ‐LR ２着

サクラピュアハート（08牝 サクラプレジデント）出走
ピーベリー（15牝 ビービーガルダン）�２勝�入着 10回，あやめ賞３着

サクラティガー（98� ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別

４代母 スーパービツク（78黒鹿 ＊ボールドリツク）�２勝
［子］ サクラハイスピード（88牡 トウシヨウボーイ）３勝，いちょうＳ‐OP，etc.，

��８勝，東京盃（２回），グランドＣｈ２０００，etc.
リバルドセブン（83牡 ＊パーソナリテイ）４勝，高尾特別，雄国沼特別，
猪苗代特別２着，etc.

アサカプリンセス（87牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯沢特別２着

５代母 ＊ウオーホイツスル（68 GB黒鹿 Whistler）GB１勝
［子］ ウインホイッスル（84牝 ＊ソーブレスド）２勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3

２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，オータムスプリントＳ‐OP ２着，etc.
サクラマンゲツ（79牡 ＊テスコボーイ）２勝，山吹賞

［孫］ レッドマルス（93牡 ＊フオテイテン）５勝，ＴＶ静岡賞，赤穂特別，能生
特別，etc.

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： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

241 ベッラバンビーナ２０２１ �・鹿 ４／２８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayサンカルロ Crafty Prospector

��
��
�ディーバ黒鹿 2006 ＊ミスセクレト

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブベッラバンビーナ ＊オジジアン

��
��
�ジルニーナ栗 2014 サクラメグミ

＊ウオーホイツスル 4c
５代までにクロスなし

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

242 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： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071

243 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 マジェストゥーズ（16黒鹿 ジャスタウェイ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 メルヴェイユーズ（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）�１勝
クレバーユニバース（10牡 ネオユニヴァース）１勝
ノーウェイ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，���１勝

３代母 ノースフライト（90鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ
‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，etc.，優古牝
キコウシ（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，大和特別３着，オーロラ特別３着
フェルメールブルー（97牝 ＊ノーザンテースト）３勝，桜島特別２着

エーブダッチマン（06牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２
着，バーデンバーデンＣ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，etc.

ミスキャスト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，福島記念
‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP，etc.，種牡馬

エスフライト（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走
ハッピーフライト（16牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�２勝�１勝，梅桜賞２

着，金沢ヤングＣｈ２着
パピュラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝

サンホッブズ（13牡 メイショウサムソン）４勝，伊勢佐木特別，伊勢特別３着，
障害１勝

サノサマー（14牡 ＊サマーバード）５勝，春光Ｓ，香取特別，etc.，��１勝�
２勝��入着２回��，利家盃

ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ
チ賞２着，etc.
キロハナ（12牡 ディープインパクト）４勝，つばき賞，武庫川Ｓ２着，長岡Ｓ

２着，etc.
オハナ（15牝 ディープインパクト）�３勝，ノエル賞，菜の花賞

４代母 シヤダイフライト（73鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［孫］ マリーゴッド（91牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ３着，卯月Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： カロッテファーム＝日高町庫富 �090-4676-9327
生 産 牧 場： カロッテファーム
飼 養 者： カロッテファーム＝日高町庫富 �090-4676-9327

244 マジェストゥーズ２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

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

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルマジェストゥーズ ＊エルコンドルパサー

��
��
�メルヴェイユーズ黒鹿 2016 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
Sadler's Wells S4×M5 トニービンM4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 マッドアバウトユー（11栗 ＊アルデバランⅡ）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
クライミング（18牡鹿 メイショウサムソン）���２勝
ワイズマンコート（19牡鹿 ワールドエース）�出走

２代母 エイシンメッチェン（95栗 サクラユタカオー）２勝
エイシンチャーム（03牝 ＊エイシンワシントン）１勝
ハゲタカ（05牡 ＊ホワイトマズル）�１勝
ニンフ（06牝 ＊エイシンプレストン）�１勝�入着３回
エーシンチャージ（08牡 エイシンサンディ）１勝
エーシンブルバード（09牝 オレハマッテルゼ）１勝
エイシンミサイル（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，��１勝
ジャコエマリックン（16牡 ＊シニスターミニスター）�出走，�５勝

３代母 エイシンギヤロツプ（84栗 ＊ノーザンテースト）出走
エイシンサンサン（92牝 ＊キャロルハウス）４勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，エリザベス女

王杯‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンニーザン（02牡 ＊フォーティナイナー）４勝，プリンシパルＳ‐L，メトロ

ポリタンＳ‐L ２着，etc.，障害３勝，阪神スプリングジャンプ‐JG2，etc.
エイシンテンリュー（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，青葉賞‐Jpn2 ３着，

水仙賞，青嵐賞３着，etc.，障害１勝
エーシンディーエス（05牡 ＊デヒア）入着，障害３勝，京都ハイジャンプ‐JG2，

京都ジャンプＳ‐JG3
エーシンリターンズ（07牝 キングカメハメハ）５勝，桜花賞‐G1 ３着，ローズ

Ｓ‐G2 ３着，関屋記念‐G3 ２着，etc.
エイシンクリック（14牡 ルーラーシップ）�３勝，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，etc.，

障害３勝，阪神スプリングジャンプ‐JG2，東京ジャンプＳ‐JG3 ３着
エイシンイットオー（93牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3
エイシンヒカリオー（99牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，こけもも賞２着，ムーニー

バレーレーシングＣ賞２着
エイシンテンライ（03牡 ＊ミシエロ）２勝，遠州灘特別２着，鳴滝特別３着，�２勝

��入着３回�

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

245 マッドアバウトユー２０２１ 牡・鹿 ３／２８
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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomマッドアバウトユー サクラユタカオー

��
��
�エイシンメッチェン栗 2011 エイシンギヤロツプ

＊ホイスリングウインド 8c
Mr. Prospector M3×S4

価格： 購買者：



母 マヤノプリヤ（03黒鹿 フサイチコンコルド）��１勝・３勝�入着７回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（26）〕
マヤノオントロジー（09牡黒鹿 マヤノトップガン）３勝，花園Ｓ（Ｄ1900）２着，宮崎

特別（Ｄ1700）２着，高瀬川Ｓ（Ｄ1400）３着，渡月橋Ｓ（Ｄ1400）３着，�４勝
マヤノチャクリ（10牡栗 チャクラ）入着，�３勝�５勝�
マヤノブリッツ（11牝栗 サムライハート）�８勝
マヤノパーチェム（12牡栗 マヤノトップガン）１勝
マヤノハイヌーン（15�黒鹿 ネオユニヴァース）��１勝�４勝
トシエ（16牝栗 オルフェーヴル）入着，���入着�
アンリーシュ（17牝鹿 キズナ）�１勝
キャッツライズ（20牝鹿 ホッコータルマエ）���入着

２代母 タイシンリリイ（81芦 ＊ラデイガ）１勝
ユーセイフェアリー（87牝 アズマハンター）５勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3，

中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３
着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ３着，etc.

ドーバーシチー（88牡 ニチドウアラシ）３勝，新春賞，あざみ賞２着
リリースマイル（89牝 ＊ターゴワイス）３勝，越路特別，隅田川特別２着，きんせん

か賞３着
サンデーイチオー（97牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞２着

ナリタタイシン（90牡 ＊リヴリア）４勝，皐月賞‐Jpn1，目黒記念‐Jpn2，Ｒたんぱ杯
３歳Ｓ‐Jpn3，天皇賞（春）‐Jpn1 ２着，日本ダービー‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

ナリタアトラス（93牡 マルゼンスキー）１勝，	８勝
，種牡馬
フサイチケリー（95牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

パンジャ（08牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，柏崎特別３着
ナンヨーユナ（10牝 ジャングルポケット）１勝，忘れな草賞‐OP ２着，桑折特

別２着
フサイチディコルサ（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

シークレットパス（11牡 ＊コンデュイット）３勝，駒ケ岳特別，札幌日刊スポー
ツ杯３着，障害２勝

３代母 インターラーケン（66芦 ＊サミーデイヴイス）１勝

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北島牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

246 マヤノプリヤ２０２１ 牡・鹿 ２／２０
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

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンマヤノプリヤ ＊ラデイガ

��
��
�タイシンリリイ黒鹿 2003 インターラーケン

＊シルヴアーフアー 1w
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 マリノアマゾネス（14青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�入着８回
〔産駒馬名登録数：１〕
ルレーブアマゾン（20牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�未出走

２代母 ＊ヒシバラード（00 USA青 Saint Ballado）不出走
ヒシクリッパー（04牝 ジャングルポケット）出走

クラウンアトラス（10� ネオユニヴァース）１勝，�２勝��，由布岳賞，開
聞岳賞３着，佐賀弥生賞３着

ヒシソロモン（06牡 キングカメハメハ）２勝
ヒシガーネット（10牝 マンハッタンカフェ）２勝，知立特別３着

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

＊ヒシシルバーメイド（99牝 Silver Deputy）１勝
アミカブルナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，ターコイズＳ‐L ３着，雲雀

Ｓ，相模湖特別，etc.
アルピナブルー（10牝 フジキセキ）出走
カリオストロ（17牝 エイシンフラッシュ）３勝，橘Ｓ‐L，信越Ｓ‐L ２着，
万両賞

オーバーレイ（14牝 ダイワメジャー）�入着
ショウナンマッハ（19牡 ショウナンカンプ）�２勝，マーガレットＳ‐L ２
着，萌黄賞

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着
［子］ ＊ヒシピナクル（96牝 Theatrical）４勝，ローズＳ‐Jpn2，秋華賞‐Jpn1

３着，紅梅Ｓ‐OP ２着，etc.
＊ヒシナイル（94牝 A.P. Indy）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，フラワーＣ

‐Jpn3 ３着，ターコイズＳ‐OP ２着（２回），etc.
［孫］ スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，Ｃ

ＢＣ賞‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173

247 マリノアマゾネス２０２１ �・青鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジマリノアマゾネス
＊ Saint Ballado

��
��
�ヒシバラード青鹿 2014 ＊ヒシアマゾン

7f
Halo M4×M4 Nureyev S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 マリントウショウ（09青鹿 ＊キャプテンスティーヴ）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ショーラッシュ（17牡黒鹿 ＊エスケンデレヤ）��２勝�入着６回
ラブリークイーン（18牝栗 ラブリーデイ）�２勝
ハクサンポラリス（19牡黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�出走

２代母 シータトウショウ（03鹿 ジェニュイン）出走
トウショウノーヴァ（08牡 サクラバクシンオー）２勝
トウショウプライド（10牡 ローエングリン）１勝，�14 勝�２勝�３勝�，百万石賞，

金沢スプリングＣ２着，百万石賞２着，オータムＣ２着，中日杯３着，etc.
トウショウブランド（11牡 ＊スタチューオブリバティ）入着，��７勝	１勝
トニーシャルマン（13牝 ＊ファルブラヴ）��１勝
スナイプトウショウ（17牝 エイシンフラッシュ）�２勝
エコロドラゴン（19牡 ラブリーデイ）�１勝

３代母 ジェーントウショウ（96鹿 トウショウフリート）出走
シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，ＣＢ

Ｃ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，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，etc.
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，�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，etc.，�１勝�１勝，白銀争覇

４代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
［子］ シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オー

クス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝
トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，
福島民報杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

［孫］ スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ
ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6022

248 マリントウショウ２０２１ �・黒鹿 ４／１４

＊

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

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteマリントウショウ ジェニュイン

��
��
�シータトウショウ青鹿 2009 ジェーントウショウ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×S5×M5 Damascus S5×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 マコレ（15鹿 ＊シニスターミニスター）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
タカラジャンボ（19牝鹿 スズカコーズウェイ）����１勝・１勝

２代母 ＊アイチェックユー（97 USA鹿 Miswaki）３勝
イチゴイチエ（04牝 マンハッタンカフェ）３勝，かもめ島特別２着，ＨＴＢ杯３着，

遊楽部特別３着
ダイシンサンダー（11牡 アドマイヤムーン）５勝，米子Ｓ‐L ３着，鞍馬Ｓ‐OP

３着，錦Ｓ，下鴨Ｓ，北大路特別，etc.，種牡馬
ハヤブサレジェンド（15牡 ＊ヘニーヒューズ）４勝，ＢＳＮ賞‐L ２着，安達太

良Ｓ，白河特別，福島中央ＴＶ杯２着
オボロヅキ（05牝 ＊カリズマティック）��２勝

ラブミークン（12牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，コスモス賞‐OP ３着，夙川特
別２着，�１勝��６勝�

ジュンアイノキミ（14牝 ＊セイントアレックス）�３勝��入着，ブロッサムＣ，
フローラルＣ２着

フウト（19牡 エスポワールシチー）���３勝，クラウンＣ３着
グレイトロータリー（06牡 マンハッタンカフェ）３勝
ハヤブサペコチャン（10牝 アグネスタキオン）３勝

３代母 ＊ジョーンズギフト（90 GB鹿 ＊デュラブ）GB出走
トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー‐G1

３着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
［子］ ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特

別‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
［孫］ ブエナビスタ（06牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ‐G1，天皇賞

（秋）‐G1，ヴィクトリアマイル‐G1，etc.，UAE入着，優２牝，優３牝，
年代表，優古牝（2回）

ジョワドヴィーヴル（09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，チューリップ賞‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル
‐G1 ４着，優２牝

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

249 マコレ２０２１ �・芦 ４／３０
＊

＊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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerマコレ
＊ Miswaki

��
��
�アイチェックユー鹿 2015 ＊ジョーンズギフト

16c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 フレンチムスメ（02栗 ＊フレンチデピュティ）１勝，��１勝���入着３回�
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（５）〕
エドノプリンセス（11牝鹿 ＊プリサイスエンド）２勝
フジノロンシャン（12牡鹿 ヴァーミリアン）��１勝
エドノマツオー（13牡栗 ＊アグネスデジタル）１勝
エドノライト（14牝栗 カネヒキリ）１勝
エドノブリザード（15牡栗 カネヒキリ）��４勝
エドノバイオレット（19牝芦 ＊ザファクター）��入着２回

２代母 ジョージアキヨ（93栗 ＊ミルジヨージ）不出走
エドノレイク（98牡 ＊ハートレイク）１勝，�１勝��入着
エドノカントリー（99牡 フサイチコンコルド）入着３回，��１勝
エドノセンチュリー（00牡 ＊カーネギー）	
４勝�
エドノスキー（03牡 ＊アジュディケーティング）入着２回，��５勝
エドノエスポワール（04牡 タニノギムレット）１勝
ダッシュアキチャン（05牝 ステイゴールド）２勝，十勝岳特別
エドノキミツ（10牡 ＊ケイムホーム）��10 勝

３代母 ダイナセンチユリー（82栗 ＊ノーザンテースト）４勝，バレンタインＳ，水戸
特別，若水特別２着
チアズセンチュリー（89牡 ＊ノーリユート）５勝，ストークＳ，熱田特別，淡路特別，etc.

４代母 ＊シヤパネーズ（72 FR栗 ＊スノツブ）GB出走
［子］ トロピカルダイナ（78牝 ＊ノーザンテースト）３勝，うぐいす賞
［孫］ ヨシコスミック（94牡 ＊エブロス）４勝，八海山特別，常陸特別２着

トロピカルメイク（89牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，能勢特別
ダイナセキト（84牡 ＊ノーザンテースト）３勝，多摩川特別２着，臥牛山
特別３着，紅葉特別３着，etc.

［曾孫］ チタニックオー（97牡 トウカイテイオー）１勝，皐月賞‐Jpn1 ３着，シ
ンザン記念‐Jpn3 ２着，北九州３歳Ｓ‐OP ２着，�２勝

マイネルゼウス（91牡 ＊アレミロード）１勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，河
北新報杯３着

販売申込者・所有者： 沖田 忠幸＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2857
生 産 牧 場： 沖田 忠幸
飼 養 者： 沖田 忠幸＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2857

250 フレンチムスメ２０２１ �・栗 ５／ ７
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフレンチムスメ ＊ミルジヨージ

��
��
�ジョージアキヨ栗 2002 ダイナセンチユリー

＊シヤパネーズ 7
Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ホシゾラ（14黒鹿 ネオユニヴァース）��１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
キヨハタムスメ（20牝栃栗 フリオーソ）��入着

２代母 フミノアンタレス（99栗 ＊ジェイドロバリー）２勝，�５勝�１勝�入着
フミノフライト（06牡 アグネスフライト）�６勝��入着３回
ジョーオリオン（09牡 ダイワメジャー）４勝，立春賞，新発田城特別，高尾特別２

着，相模湖特別２着，由比ヶ浜特別２着，��１勝	入着

３代母 ＊ザカリフ（88 IRE 鹿 Lomond）不出走
シロキタロベルト（96牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，かきつばた賞２着
バトルサンサシオン（98牝 ＊オジジアン）出走

クラリン（07牝 キングヘイロー）１勝
クラヴィスオレア（16
 レッドスパーダ）３勝，クローバー賞‐OP ３着，
日高Ｓ，鎌ケ谷特別，etc.，�１勝	１勝

４代母 レイディカピュレット Lady Capulet（74 USA芦 Sir Ivor）GB・IRE１勝，
愛１０００ギニー‐G1，コロネイションＳ‐G2 ２着，愛プリティポリーＳ‐G2 ３着
［子］ エルプラード El Prado（89牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE４勝，愛

ナショナルＳ‐G1，ベレスフォードＳ‐G2，レイルウェイＳ‐G3，etc.，
種牡馬

エンタイトルド Entitled（84 牡 Mill Reef）GB・IRE２勝，デズモンドＳ
‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ２着，フィーニクスチャンピオンＳ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

ポートレイトギャラリー Portrait Gallery（90 牡 Sadler's Wells）IRE３
勝，ブランドフォードＳ‐G2 ２着，Saval Beg S‐L ２着，カラＣ
‐G3 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ライトウェイ RightWay（89
 Ahonoora）IRE・HKG11勝，Stewar
ds' Cup‐L，Sha Tin Trophy‐L，Chairman's Prize‐L ２着，etc.

ジャングルジェゼベル Jungle Jezebel（85 牝 Thatching）GB２勝，S
weet Solera S‐L ２着，Sceptre S‐L ３着

［曾孫］ オリンピックファームOlympic Farm（12牝 Refuse to Bend）BRZ３
勝，エルナーニＡシルヴァ会長大賞‐G2 ３着

販売申込者・所有者： 横井 哲＝日高町清畠 �01456-5-6321
生 産 牧 場： 横井 哲
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

251 ホシゾラ２０２１ �・鹿 ３／２６

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスホシゾラ ＊ジェイドロバリー

��
��
�フミノアンタレス黒鹿 2014 ＊ザカリフ

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミヤビオウカ（06鹿 ジャングルポケット）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（22）〕
ハイオンザリスト（12牡鹿 ローエングリン）入着２回，��３勝
チェリータイセイ（13牡鹿 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�２勝，大観峰賞
（Ｄ1750）３着

チェリーシャクナゲ（14牝鹿 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�８勝��５勝
�入着７回�

リンノカーニバル（17牝鹿 トゥザワールド）�２勝��入着
ラベンダーベルン（19牝黒鹿 トゥザワールド）��入着３回��入着２回

２代母 ジョーディシラオキ（97鹿 ＊オジジアン）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，セプ
テンバーＳ，�２勝
スマートメビウス（07牝 タニノギムレット）１勝
スマートアルテミス（09牝 キングカメハメハ）不出走

イメル（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�４勝，ＮＳＴ賞‐OP ３着，清洲Ｓ，大
垣Ｓ２着，天満橋Ｓ２着，洲本特別２着，etc.

ミヤビワンド（10牡 アドマイヤムーン）入着，��１勝
スマイルマーヤ（19牝 エスポワールシチー）��１勝

３代母 ジヨーデイアレスト（83鹿 キタノカチドキ）２勝，オークス‐Jpn1 ５着，水
仙賞２着
シラオキジョオー（89牝 カツラギエース）�２勝

シャンハイリーダ（95牡 ＊シャンハイ）��８勝�８勝	２勝�，しらさぎ賞３着
エブロスタイセイ（93牝 ＊エブロス）��３勝，東京３歳優駿牝馬２着
ヒミツヘイキ（99牡 ＊ダミスター）１勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，��４勝�，報知Ｇ

ＰＣ，平和賞，etc.，ＮＡＲ優３歳

４代母 ミスシラオキ（75栗 ＊ロムルス）不出走
［子］ スターサンシャイン（86牡 サンシヤインボーイ）４勝，京都４歳特別

‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3，きさらぎ賞‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
［孫］ バンブーレインボー（98牡 バンブーアトラス）
７勝��４勝��，こま

くさ賞，さつき賞２着，すみれ賞３着
サイモンピュアー（00牝 ジェニュイン）�４勝，白菊賞，若駒賞３着

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

252 ミヤビオウカ２０２１ �・黒鹿 ４／ １
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーミヤビオウカ ＊オジジアン

��
��
�ジョーディシラオキ鹿 2006 ジヨーデイアレスト

＊フロリースカツプ 3l
Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ミヤビセラヴィ（16鹿 ＊アルデバランⅡ）��入着２回
本馬の他に産駒あり

２代母 ミヤビアルカディア（08鹿 ネオユニヴァース）出走
タイセイマライカ（13牝 ＊バゴ）１勝，�２勝
サマーダイアリー（14牝 ＊ケイムホーム）�１勝��６勝
マースインディ（15牡 ＊カジノドライヴ）���８勝

３代母 アステオン（96鹿 ホリスキー）１勝
ミヤビランベリ（03牡 ＊オペラハウス）７勝，ＡＲ共和国杯‐G2，目黒記念‐G2，七

夕賞‐G3（２回），etc.
ミヤビベガ（05牡 アドマイヤベガ）４勝，佐渡特別，松島特別２着，安房特別２着，etc.
ミヤビパーフェクト（16� ルーラーシップ）３勝，両国特別，若戸大橋特別，美浦

Ｓ２着，etc.

４代母 ピアレスレデイ（79鹿 ＊テスコボーイ）４勝，ターコイズＳ‐OP，錦秋特別，
習志野特別
［子］ ニホンピロラック（88牡 ＊ラツキーソブリン）６勝，シンザン記念‐Jpn3

３着，クリスマスＳ‐OP，etc.，障害３勝，東京障害特別（秋）
マイネルレイザー（97牡 ＊リンドシェーバー）３勝，鷹ケ峰特別，別府特
別３着，九重特別３着，etc.

ノアピアレス（89牝 ＊グランデイ）２勝，八雲特別２着，尾瀬特別３着
［孫］ ローザペルラ（07牝 マーベラスサンデー）１勝，小郡特別３着

５代母 イーストサイド（69鹿 ＊パーソロン）６勝，中冬Ｓ，みちのくＳ，福島民報杯，
奥多摩特別
［子］ モガミチャンピオン（85牡 トウシヨウボーイ）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

札幌記念‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
アドマイヤゲイル（92牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＮＺトロフィー４歳
Ｓ‐Jpn2 ３着，マーガレットＳ‐OP ２着，菜の花Ｓ‐OP ２着，etc.

ツジノジヨオー（84牝 ＊ターゴワイス）３勝，相川特別，加治川特別３着
［孫］ ファーストセナ（89牝 サンシヤインボーイ）�２勝�７勝，花吹雪賞，サ

ガ・クイーン賞３着

販売申込者・所有者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521
生 産 牧 場： ㈲金石牧場
飼 養 者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521

253 ミヤビセラヴィ２０２１ �・栗 ５／ ８

＊

＊
＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomミヤビセラヴィ ネオユニヴァース

��
��
�ミヤビアルカディア鹿 2016 アステオン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ミルクトーレル（04鹿 ダンスインザダーク）３勝，セレブレイション賞（芝 1400），
播磨特別（芝 1400）２着，摂津特別（芝 1600）２着，鷹巣山特別（芝 1400）２着，
初音Ｓ（芝 1600）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－２（３）〕
ミルクデール（11牝鹿 キングカメハメハ）不出走

ユナチャン（18牝 ＊マクフィ）��５勝，兵庫クイーンセレクション３着
ミルクアロー（12牡黒鹿 ＊バゴ）入着２回，�２勝
ラブレオ（13牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，��１勝
トーホウカンタール（14牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
アルマユディト（15牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）２勝
ハリウッドフェーム（19牡黒鹿 モーリス）�１勝

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

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

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

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

ルデンサドルＴ，五色沼特別，まりも特別，新春Ｓ２着，etc.，	２勝
入着�
ロイヤルダリア（06牡 スペシャルウィーク）２勝，奥の細道特別２着，呼子特別３

着，葉牡丹賞３着
ミヤトーレル（09牡 アグネスタキオン）�９勝
ピュアアイズ（10牝 ネオユニヴァース）２勝，�３勝
ラフメイカー（14牝 スズカマンボ）��２勝

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

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

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

254 ミルクトーレル２０２１ �・鹿 ５／ ９
＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイミルクトーレル
＊ Phone Trick

��
��
�ミスワキジャパン鹿 2004 Office Politics

16g
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky M4×M5 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 メイショウウケヅキ（11鹿 ＊フレンチデピュティ）�３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ウインドメイヒメ（20牝鹿 カレンブラックヒル）�地方未出走

２代母 シーエンプレス（05鹿 ダンスインザダーク）入着３回
メイショウコンゴウ（13牡 ＊バゴ）�１勝�
リベリュール（15牡 ＊アイルハヴアナザー）���３勝�３勝�入着，ＭＲＯ金賞３着
エコロドリーム（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，成田特別，障害１勝

３代母 ＊ディラローシェ（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）IRE・USA２勝
ディオメデス（07牡 フジキセキ）２勝，白百合Ｓ‐OP ２着，あやめ賞
レスタンノール（08牝 ステイゴールド）入着

スーパーノーマル（15牝 ロードカナロア）入着２回，郡山特別３着，�２勝
フェノーメノ（09牡 ステイゴールド）７勝，天皇賞（春）‐G1（２回），日経賞‐G2，

セントライト記念‐G2，青葉賞‐G2，etc.，種牡馬

４代母 シーポート Sea Port（80 GB黒鹿 Averof）GB・IRE出走
［子］ インディジェナス Indigenous（93� Marju）入着，GB・IRE・UAE・H

KG・SIN・MAL16 勝，香港国際ヴァーズ‐G2，Hong Kong Gold C
up‐L（２回），Sha Tin Trophy‐L，etc.

［孫］ ジュエルオヴアイルランド Jewel of Ireland（94牝 Nassipour）AUS１
勝，WATC Belmont Oaks‐L ２着

カッシーニコンテスト Cassini Contest（06 牝 Danehill Dancer）AUS
１勝，SAJC Oaklands Plate‐L ３着

［曾孫］ ジェシカビール Jessicabeel（05 牝 Zabeel）AUS５勝，ＡＴＣシドニー
Ｃ‐G1，ＡＴＣチェアマンズＨ‐G2，ATC Aspiration Quality S
‐L ３着，etc.

５代母 アンカ－Anchor（66 GB栗 Major Portion）GB２勝，ネルグウィンＳ
［孫］ ウォーターボートマンWater Boatman（84牡 Main Reef）GB・IRE・

AUS11 勝，ＳＡＪＣアデレイドＣ‐G1，ＳＡＪＣレインラヴァープレ
イト‐G3，ＳＡＪＣチェルトナムＣ‐G3，etc.

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

255 メイショウウケヅキ２０２１ �・鹿 ４／３０

＊

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandメイショウウケヅキ ダンスインザダーク

��
��
�シーエンプレス鹿 2011 ＊ディラローシェ

11d
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 メイフラワー（10鹿 ＊オペラハウス）�入着５回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ユキトウロ（15牝鹿 サクラプレジデント）�１勝�入着３回
トリコロール（19牝鹿 スマートファルコン）��出走�出走

２代母 オースミサツキ（93栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
ファイブリングス（99牝 ナリタタイシン）��２勝�
フリーバード（00牝 ＊アフリート）�１勝

スイリンカ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，こぶし賞
ルナルナ（01牝 ＊アフリート）�１勝��入着

マイゴルゴンゾーラ（13牡 ディープスカイ）	２勝�入着，飛燕賞３着
エプソムフローラ（02牝 ＊アフリート）
２勝��入着２回
イエスプリーズ（04牝 スペシャルウィーク）�２勝

イッツマイプレジャ（09牝 アドマイヤドン）	２勝���入着３回，九州ジ
ュニアＧＰ２着

イエスアイキャン（11牝 スマートボーイ）�４勝��１勝，東京プリンセス賞３着
ティープリーズ（12牝 アジュディミツオー）�１勝�４勝�入着��
，ライ

デンリーダー記念２着，園田プリンセスＣ２着
カワキタフウジン（05牡 マーベラスサンデー）３勝，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，カシオ

ペアＳ‐L ３着，名古屋城Ｓ，中京スポーツ杯，美濃特別，etc.，�３勝
トゥモローズライト（06牝 ＊アフリート）�１勝��４勝
シェアジョイ（08牝 ゼンノロブロイ）２勝�
セフティーエムアイ（11牡 ＊ケイムホーム）３勝，オーロラ特別３着
キサナドゥー（13牝 アンライバルド）��１勝�１勝，兵庫若駒賞３着

３代母 ルナパーク（79鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ２着，北越特別
ペガサス（90牡 ＊リヴリア）３勝，福島記念‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3
ルミネッセンス（92牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，ターコイズＳ‐OP，飯豊特別，

相川特別，etc.
シルクファントム（94� ＊リヴリア）入着，会津特別３着
ナリタルナパーク（95牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，秋華賞

‐Jpn1 ２着，羊ヶ丘特別，etc.
ナリタモード（11牝 ナリタセンチュリー）４勝，ラジオ福島賞

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453

256 メイフラワー２０２１ �・栗 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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinメイフラワー ＊ブライアンズタイム

��
��
�オースミサツキ鹿 2010 ルナパーク

＊サイクラス 13c
Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 モルフェワイン（11黒鹿 ソングオブウインド）�４勝��１勝�14 勝
〔産駒馬名登録数：１〕
モルフェアセーラ（20牝青鹿 トゥザワールド）��入着

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

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

３代母 ハセノグッドダンス（01鹿 ダンスインザダーク）出走

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 大野 春男＝岩手県北上市 �0197-65-4168
生 産 牧 場： ㈲クリアファーム
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

257 モルフェワイン２０２１ �・鹿 ４／１５
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

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ソングオブウインド メモリアルサマーモルフェワイン ＊モルフェデスペクタ

��
��
�モルフェキイ黒鹿 2011 ハセノグッドダンス

＊ルハビー 14f
Kingmambo S3×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5 Sadler's Wells S4×M5
サンデーサイレンスM4×M5 Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 モシモシ（10黒鹿 ジャングルポケット）１勝，出雲崎特別（芝 2400）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
デュークキング（19牡黒鹿 カレンブラックヒル）���１勝
エスペラール（20牡鹿 レインボーライン）��出走

２代母 ワナ（00黒鹿 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3
キョウジ（07牡 キングカメハメハ）３勝
イイコトバカリ（14牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
フェルトオンブレ（17牡 ジャングルポケット）��４勝

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
モットヒカリヲ（98牝 ＊アフリート）２勝，こけもも賞

イヤダイヤダ（02牡 サニーブライアン）２勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ２着，雪
割草特別

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

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

サダルバリ Sadalbari（04� Orpen）AUS８勝，MRC Lord S‐L，
MRC Victoria Gold Cup‐L ３着

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

258 モシモシ２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーモシモシ フジキセキ

��
��
�ワナ黒鹿 2010 ＊メロンパン

14c
Nureyev M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ララサンタフェーズ（11栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
トーヨーダッシュ（16牡栗 ＊ケープブランコ）�２勝
サンエイシャトル（17牝栗 ＊タイキシャトル）�１勝��，ビギナーズＣ（Ｄ1400）

２着，若鮎賞（芝 1600）２着
トラストテンシン（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）���入着２回
ラブリプリンチャン（20牝栗 コパノリッキー）��１勝

２代母 ＊スパークルジュエル（04 USA芦 Unbridled's Song）不出走
クリーンエコロジー（08牡 キングカメハメハ）５勝，千葉Ｓ‐OP ３着，アクアマリン

Ｓ，種市特別，喜多方特別，etc.，�４勝���，道営スプリント，etc.，種牡馬
マッケンジー（10牡 アグネスタキオン）２勝
スパークルメノウ（14牡 ディープインパクト）１勝，��３勝��２勝
ダノンパーフェクト（15牡 ディープインパクト）１勝，�１勝�入着３回

３代母 ゴールデンジュエルボックスGolden Jewel Box（89 USA鹿 Slew o' Gold）
不出走
ボックスオヴジュエルズ Box of Jewels（95 牝 Half a Year）USA６勝，Courts

hip S３着
ゴールデンバレイGolden Ballet（98 牝 Moscow Ballet）USA６勝，サンタアニ

タオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，レイルバードＳ‐G2，サンタイネ
スＳ‐G2，etc.
ステイジラック Stage Luck（04牝 Unbridled's Song）USA３勝，Affectio

nately H‐L，ラフィアンＨ‐G1 ３着，Rare Treat H‐L ３着
ドロセルマイアーDrosselmeyer（07 牡 Distorted Humor）USA５勝，ベルモ

ントＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，One Count S，etc.，種牡馬
ブロンズルートBronze Route（01 牝 Mud Route）USA１勝

トップシード Top Seed（06� Grand Slam）USA４勝，Tampa Bay Inaug
ural S，Chan Balum S３着

ブロンズド Bronzed（16� Fed Biz）�USA３勝，Lookin At Lucky S，J
ersey Shore S２着

ギルデドジェムGilded Gem（06牝 Smarty Jones）USA４勝，ラスフローレスＳ
‐G3，サンタモニカＳ‐G1 ２着，Kalookan Queen H‐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： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

259 ララサンタフェーズ２０２１ 牡・黒鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールララサンタフェーズ
＊ Unbridled's Song

��
��
�スパークルジュエル栗 2011 Golden Jewel Box

10d
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5 Nijinsky S5×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

260 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 ポメロ（15鹿 ＊ワークフォース）���入着５回
初仔

２代母 オレンジピール（94栗 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ４着，オー
クス‐Jpn1 ５着，etc.
オレンジボウル（00� ＊エリシオ）１勝，障害４勝
ブラックコンドル（01牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，トパー

ズＳ‐L ３着，京都２歳Ｓ‐L ３着，春待月Ｓ‐OP，etc.，障害２勝，�入着，
佐賀記念‐Jpn3 ３着

ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，道新ス
ポーツ賞，ＨＢＣ賞２着，etc.，��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ
‐Jpn3 ２着

ビターオレンジ（04牝 ジャングルポケット）２勝，十勝岳特別３着
ココモオレンジ（08牝 キングカメハメハ）出走

マサハヤダイヤ（13牡 ＊ハービンジャー）２勝，北海Ｈ，熊野特別３着，�３勝
オレンジペコ（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ポプラ特別，大雪

Ｈ２着
タイセイシェダル（18牡 ＊マクフィ）�３勝，檜山特別，和布刈特別２着，小倉

城特別２着，津軽海峡特別３着

３代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
＊ヘアデイズ（90牝 ＊アフリート）USA１勝

ウェラWella（99 牝 Zabeel）不出走
カークランド Kirkland（14� Highly Recommended）NZ２勝，Wan
ganui Guineas‐L ２着

メローフルーツ（91牝 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，
桜花賞‐Jpn1 ４着

オレンジブロッサム（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，つわぶき賞３着
オレンジティアラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，

フェニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，etc.

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： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

261 ポメロ２０２１ 牡・栗 ４／２１

＊

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

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonポメロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�オレンジピール鹿 2015 ＊バッフドオレンジ

3c
Mr. Prospector S2×M5 Raise a Native S3×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ユーリトミクス（15鹿 キングカメハメハ）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 リトミックダンス（01鹿 ダンスインザダーク）１勝
フォーエバーマーク（08牝 ＊ファルブラヴ）６勝，キーンランドＣ‐G3，アイビスサ

マーダッシュ‐G3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，
福島民友Ｃ‐L ３着，etc.

エバーダンシング（10牝 ＊アグネスデジタル）２勝
インジャスティス（13� ＊ファルブラヴ）１勝，��１勝
チェアーグライド（14� ローエングリン）１勝，��１勝�２勝��
ナリタグローリアス（19牡 ストロングリターン）�１勝

３代母 ＊レガシーオブストレングス（82 USA栗 Affirmed）USA１勝
レガシーオブゼルダ（88牡 Buckaroo）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，京王杯オ

ータムＨ‐Jpn3 ３着，菖蒲Ｓ‐OP，etc.
ダイイチフローネ（91牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，東スポ杯‐OP ２着，松前特別，

知床特別，etc.
フローテーション（05牡 スペシャルウィーク）２勝，菊花賞‐Jpn1 ２着，ステ

イヤーズＳ‐Jpn2 ２着，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.
サイレントハピネス（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，サンスポ

４歳牝馬特別‐Jpn2，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.
サイレントメロディ（07牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ‐G3，東海Ｓ

‐G2 ３着，etc.，��入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着
スティンガー（96牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京王杯ス

プリングＣ‐G2，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，etc.，
優２牝
サトノギャラント（09� ＊シンボリクリスエス）７勝，谷川岳Ｓ‐L，キャピタル

Ｓ‐L，谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.，障害１勝
ベルモット（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，織姫賞

レッドファルクス（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）10勝，スプリンターズＳ
‐G1（２回），京王杯スプリングＣ‐G2，ＣＢＣ賞‐G3，etc.，優短距，種牡馬

アーバニティ（04牡 マンハッタンカフェ）５勝，オーシャンＳ‐G3，高松宮記念
‐G1 ３着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.，�４勝�入着

販売申込者・所有者： ㈲大島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2416
生 産 牧 場： ㈲大島牧場
飼 養 者： ヒダカシーサイドファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2416

262 ユーリトミクス２０２１ �・栗 ２／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスユーリトミクス ダンスインザダーク

��
��
�リトミックダンス鹿 2015 ＊レガシーオブストレングス

9c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ユアインマイハート（12鹿 ハーツクライ）入着，��１勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
コイビトミサキ（19牝栗 ＊ダンカーク）�出走

２代母 アドマイヤアモーレ（05栗 Fusaichi Pegasus）３勝，江の島特別，五稜郭Ｓ２着
ディーエスアレーナ（13牡 ＊クロフネ）�１勝�５勝
イベリア（15牡 ディープインパクト）�２勝，白鷺特別３着
デイアフターデイ（16牝 ディープインパクト）��２勝�１勝�１勝
ブラックアモーレ（17牝 ブラックタイド）入着４回，���１勝�１勝
トーホウエンジェル（18牝 ヴィクトワールピサ）１勝，��１勝
ブラックルパン（19牡 ブラックタイド）�１勝

３代母 ＊ベラミアモーレ（00 USA栗 Storm Cat）IRE 出走
デラモーレ（08牝 ディープインパクト）��２勝

スリーエクスプレス（19牡 エピファネイア）�１勝，山吹賞３着

４代母 クラクストンズスルー Claxton's Slew（84 USA鹿 Seattle Slew）IRE３勝，
Irish One Thousand Guineas Trial S‐L，Persian Bold S‐L，愛プリティポ
リーＳ‐G2 ３着，バリーマコイＳ‐G3 ２着，コンコルドＳ‐G3 ３着
［子］ エセーナ Escena（93牝 Strawberry Road）USA11 勝，ＢＣディスタフ

‐G1，アップルブラッサムＨ‐G1，ラモナＨ‐G1，etc.
ハンベル Humbel（92 牡 Theatrical）GB・IRE・GER・ITY・USA８勝，
ブランドフォードＳ‐G2，愛ダービートライアルＳ‐G3，Saval
Beg S‐L，etc.，GB・IRE障害１勝，種牡馬

ショーレイディ Showlady（99牝 Theatrical）USA２勝，ボイリングス
プリングズＨ‐G3

［孫］ インディセント Indy Scent（07� A.P. Indy）USA４勝，Three Coin
s Up S２着

オーキャロルOh Carole（08 牝 Unbridled's Song）USA３勝，U Ca
n do It H２着

［曾孫］ ナンタケットレッドNantucket Red（15牝 Get Stormy）�USA・CAN
６勝，Wayward Lass S

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

263 ユアインマイハート２０２１ �・栗 １／３１
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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスユアインマイハート Fusaichi Pegasus

��
��
�アドマイヤアモーレ鹿 2012 ＊ベラミアモーレ

13c
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5

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：４，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
テイエムラトーヌ（19牝芦 ＊モンテロッソ）�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

264 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 ラファーガ（12青鹿 バランスオブゲーム）１勝，�３勝��
初仔

２代母 レディークライスト（04黒鹿 Holy Bull）�４勝
クールシャンクス（10牡 アッミラーレ）�１勝
ウインサラ（11牝 リンカーン）��９勝
ミノリレディー（14牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝
トーホウボルツ（18牡 ワールドエース）�１勝

３代母 ＊ファストルック（99 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
ケイアイブランコ（05牝 ＊タイキシャトル）�７勝�入着，サラ・クイーンＣ２着
ケイアイカミノアシ（07牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

キタサンガンバ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，浦安特別，彦星賞，立川特
別２着，etc.

マイネクイーン（08牝 アグネスタキオン）２勝，スイートピーＳ‐LR ３着，カーネ
ーションＣ２着
クイントゥープル（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝，デイジー賞２着，��４

勝，姫山菊花賞３着

４代母 ローピングアロング Loping Along（93 USA鹿 Easy Goer）USA１勝
［孫］ クワイエトテンパーQuiet Temper（07 牝 Quiet American）USA４勝，

フェアグラウンズオークス‐G2，デルタプリンセスＳ‐G3，シルヴ
ァーブレットデイＳ‐G3 ２着

バヒアリンダ Bahia Linda（16牝 Lookin At Lucky）�CHI４勝，カル
ロスカンピノ賞‐G2，チリオークス‐G1 ３着，フランシスコバエサ
ソトマヨル賞‐G2 ２着，etc.

ヘイジュード Hey Jude（14牝 Lookin At Lucky）CHI２勝，カルロス
カンピノ賞‐G2 ３着，P. Jorge Baraona Puelma‐L ３着

［曾孫］ イッツァマラ Itzamara（17牝 Class Leader）�PER２勝，P. Estados
Unidos de America‐L ２着

コラボレイト Collaborate（18 牡 Into Mischief）�USA３勝，Sir Sha
ckleton S２着，Roar S３着

販売申込者・所有者： ㈲王蔵牧場＝浦河町瑞穂 �0146-27-4036
生 産 牧 場： ㈲王蔵牧場
飼 養 者： ㈲王蔵牧場＝浦河町瑞穂 �0146-27-4036

265 ラファーガ２０２１ �・青鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

フサイチコンコルド

�
�
�
�
�

��
��

�バランスオブゲーム ホールオブフェームラファーガ Holy Bull

��
��
�レディークライスト青鹿 2012 ＊ファストルック

20b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラフォリア（14黒鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�３勝
初仔

２代母 ＊フォーシンズ（04 GER鹿 Sinndar）GB・IRE・CAN３勝，ブランドフォード
Ｓ‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3 ２着
フェリスタス（09牝 Dansili）出走

オノリス（15牡 トーセンホマレボシ）�２勝，香嵐渓特別２着，犬山特別２着，
鷹取特別２着，日進特別３着，苗場特別３着，etc.

ディオジェーヌ（10牝 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別２着，リボン賞３着
リブースト（19牡 ＊ハービンジャー）�２勝，紫菊賞

エーデルグランツ（11牡 ディープインパクト）１勝，脊振山特別３着
ホッカイドウミスHokkaido Miss（15 牝 オルフェーヴル）FR・AUS２勝，AUS障

害１勝
カトルショセット（18牝 ハーツクライ）�１勝

３代母 フォーロージズ Four Roses（98 IRE 鹿 Darshaan）不出走

４代母 フロイライントービン Fraulein Tobin（82 USA黒鹿 J.O. Tobin）GB１勝
［子］ ジャーメインGermane（92牝 Distant Relative）GB１勝，ロックフェルＳ

‐G3，Oh So Sharp S‐L ２着，Firth of Clyde S‐L ３着
ファブリアーノ Fabriano（89牡 Shardari）GER・SWE７勝，Robert
Pferdmenges‐Rennen‐L，Concord Uhren Preis‐L，ドイツ統
一賞‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ フィアレスハンター Fearless Hunter（10� Alhaarth）UAE・NOR・S
WE・DEN７勝，マリットスヴェアースミネロップ‐G3，Polar Mil
e Cup‐L，マリットスヴェアースミネロップ‐G3 ２着，etc.

ラッキーチャッピー Lucky Chappy（09牡 High Chaparral）ITY・US
A・AUS・UAE２勝，P. Giuseppe deMontel‐L，ハリウッドダー
ビー‐G1 ３着，ヴァージニアダービー‐G2 ２着，etc.

［曾孫］ パーフェクトスター Perfect Star（04 牝 Act One）GB・IRE５勝，Ro
semary S‐L，Snowdrop Fillies S‐L ２着，Dick Hern Fillies S
‐L ３着

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

266 ラフォリア２０２１ �・黒鹿 ３／１４
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジラフォリア
＊ Sinndar

��
��
�フォーシンズ黒鹿 2014 Four Roses

1e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラブコール（11芦 ＊チチカステナンゴ）入着２回，西郷特別（芝 1800）３着，�４
勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
トロギル（19牝栗 ローエングリン）��入着２回
グリフィン（20牡芦 ヤマカツエース）�地方未出走

２代母 レッドレターデイ（97栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
レッドターキー（05牝 ＊トワイニング）３勝，七重浜特別，浦安特別２着，真駒内特

別３着
カタトゥンボ（15牡 ローエングリン）１勝，��入着�１勝�入着４回
レノーア（16牝 スクリーンヒーロー）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，ダリア賞‐OP ３

着，由比ヶ浜特別，黄梅賞，新潟日報賞２着，etc.
エメラルドクイーン（13牝 ＊トワイニング）入着，�９勝

３代母 ターキーレッド（87栗 ＊ノーザンテースト）５勝，マリーンＳ‐OP，朱鷺Ｓ
‐OP ３着，白河特別，五頭連峰特別２着，富嶽賞３着
サンフレア（95牡 ＊トニービン）５勝，キャピタルＳ，ＴＶＫ賞，二王子岳特別，etc.
レッドクローシュ（00牝 ＊トニービン）出走

ファイアレッド（05牡 フジキセキ）２勝，遠賀川特別，シドニーＴ２着，丹波
特別２着，etc.

ペプチドアマゾン（10牡 アグネスタキオン）２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，日本
ダービー‐G1 ４着，あずさ賞，etc.

ターキーストーン（03牡 スペシャルウィーク）２勝，南相馬特別，豊栄特別３着

４代母 ＊ハマナスⅡ（75 USA鹿 Lt. Stevens）不出走
［子］ シヤダイハマナス（82牝 ＊ノーザンテースト）６勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２

着，巴賞‐OP ２着，春風賞，etc.
マイオンリースター（89牡 ＊ノーザンテースト）２勝，湯川特別３着，障
害１勝

［曾孫］ ナオミシャイン（95牝 ＊トニービン）４勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2
３着，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

アドマイヤマジック（01牝 バブルガムフェロー）３勝，フェアリーＳ
‐Jpn3 ３着，郡山特別

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

267 ラブコール２０２１ 牡・栗 ４／ ５

＊

＊ 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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマララブコール ＊サンデーサイレンス

��
��
�レッドレターデイ芦 2011 ターキーレッド

＊ハマナスⅡ 17b
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ララカサブランカ（17鹿 ハーツクライ）不出走
初仔

２代母 ＊ドバウィディエティ（13 IRE 鹿 Dubawi）不出走

３代母 タンフィーズTanfidh（06 GB鹿 Marju）GB２勝

４代母 ウィジダンWijdan（91 USA栗 Mr. Prospector）GB２勝，Pretty Polly S
‐L ２着
［子］ マクデーラMakderah（03牝 ＊デインヒル）GB・USA４勝，ニューヨー

クＳ‐G2，October S‐L，ダイアナＳ‐G1 ３着，etc.
オリエンタルファッションOriental Fashion（96牝 Marju）GB・FR・I
TY３勝，リボー賞‐G2，P. de la Cochere‐L，P. de Lieurey
‐L ２着，etc.

ファターナ Fatanah（07牝 Green Desert）GB１勝，Newbury Fillies'
Trial S‐L ２着

［孫］ サンジャン St Jean（10牡 Teofilo）IRE・AUS・NZ６勝，クイーンエリ
ザベスＨ‐G3，種牡馬

カラマ Karama（16牝 Kitten's Joy）USA２勝，Stormy Blues S‐L，
Boiling Springs S２着，Game Face S２着

グリーンコーストGreen Coast（03 牡 Green Desert）GB・UAE４勝，
ゴドルフィンマイル‐G2 ２着，ブルジナハール‐G3 ２着，マクトゥ
ームチャレンジＲ１‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ブルブル Bulbul（09 牝 Shamardal）IRE１勝，アサシＳ‐G3 ２着
デュバイファッションDubai Fashion（13牝 Dubawi）GB・UAE２勝，
Gillies Fillies' S‐L ２着，Quebec S‐L ２着

フェイマスウォリアー FamousWarrior（07� Alhaarth）IRE・UAE６勝，
Star Appeal S‐L ２着，レパーズタウン２０００ギニーＴＲ‐G3 ３着

ムテーバMutebah（11牝 Marju）FR１勝，P. des Tourelles‐L ３着
［曾孫］ シティゴールド City Gold（17� Outstrip）�MAC８勝，Macau Gui

neas‐L
アルバシール Albasheer（18 牡 Shamardal）�GB１勝，英シャンペイン
Ｓ‐G2 ２着

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

268 ララカサブランカ２０２１ �・鹿 １／２８
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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスララカサブランカ
＊ Dubawi

��
��
�ドバウィディエティ鹿 2017 Tanfidh

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

価格： 購買者：



母 レッドティムール（09青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
トレンドボブ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝�
ヨシノエトワール（19牝黒鹿 ジャスタウェイ）��出走

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

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

ッカスＳ‐OP，ジュニアＣ‐OP ２着，保津峡特別，サンライズＳ２着，etc.
ルビウス（04牝 ジャングルポケット）１勝
ロッソネロ（06牡 ＊クロフネ）２勝

３代母 ノースサイダーNorth Sider（82 USA黒鹿 Topsider）USA15 勝，アップル
ブラッサムＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，マスケットＳ‐G1，ヴェイグラ
ンシーＨ‐G3，Monmouth Park Breeders' Cup H‐L，etc.
カイダルKydall（90 牝 Mr. Prospector）不出走

ヴァーティカルアセントVertical Ascent（00 牝 Lear Fan）USA出走
シアービューティ Sheer Beauty（07 牝 Mizzen Mast）USA５勝，Gre
en Oaks‐L，Irving Distaff S，Caressing H，etc.

＊マイケルズヒーザー（92牝 Mr. Prospector）USA入着
サザンビューティー（03牝 ＊クロフネ）４勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，なに

わＳ２着
ケイプノースCape North（93 牝 Capote）USA入着２回

スピリテドアウェイ Spirited Away（04牝 Awesome Again）USA４勝，T
ruly Bound H
プロスペクティヴ Prospective（09牡 Malibu Moon）USA・CAN７勝，タン
パベイダービー‐G2，オハイオダービー‐G3，グレイＳ‐G3，etc.，種牡馬

ファフティトゥー Fufty Too（06� Speightstown）USA７勝，Dean Kutz S
，Northern Spur S‐L ３着，Forward Pass S３着

ウェスタンサイドWestern Side（98牝 GoneWest）USA２勝，Houston San F
elipe S３着

販売申込者・所有者： 川端 正博＝日高町豊郷 �01456-2-5550
生 産 牧 場： 川端 正博
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

269 レッドティムール２０２１ �・黒鹿 ３／１８
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayレッドティムール
＊ GoneWest

��
��
�ルビーマイディア青鹿 2009 North Sider

1c
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 レジャンドドレ（13黒鹿 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（２）〕
マニフィック（18牝黒鹿 フリオーソ）��２勝

２代母 ＊スターパレード（99 ARG黒鹿 Parade Marshal）USA・ARG９勝，サンタマ
リアＨ‐G1（２回），ミレイディＨ‐G1，ハリウッドバヤコアＨ‐G2（２回），ホー
ソーンＨ‐G3，アップルブラッサムＨ‐G1 ２着（２回），etc.
レインボーグロウ（08牡 Fusaichi Pegasus）��８勝
トランザムスター（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，城崎特別３着，�１勝��，球

磨川賞３着，中島記念３着
ストリークライト（12牡 ネオユニヴァース）��６勝�１勝
スターソフィア（15牝 ネオユニヴァース）�１勝�５勝�２勝�１勝	入着
ガンマレイバースト（18牡 フェノーメノ）
１勝��入着

３代母 クレリカルエトワル Clerical Etoile（92 ARG黒鹿 TheWatcher）ARG３
勝，P. Leteo‐L，P. Propietarios‐L ３着
エリカンパレードErican Parade（02牝 Parade Marshal）不出走

ファンデルタラVan Del Tala（11 牝 Van Nistelrooy）不出走
ヴィーガンイェヴィーナ Vengan Y Vean（19牝 Manipulator）�ARG
入着６回，アンドレスＳトーレス賞‐G3 ３着

エイユーマイナー A. U. Miner（05 牡 Mineshaft）USA４勝，Greenwood Cup
S‐L，ホーソンゴールドＣ‐G2 ３着，ＢＣマラソン‐G3 ３着

４代母 クレリカルシルクClerical Silk（72 USA芦 Crozier）GB１勝
［子］ クレリカルサウンド Clerical Sound（79牝 Circinus）ARG３勝，クリア

ドレス大賞‐G1 ３着，フアンショウ賞‐G2 ３着，P. Juan Salvado
r Boucau３着

クレリカルチャーム Clerical Charm（86牝 Cinco Grande）ARG１勝，
P. Independencia‐L ２着

クレリカルキス Clerical Kiss（88 牝 NewDandy）ARG２勝，P. Juan
Salvador Boucau‐L ２着

［孫］ サントス Santoss（88 牡 Egg Toss）ARG４勝，P. San Lorenzo‐L，
種牡馬

販売申込者・所有者： 山田 政宏＝日高町豊田 �01456-5-2064
生 産 牧 場： 山田 政宏
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

270 レジャンドドレ２０２１ 牡・栗 ５／１２
＊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

＊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ャンドドレ
＊ Parade Marshal

��
��
�スターパレード黒鹿 2013 Clerical Etoile

3f
Halo M4×S5

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）��出走

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

271 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 リコリアーノ（12鹿 タニノギムレット）入着，�３勝����
〔産駒馬名登録数：１〕
ノンリミタシオン（20牡鹿 ＊ディスクリートキャット）���入着

２代母 レースパイロット（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2
２着，エルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞
スラストライン（08牡 Redoute's Choice）１勝
ホットバタードラム（10牝 タニノギムレット）�１勝
フライトストリーム（16牡 ＊タートルボウル）�３勝�
エルピーダ（18牝 ＊ヘニーヒューズ）��２勝��１勝

３代母 ＊マンファス（91 IRE 黒鹿 ＊ラストタイクーン）GB入着
ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）GB・USA４勝，サンタアニタダービ

ー‐G1，サンタカタリーナＳ‐G2，Hill Rise H‐L，etc.，種牡馬
＊ハンターズマーク（00牝 Titus Livius）GB・USA１勝

ハッピーディレンマ（07牝 アグネスタキオン）入着
ヒプノティスト（13牡 ＊クロフネ）３勝，アイビーＳ‐OP ３着，水仙賞２
着，葉牡丹賞２着

ターゲットマシン（08牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
クロンヌドール（09牝 アグネスタキオン）入着
マッスルビーチ（16牡 メイショウサムソン）�３勝，鳥取特別，白嶺Ｓ２
着，伊丹Ｓ３着，障害１勝

キンノマサカリ（17牡 メイショウサムソン）３勝，苗場特別，五泉特別２
着，ラジオ福島賞２着，etc.

キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル
Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬

ネオイリュージョン（06牝 ネオユニヴァース）出走
エアワイバーン（13� ＊ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L
［孫］ アラワクケイ Arawak Cay（95� Common Grounds）GB・HKG１勝，

英ノーフォークＳ‐G3 ３着，Superlative S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲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

272 リコリアーノ２０２１ �・鹿 ４／ ２

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Shared Interestディスクリートキャット プリティディスクリート Private Account

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルリコリアーノ ＊サンデーサイレンス

��
��
�レースパイロット鹿 2012 ＊マンファス

22d
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ルナクィーン（05鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
エスシーアルテミス（12牝青 ＊サウスヴィグラス）�１勝
キングブリス（15�鹿 メイショウボーラー）�２勝，中京ペガスターＣ（Ｄ1600）２着
クロスザオーシャン（16牡鹿 ＊ノボジャック）�２勝��
ユニバーサルタイム（17牡青鹿 フリオーソ）�２勝
サンブエナパーク（18牡青鹿 ＊ロードアルティマ）��出走
アイドラゴン（20牡黒鹿 フリオーソ）�地方未出走

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

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

‐Jpn2 ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，函館記念‐Jpn3 ３着，知床特別，etc.
キタサンカーネギー（01牡 ＊カーネギー）１勝
オーギュスト（02牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，彦星賞
マルラニビスティー（06牝 ダンスインザダーク）３勝，十勝岳特別，北洋特別３着

３代母 シュキー Shukey（75 USA鹿 Key to the Mint）USA５勝，Beaugay H，
Ballerina S２着
ウォーターフォードフェアWaterford Fair（82 牝 Raise a Native）USA１勝

シングルローズ Single Rose（02牝 Irgun）AUS５勝，QLD Tattersall's Cla
ssic‐L，BRCDr. John Power H‐L ２着

ハートビートアウェイHeart Beat Away（87牝 Green Forest）不出走
エスキウェイ Eskiway（92牝 Eskimo）PR18 勝，C. Wiso G.‐L，C. Acci

on de Gracias‐L，C. Eduardo Cautino Insua‐L，etc.
シュガーキー Sugarkey（96牝 Missionary Ridge）USA１勝

スキャットキー Scatkey（03牝 Scatmandu）USA３勝，ディスタフＨ‐G2 ３
着，Montauk H‐R ２着，Schenectady H‐R ２着，etc.

４代母 シュヴィー Shuvee（66 USA栗 Nashua）USA16 勝，ジョッキークラブゴール
ドＣ（２回），エイコーンＳ，マザーグースＳ，ＣＣＡオークス，ベルダムＳ，etc.

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： 北俣ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

273 ルナクィーン２０２１ �・青 ５／１７
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサールナクィーン
＊ Alysheba

��
��
�アリシーナ鹿 2005 Shukey

9f
Raise a Native S4×M5 Nashua S5×M5

価格： 購買者：



母 レディロックバンド（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
初仔

２代母 ＊ルンバロッカ（01 IRE 鹿 Sri Pekan）FR・ITY５勝，伊１０００ギニー‐G2，C
riterium Labronico‐L，P. Repubbliche Marinare‐L，Criterium Varesin
o‐L ３着，P. Alessandro Perrone‐L ３着
フェーズシックス（06牡 フジキセキ）１勝
スカイミュージック（07牡 アグネスタキオン）�４勝
ロッカヴェラーノ（08牡 マンハッタンカフェ）３勝，すみれＳ‐OP，オリオンＳ
クロスカップリング（09� ダイワメジャー）２勝
アウトオブシャドウ（10牡 ハーツクライ）４勝，湯川特別，ｔｖｋ賞２着，千里山

特別３着
ロッカバラード（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，五泉特別２着
ロッカフェスタ（12牡 マンハッタンカフェ）４勝，月岡温泉特別，魚沼特別３着
レッドイグニス（13� ハーツクライ）３勝，いわき特別，ノエル賞，むらさき賞２

着，熊野特別２着，千里山特別２着，etc.
リンディーホップ（15牝 ハーツクライ）４勝，ユートピアＳ，かもめ島特別，美濃

特別，テレ玉杯２着，ウェルカムＳ３着
バジェナート（18牝 オルフェーヴル）��２勝
ロープスピニング（19牝 ＊キンシャサノキセキ）�２勝

３代母 ルンバアズールRumba Azul（94 FR芦 Fabulous Dancer）ITY３勝
＊レッドルンバ（05牝 Red Ransom）�２勝

トラキアンコード（12� マンハッタンカフェ）１勝，障害１勝，京都ジャンプ
Ｓ‐JG3 ３着

ファミーユボヌール（14牝 マンハッタンカフェ）４勝，別府特別

４代母 レアーサウンドRare Sound（83 IRE 芦 Rarity）GB１勝
［子］ ロリーポリー Rolly Polly（98 牝 Mukaddamah）GB・FR・ITY・USA1

0 勝，ロベールパパン賞‐G2，セナターケンマディＨ‐G3，ラスシエ
ネガスＨ‐G3，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

274 レディロックバンド２０２１ �・栗 ４／１６

＊

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 ＊サトルチェンジレディロックバンド
＊ Sri Pekan

��
��
�ルンバロッカ黒鹿 2014 Rumba Azul

2i
Alleged S5×M5 Northern Dancer S5×M5

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�
クロシンジュ（19牝黒鹿 ブラックタイド）�入着
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

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

275 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 ワシリーサ（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）１勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（11）〕
タケルアロー（13牡鹿 アドマイヤオーラ）入着３回，��１勝
シグラップニコライ（14牡鹿 スズカマンボ）�１勝��２勝�入着２回
リスペクトサーガ（15牡黒鹿 アッミラーレ）�１勝�２勝��１勝�入着２回
ビッグエンド（16牝鹿 キャプテントゥーレ）��２勝
コロッケ（19�栗 トーセンホマレボシ）	
１勝��入着�

２代母 アロールーシー（91鹿 ＊サンキリコ）２勝，桐花賞
サイキョウリズム（96牡 ＊リズム）�９勝，ゴールドウィング賞２着，ジュニアクラ

ウン３着
クリスタルムーン（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）�４勝
アローキャリー（99牝 ＊ラストタイクーン）２勝，桜花賞‐Jpn1，阪神ジュベナイルフ

ィリーズ‐Jpn1 ２着，エルフィンＳ‐OP ２着，すずらん賞‐OP ３着，�１勝
アロープラネット（04牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，はなのき賞２着
ランチボックス（05牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，すずらん賞‐OP ３着，斑

鳩Ｓ，白老特別，ハッピーエンドＣ，札幌日刊スポーツ杯２着，etc.
シルクレガシー（05牡 フジキセキ）�１勝
ファスキナーレ（06牝 ＊タイキシャトル）��１勝

オモイサイフ（14牡 ディープスカイ）１勝，�４勝�
入着２回�
セイドアモール（16牝 ＊バトルプラン）２勝

ヤマノアロー（10牡 リンカーン）�３勝
カシノチサヒメ（11牝 ブラックタイド）�５勝

３代母 ソーミユール（81黒鹿 アローエクスプレス）１勝
スターアスリート（95牡 サクラチヨノオー）２勝，奥只見特別２着，医王寺特別２

着，鬼怒川特別３着

４代母 マーキユリーアロー（72鹿 ＊ミンシオ）出走
［孫］ ブレエトワール（88牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，北大路特別，鳴滝特別，

十和田湖特別，etc.，�４勝
テンパレートレディ（90牝 ＊テンパレートシル）１勝，サフラン賞２着，
障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

276 ワシリーサ２０２１ 牡・青鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomワシリーサ ＊サンキリコ

��
��
�アロールーシー鹿 2007 ソーミユール

＊ストレイトビツド 21a
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 レモンイエロー（12鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
セサミン（18牝鹿 オーシャンブルー）��１勝��
レモビーンズ（19牝鹿 オーシャンブルー）�地方未出走
トリニティテソーロ（20牝鹿 ストロングリターン）�未出走

２代母 ルーシーショー（05黒鹿 フジキセキ）１勝
ペラッチ（14� ＊タートルボウル）入着２回，��２勝�
シークエル（15牝 ＊クロフネ）１勝
クリスタルアワード（16牝 ＊アグネスデジタル）２勝
エルプシオン（18牡 ホッコータルマエ）�	１勝�２勝

３代母 タガノヴィヴィアン（00栗 ＊ティンバーカントリー）不出走
ダノンヴィッター（04牡 スペシャルウィーク）２勝，山吹賞

４代母 ＊ダンスチャーマー（90 USA黒鹿 Nureyev）不出走
［子］ ジャングルポケット（98牡 ＊トニービン）５勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダ

ービー‐Jpn1，共同通信杯‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
カサノバダンディ（97牡 ＊トニービン）２勝，べにばな賞，ロベリア賞２
着，本栖湖特別３着

［孫］ シンネン（10牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞

５代母 スキルフルジョイ Skillful Joy（79 USA栗 Nodouble）USA８勝，デルマー
デビュタントＳ‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Hollywood Starlet S，Senor
ita S，ファンタジーＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ ストークアンドレイ（10牝 ＊クロフネ）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，ＳＴＶ杯２着

アルムダプタ（10牡 スペシャルウィーク）１勝，�１勝��，北海道２歳
優駿‐Jpn3

ホシノピアス（01牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着
タガノジョーカー（07牝 ＊バゴ）３勝，中京スポーツ杯
ミコノス（05牝 With Approval）３勝，ＴＶＱ杯３着

［曾孫］ バイラ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP ３着，
ポラリスＳ‐OP ３着，etc.，�
２勝��

販売申込者・所有者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334
生 産 牧 場： �カケハムポニークラブ
飼 養 者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334

277 レモンイエロー２０２１ 牡・鹿 ４／ ９
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rose Parkトランセンド ＊トニービン

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモレモンイエロー フジキセキ

��
��
�ルーシーショー鹿 2012 タガノヴィヴィアン

＊ダンスチャーマー 11g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ロマネクイーン（10黒鹿 ＊マイネルラヴ）２勝，紫川特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
ブレイキンルース（18牝青鹿 リオンディーズ）��出走�入着２回
チェイス（19牡栗 コパノリッキー）出走，�地方未出走

２代母 リストレーション（86栗 ＊ノーザンテースト）６勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，天
皇賞（秋）‐Jpn1 ４着，漁火特別，竜飛崎特別，勿来特別，etc.
アカンプリッシュ（95牝 ＊トニービン）１勝

アクレイム（02牡 スペシャルウィーク）４勝，鹿野山特別，湾岸Ｓ２着，豊栄
特別２着，新緑賞２着，セントポーリア賞２着，etc.

ステイツマンシップ（06牡 ステイゴールド）２勝，東京ウェルカムプレミアム２着
アーネストデザイア（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着

フサイチアソート（05� ＊トワイニング）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，中日新
聞杯‐Jpn3 ２着，障害１勝

リアンドジュエリー（12牝 ＊クロフネ）２勝，ミモザ賞
リベレーション（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，湾岸Ｓ，節分賞，スピカＳ２着，

東雲賞２着，市川Ｓ３着，etc.
リスペクション（98牡 フジキセキ）１勝
マイネリスペクト（08牝 リンカーン）�18 勝，黒潮皐月賞，高知優駿２着

３代母 ＊リセス（79 USA鹿 Stop the Music）USA２勝
ダンスダンスダンス（88牝 ＊ナイスダンサー）３勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クイ

ーンＣ‐Jpn3 ３着，皐月賞‐Jpn1 ５着，etc.
ルカダンス（96牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走
アイアンルック（06牡 アドマイヤボス）２勝，毎日杯‐G3
ステップオブダンス（14牝 ゴールドアリュール）��３勝��	
入着４
回�，関東オークス‐Jpn2 ３着，ロジータ記念，ユングフラウ賞，etc.，
ＮＡＲ優３牝

４代母 パーラーゲイムParlor Game（71 USA鹿 Stage Door Johnny）USA１勝
［子］ パッティンググリ－ン Putting Green（80� Irish Castle）USA10 勝，ニ

ッカボッカーＨ‐G3，ディスプレイＨ‐G3

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

278 ロマネクイーン２０２１ �・栗 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyロマネクイーン ＊ノーザンテースト

��
��
�リストレーション黒鹿 2010 ＊リセス

19b
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ラブルビー（07栃栗 ＊ティンバーカントリー）�13 勝�入着４回��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
ボンテン（15牡鹿 アッミラーレ）１勝
ザセイシュンズモウ（16牝栗 スマートファルコン）�２勝
ラブマリリン（17牝鹿 トゥザグローリー）�１勝
イントゥザワールド（18牡鹿 ワールドエース）１勝，���出走
ツクバセイヴァー（20牝栗 ワールドエース）�出走

２代母 スカイスケイプ（01栗 ＊フォーティナイナー）出走
ジェジェジェ（11牝 ＊ボストンハーバー）�１勝��入着２回
フジマサドリーム（13牝 メイショウボーラー）��１勝

３代母 ＊カウンティングレインボーズ（85 USA黒鹿 Halo）不出走
リターンオヴマム Return of Mom（91牝 Deputy Minister）USA５勝，Coral

Gables H‐L ２着，Capades Breeders' Cup H２着
アリトルポークA Little Poke（03牝 Pleasant Tap）USA出走
トリプルナイン Triple Nine（12牡 Ecton Park）UAE・KOR15勝，Ko
rea Grand Prix‐L，Korea President's Cup‐LR（２回），Korea O
wner's Cup‐LR，etc.，種牡馬

レモンドロップマム Lemon Drop Mom（04牝 Lemon Drop Kid）USA６勝，
Go for Wand S‐L，Winter Melody S，Ghost & Goblins S，etc.

マジェスティックイクスプレスMajestic Express（08� Express Tour）USA
10 勝，Montbrook S‐R ３着

サラガロ Saraguaro（12牡 Express Tour）USA３勝，Foolish Pleasure S
‐R，Millions Classic Preview S‐R，Millions Classic Preview S‐R
３着

４代母 シュヴィー Shuvee（66 USA栗 Nashua）USA16 勝，ジョッキークラブゴール
ドＣ（２回），エイコーンＳ，マザーグースＳ，ＣＣＡオークス，ベルダムＳ，etc.
［子］ トムスイフト Tom Swift（73 牡 Tom Rolfe）USA３勝，セネカＨ‐G3，

種牡馬
ベネフィス Benefice（78 牡 Damascus）IRE１勝，アシュフォードカー
スルＳ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲荻伏三好ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4051
生 産 牧 場： ㈲荻伏三好ファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

279 ラブルビー２０２１ 牡・栗 ５／２０

＊

＊ 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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenラブルビー ＊フォーティナイナー

��
��
�スカイスケイプ栃栗 2007 ＊カウンティングレインボーズ

9f
Mr. Prospector S4×M4×M4×S5 Northern Dancer S5×S5
Buckpasser S5×M5
価格： 購買者：



母 リーガルリリー（15栗 ＊ヨハネスブルグ）２勝
初仔

２代母 ファイナルリリー（07黒鹿 ＊ロージズインメイ）出走
リリースタイル（13牝 マンハッタンカフェ）�１勝
レサイヤ（16牡 ＊サウスヴィグラス）１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
マッキーマドンナ（00牝 メジロマックイーン）不出走
ロックンロール（07牡 マンハッタンカフェ）４勝，木曽川特別，胎内川特
別，赤倉特別２着，etc.

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.

ヤマカツリリー（00牝 ＊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，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，etc.，障害２勝
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： 阿部 栄乃進＝厚真町浜厚真 �0145-28-2609
生 産 牧 場： 阿部 栄乃進
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

280 リーガルリリー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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythリーガルリリー ＊ロージズインメイ

��
��
�ファイナルリリー栗 2015 リンデンリリー

＊シユリリー 7d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メイプルチャンス（11栗 アドマイヤムーン）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
メイプルスター（17�鹿 ベルシャザール）��３勝�１勝
メイプルエルガー（18牡鹿 ラブリーデイ）��入着７回�１勝
メイプルレモン（19牝栗 ＊ドレフォン）��入着�１勝��

２代母 メイプルスプリング（99栗 ＊ソヴィエトスター）１勝，��２勝，クイーン賞‐Jpn3
メイプルプラウド（05牝 アグネスタキオン）�６勝��２勝

メイプルエクセル（18牡 オルフェーヴル）�１勝
メイプルビクトリア（06牝 フサイチコンコルド）��２勝�１勝�４勝
キリキングスター（07牡 キングカメハメハ）１勝，�２勝�１勝
メイプルミルク（10牝 ＊グラスワンダー）入着２回，��１勝
メイプルレインボー（12牡 カネヒキリ）４勝，２０１７ＹＪＳＦＲ中山２戦，金蹄Ｓ３着，

天の川賞３着

３代母 ギャラントハウス（94栗 ＊キャロルハウス）不出走
マサライト（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，磐梯山特別，三条特別，障害４勝，

京都ハイジャンプ‐JG2 ２着，etc.，�３勝

４代母 ギャラントルックス（87栗 ＊ノーザンテースト）不出走

５代母 シヤダイギヤラント（74鹿 ＊ボールドアンドエイブル）２勝，おおぞら特別
［子］ スクラムダイナ（82牡 ＊デイクタス）３勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，皐月賞

‐Jpn1 ２着，日本ダービー‐Jpn1 ３着，etc.，優２牡，種牡馬
ダイナフランカー（83牡 ＊デイクタス）７勝，バレンタインＳ‐OP，クリ
スマスＳ‐OP，クリスマスＳ‐OP ３着，etc.

ダイナギヤラント（79牝 ＊エルセンタウロ）４勝，新潟日報賞，米山特別
ダイナスキツパー（80牝 ＊エルセンタウロ）５勝，三宮特別
ギャラントナイト（90牡 ＊ノーリユート）２勝，木古内特別
ブロックバスター（89牡 ＊ノーリユート）入着，山国川特別２着，�２勝

［孫］ ギャラントリーダー（85牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，クリスタルＣ‐Jpn3
２着

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

281 メイプルチャンス２０２１ 牡・栗 ３／２２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズメイプルチャンス ＊ソヴィエトスター

��
��
�メイプルスプリング栗 2011 ギャラントハウス

＊ギヤラントノラリーン 1l
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドイマージュ（06黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－７（31）〕
スイートアリッサム（12牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）入着２回，�４勝��入着
ディーエスワイルド（13牡栗 スマートボーイ）��１勝
スーパーステション（14牡栗 カネヒキリ）��18 勝�１勝��，道営記念（Ｄ2000），

ダービーＧＰ（Ｄ2000），瑞穂賞（Ｄ1800）（２回），旭岳賞（Ｄ2000）（２回），星雲賞
（Ｄ1600）（２回），赤レンガ記念（Ｄ2000）（２回），コスモバルク記念（Ｄ1800）
（２回），王冠賞（Ｄ1800），サッポロクラシックＣ（Ｄ1200）３着，栄冠賞（Ｄ1200）
３着

ノットユーアゲイン（15牝鹿 スズカマンボ）�１勝�２勝��入着２回
ボーダーライン（17牝栗 ＊ヴィットリオドーロ）�１勝�入着８回��
ビッグブラザー（18牡栗 ダブルスター）���１勝�１勝
クリノウイニング（19牡鹿 コパノリッキー）���出走
ベイブ（20牝栗 スズカコーズウェイ）�	１勝

２代母 ＊ドラマチックローズ（98 USA鹿 Theatrical）１勝
ポールシャトル（04牡 ＊タイキシャトル）１勝，�２勝
カクテルローズ（07牝 タニノギムレット）１勝
エキゾチックローズ（10牝 ダイワメジャー）�４勝�入着
セイユウボーイ（13牡 ＊サウスヴィグラス）入着，�３勝��入着２回	�

３代母 ＊ミンデンローズ（92 USA芦 Mr. Prospector）FR・USA１勝
スズカミンクス（03牝 ＊アサティス）１勝

プラチナグロース（10
 ゴールドアリュール）２勝，��５勝，東京盃‐Jpn2
３着，アフター５スター賞２着

４代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.
［孫］ ＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ

‐G1，アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ
‐Jpn3，谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

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

282 ワイルドイマージュ２０２１ 牡・鹿 ４／１４
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerダブルスター ＊アサティス

��
��
�ダッシングハニー栗 2009 ラストヒット

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkワイルドイマージュ
＊ Theatrical

��
��
�ドラマチックローズ黒鹿 2006 ＊ミンデンローズ

23b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ワンダフルタイム（11栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝�10 勝�入着����，新春
盃（Ｄ1800），尾張名古屋杯（Ｄ1600），留守杯日高賞（Ｄ1600）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 プリモタイム（04鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝
プリモトレジャー（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��３勝�入着
パパラヴズマンボ（12牝 スズカマンボ）２勝
ディーズプリモ（13牝 ＊シニスターミニスター）��５勝，東京湾Ｃ，クラウンＣ３着
ヒガシウィルウィン（14牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�４勝��５勝，ジャパンＤ

ダービー‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2 ２着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着，全日本
２歳優駿‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ５着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優３牡

スリーグランド（17牡 ＊シニスターミニスター）�４勝，グリーンチャンネルＣ‐L
２着，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ‐L ３着，バレンタインＳ‐OP，etc.，��１
勝	入着，黒船賞‐Jpn3 ２着

３代母 キハク（93鹿 ＊アサティス）３勝，麒麟山特別
キョウテキ（98牝 ＊ミシル）出走

シツジツゴウケン（06牡 ＊サウスヴィグラス）入着，樅の木賞３着，�２勝��５勝
ハネダレンジャー（99牡 フジキセキ）３勝，韓国馬事会杯２着，猪苗代特別３着
レーザーズエッジ（02牡 ＊グラスワンダー）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ３着，阿

寒湖特別２着，稲村ヶ崎特別２着
ホウザン（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，�１勝�入着

��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着
ブンブイチドウ（07牡 ＊アフリート）�２勝��入着９回，全日本２歳優駿‐Jpn1

２着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，東京湾Ｃ２着，etc.
イチリュウ（10牝 キングヘイロー）��３勝，桜花賞，東京プリンセス賞２着，ユ

ングフラウ賞２着
スーパーノヴァ（12牡 ＊サウスヴィグラス）入着３回，�	１勝��２勝�３勝
３

勝�入着�，九州大賞典，はがくれ大賞典２着，佐賀王冠賞３着，etc.
タイニーダンサー（13牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝�，関東オークス

‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ優２牝

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

283 ワンダフルタイム２０２１ �・栗 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターワンダフルタイム ＊ブライアンズタイム

��
��
�プリモタイム栗 2011 キハク

＊プロポンチス 4d
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ローズプラネット（10栗 ＊フレンチデピュティ）�４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
オニキリマル（17牡鹿 シビルウォー）��２勝
ローズブルーム（19牝栗 グランデッツァ）�１勝

２代母 ローズギャラリー（01鹿 バブルガムフェロー）２勝
ゴガツノバラ（08牝 ＊ロージズインメイ）�１勝��５勝
テイクディエース（14牝 ＊ケイムホーム）�１勝

３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
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），etc.

４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.
［子］ 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

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

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

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

５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

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

284 ローズプラネット２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandローズプラネット バブルガムフェロー

��
��
�ローズギャラリー栗 2010 バースデイローズ

＊ノーベンバーローズ 16a
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ロイヤルムーン（11栗 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ミニマムーン（17牝黒鹿 シビルウォー）��６勝��入着２回�
スカイチャーム（18牡栗 フリオーソ）��１勝
スマイルセンプー（20牡鹿 ＊シャンハイボビー）�地方未出走

２代母 ロイヤルタバスコ（04栗 ＊タバスコキャット）２勝
ロイヤルパンプ（12牡 ＊アグネスデジタル）４勝，北山Ｓ，オークランドＲＣＴ２着，

吹田特別２着，��２勝�
キングズミッション（13牡 ゼンノロブロイ）１勝，��４勝

３代母 ＊マチカネベニザクラ（92 IRE 栗 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）３勝
マチカネハマチドリ（98牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ヴィクトリクスルドラム Victrix Ludorum（10牝 Invincible Spirit）GB２勝，
Leisure S‐L ２着，Eternal S‐L ３着

マチカネメニモミヨ（99牡 ＊ブライアンズタイム）７勝，大阪城Ｓ‐L，巴賞‐L ３着，
灘Ｓ‐OP ２着，etc.

マチカネオーラ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，中京記念‐Jpn3，大阪城Ｓ‐L
２着，米子Ｓ‐L ２着，etc.

ペディクラリス（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，舞浜特別，彦星賞３着，��入
着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着
バンズーム（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，ポルック

スＳ‐OP ２着，etc.，�２勝����入着９回，名古屋大賞典‐Jpn3 ２着
ユノゾフィー（06牡 ＊フォーティナイナー）５勝，欅Ｓ‐L ２着，師走Ｓ‐OP ２着，

秋嶺Ｓ，etc.

４代母 ドフザダービーDoff the Derby（81 USA鹿 Master Derby）不出走
［子］ ＊ジェネラス（88牡 Caerleon）GB・FR・IRE６勝，英ダービー‐G1，愛ダ

ービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬
イマジン Imagine（98牝 Sadler's Wells）GB・IRE４勝，英オークス
‐G1，愛１０００ギニー‐G1，愛パークＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

285 ロイヤルムーン２０２１ �・鹿 ３／２４
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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズロイヤルムーン ＊タバスコキャット

��
��
�ロイヤルタバスコ栗 2011 ＊マチカネベニザクラ

4n
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ワンダーサークル（10黒鹿 ＊グラスワンダー）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ジュンセイコー（17牝黒鹿 ＊アルデバランⅡ）�２勝�
マツリダカヴァロ（18牡黒鹿 ゼンノロブロイ）��１勝��入着
コスモリボルブ（20牡鹿 ダノンバラード）�未出走

２代母 ＊パーフェクトサークル（89 GB青鹿 Caerleon）GB・FR２勝，Sceptre S
‐L，ミュージドラＳ‐G3 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ２着
シャレモノ Sharemono（94牡 Woodman）IRE１勝，アングルシーＳ‐G3 ２着
クリスタルシオン（98牡 ＊フォーティナイナー）１勝
モンテブライアン（99牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，若竹賞
スターリーヘヴン（00牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，オ

ーロＣ‐L ３着，都大路Ｓ‐L ３着，キャピタルＳ‐L ３着，ユートピアＳ，etc.
パーフェクトダンス（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ラストワルツ（07牝 ゼンノロブロイ）入着

ハッピーノリチャン（12牝 サクラバクシンオー）３勝，吾妻小富士賞，さくら
んぼ特別３着（２回），飯豊特別３着

モンテアーサー（16牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着
フミロア（18牝 ロードカナロア）�３勝，有松特別

３代母 フェアサリニア Fair Salinia（75 IRE 黒鹿 Petingo）GB・FR・IRE４勝，英
オークス‐G1，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，英１０００ギニー‐G1
２着，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着
フェアハビット Fair Habit（81 牝 Habitat）GB入着，Firth of Clyde S‐L ３着
パークフェクトヴィンテジ Perfect Vintage（90� Shirley Heights）GB・FR・G

ER９勝，クインシー賞‐G3，Grand Handicap de Deauville‐L，G.P. du
Conseil General de Seine‐et‐Marne‐L，etc.

オンフェアステイジOn Fair Stage（93牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Rub
y S‐L，Platinum S‐L ３着
リライアブルマン Reliable Man（08牡 Dalakhani）GB・FR・CAN・AUS５

勝，仏ダービー‐G1，ＡＴＣクイーンエリザベスＳ‐G1，ニエル賞‐G2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 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

286 ワンダーサークル２０２１ �・黒鹿 ５／ ４
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraワンダーサークル
＊ Caerleon

��
��
�パーフェクトサークル黒鹿 2010 Fair Salinia

16c
Danzig S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

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

287 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 アイスカチャン（11芦 ゴールドヘイロー）�１勝�１勝��８勝，あやめ賞
（Ｄ1400），九州ジュニアＣｈ（Ｄ1750）３着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アサクサロック（20牝芦 ＊ダンカーク）��２勝，フルールＣ（Ｄ1000）

２代母 プランタンシャルム（96芦 ＊ノーザンテースト）入着２回
モエレギャラクシー（03牡 ＊マジックマイルズ）�３勝�入着��
モエレシャルム（04牝 ＊アルカング）�１勝��
モエレトウリョウ（05牡 ＊マジックマイルズ）�２勝�入着６回
ホワイトロマン（07牝 ゴールドヘイロー）�１勝�５勝	入着，岐阜金賞２着，ク

イーンＣ２着，ＭＲＯ金賞３着，ライデンリーダー記念３着
ゴールドルチルGold Rutile（08 牝 ゴールドヘイロー）��２勝，SIN６勝，Ed

mundW. Barker Trophy‐L，Saas Fee S‐L ２着，Jumbo Jet Trophy
‐L ３着，Colonial Chief S‐L ３着

クールロビン（10牝 ゴールドヘイロー）
１勝�１勝�
マサノヒロイン（13牝 ゴールドヘイロー）３勝，夏木立賞，相模湖特別２着，五頭

連峰特別３着
プティソレイユ（14牝 ゴールドヘイロー）�１勝�入着，ジュニアＧＰ３着
マサノアッレーグラ（15牝 ゴールドヘイロー）２勝

３代母 アワプランタン（89芦 Our Native）１勝

４代母 ＊フレールドウプランタン（80 USA芦 Caro）USA２勝，Regret Visitation S‐R
［子］ ダンシングフレール（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，湘南特別，セレブ

レイションＣ３着
［孫］ サンレイフレール（00牝 ダンスインザダーク）４勝，摩周湖特別，原町特

別，摂津特別２着，etc.

５代母 サヴェジバニー Savage Bunny（74 USA黒鹿 Never Bend）USA４勝，
Rosebud S，Venus S３着
［孫］ ベニーザディップ Benny the Dip（94牡 Silver Hawk）GB５勝，英ダ

ービー‐G1，ダンテＳ‐G2，ロイヤルロッジＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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

288 アイスカチャン２０２１ �・芦 ３／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドアイスカチャン ＊ノーザンテースト

��
��
�プランタンシャルム芦 2011 アワプランタン

＊フレールドウプランタン 9a
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 アイラインローザー（05鹿 バブルガムフェロー）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－４（10）〕
グランプリナイト（10牡黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝
ツインクルパレス（14牡鹿 ジャングルポケット）�３勝
ワンワールドライン（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝
トゥギャザーウェン（17牝鹿 トランセンド）���１勝�１勝�２勝
ランブラー（18牝鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝�１勝��入着３回

２代母 エイシングレシャス（84黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，吹田特別，垂水Ｓ３着，
うずしおＳ３着，大日岳特別３着，えのき賞３着
エイシンデイリー（91牝 ＊ナグルスキー）不出走

ウインク（05牝 ミラクルアドマイヤ）３勝，白馬岳特別２着，�	入着２回，
中日杯３着

キタサンサイレンス（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
エイシンフージン（93牡 ＊ビシヨツプボブ）１勝，マロニエ賞３着，障害１勝
エイシンルーデンス（96牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，チュー

リップ賞‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬特別‐Jpn3
２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンイダテン（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，千葉ＴＶ杯３着，�８勝�	
エーシンラージシー（06牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝
エイシンヴァラー（11牡 ＊サウスヴィグラス）６勝，ジャニュアリーＳ‐OP，
西陣Ｓ，横手特別，etc.，�２勝�９勝�入着��
	，黒船賞
‐Jpn3，笠松ＧＰ２着，etc.

エイシンバッケン（12牡 ＊ヨハネスブルグ）７勝，欅Ｓ‐L，欅Ｓ‐L ２着，根
岸Ｓ‐G3 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ４着，オータムリーフＳ‐OP，etc.

エーシンリジル（07牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，北九州記念‐G3 ２着，鞍
馬Ｓ‐OP ２着，船橋Ｓ，淀屋橋Ｓ，西部日刊スポーツ杯，etc.，�１勝

エーシンエムディー（09牝 キングカメハメハ）３勝，鳥羽特別，壬生特別２着，
芦屋川特別２着，秋元湖特別２着，マカオＪＣＴ３着

エイシンヤング（00牡 ＊スターオブコジーン）１勝，�２勝�入着

３代母 ＊チーフネル（69 USA黒鹿 Jacinto）USA出走
ハルーダ（81牝 ＊シヤトーゲイ）４勝，多摩川特別，サフラン賞，豊明特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531
生 産 牧 場： 川端 英幸
飼 養 者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531

289 アイラインローザー２０２１ 牡・鹿 ４／１１

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーアイラインローザー トウシヨウボーイ

��
��
�エイシングレシャス鹿 2005 ＊チーフネル

8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイランドリリー（10黒鹿 タイムパラドックス）��４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ハウメニーローズ（17牝栗 スターリングローズ）��１勝�１勝�１勝��入着２回
サツキスカイ（19牝栗 ディープスカイ）����１勝・１勝
ティーズアイランド（20牝栗 スマートファルコン）��１勝

２代母 アイランドダリア（97鹿 ＊カーネギー）３勝
アイランドジーラ（04牡 アイランドゴールド）��１勝
ジーニアスマアナ（13牡 ビービーガルダン）�12 勝

３代母 アイランドゴツテス（82鹿 ＊リイフオー）９勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，関
屋記念‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，牝馬東タ
イ杯‐Jpn3 ２着，etc.
アイランドブルース（91牝 ＊キンググローリアス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，

サフラン賞

４代母 フジノビート（70栗 ＊ネヴアービート）２勝，湯の川特別
［子］ フジノスカーレツト（76牝 ＊サンシー）５勝，船橋Ｓ，支笏湖特別，新春

牝馬特別，etc.
ニッポーラッキー（79牡 ＊マイスワロー）５勝，筑波山特別，関ヶ原特別

［孫］ ミヤノスカーレット（89牝 ＊パークリージエント）５勝，ＮＳＴ賞
キクノリージェント（84牡 ＊パーソナリテイ）２勝，長篠特別，高湯特別
２着，なでしこ賞２着，etc.

ヤガミドリーム（90牡 ニツポーテイオー）３勝，常陸特別２着，東雲賞２
着，�３勝�

ニッポーキャプテン（95牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，小石原特別２着
［曾孫］ アドマイヤペガサス（96牡 アンバーシヤダイ）２勝，能勢特別，	３勝


入着９回
エピソードシチー（00牡 ＊ティンバーカントリー）２勝，黒竹賞３着

５代母 フクリヨウ（60鹿 ＊ヒンドスタン）４勝，障害５勝
［曾孫］ モガミホース（84牡 ＊クラウンドプリンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 神島 芳仁＝日高町幾千世 �01456-7-2436
生 産 牧 場： 神島 芳仁
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

290 アイランドリリー２０２１ 牡・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザアイランドリリー ＊カーネギー

��
��
�アイランドダリア黒鹿 2010 アイランドゴツテス

＊レピダ 20d
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 アサカラヴァーズ（11鹿 キングヘイロー）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
シュピカ（18牝栗 ＊プリサイスエンド）�出走，�３勝

２代母 キョウワノコイビト（99黒鹿 ＊トニービン）１勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２
着，スイートピーＳ‐OP ３着，紅梅Ｓ‐OP ３着，文月特別２着，耶馬渓特別３着
ステキナコイビト（06牝 ＊カリズマティック）�３勝�

３代母 ＊エールノコイビト（92 IRE 芦 Caerleon）２勝，木古内特別２着
キョウワノホコリ（98� ＊エルハーブ）２勝，九重特別，�１勝��入着４回
キョウワグレイス（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

シャインモーメント（05牡 キングヘイロー）５勝，アメジストＳ，立春賞
チェリーノコイビト（06牝 ＊スクワートルスクワート）��出走
チェリーサマー（12牡 チェリークラウン）３勝，鎌倉Ｓ２着，大島特別３
着，�３勝�入着�，サッポロクラシックＣ２着

チェリースプリング（14牝 チェリークラウン）１勝，�１勝��１勝，フ
ローラルＣ３着

チェリーウイング（15牡 チェリークラウン）�３勝�１勝��，菊水賞３着
チェリーフオール（16牝 チェリークラウン）��２勝	��入着３回��，
ル・プランタン賞３着

チェリーメドゥーサ（09牝 シックスセンス）３勝，秋華賞‐G1 ５着，白井特別，
ひいらぎ賞，etc.

キョウワジェイド（01牝 ＊オペラハウス）�３勝
キョウワシャドー（07牡 マーベラスサンデー）�２勝�１勝
，オータムＣ３

着，兵庫大賞典３着

４代母 ＊グレンビーサマー（86 IRE 芦 General Assembly）GB・IRE２勝
［孫］ キョウワマグナム（07牡 キングカメハメハ）５勝，春雷Ｓ‐L ２着，京洛

Ｓ‐OP ２着，北九州短距離Ｓ，etc.
ギンゲイ（05牡 ニューイングランド）４勝，手稲山特別，千種川特別２着，
みちのくＳ３着，etc.，�７勝�入着３回

キョウワヒラリー（14牝 ダイワメジャー）２勝，飛竜特別，飛翔特別３着
スティアヘッド（06牡 ステイゴールド）１勝，生田特別２着

販売申込者・所有者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884
生 産 牧 場： 協和牧場
飼 養 者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884

291 アサカラヴァーズ２０２１ 牡・鹿 ３／１４

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローアサカラヴァーズ ＊トニービン

��
��
�キョウワノコイビト鹿 2011 ＊エールノコイビト

17b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アサクサフルート（12鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
デエレーブリオ（18牡鹿 ディープブリランテ）���１勝
フークレアリゼ（19牝鹿 ディープブリランテ）��２勝

２代母 ＊トゥーアイテムリミット（98 USA鹿 ＊トワイニング）USA７勝，ブラックア
イドスーザンＳ‐G2，デムワゼルＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，テンプテドＳ‐G3，
ガゼルＨ‐G1 ２着，etc.
オーサムローズAwesome Rose（04牝 Awesome Again）不出走

エクレトレッド Ecleto Red（10� Master Command）USA10 勝，Prairie
Meadows H，プレーリーメドーズコーンハスカーＨ‐G3 ２着，Edw
ard J.Debartolo Memorial H‐L ３着

イルテラッツォ Il Terrazzo（06� Giant's Causeway）USA10 勝
アリーナエルヴィラ Arena Elvira（07 牝 Ghostzapper）USA９勝，フォールズシ

ティＨ‐G2，ターンバックジアラームＨ‐G3，Ladies H‐L，Madame Ju
mel S‐L，Wayward Lass S，etc.
アメリカーナ Americana（14牝 Tapit）USA２勝，Golden Gate Debutante

S３着
サーランスロット（08牡 Bernardini）２勝，浜松特別２着，��１勝
マスターズキング（09牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�
アドマイヤイチバン（10牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，糸魚川特別，ミモザ賞２着
サトノクロノス（14� ディープインパクト）１勝
パーフェクトリミットPerfect Limit（18 牝 Perfect Soul）�USA１勝

３代母 スパウォーニング SpaWarning（86 USA鹿 Caveat）USA１勝
グレンブライアーガールGlenbriar Girl（99 牝 Gold Case）USA２勝

エイジェイズマウンテン A J 's Mountain（07� Monashee Mountain）US
A３勝，Land of Lincoln S‐R ３着

マウントヴィーダーMt Veeder（13� Ghostzapper）USA８勝，Bill Thom
as Memorial S，K.L.A.Q. H，Zia Park Sprint S，etc.

レットイトロアー Let It Roar（00 牝 Roar）USA１勝
ネヴァーギヴインNever Give In（12� Wildcat Heir）USA10 勝，Phoeni

x Gold C２着

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

292 アサクサフルート２０２１ �・黒鹿 ３／１６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudアサクサフルート
＊

＊トワイニング

��
��
�トゥーアイテムリミット鹿 2012 SpaWarning

4m
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アストロラーベ（10鹿 ＊クロフネ）��入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
マユノサーティー（15牝黒鹿 ディープブリランテ）�１勝
メテオールシャワー（16牡黒鹿 トゥザグローリー）���１勝
アストラルブレイズ（17牝鹿 ＊パイロ）���入着２回
チュラハート（18牝黒鹿 フリオーソ）��１勝

２代母 サルスエラ（05青 マンハッタンカフェ）不出走
ヴェルステルキング（12牡 サクラバクシンオー）５勝，白秋Ｓ，心斎橋Ｓ，山陽特

別，仲秋Ｓ３着，こぶし賞３着
チカリータ（13牝 ＊クロフネ）２勝
ラバピエス（14牡 ＊タートルボウル）２勝，伊勢特別２着，プラタナス賞２着
トロハ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，�２勝�
リーブルミノル（18牡 キングカメハメハ）�２勝，アザレア賞，ゆきやなぎ賞２着

３代母 ＊ハルーワソング（96 USA栗 Nureyev）不出走
ハルーワスウィート（01牝 Machiavellian）５勝，門松Ｓ２着

ヴィルシーナ（09牝 ディープインパクト）５勝，ヴィクトリアマイル‐G1
（２回），クイーンＣ‐G3，オークス‐G1 ２着，etc.

シュヴァルグラン（12牡 ハーツクライ）７勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和国杯
‐G2，阪神大賞典‐G2，etc.，GB・UAE入着，種牡馬

ヴィブロス（13牝 ディープインパクト）３勝，秋華賞‐G1，etc.，UAE・HKG
１勝，ドバイターフ‐G1，ドバイターフ‐G1 ２着，etc.，優古牝

ラスティングソング（07牝 フジキセキ）入着５回，�１勝
インヴィクタ（14牡 ＊ハービンジャー）２勝，若葉Ｓ‐LR ３着，梅花賞，出雲

崎特別３着，etc.
フレールジャック（08牡 ディープインパクト）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，

神戸新聞杯‐G2 ３着，ニューイヤーＳ‐L ２着，etc.
マーティンボロ（09牡 ディープインパクト）７勝，新潟記念‐G3，中日新聞杯‐G3，

小倉記念‐G3 ２着，etc.，種牡馬
ベルディーヴァ（12牝 ダイワメジャー）３勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，醍醐特別，勝浦

特別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： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

293 アストロラーベ２０２１ 牡・青鹿 ３／ ３
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアストロラーベ マンハッタンカフェ

��
��
�サルスエラ鹿 2010 ＊ハルーワソング

12c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 アデリナ（16黒鹿 エイシンフラッシュ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
グランジュテ（20牝鹿 ワールドエース）��出走

２代母 マキノスペシャル（08栗 スペシャルウィーク）出走
リネンスカッシュ（14牝 ＊サウスヴィグラス）入着２回，��３勝
ベアメイプル（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�２勝�１勝�１勝
コスモダラニ（18牡 キングヘイロー）��１勝�２勝�

３代母 ＊セイントリースカウト（02 USA黒鹿 Saint Ballado）USA入着３回
ミッキーバラード（07牡 Fusaichi Pegasus）４勝，天草特別，甲南Ｓ３着，桜島Ｓ

３着，etc.

４代母 フィットトゥスカウト Fit to Scout（87 USA鹿 Fit to Fight）USA８勝，ジ
ョンＡモリスＨ‐G1，ラカニャーダＳ‐G2，サンタイネスＳ‐G2，アクサーベン
オークス‐G3，Miss America H‐L，etc.
［子］ バックインシェイプ Back in Shape（96牝 Wild Again）USA４勝，

Maryland Racing Media H‐L ２着，Lady's Secret S‐L ２着，
Doylestown H２着，etc.

ハンズアップマニーダウン Handsup Moneydown（09	 Sharp Humor）
USA・CAN17勝，Wild andWonderful S‐L ３着

［孫］ イネイリャナブルライツ Inalienable Rights（15	 Mission Impazible）
�USA５勝，Bertram F. Bongard S‐R ２着，Funny Cide S‐R
２着，Sleepy Hollow S‐R ３着

＊ゴーストスズカ（99牡 Silver Ghost）３勝，まりも特別，千両賞，ＴＶｈ
賞３着，
４勝

５代母 ビーアスカウト Bee a Scout（78 USA鹿 West Coast Scout）USA７勝，
Princessnesian S，サンタスサーナＳ‐G1 ２着，オークリーフＳ‐G1 ３着，
ハニムーンＨ‐G2 ３着，B. Thoughtful S２着，etc.
［子］ スカウトコマンド Scout Command（85	 Summing）USA10 勝，Bes

semer S

販売申込者・所有者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930
生 産 牧 場： 沖田 博志
飼 養 者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930

294 アデリナ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンフラッシュ ＊ムーンレディアデリナ スペシャルウィーク

��
��
�マキノスペシャル黒鹿 2016 ＊セイントリースカウト

1l
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 アナンタン（09栗 キングカメハメハ）��２勝�６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ホープレス（17牡栗 ＊カジノドライヴ）���１勝
ケンタッキークリア（18牝栗 ＊ブレイクランアウト）���出走�１勝�

２代母 キャトルセゾン（99栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
スターリーワルツ（04牝 フサイチコンコルド）出走

オレタチセッカチ（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�入着３回，園田
ジュニアＣ２着，兵庫ダービー３着

リュウオウ（05牡 ＊ブライアンズタイム）��６勝
クリアソウル（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝

ピースワンパラディ（16牡 ジャングルポケット）�５勝，キャピタルＳ‐L，青葉賞
‐G2 ３着，京都金杯‐G3 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，湘南Ｓ，etc.

ミッキーデジタル（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝
ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，関門橋Ｓ３着，渥美

特別３着，�８勝��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着
グラミスキャッスル（13牝 ＊クロフネ）４勝，稲妻Ｓ，飛翔特別，邁進特別２着，閃

光特別２着
ブラックランナー（14牡 ＊クロフネ）３勝，秋明菊賞３着，�	13 勝�入着４回，ト

レノ賞２着，御厨人窟賞，大高坂賞２着

３代母 ＊エミネントガール（92 GB栗 Nashwan）出走
ホシノベストタイム（97
 ＊ブライアンズタイム）４勝，阿武隈特別３着
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府中牝
馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，マ
イラーズＣ‐G2 ３着，etc.

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673
生 産 牧 場： オークツリーファーム
飼 養 者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673

295 アナンタン２０２１ �・栗 ５／ ７

＊

＊
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアナンタン ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャトルセゾン栗 2009 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector M4×S5

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）��未出走�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： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071

296 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 ＊アンカジャポニカ（10 IRE 黒鹿 Authorized）入着，�２勝�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
シコウ（17牡青鹿 マツリダゴッホ）�１勝
アンカシャムローグ（18牝鹿 マツリダゴッホ）��入着�

２代母 アンカブリタニアAnka Britannia（96 USA栗 Irish River）FR入着
クールブリタニアCool Britannia（01 牡 RainbowQuest）FR２勝
リヴェット Livet（02 牡 In TheWings）ITY１勝
ブリタニック Britannic（03� RainbowQuest）GB・FR・GER・SWI２勝，リス

賞‐G3 ３着，P. de l'Avre‐L ３着
アジアマイナーAsia Minor（09 牝 Pivotal）GB４勝
ノービギーNo Biggie（13� Lord Shanakill）IRE２勝
ハイゼンスレイHyzenthlay（14 牝 Henrythenavigator）IRE１勝

３代母 アンカゲルマニア Anka Germania（82 IRE 栗 Malinowski）FR・USA16 勝，
ソードダンサーＨ‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，ニューヨークＨ‐G2，オーキ
ッドＨ‐G2，スワニーリヴァーＨ‐G3，etc.
ウェイクアップノエルWake Up Noel（89 牝 Nureyev）不出走

マッドアダムMad Adam（02牡 Service Stripe）USA５勝，U.S.A. S‐L，
Forerunner S‐L ２着，Debartolo Memorial H‐L ３着

ダンスマニアDance Mania（91 牝 Danzig）不出走
フェディナ Fedina（98牝 Shaamit）ITY５勝，P. Novella‐L ２着
フレッツァ Frezza（99牝 Mark of Esteem）ITY３勝
トゥアンバ Tuamba（08牡 Denon）ITY２勝，Criterium Labronico
‐L ２着，Criterium Varesino‐L ３着

デピュティコマンダーDeputy Commander（94 牡 Deputy Minister）USA４勝，ト
ラヴァーズＳ‐G1，スーパーダービー‐G1，アファームドＨ‐G3，etc.，種牡馬

ブレーメン Bremen（03� Sadler's Wells）FR・IRE２勝，ノアイユ賞‐G2 ２着，
GB・IRE障害４勝

４代母 アフェールダムールAffaire d'Amour（74 GB栗 Tudor Music）不出走
［子］ ムルジャネMourjane（80牡 Pitskelly）FR・USA10 勝，アーリントンＨ

‐G1，コートノルマーンド賞‐G2，ウジェーヌアダム賞‐G2，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

297 アンカジャポニカ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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

オーソライズド Montjeu

�
�
�
�
�

��
��

�Authorized Funsieアンカジャポニカ アンカブリタニア Irish River

��
��
�Anka Britannia黒鹿IRE 2010 Anka Germania

16f
Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 イケトップクイーン（08鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
デイジーブリランテ（15牝黒鹿 ディープブリランテ）１勝，�１勝
ハヤブサジーニー（17牡鹿 トーセンラー）��１勝��１勝
ロヴィスイート（18牝黒鹿 フェノーメノ）���入着２回

２代母 ＊ディジーハイツ（91 USA鹿 Danzig）FR２勝
マチカネカガフリ（01牡 Spectrum）１勝，知床特別３着

３代母 シーユーアトザトップ See You At the Top（78 USA鹿 Riva Ridge）US
A１勝
ライフアトザトップ Life At the Top（83牝 Seattle Slew）USA９勝，マザーグー

スＳ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ロングルックＨ‐G2，etc.
エリザベスベイ Elizabeth Bay（90牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA７勝，エ

クリプス賞‐G3，Just A Game S‐L，コロネイションＳ‐G1 ２着，etc.
バイユー Bayeux（01� Red Ransom）GB・USA・UAE５勝，リヴァー
シティＨ‐G3，フランクＥキルローマイル‐G1 ２着，サマーヴィルタ
タソールＳ‐G3 ２着，etc.

コロニアル Colonial（07 牡 Cape Cross）GB・FR・UAE５勝，P. de P
ontarme‐L，P. du Point du Jour‐L，P. Roland de Chambure
‐L，etc.

＊ジンジャーブレッドフィースト（93牝 ＊ハンセル）USA２勝，Susan's Girl S
３着

ライフインシアトル Life in Seattle（98 牝 Unbridled）USA２勝
ラルジャン Largent（16� Into Mischief）�USA７勝，フォートローダ
デイルＳ‐G2，Edward P. Evans S‐R（２回），ペガサスワールドＣタ
ーフ招待Ｓ‐G1 ２着，etc.

ブルーハートップBlew Her Top（93牝 ＊ブラッシングジョン）不出走
＊アラビックソング（99牝 Alhaarth）FR・USA４勝，Osunitas H‐R，ハニ

ムーンＨ‐G2 ２着，サンタアナＨ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

298 イケトップクイーン２０２１ 牡・鹿 ５／２２

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスイケトップクイーン
＊ Danzig

��
��
�ディジーハイツ鹿 2008 See You At the Top

9f
Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンイジゲン（13青鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
エイシンドゥルガー（19牝青鹿 エイシンヒカリ）�入着
エイシンゲンゲン（20牝青鹿 エイシンヒカリ）��出走

２代母 ＊エーシンマダムジー（06 USA栗 Giant's Causeway）３勝，宮崎特別２着，
舞鶴特別３着，開聞岳特別３着，中京スポニチ賞３着
エイシンエトワール（15牝 ディープインパクト）�１勝�２勝
カイトガイア（17牝 ロードカナロア）�２勝
バイエニーチャンス（18牡 エピファネイア）��２勝
エイシンクルマツ（19牝 ロゴタイプ）��１勝

３代母 ＊ミッションガール（96 USA鹿 Deputy Minister）２勝
エーシンジェネシス（08牝 Medaglia d'Oro）２勝，�１勝

エイシンビッグボス（18牡 トランセンド）��７勝�３勝�入着�，楠賞３着，
園田オータムＴ，ジュニアＧＰ２着

エーシンデューク（09牡 フジキセキ）１勝，熊野特別，白川特別２着，�１勝
エイシンミノアカ（13牝 キングカメハメハ）２勝，�１勝��入着５回�，梅見月

杯３着，姫山菊花賞３着，ビューチフルドリーマーＣ３着，etc.

４代母 トリプルストライク Triple Strike（86 USA鹿 Secretariat）USA３勝，エイ
コーンＳ‐G1 ３着
［子］ スイングアンドミス Swing and Miss（93 牡 ＊ハウスバスター）USA４勝，

ジャージーショアＳ‐G3，Great Navigator S，Valid Space
H２着，種牡馬

［曾孫］ ロイヤルカリアー Royal Currier（08� Red Bullet）USA15 勝，Diablo
S‐L，Mr. Prospector S‐L，Teddy Drone S‐L，etc.

５代母 シ－カ－ズゴ－ルド Seeker's Gold（78 USA鹿 Mr. Prospector）AUS４勝，
ＡＴＣリヴァプールシティＣ‐G3，ＢＲＣライトニングＨ‐G3，City Tattersalls Li
ghtning H２着，ATC Civic H‐L ３着，ATCWinter H‐L ３着

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

299 エイシンイジゲン２０２１ 牡・栗 ３／１６

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tale of the Cat

�
�
�
�
�
�
�
�
� Yarnエーシントップ エコロジー Unbridled's Song

��
��
�EcologyUSA 黒鹿 2010 Gdansk's Honour

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジエイシンイジゲン
＊ Giant's Causeway

��
��
�エーシンマダムジー青鹿 2013 ＊ミッションガール

3d
Storm Cat S3×M4 Northern Dancer S5×S5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 エムオーアンジェラ（06青鹿 ＊マイネルラヴ）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－６（17）〕
エムオーマジック（12牡青鹿 エムオーウイナー）�１勝��１勝
エムオーブランデー（13牡青鹿 エムオーウイナー）�１勝�入着４回
エムオーセイコー（15牡栗 エムオーウイナー）�７勝��入着６回
エムオーシャルマン（16牝黒鹿 エムオーウイナー）�１勝�２勝�１勝��入着２回
エムオーカイザー（17牡鹿 ＊セイントアレックス）�１勝��１勝
エムオーハート（19牡青鹿 エムオーウイナー）	�出走�入着
エムオーチロ（20牝栗 グレーターロンドン）	�１勝

２代母 ハローシャノン（92鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
シンプウムサシ（00牡 ＊キンググローリアス）
１勝�入着
テツダイオー（01牡 ＊ミシックトライブ）�１勝
４勝
ミスブラントン（03牝 ＊ストローズクリーク）�１勝��入着６回
スマイルギフト（04牝 ナリタトップロード）�２勝�
エムオーフィーバー（05牝 メジロマックイーン）入着

グリードパルフェ（16牡 ＊トビーズコーナー）	�４勝�１勝��２勝�，高知
県知事賞，黒潮盃２着，東京湾Ｃ２着，戸塚記念３着，珊瑚冠賞３着，etc.

３代母 ＊ハローサマー（88 USA栗 Diesis）IRE 出走

４代母 スプリングアデュー Spring Adieu（74 CAN鹿 Buckpasser）USA３勝
［孫］ ＊デインヒル（86牡 Danzig）GB・FR・IRE４勝，ヘイドックスプリントＣ

‐G1，コーク＆オラリーＳ‐G3，European Free H‐L，etc.，種牡馬
イーグルアイド Eagle Eyed（91牡 Danzig）FR・USA４勝，アーリント
ンクラシック‐G2，Pirate Cove S‐L，Sausalito H‐L，etc.，
種牡馬

レイディブロードハースト Lady Broadhurst（95 牝 Golden Thatch）S
AF５勝，セプターＳ‐G2

シボレス Shibboleth（97 牡 Danzig）GB・USA５勝，ジャイプールＨ
‐G3，クライテリオンＳ‐G3，King Charles II S‐L

ハルピア Harpia（94 牝 Danzig）FR・USA５勝，シャーリージョーンズＨ
‐G3，トップフライトＨ‐G2 ２着，ファーストフライトＨ‐G2 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

300 エムオーアンジェラ２０２１ 牡・栗 ４／１９
＊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

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyエムオーアンジェラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ハローシャノン青鹿 2006 ＊ハローサマー

2d
サンデーサイレンス S3×M3 Buckpasser M5×M5

価格： 購買者：



母 ユメザンマイ（08鹿 フジキセキ）�１勝��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（６）〕
サンエイドリーム（14牡鹿 スターリングローズ）�１勝
カナールクイン（15牝鹿 ＊バトルプラン）��２勝
スズカユース（16牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝，�２勝，フローラルＣ（Ｄ1600）
レーヴシーナ（17牝鹿 スズカコーズウェイ）��１勝
ダイユウファルクス（20牡鹿 レッドファルクス）��入着２回

２代母 ＊アコガレ（92 USA鹿 Gulch）２勝
アワーデライト（98牝 ＊ラムタラ）１勝
スズカノオジョー（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回

フィールザファイア（14牝 スズカコーズウェイ）�２勝��１勝�入着�，園
田プリンセスＣ２着

ラフレシアオジョー（16牝 ＊ヴィットリオドーロ）��９勝，ひまわり賞２着
ハヤブサイッポン（07牡 フジキセキ）１勝

３代母 ストーメット Stormette（84 USA鹿 Assert）IRE１勝，Shanbally House S
tud S‐L ３着

＊マリレット（90牝 Diesis）GB・FR・IRE・USA５勝，ミュージドラＳ‐G3，メイヒ
ルＳ‐G3

ハムシンKhamsin（91 牝 Mr. Prospector）FR入着
スビーン Subeen（96牝 Caerleon）GB１勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着
＊マラチバンド（03牝 Dixieland Band）GB・FR２勝，P. Urban Sea‐L ３着

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

フォレストストーム Forest Storm（94牝 Woodman）不出走
ファン Fann（03牝 Diesis）GB１勝，Valiant S‐L ２着
アメイジングストーム Amazing Storm（09	 Clodovil）GB・MAC４勝，

Macau Sprint Trophy‐L ２着
バロメーターBarometer（05 牝 Point Given）不出走

ジャーダヴェガスGiada Vegas（13 牝 Scat Daddy）USA・CAN５勝，Bl
ushing K. D. S，Marie G. Krantz Memorial S２着

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

301 ユメザンマイ２０２１ 牡・黒鹿 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーユメザンマイ
＊ Gulch

��
��
�アコガレ鹿 2008 Stormette

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

価格： 購買者：



母 コマノヴァンドール（16鹿 ロードカナロア）�１勝�
初仔

２代母 コマノラミア（05栗 スペシャルウィーク）出走
コマノドリーム（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
コマノレジーナ（14牝 ドリームジャーニー）１勝

３代母 リンデンジョオー（93鹿 ＊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

コマノスクアーロ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，ニセコ特別２着
コマノゼニト（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，三浦特別３着

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
コマノリリー（11牝 キングカメハメハ）不出走

コマノウインクル（17牡 キズナ）３勝，魚沼特別，弥彦Ｓ２着，逆瀬川Ｓ２着，etc.

４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
［子］ ヤマカツリリー（00牝 ＊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，etc.

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
［孫］ 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��
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，etc.，障害２勝

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.

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

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

302 コマノヴァンドール２０２１ 牡・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムコマノヴァンドール スペシャルウィーク

��
��
�コマノラミア鹿 2016 リンデンジョオー

＊シユリリー 7d
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 イントリーグ（15黒鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
キタノソロモン（20牡鹿 ＊モンテロッソ）�出走

２代母 ＊イブニングアフェア（04 GB鹿 Kingmambo）GB１勝
ルミナスコマンダー（12牡 ＊コマンズ）��７勝
ベストアイナ（13牝 アドマイヤムーン）�３勝
ムグンファ（18牝 ＊エスケンデレヤ）��１勝�

３代母 ネプチューンズブライドNeptune's Bride（96 USA栗 Bering）FR・ITY・
USA５勝，フィユドレール賞‐G3，P. La Sorellina‐L，P. Occitanie‐L，
ブラックヘレンＨ‐G2 ２着，バグッタ賞‐G3 ３着，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

ポセイドンズブライドPoseidon's Bride（03 牝 Seeking the Gold）FR・UAE２勝
ドリームチャイルドDream Child（11 牝 Pivotal）GB・FR５勝，Aphrodit

e S‐L ２着，Daisy Warwick S‐L ２着，Nottinghamshire Oaks
‐L ２着

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・IRE・
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 Nor
d‐L ２着

４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.
［子］ 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

販売申込者・所有者： ㈲米田牧場＝新ひだか町三石西蓬莱 �0146-33-2156
生 産 牧 場： ㈲米田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

303 イントリーグ２０２１ 牡・鹿 ５／２０
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルイントリーグ
＊ Kingmambo

��
��
�イブニングアフェア黒鹿 2015 Neptune's Bride

4r
ブライアンズタイム S3×M3 Nureyev S4×M5 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィヴァチッシモ（04栗 サクラバクシンオー）３勝，セレブレイション賞
（芝 1400），仁山特別（芝 1200），春菜賞（芝 1400），吾妻小富士賞（芝 1200）２着，etc.，
�２勝，栄冠賞（Ｄ1000）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（20）〕
レッドヴィーヴォ（10�黒鹿 ジャングルポケット）１勝，障害１勝
シュネルバレイ（13牡栗 ＊サウスヴィグラス）���８勝�２勝�入着，知床賞
（Ｄ1400）３着

パーティーピーポー（14牡鹿 ＊ワークフォース）��１勝
ピカレスクスマイル（16牡鹿 ＊ワークフォース）入着，���４勝
パリノホノオ（17�鹿 ＊パイロ）��２勝��２勝�
ヴィヴァアンヌ（18牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）���出走
ツカサトレイン（19牝青鹿 リーチザクラウン）��１勝

２代母 バリアシオンバレイ（95栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，磐梯山特別３着
カルチョビット（03牡 サツカーボーイ）	５勝

３代母 ＊ジェントルスピリット（84 USA鹿 Nijinsky）USA２勝
サイレントプレアー（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，加治川特別２着

スズノマーチ（00牡 ＊ティンバーカントリー）６勝，エプソムＣ‐Jpn3，エイプ
リルＳ‐L，弥生賞‐Jpn2 ２着，etc.

サイレントプライド（03牡 ＊フレンチデピュティ）８勝，富士Ｓ‐G3，ダービー
卿ＣｈＴ‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.

トーセンマーチ（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，頌春
賞２着，鹿野山特別３着

スノーエンジェル（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，小倉２歳Ｓ‐G3
３着，九州スポーツ杯，戎橋特別

４代母 バンデロールBanderole（75 USA鹿 Hoist the Flag）USA２勝
［孫］ ティール Teal（91� Foveros）SAF７勝，デイリーニューズ２０００‐G1，

ロスマンズジュライＨ‐G1，サウスアフリカンギニーズ‐G1，etc.
ボールドラシャン Bold Russian（87牡 Persian Bold）GB・FR・IRE・
USA７勝，セレブレイションマイル‐G2，ビーズウィングＳ‐G3，ア
メリカンＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334
生 産 牧 場： �カケハムポニークラブ
飼 養 者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334

304 ヴィヴァチッシモ２０２１ 牡・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモヴィヴァチッシモ ＊サンデーサイレンス

��
��
�バリアシオンバレイ栗 2004 ＊ジェントルスピリット

4r
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky M4×S5
Northern Dancer S5×S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ウイングパラダイス（11鹿 メイショウサムソン）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ウイングブラボー（19牡鹿 フリオーソ）�出走，�入着
アニモミホ（20牝黒鹿 レーヴミストラル）��入着

２代母 セフティパラダイス（01栗 ＊パラダイスクリーク）３勝
マイピースハート（08牝 ＊グラスワンダー）�１勝��
アラタシャチョウ（10牡 メイショウサムソン）�７勝�
リングオブハピネス（13牝 ＊コンデュイット）２勝，障害１勝

３代母 ダンツプリンセス（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，スイートピーＳ‐OP ２
着，瀬戸内海特別，三国特別，キャピタルＳ２着，如意ヶ嶽特別２着，etc.
フレアキャスケード（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝

ダイワスキャンプ（12� ＊ヨハネスブルグ）２勝，浦安特別２着，富嶽賞２着，
弥彦特別２着

スパーキングジョイ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，富良野特別
チカノワール（14牝 ＊ハービンジャー）３勝，玄海特別，雲雀Ｓ２着，スピカＳ

３着，etc.
レオコックブルー（15牝 ＊ベーカバド）３勝，玄海特別，北大路特別２着，博多

Ｓ３着，etc.
メイショウエグル（04牡 ＊ティンバーカントリー）３勝，伏竜Ｓ‐OP
セブンシークィーン（06牝 ＊コロナドズクエスト）５勝，駿風Ｓ，桂川Ｓ，おおぞら

特別，etc.
プレジールミノル（18牡 ＊ケープブランコ）�２勝，なでしこ賞３着

４代母 ミラクルミユキ（90鹿 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ メイショウホクシン（02牡 フジキセキ）１勝，マラヤンＲＡＴ２着，�２勝
［孫］ オオトリオウジャ（06牡 ゴールドアリュール）５勝，京都オータムプレミ

アム，マカオＪＣＴ，花見小路特別２着，etc.

５代母 タニノベンチヤ（71黒鹿 ＊ヴエンチア）１勝
［子］ カツラギエース（80牡 ＊ボイズイーボーイ）10勝，ジャパンＣ‐Jpn1，宝

塚記念‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

305 ウイングパラダイス２０２１ �・栗 ４／ ８
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンウイングパラダイス ＊パラダイスクリーク

��
��
�セフティパラダイス鹿 2011 ダンツプリンセス

＊アベイブリツジ 14c
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴェロニカグレース（15黒鹿 ＊ハービンジャー）２勝
初仔

２代母 エンジェルフォール（09鹿 ジャングルポケット）出走
アドマイヤレオ（16� ＊ノヴェリスト）１勝，��出走
アンジェロフィリオ（17牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

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

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

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

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

ヴェラブランカ（07牝 ＊クロフネ）２勝
ヴェラアズール（17牡 エイシンフラッシュ）�４勝，ジューンＳ，淡路特別，

緑風Ｓ３着，etc.
アヴェンチュラ（08牝 ジャングルポケット）４勝，秋華賞‐G1，クイーンＳ‐G3，

エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，優３牝
エルミラドール（10牝 ジャングルポケット）不出走

コロンドール（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，汐留特別
エルカスティージョ（18牝 ロードカナロア）�３勝，猪名川特別，ストークＳ

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

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

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

306 ヴェロニカグレース２０２１ �・黒鹿 １／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlヴェロニカグレース ジャングルポケット

��
��
�エンジェルフォール黒鹿 2015 アドマイヤサンデー

＊ムーンインディゴ 1p
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 オーファメイ（09鹿 ディープインパクト）入着，�２勝�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
レインボービーム（17牡黒鹿 エイシンフラッシュ）２勝
ナムラトライ（18牡黒鹿 リオンディーズ）�２勝
グレースエンブレム（20牝栗 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ＊タイトルド（96 GB鹿 RainbowQuest）不出走
エクスタシア（01牝 Singspiel）不出走

ペンタシア Pentasia（07 牝 ＊ペンタイア）AUS８勝，BRC Chief de Beers Qu
ality S‐L，Clarence River JC Ramornie H‐L ３着

キャッチータイトル（03牝 ＊オペラハウス）５勝，日本海Ｓ，檜原湖特別３着
メジャーエンブレム（13牝 ダイワメジャー）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，阪神

ジュベナイルフィリーズ‐G1，クイーンＣ‐G3，アルテミスＳ‐G3 ２着，
桜花賞‐G1 ４着，etc.，優２牝

タイトルパート（06牝 アグネスタキオン）１勝
リーディングパート（17牝 ＊ハービンジャー）�１勝，村上特別２着

メルセンヌナンバー（07牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走
エーティーメジャー（17牡 ダイワメジャー）�３勝，仲春特別
アサケレディ（18牝 キズナ）�２勝，かもめ島特別２着，土湯温泉特別２着

３代母 ハーレイディシップ Her Ladyship（91 GB鹿 Polish Precedent）FR・IRE
２勝，P. de la Seine‐L，仏オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2 ３着
ディグニファイDignify（97 牝 RainbowQuest）GB・FR・ITY２勝，オマール賞

‐G3，Sweet Solera S‐L ３着
サイハート Sayhaat（98 牝 Sadler's Wells）不出走

プリマドンナPrimadonna（05牝 Halling）TUR出走
ジュルタラーロ Curtaralo（13 牡 Kurtiniadis）�TUR16 勝，Anafartal
ar S‐L ３着，Beyoglu S‐L ３着

ジーナモンタナGina Montana（14牝 Scarface）TUR８勝，Turkish St
. Leger‐L ３着

＊レディバウンティフル（02牝 Spectrum）FR３勝，P. Urban Sea‐L ３着

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

307 オーファメイ２０２１ 牡・鹿 ５／ ４
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアオーファメイ
＊ Rainbow Quest

��
��
�タイトルド鹿 2009 Her Ladyship

B3
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 カゼノボレロ（14鹿 フサイチコンコルド）��１勝�入着
初仔

２代母 アンニュイブルース（03黒鹿 ＊グラスワンダー）不出走
アレックス（07牡 アドマイヤボス）�２勝��
サウスポー（15牝 ディープスカイ）�２勝�入着 10回�
アレグロ（16牝 フリオーソ）�６勝��１勝
ワイドカント（17牡 ディープブリランテ）�３勝，鳴海特別２着，春風Ｓ３着
コルデイロ（18牝 ラブリーデイ）���出走�１勝

３代母 エスピヨン（98青鹿 Unbridled's Song）出走
カネトシリベルテ（04牝 スペシャルウィーク）４勝，九州スポーツ杯，衣笠特別，

パールＳ３着，etc.
カルナアヴァンセ（08牝 キングヘイロー）不出走

ナルハヤ（14牝 サクラプレジデント）４勝，逆瀬川Ｓ，パールＳ２着，織姫賞
２着，etc.

タピオカ（17牝 ＊ケイムホーム）�２勝，邁進特別２着（２回），手稲山特別３着
カラダダイヤモンド（11牝 ステイゴールド）不出走

ママママカロニ（19牡 ホッコータルマエ）���３勝，ゴールドジュニア，鎌
倉記念２着

４代母 ＊トリッキーコード（91 USA青鹿 Lost Code）USA９勝，サンタイネスＳ
‐G2，Bara Lass S‐L，Miesque S‐L，オークリーフＳ‐G1 ３着，ミスア
メリカＨ‐G3 ２着，etc.
［子］ ハットトリック（01牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，マイルＣｈＳ‐G1，

東京新聞杯‐Jpn3，etc.，UAE・HKG１勝，香港マイル‐G1，優短
距，種牡馬

イレクトロモーティヴ Electromotive（04 牡 ＊フレンチデピュティ）AUS
７勝，MRC Anniversary Vase‐L ３着

［孫］ ヴィジュネル（18牡 ＊マクフィ）�４勝，橘Ｓ‐L ２着，奥多摩Ｓ，豊栄特
別，etc.

［曾孫］ ブランネージュ（11牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，フローラＳ‐G2 ２着，
秋華賞‐G1 ４着，オークス‐G1 ５着，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 カゼノボレロ２０２１ �・鹿 ４／３０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンカゼノボレロ ＊グラスワンダー

��
��
�アンニュイブルース鹿 2014 エスピヨン

＊トリッキーコード 1o
Silver Hawk S4×M4 Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ジョウノアドバンス（12栗 ＊ファルブラヴ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
モアナグレイス（17牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��２勝�
ドバイウィンド（18牡鹿 ナカヤマフェスタ）��２勝��
ピアーステソーロ（19牡鹿 シルバーステート）��２勝
クニ（20牝鹿 リアルスティール）�出走

２代母 ジョウノノーブル（06栗 キングカメハメハ）出走
キャッツウィスカー（16牡 タニノギムレット）�２勝
ザハロワ（17牝 ＊モンテロッソ）�１勝

３代母 シーズグレイス（93栗 ＊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，萩Ｓ‐OP，芙蓉Ｓ‐OP
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.
クリヴィア（00牝 ＊トニービン）１勝

ジョウノボヘミアン（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，東大路Ｓ，猪苗代特別，
白馬岳特別

コスモノビリス（12牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�６勝�入着２回，スプ
リングＣ３着

リンリンリン（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，浦安特別２着，越後Ｓ３着，�１勝

４代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ 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

ジョウノエンジェル（91牝 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着
［孫］ 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
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

５代母 ヨドセンリヨウ（75黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［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.

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

309 ジョウノアドバンス２０２１ 牡・栗 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightジョウノアドバンス キングカメハメハ

��
��
�ジョウノノーブル栗 2012 シーズグレイス

＊リリーオブザナイル 10a
サンデーサイレンス S3×M4 Nearctic S5×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

310 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

311 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 エクストラファイン（12鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，豊川特別（芝 1600）２着，
カーネーションＣ（芝 1800）２着，刈谷特別（芝 1600）３着，石打特別（芝 1800）
３着，春菜賞（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ブランディング（19牝栗 ロゴタイプ）���１勝
チキチキチータ（20牝栗 ロゴタイプ）�未出走

２代母 ダノンスペシャル（03鹿 スペシャルウィーク）入着２回，�１勝
スペシャルザダイヤ（09牡 ＊シーキングザダイヤ）１勝

３代母 ＊オエノセラ（90 IRE栗 Night Shift）FR・IRE・GER３勝，Robert Pferdmeng
es‐Rennen‐L，ノイス牝馬賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ３着
プリムローズイヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）入着，�１勝

フェータルローズ（09牝 タニノギムレット）３勝，太宰府特別，野分特別２着，
西海賞３着，etc.
テンハッピーローズ（18牝 エピファネイア）�４勝，アルテミスＳ‐G3 ３
着，フリーウェイＳ，新発田城特別，etc.

サンドロップ Sundrop（01牝 ＊サンデーサイレンス）GB・USA４勝，プリンセス
エリザベスＳ‐G3，カーディナルＨ‐G3，Severals S‐L，etc.
クエンチングQuenching（10牝 Street Cry）FR１勝
クワイエトタイムズQuiet Times（17 牝 Reliable Man）�FR・UAE２
勝，P. Montenica‐L，P. Miss Satamixa‐L ２着

ホイットマンWhitman（13� Poet's Voice）GB・UAE３勝，Ripon Cha
mpion 2‐Y‐O Trophy‐L

ネイチャ－ズカラーズNature's Colors（16 牡 Poet's Voice）�FR４勝，P.
Altipan‐L

ストームダメージ Storm Damage（18� Night of Thunder）GB・UAE５勝，
Business Bay Challenge‐L，ゴドルフィンマイル‐G2 ３着

プリムローズレーンPrimrose Lane（02牝 ＊サンデーサイレンス）GB・AUS３勝
サマーセント（16牝 ＊ハービンジャー）４勝，マーメイドＳ‐G3，北大路特別，

下鴨Ｓ３着

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： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

312 エクストラファイン２０２１ 牡・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエクストラファイン スペシャルウィーク

��
��
�ダノンスペシャル鹿 2012 ＊オエノセラ

2f
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エクレアオール（13黒鹿 ゴールドアリュール）���１勝・５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ユーピテル（20牡栗 ＊マインドユアビスケッツ）��入着

２代母 ゴーファイトウィン（03鹿 ＊エンドスウィープ）２勝
フィーユブルー（09� ゴールドアリュール）１勝，�４勝，球磨川賞３着
グランデアリュール（10� ゴールドアリュール）１勝
ティーサムライ（15牡 ダノンシャンティ）��１勝�入着４回
ブリングイットオン（16牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝
ルーターズ（17牝 ワールドエース）入着，�	入着
２勝
オンヴァガニエ（18牡 リアルインパクト）���２勝

３代母 ＊ライラアラウィ（91 IRE 青鹿 Mtoto）GB・NOR・SWE・DEN10勝，Mor
ten Og Torvald Klaveness Minnelop‐L，Oslo Cup‐L，Oslo Cup‐L ２着
エアリカコ（99牝 Halling）１勝，	１勝

エアピザレー（11牡 ハーツクライ）２勝，湯浜特別，奥尻特別２着
フィヨルドクルーズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，

愛知杯‐Jpn3 ３着，潮来特別，etc.
ジャングルクルーズ（09� ジャングルポケット）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，

ジャパンＣ‐G1 ４着，丹頂Ｓ‐OP ３着，etc.
マカオンブラン（17牡 ＊タートルボウル）�２勝，沈丁花賞

カタナ（02牡 ＊タイキシャトル）４勝，秋嶺特別，高尾特別，スピカＳ２着，etc.
ライセンシー（05牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，閃光特別３着
シーマーク（07牡 ＊ストラヴィンスキー）２勝，くるみ賞３着，�３勝��

４代母 ロワ Rowa（81 GB栗 Great Nephew）GB入着３回，Pretty Polly S‐L
３着
［孫］ ブリボン Bribon（03� Mark of Esteem）FR・USA・CAN・BAR11 勝，

メトロポリタンＨ‐G1，トルーノースＨ‐G2，ボールドルーラーＨ
‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750
生 産 牧 場： ㈲赤石牧場
飼 養 者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750

313 エクレアオール２０２１ 牡・芦 ５／ ９

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤエクレアオール ＊エンドスウィープ

��
��
�ゴーファイトウィン黒鹿 2013 ＊ライラアラウィ

9c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エムオープラチナ（15栗 ＊ヨハネスブルグ）�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
エムオーポケット（19牡鹿 トーセンジョーダン）���入着�入着５回
エムオーコマチ（20牝栗 ＊エスケンデレヤ）��未出走�出走

２代母 サインゴールド（03栗 スペシャルウィーク）４勝，小郡特別
ノブローズ（12牝 ＊ヨハネスブルグ）�７勝��７勝
ライムリーフ（13牝 ＊カジノドライヴ）�１勝�
スマイルシュタルク（14牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝

３代母 リコチェット（98栗 サクラユタカオー）出走
マリオネット（04牝 マンハッタンカフェ）�１勝��
ユニバーサルサンド（07牝 ダンスインザダーク）�２勝�
プリンス（08牡 フジキセキ）�１勝

４代母 フライングガール（89鹿 ＊デイクタス）�１勝
［子］ ハッピードラゴン（01牡 ロイヤルタッチ）	４勝
７勝�１勝�２勝

グスコーブドリ（95牝 ＊ジェイドロバリー）��３勝
クリーピングタイム（00牝 ＊ザグレブ）
２勝
フライングテースト（99牡 ＊ザグレブ）
２勝�
フライングジョオー（97牝 ミホノブルボン）�１勝�入着５回
ホワイトウィナー（94牡 ＊エルセニョール）��１勝
トゥムーディ（93牝 ＊キャロルハウス）�１勝�入着２回

［孫］ アエノユタカオー（04牡 エアジハード）��６勝

５代母 アサクサキヤニー（79鹿 ＊ノーザンテースト）入着２回
［子］ グランドキャニオン（85牡 ＊デイクタス）６勝，函館記念‐Jpn3 ２着，巴

賞‐OP，ジュニアＣ‐OP ２着，etc.
［孫］ クリスタルルージュ（03牡 ＊クロコルージュ）３勝，伊達市誕生記念

パワフルウッズ（06牡 ダンスインザダーク）�10 勝���，サラブレッド
大賞典３着

［曾孫］ ソウダイショウ（13牡 ゴールドヘイロー）
１勝�入着２回，九州ジュニ
アＣｈ

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

314 エムオープラチナ２０２１ 牡・栗 ２／２７
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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythエムオープラチナ スペシャルウィーク

��
��
�サインゴールド栗 2015 リコチェット

＊ギルバーツガール 23b
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンス S4×M4

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（４）〕
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２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）��１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

315 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 ＊エリカオンヒル（05 USA鹿 Century City）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－７（18）〕
メイクイットホーム（11牡青鹿 ＊ケイムホーム）�３勝��４勝
リーデルオンザヒル（12牡鹿 ＊アグネスデジタル）��２勝
マストワン（13牡栗 サムライハート）障害１勝，�４勝
シゲルイノシシ（14牡栗 マツリダゴッホ）�１勝
シンカンゴッホ（15牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝
ポンドグロウ（16牡鹿 トゥザグローリー）��１勝
エイムダウンサイト（19牡栗 エスポワールシチー）���２勝
サーグラム（20牝鹿 ＊ベストウォーリア）��入着

２代母 バッカリナBuckarina（81 USA栗 Buckaroo）USA２勝
ペナインウェイ PennineWay（86� Castle Green）USA２勝，South Bound S

２着
コッパウィナー Coppawinner（88� Arts and Letters）USA６勝，Burnaby S

３着，Richmond S３着
バッキーズソルーション Buckys Solution（89牝 Tiffany Ice）USA６勝，Colin

S‐L，Natalma S‐L，Ontario Debutante S‐R，Glorious Song S
‐R ３着

＊マルターズホビー（02牝 ＊スピニングワールド）４勝，長岡特別，袖ケ浦特別，湯沢
特別，斑鳩Ｓ２着，白秋Ｓ２着，etc.

３代母 ディッキーラドウィグDickie Ludwig（76 USA鹿 T.V. Commercial）USA
１勝
フィルアップ Fill Up（83牡 Full Out）USA・MEX21 勝，Independencia H，

Seabiscuit H‐R，C. de Campeones‐L，etc.
バックウィグ Buckwig（84 牝 Buckfinder）ITY10 勝，バグッタ賞‐G3，ブオンタレ

ンタ賞‐G3，P. Allevamento‐L，etc.
カルヴィス Karvis（90 牝 Be My Guest）ITY４勝，P. Alberto Zanoletti di R

ozzano‐L ２着
＊シェンク（96牝 Zafonic）FR・ITY・USA３勝，伊１０００ギニー‐G2，P. Sereg

no‐L，P. Alessandro Perrone‐L ２着，etc.
シャラン Challant（98� Deploy）ITY４勝，P. Campobello‐L ３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

316 エリカオンヒル２０２１ �・栗 ５／２４

＊

＊
＊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

＊

センチュリーシティ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Century City Alywowエリカオンヒル バッカリナ Buckaroo

��
��
�Buckarina鹿USA 2005 Dickie Ludwig

4m
Danzig M3×S5

価格： 購買者：



母 エンドレストライ（11黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ナンベイコー（19牝鹿 ルーラーシップ）�入着

２代母 エンドレスガール（06青鹿 ＊プリサイスエンド）不出走
フジマサグランプリ（10牡 ゼンノロブロイ）�１勝�

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

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

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，
マイラーズＣ‐G2 ３着，etc.

シンコウシングラー（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，
セントライト記念‐Jpn2 ３着，ニューマーケットＣ，etc.，種牡馬

ウィンヒストリー（96牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
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.

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

ライジングサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
エトレーヌ（04牝 ＊ブライアンズタイム）出走
シゲルスダチ（09牡 ＊クロフネ）３勝，マーガレットＳ‐LR，北九州記念
‐G3 ２着，フェニックス賞‐OP ２着，etc.

エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，春
雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： ㈱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

317 エンドレストライ２０２１ �・鹿 ３／３０
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルエンドレストライ ＊プリサイスエンド

��
��
�エンドレスガール黒鹿 2011 タレンテイドガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
エンドスウィープ S3×M4 サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エアジュプロンサ（08鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（５）〕
プリームム（15牡鹿 ＊バゴ）��２勝
シャープレシオ（17牡黒鹿 ＊モンテロッソ）�入着２回，�３勝
エーティーソブリン（18牡鹿 リオンディーズ）�２勝，天神橋特別（芝 1600）２着，

小豆島特別（芝 1600）３着
ネビュライト（19牡鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ポンパドール（94鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
ヒカルラブリーアイ（00牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，笹山特別，阿賀野川特別２

着，織姫賞３着
フォセット（01牝 ＊キンググローリアス）入着３回

ジェットコルサ（12牡 ＊ストーミングホーム）３勝，下北半島特別３着，小樽特
別３着

ブリュードロア（03牝 ＊フォーティナイナー）入着，�６勝�
ゴールドブルーGold Blue（13牝 ゴールドアリュール）KOR４勝，Gyeong

namGovernor's C‐L ２着，Ttukseom Cup‐L ３着

３代母 ＊パッショナリアⅡ（86 FR鹿 Beldale Flutter）FR・USA４勝，ロワイヤリュ
ー賞‐G2，P. des Tourelles‐L，Princess Rooney S‐L ２着
フサイチソニック（97牡 ＊デインヒル）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，ＨＴＢ賞，知床特

別，種牡馬

４代母 ジャリーブルックDjallybrook（75 FR黒鹿 Djakao）FR１勝
［孫］ リドジュスティス Lit de Justice（90 牡 El Gran Senor）FR・USA10 勝，

ＢＣスプリント‐G1，ビングクロズビーＨ‐G3，パロスヴェルデス
Ｈ‐G3，etc.，種牡馬

＊コマンダーコリンズ（96牡 Sadler's Wells）GB・FR・USA２勝，レイシ
ングポストトロフィ‐G1，Superlative S‐L，英シャンペインＳ
‐G2 ２着，etc.，種牡馬

シティリーダー City Leader（05 牡 ＊ファスリエフ）GB・FR・ITY４勝，
ロイヤルロッジＳ‐G2，Goodwood Festival S‐L，Cocked H
at S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-2557
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

318 エアジュプロンサ２０２１ �・鹿 ３／２４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスエアジュプロンサ ＊ノーザンテースト

��
��
�ポンパドール鹿 2008 ＊パッショナリアⅡ

9f
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 エイシンリオ（13黒鹿 ＊ロージズインメイ）��２勝�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンレゲンダ（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝，フルールＣ（Ｄ1000）３着

２代母 エーシンアマゾーン（07栗 ＊ファルブラヴ）１勝，�１勝
エイシンカーニバル（12牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�３勝�入着２回�
エイシンセラード（15牝 カネヒキリ）４勝，上総Ｓ，�１勝�１勝��	，兵庫サ

マークイーン賞，東海菊花賞３着

３代母 ＊ワイオミングガール（97 USA栗 Supremo）３勝

４代母 アバヴザソルトAbove the Salt（88 USA栗 Master Derby）USA11 勝
［子］ ＊エイシンキャメロン（96牡 With Approval）４勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，

アーリントンＣ‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
＊キャメロンガール（01牝 With Approval）２勝，もみじＳ‐OP ３着，鳥

栖特別，つわぶき賞２着，etc.
＊マシロンガール（03牝 With Approval）３勝，登別特別３着

［孫］ アルマエルナト（11
 ネオユニヴァース）５勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，
ＵＨＢ賞‐OP ３着，南総Ｓ，etc.

エーシンブランコス（09牡 ゴールドアリュール）３勝，大須特別，��１勝
キリノトップラン（10牡 メイショウサムソン）入着，�２勝，ロータスク
ラウン賞

アルマスティング（16
 ヴィクトワールピサ）２勝，２０１９ＹＪＳＦＲ中山
２戦３着，��３勝

エイシンスペーシア（11
 ゼンノロブロイ）１勝，渡島特別３着，障害１
勝，�７勝

［曾孫］ アラビアンナイト（18牝 エピファネイア）�２勝，スイートピーＳ‐L ２
着，ひいらぎ賞３着

５代母 ソルトインマイスチュー Salt In My Stew（83 USA栗 Dr. Blum）USA１勝
［孫］ フィーラインストーリー Feline Story（01 牝 Tale of the Cat）USA５

勝，フローラルパークＨ‐G3，ソロリティＳ‐G3，Legal Light S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

319 エイシンリオ２０２１ 牡・青鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretエイシンリオ ＊ファルブラヴ

��
��
�エーシンアマゾーン黒鹿 2013 ＊ワイオミングガール

8f
Halo S4×M5 Prince John S5×M5

価格： 購買者：



母 アーストラベラー（13黒鹿 メイショウボーラー）��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ジュンラグラス（02黒鹿 ＊エルコンドルパサー）�入着５回
エクストール（09牝 アッミラーレ）�３勝

３代母 プレイリークイーン（90鹿 バンブーアトラス）10勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，大
原Ｓ‐OP，メトロポリタンＳ‐OP，六甲Ｓ‐OP，古都Ｓ，etc.
ミシシッピーハート（98牡 ＊エルハーブ）３勝，��３勝
セルリアンブルー（01牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

メイショウイエミツ（06� ＊プリサイスエンド）３勝，城崎特別，はこべら賞，
樅の木賞２着，etc.

ヒダカアルテミス（08牝 アッミラーレ）２勝
メイショウバロン（09牡 ＊フォーティナイナーズサン）入着，�２勝
デビルズハーツ（10牡 ハーツクライ）４勝，春光Ｓ，中京スポニチ賞
ワイドショー（11牝 ディープスカイ）入着２回，�３勝	１勝
７勝��入着５回
アロンザ（13牝 マンハッタンカフェ）��４勝
モンテゾーロ（14牝 ＊キングズベスト）�	３勝
ローリエテソーロ（16牡 グランプリボス）２勝，�２勝

サイレンスアモール（03牝 テイエムオペラオー）��３勝
スズカステイボーイ（12牡 ステイゴールド）１勝
リョーシンヒナタ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）�	15 勝，名古屋記念３着
メイショウキリマ（14牡 トーセンホマレボシ）１勝
ジューンジョイ（15牝 ドリームジャーニー）��１勝	３勝�
ウィスティアラ（16牝 パドトロワ）�４勝

４代母 ヒダカシユート（81鹿 ＊コインドシルバー）４勝，恵那特別，比良特別２着，
衣笠特別２着，伊勢特別２着，浜名湖特別３着

５代母 ヒダカテツ（72栗 ＊サウンドトラツク）不出走
［子］ インターペナント（79牡 ＊シーホーク）４勝，播磨特別，清滝特別，奥尻特別

スズパンジー（76牝 ＊スノツブ）４勝，高湯特別
［曾孫］ ブンゴエリー（94牝 メジロアルダン）５勝�入着，中津ダービー２着

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： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

320 アーストラベラー２０２１ �・栗 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズアーストラベラー ＊エルコンドルパサー

��
��
�ジュンラグラス黒鹿 2013 プレイリークイーン

＊ローズミツド 1m
Halo S4×M5 Caerleon S4×M5

価格： 購買者：



母 ウエストローズ（01鹿 ＊スピニングワールド）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－３（17）〕
ロックスビスティー（06牡黒鹿 ＊オース）�13 勝��
ゲームマエストロ（07牡青 ゼンノロブロイ）３勝，精進湖特別（芝 1800），佐渡金

銀山特別（芝 1600），鹿野山特別（芝 1800）２着，八重桜賞（芝 1600）３着
ウインロザリー（08牝青 ハーツクライ）１勝
ラッキーバタフライ（13牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
ジェルファルレイ（14牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，�２勝
アオイツヤヒメ（16牝鹿 ロードカナロア）３勝，天満橋Ｓ（Ｄ1400）２着，花のみ

ちＳ（Ｄ1200）２着
ヒルノアントラ（17�青鹿 ハーツクライ）�１勝
ポリクシニーズ（19牡青鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ＊グーニグーフー（90 USA黒鹿 GoneWest）USA５勝，バーバラフリッチー
Ｈ‐G2 ３着
グーニーズ（03� ＊スキャット）入着２回，�１勝	１勝

３代母 スイートランブリンローズ Sweet Ramblin Rose（71 USA鹿 Turn‐to）US
A２勝，San Clemente S３着
ミントスプリングMint Spring（82 牝 Key to the Mint）GB・USA１勝

シャイニーハッピー Shiny Happy（94牝 Phone Trick）BRZ２勝
ノルウェイボーイNorway Boy（00牡 Dodge）BRZ５勝，サッコー少佐
大賞‐G1，P. Jose Antonio Pamplona de Andrade‐L，共和国宣言大
賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

フォーンタイム Phone Time（07牡 Gilded Time）ARG・BRZ５勝，ラ
ウル＆ラウルＥチェバリエル大賞‐G1，亜グランクリテリウム‐G1 ２
着，種牡馬

クリムゾンコンクエストCrimson Conquest（88 牝 Diesis）GB１勝
クリンプリーン Crimplene（97牝 Lion Cavern）GB・FR・IRE・GER・ITY

・USA・UAE６勝，愛１０００ギニー‐G1，コロネイションＳ‐G1，英ナッ
ソーＳ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

321 ウエストローズ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 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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�スピニングワールド Imperfect Circleウエストローズ
＊ GoneWest

��
��
�グーニグーフー鹿 2001 Sweet Ramblin Rose

1h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ガランティサーダ（08黒鹿 ゼンノロブロイ）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（８）〕
アポロフレンズ（14牝栗 ＊アポロキングダム）�２勝
サンアニストン（15�黒鹿 ローレルゲレイロ）�４勝�入着４回
ストールシャイン（18牝鹿 ノーザンリバー）�１勝
スターゲルニカ（19牡鹿 パドトロワ）���１勝

２代母 ＊エスペラーダ（03 USA鹿 Fusaichi Pegasus）出走
トーセンファースト（09牝 ＊クロフネ）１勝
トーセンアスリート（12牡 ＊フレンチデピュティ）入着３回，��１勝
ブレイドフォース（13牡 ヴィクトワールピサ）�２勝
エメラルドザオー（14牝 ディープブリランテ）�１勝�	入着２回

３代母 ＊ゲルニカ（97 ARG栗 Luhuk）ARG６勝，ＣＥディスタフ‐G1，パレルモ賞
‐G1，ミルギニーズ‐G1，亜１０００ギニー‐G1，イネスＶロカ賞‐G3，etc.
タペストリー（05牝 Fusaichi Pegasus）出走

サージェントバッジ（12� ステイゴールド）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，ア
ルデバランＳ‐OP ３着，雅Ｓ，etc.，�
３勝����

レッドカーペット（13牡 ダノンシャンティ）３勝，もみじＳ‐OP ２着
レイナソフィア（06牝 スペシャルウィーク）２勝，春日山特別，浦佐特別２着

レイエスプランドル（15牡 ＊ハービンジャー）２勝，山吹賞，三田特別２着，白
川特別２着，etc.

エイシンオスマン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，Ｎ
ＨＫマイルＣ‐G1 ４着，障害２勝

４代母 グワーシュGouache（89 ARG栗 ＊サザンヘイロー）ARG９勝，ブエノスア
イレス市大賞‐G1，サトゥルニーノＪウンスエ大賞‐G1，カルロスカサレス賞
‐G2，フランシスコＢボッシュ将軍賞‐G3（２回），ビアモンテ将軍賞‐G3，etc.
［子］ パブリックスピーカー Public Speaker（05 牡 Distorted Humor）USA

８勝，Robert F. Carey Memorial H‐L，Sea O Erin H‐L，ファ
イアクラッカーＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ゴールデンライフGolden Life（04 牝 ＊コロナドズクエスト）FR３勝，
P. Isola Bella‐L

販売申込者・所有者： 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

322 ガランティサーダ２０２１ �・青鹿 ５／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊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ランティサーダ
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�エスペラーダ黒鹿 2008 ＊ゲルニカ

9g
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 オドゥールゲラン（03鹿 ステイゴールド）２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－６（19）〕
タフキッド（10牡鹿 ＊トワイニング）�３勝��入着３回
エリタージュゲラン（11牡鹿 マヤノトップガン）１勝，�３勝�
タケショウマックス（12牡鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝
タニマサガール（13牝鹿 ＊アグネスデジタル）１勝
ウインホノカ（16牝鹿 フリオーソ）�出走，�８勝�
エムティミーナ（17牝栗 バンブーエール）���入着２回�２勝�
エムティゲラン（19牡栗 バンブーエール）�１勝
ツルノオンガエシ（20牡栗 ＊ベストウォーリア）���２勝

２代母 ヒダカゲラン（95鹿 ＊ミルジヨージ）出走
ピエナオンリーワン（01� フサイチコンコルド）３勝，長良川特別，つばき賞２着，

あすなろ賞２着，北海Ｈ３着
エディキャスケード（02牡 ＊フレンチデピュティ）入着２回，�１勝
ロードシップ（07牡 マンハッタンカフェ）１勝
ライトアップゲラン（08牝 ＊ファンタスティックライト）	２勝�

３代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
メガミゲラン（92牝 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，アンドロ

メダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，etc.
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特

別，etc.
ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイ
ビスサマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）FR・
GER・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ２着，etc.

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

323 オドゥールゲラン２０２１ �・栗 ４／ ５
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュオドゥールゲラン ＊ミルジヨージ

��
��
�ヒダカゲラン鹿 2003 モガミゲラン

＊ミスブゼン 18
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オムスビ（11栗 オレハマッテルゼ）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
ユキプロスパー（18牡青鹿 ＊アラムシャー）��８勝，中京ペガスターＣ（Ｄ1600）３着
サヨノネイチヤ（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���２勝
ミスジャカルタ（20牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 ゲッケイジュ（01鹿 ＊エンドスウィープ）入着，�７勝，兵庫クイーンＣ３着
イツモジョウキゲン（08牝 ＊ファンタスティックライト）１勝
ピーナツ（09牝 ゼンノロブロイ）�１勝
ニイラゴンゴ（10牡 オレハマッテルゼ）�２勝

３代母 ウラカワミユキ（81鹿 ＊ハビトニー）３勝，チューリップ賞‐OP，もくれん賞
ナイスネイチャ（88牡 ＊ナイスダンサー）７勝，高松宮杯‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2，

京都新聞杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
グラールストーン（89牡 ＊ノーリユート）５勝，神戸新聞杯‐Jpn2 ３着，ＴＶ愛知

ＯＰ‐OP ２着，若草Ｓ‐OP ３着，etc.，�３勝
ジンシリウス（91牝 リードワンダー）４勝，ムーンライトＨ，野分特別，矢車賞，etc.

ダンツフローラ（98牝 ＊ダンツシアトル）入着３回，ひまわり賞‐OP ３着，�
１勝	入着

デリマ（04牡 マックロウ）�２勝�２勝��２勝
ケイウンルビー（07牝 ＊リンドシェーバー）	３勝�４勝

ヒミノマチョウ（92牡 ＊プルラリズム）１勝
ナイスエース（93牡 ＊ナイスダンサー）�８勝
リンデンレオ（95牡 ＊ダハール）	２勝
レオタイシン（97
 マルゼンスキー）１勝，�３勝�入着
ターフエクシード（98牡 ＊ペルジノ）�３勝���
コユキ（99牝 ＊フォーティナイナー）１勝

ケイウンコユキ（07牝 トウカイテイオー）�６勝
エイアイファン（08牡 オンファイア）��８勝

４代母 ケンマルミドリ（71鹿 ケンマルチカラ）�６勝
［子］ ジエイムズ（78牡 ＊ツイツグ）�14 勝，サラブレッド大賞典，北国王冠，

中日杯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

324 オムスビ２０２１ 牡・栗 ２／１０
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルオムスビ ＊エンドスウィープ

��
��
�ゲッケイジュ栗 2011 ウラカワミユキ

＊ヴエルヴエツト 20c
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 オリーブジュエル（09青鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ハイパワードトップ（16牡黒鹿 ベルシャザール）１勝
グリーナリー（17牡青鹿 ベルシャザール）��５勝

２代母 オリーブクラウン（97栗 ＊ドクターデヴィアス）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，
フラワーＣ‐Jpn3 ２着，府中Ｓ
ブラックオリーブ（04牡 スペシャルウィーク）３勝，蓬莱峡特別，白梅賞，隅田川

特別３着，春日特別３着，昇仙峡特別３着，etc.
プルシアンオリーブ（06牡 マンハッタンカフェ）２勝，長良川特別，高湯温泉特別

２着，若戸特別２着
ルナーコロナ（07牝 ネオユニヴァース）入着２回，�４勝

キゾク（18牡 ＊マクフィ）�２勝，角島特別３着
サタンズクラウン（11牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2 ２

着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス‐Jpn1

５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.
パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ
‐G3，キーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，etc.，種牡馬

アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ
‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走

ステレオタイプ（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回，�２勝
ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1，etc.，優２牡，種牡馬

フレンチウォリアー（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，�１勝��入着３回，
北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，サンライズＣ３着

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

牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521
生 産 牧 場： ㈲金石牧場
飼 養 者： ㈲金石牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1521

325 オリーブジュエル２０２１ �・黒鹿 ３／３０

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアオリーブジュエル ＊ドクターデヴィアス

��
��
�オリーブクラウン青鹿 2009 ＊ベリアーニ

8k
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オンリートゥモロー（14青鹿 ディープインパクト）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 アコースティクス（01鹿 Cape Cross）不出走
ロジユニヴァース（06牡 ネオユニヴァース）５勝，日本ダービー‐Jpn1，弥生賞

‐Jpn2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，札幌記念
‐G2 ２着，優３牡，種牡馬

ペンテシレイア（07牝 ネオユニヴァース）２勝，粟島特別，��２勝
スティクス（18牝 ロードカナロア）�４勝，知立Ｓ，汐留特別

トーセンパワフル（10牡 ネオユニヴァース）１勝，萩Ｓ‐OP ２着，黄菊賞２着，イ
ンディアＴ３着，��１勝

ルソンデュレーヴ（15牝 キングカメハメハ）１勝
アドマイヤザーゲ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，黄菊賞，高千穂特別３着

３代母 ＊ソニンク（96 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
ルミナスポイント（03牝 アグネスタキオン）５勝，安芸Ｓ，天王山特別，春風Ｓ２

着，etc.
ルミナスパレード（11牝 ＊シンボリクリスエス）４勝
ソングライン（18牝 キズナ）�４勝，安田記念‐G1，富士Ｓ‐G2，etc.，S
AU１勝，１３５１ターフスプリント‐G3

ランフォルセ（06牡 ＊シンボリクリスエス）８勝，エルムＳ‐G3，etc.，��２勝�
１勝�入着���，浦和記念‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，etc.

ライツェント（07牝 スペシャルウィーク）入着
ディアドラ（14牝 ＊ハービンジャー）７勝，秋華賞‐G1，アイルランドＴ府中牝

馬Ｓ‐G2，etc.，GB・FR・IRE・UAE・HKG・SAU・BHR１勝，英ナッ
ソーＳ‐G1，etc.

ノーザンリバー（08牡 アグネスタキオン）６勝，カペラＳ‐G3，etc.，��４勝�
�入着２回，さきたま杯‐Jpn2（２回），東京盃‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 ソニックレイディ Sonic Lady（83 USA鹿 Nureyev）GB・FR・IRE・USA
８勝，愛１０００ギニー‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，サセックスＳ‐G1，コ
ロネイションＳ‐G2，チャイルドＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ブルードメヤ＝神奈川県相模原市 �0427-58-2790
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

326 オンリートゥモロー２０２１ �・青鹿 ４／ ３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアオンリートゥモロー Cape Cross

��
��
�アコースティクス青鹿 2014 ＊ソニンク

B3
Machiavellian S3×M4 Danzig S4×M5 Halo M4×S5 Burghclere M4×S5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 オーゴンカガヤキ（12黒鹿 デュランダル）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
サツキオーゴン（17牝黒鹿 トゥザグローリー）���入着６回�４勝

２代母 メルヴェイユーズ（03黒鹿 ＊エルコンドルパサー）�１勝
クレバーユニバース（10牡 ネオユニヴァース）１勝
ノーウェイ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，���１勝

３代母 ノースフライト（90鹿 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ
‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，etc.，優古牝
キコウシ（96牡 ＊ノーザンテースト）４勝，大和特別３着，オーロラ特別３着
フェルメールブルー（97牝 ＊ノーザンテースト）３勝，桜島特別２着

エーブダッチマン（06牡 ＊アフリート）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２
着，バーデンバーデンＣ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，etc.

ミスキャスト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，弥生賞‐Jpn2 ３着，福島記念
‐Jpn3 ２着，プリンシパルＳ‐OP，etc.，種牡馬

パピュラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝
サンホッブズ（13牡 メイショウサムソン）４勝，伊勢佐木特別，伊勢特別３着，

障害１勝
サノサマー（14牡 ＊サマーバード）５勝，春光Ｓ，香取特別，etc.，��１勝�

２勝��入着２回��，利家盃
ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ

チ賞２着，etc.
キロハナ（12牡 ディープインパクト）４勝，つばき賞，武庫川Ｓ２着，長岡Ｓ

２着，etc.
オハナ（15牝 ディープインパクト）�３勝，ノエル賞，菜の花賞

４代母 シヤダイフライト（73鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［孫］ マリーゴッド（91牡 ＊アレミロード）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ３着，卯月Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 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

327 オーゴンカガヤキ２０２１ �・黒鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスオーゴンカガヤキ ＊エルコンドルパサー

��
��
�メルヴェイユーズ黒鹿 2012 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
サンデーサイレンス S3×M3 Sadler's Wells S4×M5
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 オーゴンヒリツ（08鹿 ＊イーグルカフェ）�３勝��１勝，東京プリンセス賞
（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
オーゴンレシオ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝

２代母 ベストルンルン（95栗 ＊キャロルハウス）�１勝�１勝
スタートミーアップ（00牡 サクラバクシンオー）��８勝
キラキラ（01牝 ＊ソウルオブザマター）�２勝��４勝
ホーリーカウ（02牡 ＊ポリッシュパトリオット）�２勝���入着５回�
ソコヂカラ（03牝 タマモクロス）�３勝�
カザグルマ（04牝 ＊ソウルオブザマター）�３勝��４勝
ジョイフルミラクル（06牡 ミラクルアドマイヤ）��２勝
ブレイクスルー（07牝 ＊イーグルカフェ）�２勝��５勝�１勝
スーパーセント（10牝 ＊アフリート）��１勝
スイートアンジュ（11牝 ＊ブラックホーク）��１勝�１勝

３代母 キヨクトウルンルン（81鹿 ＊ハンターコム）��８勝
ホワイトアロー（87牡 ベストブラツド）４勝，金杯‐Jpn3，愛知杯‐Jpn3，日経新

春杯‐Jpn2 ２着，etc.
ラプソディスター（89牝 アスワン）入着

ラプソディスキー（97牡 マルゼンスキー）�５勝��２勝，王冠賞２着
オリガミ（99牝 ＊シャンハイ）�２勝��入着３回，フロイラインＣ，北海優駿

２着，華月賞２着，etc.
カミヒコーキ（05牝 ＊マイネルラヴ）１勝，�３勝，フローラルＣ

プリンスアロー（90牡 アスワン）３勝，恵庭岳特別，企救丘特別，ポプラＳ３着，etc.
ベストシルバー（91牝 ＊シヤカプール）１勝，漁火特別３着

ナリタサクラオー（97牡 サクラバクシンオー）２勝，恵那特別，中京日経賞２
着，飛竜特別２着，etc.

シルバークロス（02牡 トウカイテイオー）�１勝�６勝，高知県知事賞，黒潮
菊花賞２着

４代母 キヨクトウメルド（76栗 ＊レイバーン）出走
［子］ トキツイーグル（87牡 ＊ランズダーン）２勝，黒竹賞２着，カトレア賞３着

販売申込者・所有者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453
生 産 牧 場： ㈲沖田牧場
飼 養 者： ㈲沖田牧場＝日高町富浜 �01456-2-0453

328 オーゴンヒリツ２０２１ �・鹿 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊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

＊ Gulch

�
�
�
�
�

��
��

�イーグルカフェ Net Dancerオーゴンヒリツ ＊キャロルハウス

��
��
�ベストルンルン鹿 2008 キヨクトウルンルン

＊インタグリオ 2i
Nureyev S4×M4

価格： 購買者：



母 オードリーローズ（03鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝�６勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（21）〕
ゲラーデ（11牡鹿 リンカーン）�５勝�１勝�３勝��
コスモブラッドレー（12牡黒鹿 ステイゴールド）�７勝�
モンスーンジャイア（14牡栗 アンライバルド）入着，�３勝
フィールインラヴ（15	黒鹿 トーセンホマレボシ）３勝，川俣特別（芝 1800），睦月賞
（芝 2400）２着，ジューンＳ（芝 2400）３着，夏木立賞（芝 2000）３着，障害１勝

ルルローズ（18牝栗 トゥザグローリー）
１勝，由比ヶ浜特別（芝 1400）２着，�
１勝�１勝

テイエムアタック（20牡栗 トゥザグローリー）
出走

２代母 ヤングエブロス（92栗 ＊エブロス）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，ガーネットＳ‐Jpn3 ３
着，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，アネモネＳ‐OP，フェニックス賞‐OP，etc.，�入着
トシザヘネシー（02牡 ＊ヘネシー）５勝，なにわＳ，五条坂特別，神鍋特別，神無月

Ｓ２着，ジャニュアリーＳ３着，etc.
サンライズラッシュ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，由布院特別２着，あおぎりＳ

２着，ポインセチア賞２着
ペン（07牝 ジャングルポケット）不出走

ナリユキマカセ（13牡 オレハマッテルゼ）�11 勝��３勝�，エトワール賞２着
アクアブルーウェイ（09牡 ジャングルポケット）�３勝
タイキマーシャ（10牝 タニノギムレット）１勝
コスモワカツキ（12牡 アドマイヤムーン）�１勝��
サンモントレー（14牝 ＊クリストワイニング）入着２回，
�３勝��５勝�

３代母 メイトウヒカリ（82栗 ＊ヴアイスリーガル）不出走
マイネルディバイン（99牡 ＊ジョリーズヘイロー）２勝，障害１勝，�１勝�，グラ

ンシャリオＣ‐Jpn3

４代母 ウレシノヒカリ（74鹿 ＊ロードリージ）���７勝

５代母 ウレシノ（63鹿 ＊ヒンドスタン）２勝，四歳短距離特別
［孫］ ハーデイービジヨン（81牡 ＊マンオブビイジヨン）３勝，朝日杯３歳Ｓ，

京成杯３歳Ｓ，種牡馬

販売申込者・所有者： 黒川 賢司＝平取町貫気別 �01457-5-5715
生 産 牧 場： 黒川 賢司
飼 養 者： 黒川 賢司＝平取町貫気別 �01457-5-5715

329 オードリーローズ２０２１ 牡・鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayオードリーローズ ＊エブロス

��
��
�ヤングエブロス鹿 2003 メイトウヒカリ

＊マラルビ C10
Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 エムティティアラ（15鹿 オルフェーヴル）�１勝�入着４回
初仔

２代母 ＊プラウドビューティー（00 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・IRE・USA４勝，Tra
mpoli S‐R
レッドガルーダ（07� Giant's Causeway）入着４回，�２勝��
オンリーザブレイヴ（08牡 ディープインパクト）１勝
レッドキングダム（09牡 ディープインパクト）入着２回，障害５勝，中山大障害

‐JG1，�２勝��
レッドサーガ（10牝 アグネスタキオン）１勝
レッドフィエルテ（14牝 ステイゴールド）入着３回，�２勝���
ボランテレオ（16牡 ロードカナロア）１勝，障害１勝

３代母 ＊ハニーバン（91 GB鹿 Unfuwain）GB入着
ハニーダンサー（04牝 Danehill Dancer）入着４回

ヨカヨカ（18牝 ＊スクワートルスクワート）４勝，北九州記念‐G3，フィリーズ
レビュー‐G2 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，etc.

４代母 ココット Cocotte（83 GB鹿 Troy）GB・FR１勝，英ナッソーＳ‐G2 ４着，
プシュケ賞‐G3 ２着，Sweet Solera S‐L ２着，メイヒルＳ‐G3 ４着
［子］ ＊ピルサドスキー（92牡 Polish Precedent）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・

FR・IRE・GER・USA９勝，ＢＣターフ‐G1，英チャンピオンＳ
‐G1，etc.，種牡馬

＊ファインモーション（99牝 ＊デインヒル）８勝，秋華賞‐Jpn1，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，etc.，優３牝

グローイングアーダーGlowing Ardour（88 牝 ＊ダンシングブレーヴ）G
B・IRE・USA３勝，シルケングライダーＳ‐G3

ブリオレット Briolette（02 牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Trigo S
‐L，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ２着

ピーチアウトオヴリーチ Peach Out of Reach（96牝 Sadler's Wells）I
RE１勝，Ballyroan S‐L

バラカ Baraka（01牝 ＊デインヒル）GB・IRE１勝，Lingfield Oaks Tri
al S‐L

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

330 エムティティアラ２０２１ �・栗 ３／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�オルフェーヴル オリエンタルアートエムティティアラ
＊

＊デインヒル

��
��
�プラウドビューティー鹿 2015 ＊ハニーバン

11
Danzig M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 キクノレジーナ（08青 キングヘイロー）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
キクノボワ（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）��入着６回
キクノレーヌ（19牝青鹿 カレンブラックヒル）�地方未出走

２代母 キクノジェニー（99青鹿 ジェニュイン）３勝，�４勝，兵庫クイーンＣ
キクノフェーデ（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝，�２勝
キクノラフィカ（09牡 ＊ケイムホーム）１勝，八海山特別２着，�11 勝
キクノソル（10牡 キングカメハメハ）５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，オアシスＳ‐L ２

着，福島民友Ｃ‐L ２着，阿蘇Ｓ‐OP ２着，総武Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝��
キクノシャイン（15牝 ルーラーシップ）�４勝�２勝�１勝
キクノクライフ（18牡 ＊キングズベスト）�入着３回，�２勝

３代母 キクノサンシャイン（88鹿 ホリスキー）３勝，りんどう賞２着
ハートアトラス（93牡 バンブーアトラス）入着，�７勝
キクノグリッター（95牡 ＊クリスタルグリツターズ）７勝，トパーズＳ‐OP ２着，

灘Ｓ‐OP ２着，etc.，障害１勝，�入着，名古屋優駿‐Jpn3 ３着
キクノガイア（98牝 タヤスツヨシ）�12 勝
キクノロマニー（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）不出走

キクノフレヴァン（06牡 ＊スキャン）４勝，渡月橋Ｓ２着，赤穂特別３着，�５
勝�入着�，金沢スプリントＣ２着

キクノキアラ（08牝 ＊プリサイスエンド）１勝
ワンダーデスタン（10牡 ＊キンググローリアス）入着，�２勝
ワンダージンテーゼ（12牡 ワンダースピード）入着，�３勝

キクノサンサン（01牝 ＊エブロス）�12 勝
キクノトップラン（05牡 メジロマックイーン）１勝，彦島特別，�11 勝

４代母 サクラウイニング（76鹿 ＊ヴエンチア）１勝
［子］ ジエイエススター（81牝 ＊ボールドアンドブレーヴ）��１勝

５代母 サチコの弐（64栗 ＊スコツト）不出走
［子］ ミツキーロツク（69牡 ＊ラヴアンダン）	
14 勝

トシノミノブ（75牡 ＊ミンシオ）	３勝

販売申込者・所有者： ㈲元道牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2460
生 産 牧 場： ㈲元道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

331 キクノレジーナ２０２１ 牡・青鹿 ４／１９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊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クノレジーナ ジェニュイン

��
��
�キクノジェニー青 2008 キクノサンシャイン

＊エラ 11g
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールデンリーフ（10鹿 ステイゴールド）入着，�６勝
本馬の他に産駒あり

２代母 チャレンジセイエン（98栗 ＊シアトルダンサーⅡ）３勝，西部日刊スポーツ杯，
福島中央ＴＶ杯２着，塩屋埼特別２着，大濠特別３着，フルーツラインＣ３着，etc.，
�４勝
レイメイ（08牡 ゼンノロブロイ）�２勝�１勝
カネトシコミット（09牝 ステイゴールド）�１勝
アルミサエル（11牝 ＊ブライアンズタイム）��８勝�
サンボルチモア（14� ＊ジャイアントレッカー）�１勝��３勝�	入着２回

３代母 ラックムゲン（89黒鹿 ＊ミルフオード）２勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，小倉３歳
Ｓ‐Jpn3 ２着，アネモネＳ‐OP ３着，筑紫特別，ゴールデンスパーＴ２着，etc.
ウインエストレラ（97牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，三宮特別２着，�１勝
キングオブウィナー（01牡 ＊ジョリーズヘイロー）３勝，聖護院特別，西部スポニチ

賞２着，三条特別３着
ワイエムサチ（02牝 ＊タバスコキャット）３勝，鳥取特別

４代母 プリンセンスラム（79鹿 ＊ラム）�11 勝，サガ・クイーン賞
［孫］ マイネルギルト（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，青梅特別３着

５代母 ヤマホマレ（66鹿 ＊パナスリツパー）不出走
［子］ ヤマボンモ（77牝 ＊ボンモー）３勝，伏拝特別

ラツクオメガー（83牝 トウシヨウボーイ）３勝，初雛賞
ラツクハンター（82牝 ＊ヴアイスリーガル）１勝，有田特別３着，�13 勝

［孫］ ラックダイヤモンド（90牡 ＊ストームオンザルース）５勝，東海Ｓ‐OP ２
着，心斎橋Ｓ，宝塚市制４０周年記念，etc.

ラックマンセル（89牡 ＊ヴイテイージ）５勝，恵那特別，若戸特別２着，
あざみ賞２着

ハーディースワロー（81牡 ＊ステインテイノ）４勝，松川浦特別２着，桧
山特別２着，荒川峡特別３着

ウイングッドラック（96牡 ＊ヴィジョン）入着２回，
４勝�３勝，若草
賞２着

販売申込者・所有者： ㈲宇南山牧場＝むかわ町春日 �0145-42-4959
生 産 牧 場： ㈲宇南山牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

332 ゴールデンリーフ２０２１ �・鹿 ３／２２

＊

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ゴールデンリーフ ＊シアトルダンサーⅡ

��
��
�チャレンジセイエン鹿 2010 ラックムゲン

＊ダーバリー 12f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グロッタアズーラ（07黒鹿 フジキセキ）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－１（１）〕
ナンベーサン（13牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝
ラーナアズーラ（14牝栗 ＊パイロ）３勝
ドンフォルティス（15牡栗 ＊ヘニーヒューズ）３勝，伏竜Ｓ‐OP（Ｄ1800），ヤマボ

ウシ賞（Ｄ1400），��１勝��入着��，北海道２歳優駿‐Jpn3，全日本２
歳優駿‐Jpn1 ２着

ドンマニフィコ（17牡芦 ＊ダンカーク）１勝，��出走
バルムンク（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝

２代母 サダムブルーアイズ（02黒鹿 ＊エルコンドルパサー）入着

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

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

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

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

‐Jpn2 ３着，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
フレンチミステリー（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

メイショウアズミノ（11牝 ハーツクライ）３勝，ＨＢＣ賞２着，ＳＴＶ杯３着，
道新スポーツ杯３着

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

	１勝�
入着２回���
タガノトニー（97牡 ＊トニービン）２勝，三条特別３着，筑後川特別３着，
�２勝	入着３回��

［孫］ ステイジン Stagyn（97牝 Stagecraft）CHI５勝，カルロスＡナバロ賞‐G2，
パドック賞‐G3，P. Gregorio Amunategui Jordan‐L，etc.

販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
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

333 グロッタアズーラ２０２１ �・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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーグロッタアズーラ ＊エルコンドルパサー

��
��
�サダムブルーアイズ黒鹿 2007 ミスティックアイズ

＊スキム 13b
Kingmambo S3×M4 Nureyev S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 キタサンアカツキ（12鹿 メイショウサムソン）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ゴールドアクセル（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）���１勝
ナインバイパー（19牡鹿 ホッコータルマエ）���２勝

２代母 ノースサンデー（93黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，京都
牝馬特別‐Jpn3 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，アネモネＳ‐OP，ききょうＳ‐OP
フォーティサンデー（99牝 ＊フォーティナイナー）�５勝
ノースダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）�12 勝�11 勝，九州記念
シルバーゴッドレス（01牝 タマモクロス）�１勝�１勝
アサクサアミイゴ（06牡 ＊クロフネ）入着３回，��４勝
マイクロドーズ（08牡 ジャングルポケット）�２勝
アブサンラバー（09牡 ＊フレンチデピュティ）��２勝
フルーツサンデー（10牝 ＊クロフネ）��４勝
エスケイサンデー（15牡 ＊アポロキングダム）��４勝

３代母 ＊ノースオブダンジグ（83 USA鹿 Danzig）USA２勝，Heavenly Cause S
‐R ２着，Toddler S‐R ２着
ノースショアー（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，フロ

ーラＳ‐OP ３着
ノースサファイア（94牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

ヤマノサファイア（08牡 ＊ワイルドラッシュ）４勝，妙高特別，羅生門Ｓ２着，
桶狭間Ｓ２着，etc.

マチカネアカツキ（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，
Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ホーマンソレイユ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，庄内川特別２着，はなのき賞３着
メイショウヨリトモ（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，はやぶさ賞３着

４代母 ノースアングルNorth Angle（79 USA鹿 Quadrangle）USA２勝
［子］ ノ－スワッチNorthWatch（85牝 Cannonade）USA４勝，Tri‐Stat

e Futurity‐R，Blue Delight H‐L ２着，Dancealot S‐L ２
着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ヤマタケ牧場＝新冠町高江 �0146-47-2634
生 産 牧 場： ㈲ヤマタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

334 キタサンアカツキ２０２１ �・青鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンキタサンアカツキ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ノースサンデー鹿 2012 ＊ノースオブダンジグ

3n
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5 Lyphard S5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 キタサンロングラン（12黒鹿 アドマイヤムーン）�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ダイセンメイト（19牝鹿 コパノリチャード）��２勝
スーパーレジーナ（20牝鹿 レーヴミストラル）�地方未出走

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

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

キタサンスズラン（07牝 ＊アルカセット）２勝
スティールグレート（18牡 ＊アジアエクスプレス）��４勝�入着，知床賞２着，

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

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

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

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

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

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

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

ウンＣ，由布岳賞２着

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

335 キタサンロングラン２０２１ 牡・栗 ５／１９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズキタサンロングラン フジキセキ

��
��
�キタサンヒボタン黒鹿 2012 キタサンクイン

＊種道 22
フォーティナイナー S4×M4 サンデーサイレンスM4×M4

価格： 購買者：



母 キタサンモデル（15鹿 キングヘイロー）出走
本馬の他に産駒あり

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

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
［子］ キタサンクイン（84牝 ＊ロジンスキー）��４勝，東京プリンセス賞３着
［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.

キタサンフドー（94牡 サクラホクトオー）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2
３着，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，河北新報杯，etc.

［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

336 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 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，�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

337 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 キュリオスティー（11鹿 ディープインパクト）２勝，燕特別（芝 2200）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊キュー（97 USA栗 ＊フレンチデピュティ）USA７勝，ロングアイランドＨ
‐G2，New Castle H‐L，Going Up S，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，N
avajo Princess S‐L ２着，etc.

＊ルシルク（04牝 Dynaformer）USA１勝
クロムレック（10牡 Smart Strike）３勝，端午Ｓ‐OP ３着
グランシルク（12牡 ステイゴールド）５勝，京成杯オータムＨ‐G3，ＮＺトロ

フィー‐G2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着，
ニューイヤーＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

クードラパン（13牝 ダイワメジャー）４勝，潮騒特別，ＨＢＣ賞，サフラン賞，
セプテンバーＳ２着

ヴァンクールシルク（14� ヴィクトワールピサ）�３勝，燕特別，本栖湖特別
２着，荒川峡特別２着

ラソワドール（15牝 ゴールドアリュール）１勝，菜の花賞３着，���入着２回
イルチルコ（19牝 ドゥラメンテ）�１勝，葉牡丹賞２着

＊ブレイクランアウト（06牡 Smart Strike）２勝，共同通信杯‐G3，朝日杯フューチュリ
ティＳ‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬

キスショット（07牝 Fusaichi Pegasus）入着
フーズサイド（16牡 シビルウォー）２勝，舞浜特別３着，��１勝
ラキ（17牝 ジャスタウェイ）�２勝，礼文特別，立待岬特別３着

エネアド（09牡 ディープインパクト）４勝，外房特別，由比ヶ浜特別，黄梅賞２着，
若竹賞２着，若潮賞３着

ブレイクエース（12牡 キングカメハメハ）１勝，�１勝�１勝

３代母 ピージェイフローラル P J Floral（89 USA鹿 Baldski）USA９勝，Gulfstr
eam Park The Very One H‐L，April Run S２着，Searching S２着，Hi
aleah H‐L ３着
ラミアノ Ramiano（98牡 Rubiano）USA６勝，Bruce G. Smith Memorial S３

着，種牡馬

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

338 キュリオスティー２０２１ �・鹿 ３／ ６
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアキュリオスティー
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�キュー鹿 2011 P J Floral

1t
サンデーサイレンスM3×S4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 キュートシルフ（06青 キングヘイロー）２勝，知立特別（芝 1200）２着，鞍ケ池特
別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（19）〕
キョウワレコード（13牡黒鹿 アドマイヤオーラ）�３勝�入着
ハシノオージャ（16牡黒鹿 キョウワスプレンダ）��７勝�入着４回
キョウワファントム（17牡青鹿 フェノーメノ）�６勝
ウヒョウノヒビキ（18牝鹿 リアルインパクト）��１勝�
フタミジョウワ（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走，�２勝
シェナリオン（20牡青鹿 リオンディーズ）���出走

２代母 ＊ショウリノメガミ（91 USA青鹿 Mr. Prospector）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
ハイタイド（02牡 キングヘイロー）２勝，積丹特別

３代母 シネジタ Cinegita（77 USA鹿 Secretariat）USA３勝，レイルバードＳ‐G3，
Senorita S３着
ストームスター Storm Star（83 牝 Storm Bird）GB２勝，チェリーヒントンＳ‐G3，

ジムクラックＳ‐G2 ２着
スターレットストーム Starlet Storm（87牝 Storm Bird）USA２勝

フランダーズ Flanders（92 牝 Seeking the Gold）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1
サーフサイド Surfside（97 牝 Seattle Slew）USA８勝，フリゼットＳ‐G1，
ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，etc.

チョクトーリッジ Choctaw Ridge（89牡 Mr. Prospector）USA２勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G3 ３着，Flamingo S‐L ３着，種牡馬

イラストレイテッド Illustrated（94牝 Deputy Minister）USA入着
マーブラヴァMar Brava（05牝 Cat Thief）PER１勝
オーヴァーブルックOverbrook（09牡 Flanders Fields）PER６勝，アウ
グストＢレギア大賞‐G1，ポスティン賞‐G2，クラウディオＦＣマシア
ス賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884
生 産 牧 場： 協和牧場
飼 養 者： 協和牧場＝新冠町明和 �090-7641-3884

339 キュートシルフ２０２１ 牡・青鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊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ュートシルフ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ショウリノメガミ青 2006 Cinegita

25
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5 Drone S5×M5

価格： 購買者：



母 クインズカリナン（13鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リケアシラヌイ（20牡鹿 ＊モンテロッソ）�地方未出走

２代母 ホクザンパラダイス（04鹿 ＊パラダイスクリーク）�４勝，姫路プリンセスＣ
ホクザンルージュ（10牝 アドマイヤジャパン）�６勝���入着３回���，ル・プ

ランタン賞２着，若草賞２着，クイーンＣ３着，園田クイーンセレクション３着
ホクザンメロディー（18牝 パドトロワ）��１勝�１勝
ホクザンゴールド（19牡 フリオーソ）��２勝�

３代母 ホクザンクルール（89鹿 ＊ラシアンルーブル）不出走
ホクザンフィールド（99牡 ライブリマウント）�10 勝�１勝�１勝	入着��，兵

庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着，黒船賞‐Jpn3 ３着，新春賞，etc.
ホクザンラブリー（00牝 ＊グランドオペラ）�５勝
ホクザンアスリート（02牡 エイシンサンディ）�２勝
ホクザンアントルメ（05牝 ＊メイショウドトウ）�９勝
ホクザンブリュット（07牡 ＊ティンバーカントリー）�10 勝

４代母 ホクザンラツキー（73栗 ＊フロリバンダ）２勝，すずかけ賞
［子］ ホクザンエンペラー（87牡 ＊ノーザンディクテイター）２勝，小倉３歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，かえで賞，雲仙特別２着，etc.
ホクザンタロー（81牡 ＊ニゾン）３勝，	２勝�入着

［孫］ ホクザンアンドレ（89牡 ＊ラツキーソブリン）４勝，白樺賞‐OP ２着，室
蘭特別，オホーツクＨ２着，etc.

ホクザンダンディー（88牡 ＊ステイールハート）３勝，礼文特別３着，�１勝
ホクザンパワー（94牡 ＊グロウ）１勝
ホクザンプレジャー（99牡 ウイニングチケット）入着，�４勝
プリテージユネス（86牝 サンシヤインボーイ）
３勝

５代母 タジマラツキー（65栗 ＊ロイヤルステイング）４勝，４歳抽籤馬特別‐OP，す
ずかけ賞
［曾孫］ カルメンシータ（89牝 ＊ワイズカウンセラー）３勝，すずかけＳ‐OP ３着，

おおぞらＳ，クレマチス賞，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

340 クインズカリナン２０２１ �・黒鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊
＊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インズカリナン ＊パラダイスクリーク

��
��
�ホクザンパラダイス鹿 2013 ホクザンクルール

＊アストニシメント 7c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 グランデクオーレ（12黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
モルフォ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）���４勝
クールレモンチャン（18牝栗 ジャングルポケット）��１勝��
アーキイージー（19牝栗 ハタノヴァンクール）��１勝
コンバットチャンス（20牝栗 ＊ベストウォーリア）��出走

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

大賞典‐G3，白富士Ｓ‐L，オールカマー‐G2 ３着，etc.
スマートドレス（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�１勝
ヤングアットハート（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，白富士Ｓ‐L，目黒記念‐G2

３着，常総Ｓ，迎春Ｓ，晩秋特別，etc.
リアルフレア（09牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，ベゴニア賞３着
ミエノハートハート（10牡 ＊チチカステナンゴ）�１勝��
モンロー（14牝 ＊クロフネ）２勝，�１勝��入着
デルマエトワール（16牝 ＊クロフネ）��６勝

３代母 ニフティニース（87鹿 Raise a Native）７勝，セントウルＳ‐Jpn3，関屋記
念‐Jpn3，ＢＳＮ杯‐OP，オータムスプリントＳ‐OP，オータムスプリントＳ
‐OP ３着，etc.
ウイングロリア（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，八坂特別，伊良湖特別，大島特

別２着
ナムラチアーズ（08牝 マンハッタンカフェ）入着

ナムラカメタロー（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，師走Ｓ‐L，etc.，�１勝�
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ニフテイアンドニート（81 USA鹿 Vigors）USA４勝，Bal Harbour S，
Soft Touch S２着，Bed O' Roses Visitation S‐R ３着，Bowl of Flowers
Visitation S‐R ３着，Satin and Lace S３着
［子］ ニフティダンサー（88牡 ＊ノーザンテースト）７勝，七夕賞‐Jpn3，吾妻

小富士ＯＰ‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

341 グランデクオーレ２０２１ 牡・栗 ４／１７

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayグランデクオーレ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニフティハート黒鹿 2012 ニフティニース

＊ニフテイアンドニート 16g
Halo M4×S5 Raise a Native M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 グラディート（16鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
初仔

２代母 ピクシーチャーム（10鹿 キングカメハメハ）出走

３代母 オリエントチャーム（02鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3
３着，秋華賞‐Jpn1 ４着，紅梅Ｓ‐OP ２着，木津川特別，こぶし賞，etc.
ガーネットチャーム（09牝 ＊ファルブラヴ）３勝，古町特別，エクセレントＪＳＴ２

着，雄国沼特別２着，etc.
グラナタス（16� ロードカナロア）２勝，黒松賞３着，��２勝

ファシーノ（11牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，恋路ケ浜特別２着，鴨川特別３着
クィーンチャーム（12牝 キングカメハメハ）４勝，比叡Ｓ，比良山特別，四国新聞

杯３着，etc.
オリエントワークス（13牝 ＊ワークフォース）２勝，札幌日刊スポーツ杯２着，北海

Ｈ２着
ペルシアンナイト（14牡 ＊ハービンジャー）４勝，マイルＣｈＳ‐G1，アーリントン

Ｃ‐G3，大阪杯‐G1 ２着，etc.

４代母 ＊ニキーヤ（93 USA鹿 Nureyev）FR３勝
［子］ ゴールドアリュール（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，フェブラリーＳ

‐Jpn1，etc.，��２勝�１勝，東京大賞典‐Jpn1，ダービーＧＰ
‐Jpn1，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

ゴールスキー（07牡 ネオユニヴァース）８勝，根岸Ｓ‐G3，ペルセウスＳ
‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ３着，etc.，��出走，種牡馬

ニルヴァーナ（03牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，小倉日経ＯＰ‐L，福島
ＴＶＯＰ‐L ２着，小倉日経ＯＰ‐L ３着，etc.

ナタラージャ（04牡 ダンスインザダーク）２勝，若葉Ｓ‐L ３着，アザレア賞
リグヴェーダ（10牡 ディープインパクト）４勝，立川特別，アルメリア賞，
オフサイドトラップＣ３着，etc.

バレエブラン（01牝 ダンスインザダーク）２勝，利尻特別
ラバヤデール（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，響灘特別２着，北斗賞３着

［孫］ ソロル（10牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ‐G3，マリーンＳ
‐LR，etc.，障害２勝，�入着�，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596

342 グラディート２０２１ 牡・鹿 ３／ ２

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayグラディート キングカメハメハ

��
��
�ピクシーチャーム鹿 2016 オリエントチャーム

＊ニキーヤ 9h
Mr. Prospector S4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 グレートハーベスト（03栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（10），地方－８（27）〕
レーザーブレイド（07牡栃栗 キングカメハメハ）１勝，��１勝・５勝，黒潮スプ

リンターズＣ（Ｄ1300）３着
クリップザクロップ（09牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着６回
マイネルクロップ（10牡芦 ＊クロフネ）６勝，マーチＳ‐G3，アルデバランＳ‐OP
（Ｄ1900）２着，若駒Ｓ‐OP（芝 2000）２着，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1800）３着，初夢Ｓ
（Ｄ1800），北山Ｓ（Ｄ1800），花背特別（Ｄ1800），花園Ｓ（Ｄ1900）２着，etc.，
障害２勝，��１勝��，佐賀記念‐Jpn3，佐賀記念‐Jpn3 ２着

ザナイトビフォー（11牝芦 ＊クロフネ）	２勝�入着２回
クロコダイルロック（13牡鹿 ＊ハービンジャー）入着４回，�３勝	１勝�１勝

��入着
バンパークロップ（14牝栗 ＊クロフネ）３勝，西湖特別（Ｄ1600）３着
ローザーブルー（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）
�５勝�３勝��１勝�入着４回，

花吹雪賞（Ｄ1800）
ウォールフラワー（17牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝��入着４回�，金杯
（Ｄ1600）３着

カーラミーア（18牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）
��２勝

２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，若潮賞２着，おおぞら特別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

３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

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

343 グレートハーベスト２０２１ �・鹿 ４／２０
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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellグレートハーベスト
＊ Seeking the Gold

��
��
�チーター栗 2003 Stepping High

11g
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 グロリエッテ（10鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６）〕
モリノカワセミ（16牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，ベストウィッシュＣ（Ｄ1200）２着
ショウナンバービー（17牝鹿 トゥザワールド）�３勝，ＴＵＦ杯（芝 1200）３着
モリノドリーム（19牝鹿 モーリス）�１勝
コスモグングニール（20牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�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
オンザスローン（06牝 キングカメハメハ）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

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
アトナブAtnab（94牝 Riverman）GB１勝

グレイミスティックGrey Mystique（03牝 Linamix）FR３勝，P. Michel Ho
uyvet‐L ２着

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： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

344 グロリエッテ２０２１ 牡・鹿 ５／１５
＊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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズグロリエッテ
＊ Danzig

��
��
�アズワー鹿 2010 Magic Slipper

1s
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ギャラクティコ（09鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（21）〕
チチブリュウセイ（14牡栗 バンブーエール）�５勝��10 勝
アトス（15牡青鹿 ヴァーミリアン）入着８回，�２勝��入着 15回��
ゴールドアポロン（16牡栗 メイショウボーラー）���３勝
ユニティコ（17牝鹿 アドマイヤムーン）入着，��１勝

２代母 ティコティコタック（97栗 サツカーボーイ）４勝，秋華賞‐Jpn1，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ３着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
バンブーファルカン（04牡 ＊アフリート）１勝
クリスタルバンブー（06牝 ＊クロフネ）不出走

リンノメサイア（12牝 ＊キンシャサノキセキ）�４勝��４勝�２勝��入着８
回，長月賞３着

コモノドラゴン（08牡 アグネスタキオン）２勝，壇之浦特別，横津岳特別，恋路ケ
浜特別２着，名鉄杯２着，初咲賞２着，etc.，	２勝

ヴィカバンブー（11牝 アドマイヤムーン）	１勝
スーパージンガ（16牝 バンブーエール）�11 勝�入着３回�
，ロータスクラウン

賞，佐賀王冠賞，九州ダービー栄城賞，佐賀皐月賞，ル・プランタン賞，etc.
ミスズダンディー（12牡 アドマイヤムーン）１勝，富良野特別，二王子特別２着，

日高特別３着，二王子特別３着，	４勝
マーズアタック（13牝 ＊タイキシャトル）	３勝��
ケイティーアカオギ（16� ＊タイキシャトル）��１勝

３代母 ワンアイドバンブー（91黒鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
バンブーズルド（06牝 ＊エアエミネム）�２勝

エコーズスリー（15牝 ＊セイントアレックス）�１勝��入着�，九州ジュニア
Ｃｈ３着

キネオピューマ（09牡 アドマイヤムーン）３勝，木津川特別２着，中京スポーツ杯
２着，庄内川特別２着，etc.

４代母 ドロレスバンブー（84青鹿 ＊ジヨンテイオンブル）４勝，帆柱山特別，浄土平
特別，帆柱山特別２着，秋元湖特別２着，土湯特別３着

販売申込者・所有者： 今井 秀樹＝浦河町向別 �0146-22-0652
生 産 牧 場： 今井 秀樹
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

345 ギャラクティコ２０２１ �・鹿 ４／２７
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジギャラクティコ サツカーボーイ

��
��
�ティコティコタック鹿 2009 ワンアイドバンブー

＊シルバーバツトン 4g
Northern Dancer S4×S5

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： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

346 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 クロコレーヌ（04鹿 ＊クロコルージュ）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着，糸魚川特
別（芝 2000）２着，織姫賞（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊フェストネ（98 FR芦 Balleroy）出走
ラファミーユ（03牝 ラシアンゴールド）出走

エキスカベイター（10牝 サクラバクシンオー）�６勝
クリアミッション（17牡 ＊バトルプラン）１勝

トワインブルーム（06牝 ＊トワイニング）２勝
キラメキ（18牝 エスポワールシチー）１勝

ベルゲンクライ（10牡 ハーツクライ）４勝，ブラジルＣ‐LR ２着，アハルテケＳ
‐OP ２着，ジュライＳ‐OP ３着，アレキサンドライトＳ，初日の出賞

３代母 トーキョーガールTokyo Girl（89 FR鹿 Comrade in Arms）FR２勝
ハイコロンHi Colon（96牝 Nashamaa）FR１勝

ソヨデ Sojode（02牝 Pinmix）FR１勝

４代母 アネカAneka（83 FR鹿 ＊カーホワイト）FR入着２回

５代母 ロワイヤルファヴォリットRoyal Favorite（78 FR鹿 Rarity）FR２勝
［子］ アヴィスパドAvispado（90� Cadoudal）FR３勝，FR障害１勝

リーガルライトRegal Light（86 牝 Top Ville）FR２勝
レールドロー L'Air de l'Eau（88� Akarad）FR１勝，FR障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲大原ファーム＝浦河町姉茶 �080-4286-0688
生 産 牧 場： ㈲大原ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

347 クロコレーヌ２０２１ 牡・鹿 ４／２６
＊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

＊ Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�クロコルージュ Alligatrixクロコレーヌ
＊ Balleroy

��
��
�フェストネ鹿 2004 Tokyo Girl

6b
Nureyev S4×M5

価格： 購買者：



母 ケリーメイ（05栗 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（８）〕
ライトシーカー（11牡黒鹿 ＊バゴ）�３勝
タニオブゴッホ（12牝栗 マツリダゴッホ）��１勝
エンドルユーロ（13牝栗 ディープスカイ）�１勝��
キャリアベスト（14牡栗 ＊グラスワンダー）２勝，湯川特別（芝 2000）２着，高山特

別（芝 2000）２着，栄特別（芝 2000）２着
レインボーマックス（17牝栗 アドマイヤマックス）��２勝
タチキチャン（18牝黒鹿 ストロングリターン）��１勝
キャリアアップ（19牡栗 ＊グラスワンダー）��出走

２代母 ルシールシーダー（90栗 ＊クリスタルグリツターズ）５勝，奥多摩Ｓ，御嶽特
別，越後特別，穂高特別２着，都大路Ｓ３着，etc.
ホシスコープ（97� ＊オジジアン）５勝，鏑矢特別，淀屋橋Ｓ２着，初風特別２着，

栃尾特別２着，疾風特別２着
サミーオブライト（99� ＊テンビー）�１勝
サミーミラクル（00牡 ＊アフリート）６勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，ガーネットＳ

‐Jpn3 ３着，マーガレットＳ‐L ３着，アクアラインＳ，ドンカスターＣ，etc.
サミーカラー（02牝 ＊オペラハウス）不出走

コスモヘイガー（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，福寿草特別
サミーテンボシ（03牡 アドマイヤベガ）�７勝	３勝
２勝
ハルダル（07牝 ゴールドアリュール）不出走

ブランオラージュ（14� ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��未出走�１
勝��，園田ＦＣスプリント２着

マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）��８勝	４勝

３代母 パワーシーダー（81栗 ＊ノーザリー）５勝，中京記念‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2
３着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ３着，北山特別，はなのき賞，etc.
ヴァイスシーダー（88牡 ＊メンデス）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，バイオレ

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

スターボード（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，銀嶺Ｓ，etc.，��
２勝�入着５回
�，東京スプリント‐Jpn3 ３着，船橋記念３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

348 ケリーメイ２０２１ �・栗 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawケリーメイ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー栗 2005 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Blushing GroomM4×S5
Northern Dancer S5×M5 Runaway Bride M5×M5
価格： 購買者：



母 ジョウノマドンナ（06鹿 ダンスインザダーク）�入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
リンクスルヴァン（12牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝�
セミプレナ（14牝栗 ＊サマーバード）�４勝���入着３回�，ル・プランタン賞
（Ｄ1800）３着

ネオチャンプ（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着３回
シゲルアコヤガイ（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，��入着３回��
イヴリーヌ（17牝鹿 ＊パイロ）��７勝�入着３回
ファストブレイク（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）��入着５回
ラッキーオスカル（20牝栗 ファインニードル）��出走

２代母 ミヤビサクラコ（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，こぶし賞２着，きんもくせ
い特別２着
キングオブサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，オーシャンＳ‐L ３着，福

島民報杯‐OP ２着，朱鷺Ｓ‐OP ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ３着，etc.，�１勝，
北海道３歳優駿‐Jpn3

ウインマーベラス（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，障害６勝，京都ハイジャンプ
‐JG2，阪神ジャンプＳ‐JG3，小倉サマージャンプ‐JG3，etc.，�１勝	入着，
サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ４着，種牡馬

ロイヤルキャンサー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＮＳＴＯＰ‐L，ＮＳＴＯＰ
‐L ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，京成杯‐Jpn3 ３着，バーデンバーデ
ンＣ‐L ３着，etc.

ウインデュエル（99牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，マリーンＳ‐L，エルムＳ
‐Jpn3 ２着，ペルセウスＳ‐OP，大沼Ｓ‐OP，麦秋Ｓ，etc.，種牡馬

ジョウノビクトリア（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，
関ケ原Ｓ２着，佐渡特別２着
タナトス（08牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，麒麟山特

別，松戸特別，招福Ｓ２着，etc.，障害２勝，東京ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.，
�１勝�

フレージャパン（09牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，
プロミネントＪＳＴ，白川特別，春日山特別，姫川特別３着

３代母 ダイナフリーウエイ（82栗 ＊デイクタス）２勝，おけさ特別

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

349 ジョウノマドンナ２０２１ �・鹿 ３／２３

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイジョウノマドンナ ＊ノーザンテースト

��
��
�ミヤビサクラコ鹿 2006 ダイナフリーウエイ

＊セイフテイー 13c
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 シーデイライト（15鹿 ＊ヘニーヒューズ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 グリーンヒルマック（99鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着
サンライズマックス（04牡 ステイゴールド）６勝，小倉大賞典‐G3，エプソムＣ

‐G3，中日新聞杯‐Jpn3，小倉日経ＯＰ‐LR ２着，若葉Ｓ‐L ２着，etc.
アオゾラ（05牝 ＊ムーンバラッド）��２勝

ルストラーレ（11牡 ＊ルールオブロー）�２勝�入着５回���，北日本新聞杯３着
クラウンスカイ（13牡 メイショウボーラー）１勝，なずな賞３着，�11 勝
ペガーズ（14牡 スペシャルウィーク）�２勝，春日特別，川俣特別３着，障害

１勝，�３勝
グリーンストーン（06牡 ＊コロナドズクエスト）�13 勝
ビッグロマンス（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，プラタナス賞，��１勝	入着
，

全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着
ゴールデンオーラ（09牝 ステイゴールド）�２勝
コウセン（10牡 アドマイヤムーン）２勝，豊橋特別，豊川特別２着，etc.，
４勝，

ＯＲＯターフスプリント，ハーベストＣ，桂樹杯，etc.
トゥルースカイ（11牡 ディープスカイ）入着２回，��２勝�３勝
エンパイアカラー（14� ＊エンパイアメーカー）１勝，�３勝�２勝�入着
チンクエテッレ（17牝 トーセンラー）入着，��１勝��

３代母 マツクスフリート（87芦 ＊ダンサーズイメージ）�15 勝��，東海ゴールドＣ，
全日本サラブレッドＣ，東海菊花賞，ゴールド争覇，岐阜王冠賞，etc.
ティーレックス（94牝 ＊ゴライタス）１勝，矢車賞，さわらび賞２着，	２勝�
ミラクルオペラ（97牡 ＊オペラハウス）５勝，
１勝�１勝��入着，白山大賞典

‐Jpn3，マーキュリーＣ‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着
ディープインサイド（98牡 ナリタブライアン）２勝，小名浜特別２着，黄菊賞２着，

障害１勝，�１勝�入着

４代母 ヒカリホマレ（80鹿 ＊テスコボーイ）１勝
［子］ ナリタホマレ（95牡 オースミシャダイ）３勝，�１勝
１勝�１勝��	

入着６回�，ダービーＧＰ‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，ブリ
ーダーズＧＣ‐Jpn2 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

350 シーデイライト２０２１ �・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ダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerシーデイライト ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�グリーンヒルマック鹿 2015 マツクスフリート

＊種正 5h
Halo S4×S4 Lyphard M4×S5

価格： 購買者：



母 サイレントスター（09栗 Rahy）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
カリスマサンヒカル（17牝栗 グランデッツァ）���７勝
サユミンランドール（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 ＊サイレントセンティネル（04 USA鹿 Silver Hawk）FR１勝
ストレートシックス（13� アドマイヤムーン）��１勝
サーストンヒーロー（14牡 ＊ストリートセンス）�９勝�８勝
ムシカリ（15� ディープスカイ）��１勝，クラウンＣ３着
アビエルト（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，オーストラリアＴ２着，驀進特別

２着，蒲郡特別２着，千葉日報杯２着，有松特別３着，etc.，�１勝
チュートリス（18牝 ＊キンシャサノキセキ）���１勝

３代母 ザケアテイカー The Caretaker（87 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，D
errinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Knockaire S‐L，Cartier Million S
‐LR，Silver Flash S‐L，Garnet S‐L ２着，etc.

＊ムタファーウエク（96牡 Silver Hawk）GB・IRE・GER・USA・UAE７勝，英セ
ントレジャー‐G1，コロネイションＣ‐G1，カナディアンインターナショナル
Ｓ‐G1，ドイツ賞‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

ディミトロワDimitrova（00牝 Swain）IRE・USA４勝，フラワーボールＳ‐G1，
American Oaks‐L，Leopardstown 1000 Guineas Trial‐L，etc.

ハーオウンカインドHer Own Kind（02牝 Dubai Millennium）GB１勝
ザラヒーエインジェルThe Rahy Angel（08 牝 Rahy）USA２勝
エヴァーデインジャラス Ever Dangerous（17 牡 Kitten's Joy）�USA３
勝，Bryan Station S，アップルトンＳ‐G3 ３着

４代母 ゴーフェザーゴーGo Feather Go（72 USA鹿 ＊ゴーマーチング）IRE１勝
［子］ ゴーハニーゴーGo Honey Go（83牝 General Assembly）FR・USA５

勝，スワニーリヴァーＨ‐G3，Flower Girl H，Aspidistra H
‐L ３着，etc.

［孫］ ＊ゲイリーフラッシュ（93牡 ＊デインヒル）７勝，シルクロードＳ‐Jpn3，
淀短距離Ｓ‐OP ２着，仲冬Ｓ，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

351 サイレントスター２０２１ 牡・栗 ５／２７

＊

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

ラヒー Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Rahy Glorious Songサイレントスター
＊ Silver Hawk

��
��
�サイレントセンティネル栗 2009 The Caretaker

2s
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 コウギョウデジタル（10栗 ＊アグネスデジタル）�８勝，ＯＲＯＣディスタフ
（Ｄ1800），フェアリーＣ（Ｄ1800），あすなろ賞（Ｄ1800），不来方賞（Ｄ2000），
ひまわり賞（Ｄ2000），etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
シェイドオヴペイル（17牡栗 ＊カジノドライヴ）��３勝�１勝
クライオジェニック（19牡鹿 ＊ロージズインメイ）���３勝，ジャパンＤダービ

ー‐Jpn1 ５着，東京ダービー（Ｄ2000）２着
ペルシアンキャット（20牝鹿 ベルシャザール）��入着

２代母 イエスドラゴン（04黒鹿 ダンスインザダーク）出走
マカロンショコラ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�２勝
コウギョウポケット（12牝 ジャングルポケット）�１勝��

３代母 ＊ジャウンティング（94 USA鹿 Seattle Slew）IRE１勝
ユーコーバンベール（00牝 ＊アフリート）出走

サンマルバンベール（07牝 マンハッタンカフェ）出走
サンマルドライヴ（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，�６勝�２勝，如月賞，
吉野ヶ里記念２着，佐賀王冠賞２着

クロムハート（01牝 ＊ブライアンズタイム）出走
マドモアゼルノン（07牝 ＊アフリート）１勝，��１勝�

リードキングダム（18牝 ＊プリサイスエンド）�	６勝�入着，加賀友禅賞３着
ピサノバンキッシュ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，大雪Ｈ３着

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

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

［孫］ ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝�１勝，兵庫ジ
ュニアＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3
（２回），中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，etc.

［曾孫］ コルトレーン Coltrane（17
 Mastercraftsman）�GB５勝，Esher S‐L

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

352 コウギョウデジタル２０２１ �・鹿 ３／１２

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

�
�
�
�
�
�
�
�
� Park Appealベーカバド ベフカラ Kris

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawコウギョウデジタル ダンスインザダーク

��
��
�イエスドラゴン栗 2010 ＊ジャウンティング

1s
Danzig S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 コシミノダンサー（15鹿 ハーツクライ）入着２回
初仔

２代母 ＊ラブーム（03 GER鹿 Monsun）FR５勝，フィユドレール賞‐G3，フロール賞
‐G3，P. Panacee‐L，ジャンロマネ賞‐G1 ３着，コリーダ賞‐G2 ２着，etc.
サトノダイレンサ（12牡 ディープインパクト）１勝
リセエンヌ（13牝 ディープインパクト）２勝，国東特別２着
アンバーミニー（14牝 ダイワメジャー）１勝
オーマイダーリン（17牝 ディープインパクト）�２勝，ローズＳ‐G2 ３着，三木特

別２着，城崎特別２着，西尾特別３着
ローブデソワレ（18牝 オルフェーヴル）��３勝

３代母 ラブーシュ La Bouche（95 GER鹿 In TheWings）FR・GER・ITY２勝，
P. Giovanni Falck‐L ２着
ラトゥールヌソル La Tournesol（05 牝 Samum）FR・GER３勝，P. du Carrous

el‐L ２着，Badener Steher Cup‐L ３着

４代母 ラメサ La Mesa（88 GB鹿 Sharpo）GER１勝，Idee Festa Rennen‐L
２着

５代母 レティシア Leticia（77 GER黒鹿 Caracol）GER３勝，独オークス‐G2，独１
０００ギニー‐G3，ドイツ牝馬賞‐G3 ２着，ルードヴィッヒゲーベルス記念‐G3 ２
着，ハルヴェスター大賞‐G3 ３着
［子］ レオナ Leona（86牝 Lagunas）GER４勝，ドイツ牝馬賞‐G3，Berber

is‐Rennen‐L，独オークス‐G2 ２着，etc.
レカナ Lekana（84牝 ＊イルドブルボン）GER３勝，Dusseldorfer Stut
enpreis‐L，独１０００ギニー‐G2 ２着，Junioren Preis‐L ２着，etc.

レオポルディナ Leopoldina（83牝 Beldale Flutter）GER２勝，Las Vega
s‐Slenderella‐Rennen‐L，Fruhjahrs‐Stuten Preis‐L ３着

［孫］ レオポルド Leopoldo（88牡 Windwurf）GER・SWI７勝，P. der Hotell
erie Baden‐Baden‐L，Hoffnungs Preis‐L ２着，P. der Stadt
Baden‐Baden‐L ３着，etc.，GER・SWI障害３勝

販売申込者・所有者： ㈲大島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2416
生 産 牧 場： ㈲大島牧場
飼 養 者： ヒダカシーサイドファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2416

353 コシミノダンサー２０２１ �・鹿 ２／２６

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスコシミノダンサー
＊ Monsun

��
��
�ラブーム鹿 2015 La Bouche

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ゴッデス（13鹿 サムライハート）�２勝�１勝��入着
本馬の他に産駒あり

２代母 バレンタインキッス（02青鹿 ＊ジェイドロバリー）�２勝�
スウィフト（12� スウィフトカレント）�１勝��入着２回�
フィデース（15牝 ＊プリサイスエンド）��３勝

３代母 ＊ムーンライトラン（89 USA鹿 Moscow Ballet）USA５勝
ボンナターレ（98牝 フジキセキ）入着３回

アキノカウンター（06� ＊グランデラ）４勝，札幌スポニチ賞，湯川特別，足立
山特別，etc.

４代母 ムーンスケイプMoonscape（67 USA黒鹿 Tom Fool）不出走
［子］ ムーンティーMoontee（73牝 Vertex）USA４勝，ポストデブＳ‐G3，

アラバマＳ‐G1 ３着，New Castle S２着
［孫］ ベガ（90牝 ＊トニービン）４勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，エリザ

ベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.，優３牝
マックロウ（97牡 ＊トニービン）３勝，京都記念‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2
２着，天皇賞（春）‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

アンティ－クミスティ－ク Antique Mystique（84牝 Affirmed）USA６
勝，Burlington County S，ニューヨークＨ‐G2 ２着，ボイリン
グスプリングズＨ‐G3 ４着，etc.

テンペストム－ン Tempest Moon（81牝 Caro）USA３勝，Singing S
usan S，ポストデブＳ‐G3 ３着

［曾孫］ アドマイヤドン（99牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，朝日杯フューチュ
リティＳ‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，�２勝��３勝，Ｊ
ＢＣクラシック‐Jpn1（３回），etc.，優２牡，優ダート（2回），ＤＧ優
秀（2回），種牡馬

アドマイヤベガ（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，
京都新聞杯‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

アドマイヤボス（97牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念
‐Jpn2，産経大阪杯‐Jpn2 ３着，有馬記念‐Jpn1 ５着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 荒木 貴宏＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2749
生 産 牧 場： 荒木 貴宏
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

354 ゴッデス２０２１ �・鹿 ３／１６
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴゴッデス ＊ジェイドロバリー

��
��
�バレンタインキッス鹿 2013 ＊ムーンライトラン

9f
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 コマノサラサ（12栗 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
フォーカスオンミー（20牡鹿 サトノダイヤモンド）��１勝

２代母 コマノマコ（00鹿 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝
コマノスクアーロ（08牝 ゼンノロブロイ）１勝，ニセコ特別２着

コマノレジェンド（14牝 ＊ストリートセンス）３勝
コマノジャスパ（15牡 ＊ノヴェリスト）１勝
コマノゼニト（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，三浦特別３着
コマノカモン（19牡 ルーラーシップ）１勝

コマノグランデ（13牡 ゴールドアリュール）１勝

３代母 リンデンジョオー（93鹿 ＊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
コマノリリー（11牝 キングカメハメハ）不出走

コマノウインクル（17牡 キズナ）３勝，魚沼特別，弥彦Ｓ２着，逆瀬川Ｓ２着，etc.

４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
［子］ ヤマカツリリー（00牝 ＊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，etc.

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
［孫］ 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��
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，etc.，障害２勝

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.

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

355 コマノサラサ２０２１ �・栗 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューコマノサラサ ＊フォーティナイナー

��
��
�コマノマコ栗 2012 リンデンジョオー

＊シユリリー 7d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ゴールデンプライズ（05黒鹿 ＊ホワイトマズル）２勝，金蹄Ｓ（Ｄ2100）３着，初
茜賞（Ｄ1800）３着，舞浜特別（Ｄ1800）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（７）〕
ニュークラウン（14牝芦 キャプテントゥーレ）�４勝�３勝��入着７回
ヒダワールド（16牝黒鹿 ベルシャザール）��入着５回�入着
ブラビオ（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�２勝
ファーストプライズ（19牡鹿 ブラックタイド）��入着

２代母 ＊タッチフォーゴールド（97 USA黒鹿 Mr. Prospector）GB１勝
タッチザピーク（03牝 スペシャルウィーク）３勝，紅梅Ｓ‐OP，潮騒特別

ピークトラム（11牡 ＊チチカステナンゴ）６勝，谷川岳Ｓ‐L，デイリー杯２歳Ｓ
‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着，新潟２歳Ｓ‐G3 ３着，武庫川Ｓ，etc.，
�８勝�入着

ベストタッチダウン（16牡 ＊タートルボウル）５勝，太秦Ｓ‐OP，北山Ｓ
タッチミーノット（06牡 ダンスインザダーク）５勝，中山金杯‐G3，毎日王冠‐G2 ３着，

新潟記念‐G3 ２着，七夕賞‐G3 ２着，メトロポリタンＳ‐L ２着，etc.，�４勝
レッドブレイゾン（09牡 アグネスタキオン）１勝
レッドオーラム（11牝 ダイワメジャー）３勝
スクエアゴールド（12牝 ステイゴールド）１勝

３代母 ダイジンDaijin（92 USA鹿 Deputy Minister）USA４勝，Selene S‐L，
Star Shoot S‐L，テストＳ‐G1 ３着
ハンドペインテド Handpainted（00牝 A.P. Indy）USA５勝，Goddess S‐L，

MyDear S‐L，Ontario Debutante S‐L，etc.
ペインティング Painting（16 牝 Distorted Humor）CAN３勝，オンタリオファ

ッションＳ‐G3，ベサラビアンＳ‐G2 ２着，シーウエイＳ‐G3 ２着，etc.
スピードサクシーズ Speed Succeeds（01 牝 GoneWest）不出走

ブリリアントスピード Brilliant Speed（08牡 Dynaformer）USA３勝，ブル
ーグラスＳ‐G1，サラナクＳ‐G3，ジャマイカＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

セレネイディング Serenading（04牝 A.P. Indy）USA・CAN６勝，フォールズシ
ティＨ‐G2，Maple Leaf S‐L，Belle Mahone S‐L，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

356 ゴールデンプライズ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeゴールデンプライズ
＊ Mr. Prospector

��
��
�タッチフォーゴールド黒鹿 2005 Daijin

2n
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ゴールドペンダント（10黒鹿 ゴールドヘイロー）�18 勝���，黒髪山賞
（Ｄ1400），サイネリア賞（Ｄ1400），耶馬溪賞（Ｄ1400），大観峰賞（Ｄ1800），如
月賞（Ｄ1400）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
カグラノマイ（18牝鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝
タケノキンポー（19牝青鹿 ＊プリサイスエンド）��出走

２代母 シーベルリーフ（04鹿 ＊カコイーシーズ）��４勝�

３代母 ヨシノサンデー（97青鹿 タヤスツヨシ）�出走
セイナイーグル（01牝 タイキシャーロック）�８勝�
シークレットパワー（05牡 ＊クリプティックラスカル）�２勝
アイファースイーツ（06牝 ＊クリプティックラスカル）�１勝��４勝

アイファーフドオー（14牡 ローレルゲレイロ）�２勝
アイファートニオー（15牡 カンパニー）��２勝�
アイファーアクター（16牡 ＊ティンバーカントリー）１勝，障害１勝，�３勝�入着

ローズフェスタ（08牝 ＊マイネルラヴ）	２勝

４代母 プリティデザート（86青鹿 ＊リアルシヤダイ）入着
［子］ ナイスデザート（93牝 シリウスシンボリ）５勝，ターコイズＳ‐OP ３着，

アメジストＳ，紅葉特別，etc.
ノムラマルス（91牡 ＊ヤワ）
�３勝�３勝�７勝入着２回

［孫］ シゲルコジシザ（10牝 ＊プリサイスエンド）１勝
［曾孫］ ミネオラチャン（15牝 アッミラーレ）�３勝�３勝�入着�，園田クイー

ンセレクション２着，若草賞３着，園田ジュニアＣ３着

５代母 ＊コーニツシプレテー（72 USA黒鹿 Cornish Prince）不出走
［子］ ハワイダンサー（79牡 ＊ハンザダンサー）�����10 勝，開設記念，開

設１２周年記念２着
サクラフレッシュ（84牡 ＊ノノアルコ）入着８回，高湯特別３着，岩谷特
別３着

［孫］ コマザブル（97牡 ワカオライデン）�６勝��１勝��，さつき賞，こま
くさ賞２着，すみれ賞３着

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

357 ゴールドペンダント２０２１ �・鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドゴールドペンダント ＊カコイーシーズ

��
��
�シーベルリーフ黒鹿 2010 ヨシノサンデー

＊コーニツシプレテー 9f
サンデーサイレンス S3×M3×M5 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 コルニヨン（15鹿 ルーラーシップ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
コルニヒット（20牝鹿 ＊バトルプラン）�地方未出走

２代母 アンシェルブルー（07黒鹿 マンハッタンカフェ）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，
セントウルＳ‐G2 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，ターコイズＳ‐L ３着，
ヴィクトリアマイル‐G1 ５着，etc.
シゲルチキュウ（17� キングカメハメハ）１勝
モズマンジロウ（18� モーリス）�１勝

３代母 ＊バードキャット（89 USA栗 Storm Cat）不出走
ヒシバイタル（96牝 ＊トニービン）１勝，矢車賞２着

バイタルスタイル（07牝 スペシャルウィーク）４勝，鎌ケ谷特別，三春駒特別，
ひめさゆり賞
ヴェルザスカ（17牝 キズナ）�２勝，五色沼特別３着，西海賞３着

ソルレヴァンテ（09牡 キングカメハメハ）４勝，オリエンタル賞，南相馬特別，
日高特別２着，etc.

４代母 ウィールドWield（78 USA黒鹿 ＊ジヤツジヤー）不出走
［孫］ トウキュウキング（01牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，カトレア賞２着

ケイローン（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，知床特別３着
［曾孫］ マクシマイズMaximise（03� Inner City）IND８勝，Darley Arabia

n S‐LR，Stayers' Cup‐L ２着，C. N. Wadia Gold Cup‐L
３着，etc.

ドラルネグロDolar Negro（96牡 Clackson）BRZ11 勝，P. Semana In
ternacional‐L ２着，種牡馬

ケンブリッジレーザ（03牡 ＊タイキシャトル）４勝，小倉記念‐Jpn3 ３着，
淡路特別，背振山特別，etc.

プレイザフィールド（97牝 ＊スキャン）５勝，函館日刊スポーツ杯，知立
特別，礼文特別，etc.

トリノ（08牡 ステイゴールド）３勝，是政特別，ＢＳイレブン賞３着
クラッチヒット（05牡 ＊アフリート）２勝，茨城新聞杯３着

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

358 コルニヨン２０２１ 牡・鹿 ５／１９
＊ダンシングブレーヴ

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 キングヘイロー
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＊グッバイヘイローキタサンミカヅキ サクラバクシンオー

��
��
�キタサンジュエリー鹿 2010 キタサンコール

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴコルニヨン マンハッタンカフェ

��
��
�アンシェルブルー鹿 2015 ＊バードキャット

5h
Halo S4×M5 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドアシュレイ（08鹿 マヤノトップガン）�８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（６）〕
ニシノオトコマサリ（15牝青鹿 リーチザクラウン）１勝
ダンゼンユウリ（17牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�６勝
セイウンオードリー（18牡鹿 リーチザクラウン）�１勝

２代母 ハロウィーン（01鹿 ＊エルコンドルパサー）入着，�１勝
ショートカクテル（07牝 タニノギムレット）�１勝�入着３回��
カリテスグレース（12牝 ＊ホワイトマズル）入着７回，英彦山特別３着，��11 勝，

兵庫クイーンＣ３着
エブリーナイト（13牡 ＊ホワイトマズル）�１勝
ハローマイダーリン（14牝 ＊カジノドライヴ）�１勝�入着４回，ラブミーチャン記

念２着，ゴールドウィング賞３着
レコパンハロウィー（15牝 タイムパラドックス）�１勝�３勝�１勝�入着，若草賞，

東海クイーンＣ２着，梅桜賞２着，のじぎく賞３着，ル・プランタン賞３着
レコパンヒュウガ（16牡 タニノギムレット）�２勝
マメニーニャ（18牝 トランセンド）��出走�１勝�	１勝

３代母 マサコチャン（96栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
ファンドリコンドル（03牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，
16 勝�１勝�１勝��

�	�，福山スプリントＣ
サトノロマネ（06� ＊クロフネ）２勝，黄梅賞，藻岩山特別３着，若竹賞３着，
27

勝�入着２回��	�
ベストクルーズ（07牝 ＊クロフネ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，

ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.
マーチャンテイマー（09牝 ＊クロフネ）５勝，釜山Ｓ，宮崎特別，etc.，�入着�	，

ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着

４代母 チヨダマサコ（77鹿 ＊ラバージヨン）１勝
［子］ ニツポーテイオー（83牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），優古牡，種牡馬
タレンテイドガール（84牝 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
オークス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲宇南山牧場＝むかわ町春日 �0145-42-4959
生 産 牧 場： ㈲宇南山牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

359 ゴールドアシュレイ２０２１ 牡・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ブライアンズタイム
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�
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��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズゴールドアシュレイ ＊エルコンドルパサー

��
��
�ハロウィーン鹿 2008 マサコチャン

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊サイレントセンティネル（04 USA鹿 Silver Hawk）FR１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（21）〕
ストレートシックス（13�鹿 アドマイヤムーン）��１勝
サーストンヒーロー（14牡鹿 ＊ストリートセンス）�９勝�８勝
ムシカリ（15�鹿 ディープスカイ）��１勝，クラウンＣ（Ｄ1600）３着
アビエルト（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，オーストラリアＴ（芝 1200）２

着，驀進特別（芝 1000）２着，蒲郡特別（芝 1200）２着，千葉日報杯（芝 1200）２
着，有松特別（芝 1200）３着，周防灘特別（芝 1200）３着，雪うさぎ賞（芝 1200）
３着，��１勝

チュートリス（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）���１勝

２代母 ザケアテイカー The Caretaker（87 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，D
errinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Knockaire S‐L，Cartier Million S
‐LR，Silver Flash S‐L，Garnet S‐L ２着，etc.

＊ムタファーウエク（96牡 Silver Hawk）GB・IRE・GER・USA・UAE７勝，英セ
ントレジャー‐G1，コロネイションＣ‐G1，カナディアンインターナショナル
Ｓ‐G1，ドイツ賞‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

＊リーヴザマーク（97牝 Kingmambo）FR出走
＊ゴールドルパン（02牡 Singspiel）２勝，牡丹賞，遠賀川特別２着

ディミトロワDimitrova（00牝 Swain）IRE・USA４勝，フラワーボールＳ‐G1，
American Oaks‐L，Leopardstown 1000 Guineas Trial‐L，ガーデン
シティＨ‐G1 ２着，愛１０００ギニー‐G1 ３着

ハーオウンカインドHer Own Kind（02牝 Dubai Millennium）GB１勝
ザラヒーエインジェルThe Rahy Angel（08 牝 Rahy）USA２勝
エヴァーデインジャラス Ever Dangerous（17 牡 Kitten's Joy）�USA３
勝，Bryan Station S，アップルトンＳ‐G3 ３着

エミレーツスカイラインEmirates Skyline（03� ＊サンデーサイレンス）GB・UA
E４勝

３代母 ゴーフェザーゴーGo Feather Go（72 USA鹿 ＊ゴーマーチング）IRE１勝
ゴーハニーゴーGo Honey Go（83牝 General Assembly）FR・USA５勝，スワ

ニーリヴァーＨ‐G3，Flower Girl H，Aspidistra H‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115
生 産 牧 場： ㈲カタオカファーム
飼 養 者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �080-3007-1115

360 サイレントセンティネル２０２１ �・鹿 ５／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム
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��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊

シルヴァーホーク Roberto
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�Silver Hawk Gris Vitesseサイレントセンティネル ザケアテイカー Caerleon

��
��
�The Caretaker鹿USA 2004 Go Feather Go

2s
Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サンシアトル（14黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ジュンクッタラ（20牝栗 ロゴタイプ）�地方未出走

２代母 ＊ムカラファ（02 USA栗 Deputy Commander）不出走
キャメロンバローズ（06牝 Singspiel）１勝

コウユーカゼニノリ（14牡 ＊ストーミングホーム）�１勝�２勝�５勝�入着
パレスラブリー（16牝 ディープブリランテ）�７勝�１勝��入着，ローレル

賞３着，金沢シンデレラＣ，フルールＣ２着，リリーＣ３着
ミリオンシスター（07牝 ＊ムーンバラッド）��１勝
エリアコンプリート（09牡 ＊ストーミングホーム）３勝，なにわＳ２着，渡月橋Ｓ３

着，仲冬Ｓ３着
スズカアルファ（10牡 ＊アルデバランⅡ）１勝
プリサイスエース（11牡 ＊プリサイスエンド）４勝，立川特別，銀嶺Ｓ２着，鹿島特

別２着，清里特別２着，小金井特別３着
マツノテンカムテキ（12牡 ダンスインザダーク）�２勝�６勝
テトラコード（13� ＊ファルブラヴ）	６勝
入着
ザディファレンス（16牡 アドマイヤムーン）２勝
シャイニールミナス（17牝 ブラックタイド）２勝，はやぶさ賞２着
タイガースネーク（18� ＊アジアエクスプレス）入着２回，���１勝

３代母 コートルームアンティクスCourtroom Antics（95 USA栗 Eighty Below Zero）
USA２勝
カルーカンレジー Kalookan Lessie（03 牝 Deputy Commander）USA３勝，P

io Pico S‐R ２着，Black Swan S３着

４代母 ショータイムレイディ Showtime Lady（85 USA黒鹿 Defense Verdict）USA
９勝，Washington Stallion S‐R，Ms. S‐R ２着，Ingenue H３着
［子］ ショーミーザステイジ ShowMe the Stage（96牝 Slew the Surgeon）

USA14 勝，カウントフリートスプリントＨ‐G3，ラスフローレスＨ
‐G3，アゼイリャＳ‐G3，etc.

［孫］ ショーエルザステージ Show Elle Thestage（08牝 Silver Train）USA
６勝，Acadiana S‐R ３着

販売申込者・所有者： 芳住 鉄兵＝新冠町大富 �0146-47-2931
生 産 牧 場： 芳住 鉄兵
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

361 サンシアトル２０２１ �・鹿 ４／１４

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayサンシアトル
＊ Deputy Commander

��
��
�ムカラファ黒鹿 2014 Courtroom Antics

9f
５代までにクロスなし

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

362 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 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
セトアンゼラ（93牝 ＊クリスタルグリツターズ）	２勝

スズカオペラ（01牡 ＊オペラハウス）３勝，バイオレットＳ‐OP，飛梅賞，�入
着�，名古屋優駿‐Jpn2 ３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

363 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 シルバームーン（10芦 アドマイヤムーン）�７勝�入着４回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
シザーハンズ（17牝芦 スズカコーズウェイ）���３勝�１勝
シルバーブリス（19牝芦 ＊ダノンレジェンド）��１勝

２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
フルブルーム（05牝 ダンスインザダーク）��３勝�
ホワイトクルーザー（06牝 ＊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
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.
スズカホープ（08� スズカマンボ）３勝
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，マリーンＣ
‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，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

ヨクエロマンボ（13� スズカマンボ）１勝
フードゥルブラン（15牡 スズカマンボ）�１勝
ウィップラッシュ（17牝 スズカコーズウェイ）入着４回，�	１勝�１勝��１勝
ヨッシーフェイス（18牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝

３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
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
スズカブルーム（02牝 ＊スキャターザゴールド）３勝

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�

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

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

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

364 シルバームーン２０２１ �・栗 ２／２５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシルバームーン ＊ミシル

��
��
�ホワイトカーニバル芦 2010 イエローブルーム

＊エリモルーシー 16h
フォーティナイナー S4×M4 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 シイラヴズユウ（17鹿 スマートファルコン）不出走
初仔

２代母 リトルラブソング（03黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着２回
メロディー（10牝 スパイキュール）��８勝
サンアナハイム（11牡 マイネルセレクト）１勝，��１勝�入着
イチザラブ（12牝 タイムパラドックス）�８勝

イチザウイナー（19牡 ヴァンセンヌ）�１勝，�１勝
ファイトフォーラヴ（16牡 ショウナンカンプ）２勝，萌黄賞，�４勝
マイネルジャッカル（18牡 トーホウジャッカル）�入着２回，稲佐山特別２着，�１勝

３代母 ダブルシンホニー（87鹿 アンバーシヤダイ）不出走
モールドローラー（91牝 ＊シエイデイハイツ）１勝，牡丹賞２着

モールドマラカス（97� ホワイトストーン）２勝，松川浦特別

４代母 ダブルフアースト（80黒鹿 ＊パーソロン）入着４回

５代母 ＊ダブルドア（64 USA黒鹿 Sir Gaylord）USA３勝
［子］ トゥールドフォルス Tour de Force（72� Cornish Prince）GB・BEL

４勝，Pepsi S３着
［孫］ シルヴァーグリンプス Silver Glimpse（76牝 Petingo）GB・FR２勝，

P. de l'Obelisque，P. des Lilas２着
フーリッシュインテンションズ Foolish Intentions（81 牝 Full Intent）
USA４勝，Queenstown S，Rose S‐L ２着，Yankee Girl S
‐L ２着

フェアウェルレター Farewell Letter（77 牝 Arts and Letters）USA４勝，
ＣＣＡオークス‐G1 ３着，Eatontown H３着

ナモンレグラス（94牡 ＊アジュディケーティング）４勝，武蔵野Ｓ‐Jpn3
２着，マーチＳ‐Jpn3 ２着，神無月Ｓ‐OP ３着，etc.，	入着３回

［曾孫］ パーティングモーメント Parting Moment（87 牡 The Minstrel）GB・F
R・IRE・GER・ITY４勝，伊セントレジャー‐G3，Coupe des Troi
s Ans‐L，Curragh C‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 小野瀨 竜馬＝清水町熊牛 �080-6098-2868
生 産 牧 場： 小野瀨 竜馬
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �090-1388-9993

365 シイラヴズユウ２０２１ �・鹿 ２／２８

＊

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

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブシイラヴズユウ ＊マイネルラヴ

��
��
�リトルラブソング鹿 2017 ダブルシンホニー

＊ダブルドア 4r
Mr. Prospector S4×S5×M5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 シュンプウサイライ（08鹿 ＊フレンチデピュティ）�６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハーピーマロン（18牝鹿 スマートファルコン）�２勝��，湾岸スターＣ
（Ｄ1600）３着

ハーピーモンブラン（20牝栗 スピルバーグ）��入着

２代母 オグリローマン（91芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，桜花賞‐Jpn1，チュ
ーリップ賞‐Jpn3 ２着，�６勝，ジュニアＧＰ，ゴールドウイング賞，プリンセ
ス特別，etc.
オグリロマンス（96牝 ＊ノーザンテースト）２勝

クィーンロマンス（01牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，ニセコ特別３着，�12
勝��入着２回����，新春盃，スプリント，園田ＣｈＣ３着
メイショウラケーテ（14牡 ＊アグネスデジタル）４勝，高山特別２着，指宿
特別２着，河原町Ｓ３着，伊良湖特別３着

オグリデンセツ（97牡 ＊ジェネラス）１勝
オグリピンキー（98牝 ＊トニービン）出走

コウザンヒキリ（12牡 カネヒキリ）入着，��３勝	４勝，仙酔峡賞，すみれ
賞２着，長月賞２着，御船山賞３着，師走賞３着，etc.

オグリチーフ（00牡 ＊コマンダーインチーフ）�９勝
オグリホット（03牡 ＊タバスコキャット）入着，青島特別３着，�10 勝�１勝���，

ウイナーＣ，ＯＲＯＣ３着，阿久利黒賞３着
ロマンシエール（05牝 ＊アグネスデジタル）２勝

ステイパーシスト（13
 ステイゴールド）４勝，阿寒湖特別，グッドラックＨ，
出雲崎特別，サンシャインＳ３着（２回），グレイトフルＳ３着

ローズテソーロ（16牝 ハーツクライ）３勝，蛍池特別，両津湾特別

３代母 ホワイトナルビー（74芦 ＊シルバーシヤーク）�４勝
オグリキャップ（85牡 ＊ダンシングキヤツプ）12勝，有馬記念‐Jpn1（２回），安田記念

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2（２回），高松宮杯‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，�10 勝，優３牡，特別賞，年代表，優古牡，種牡馬

オグリホワイト（89牝 サンシヤインボーイ）�15 勝，ジュニアＧＰ，中京盃３着
オグリシャダイ（93牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，カシオペアＳ‐OP ３着，�７勝，

岐阜金賞３着

販売申込者・所有者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963
生 産 牧 場： ㈲稲葉牧場
飼 養 者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963

366 シュンプウサイライ２０２１ 牡・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandシュンプウサイライ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�オグリローマン鹿 2008 ホワイトナルビー

＊シユリリー 7d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジョウノローズ（11鹿 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－１（７）〕
シナリオライン（16牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��出走��入着７回
サンマルクリスエス（17牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��４勝�３勝
カムアップ（18牡黒鹿 エピファネイア）��出走

２代母 ジョウノヴィーナス（99鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，メジロマックイーン
メモリアル，初霜特別，春日特別２着，加治川特別２着，大倉山特別２着，etc.
レッドクロス（07牡 ＊ブライアンズタイム）２勝
レベルスピリット（08牡 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��１勝
ダイジョバナイカラ（12牡 キングカメハメハ）��３勝
アラシ（13� ジャングルポケット）�３勝�２勝
シゲルアサツキ（15牝 ＊ハードスパン）�１勝��３勝
ニコラスタッカート（17牡 ＊キングズベスト）�１勝�

３代母 ジョウノマチエール（90鹿 マルゼンスキー）入着
ジョウノパリジャン（95� ＊ミルジヨージ）４勝，青嵐賞，九十九里特別２着，本栖

湖特別２着，etc.
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
ジョウノパンジー（04牝 ＊タイキシャトル）１勝

デンタルハイジーン（10牝 ＊プリサイスエンド）入着
デンタルバルーン（17牝 トゥザグローリー）�２勝，黒松賞

エールドクラージュ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
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.

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

［孫］ 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

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

367 ジョウノローズ２０２１ 牡・栗 ５／１５
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスジョウノローズ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ジョウノヴィーナス鹿 2011 ジョウノマチエール

＊フラストレート 1b
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 シルバーウインド（06黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�17 勝�入着２回�，新春盃
（Ｄ1400），秋桜賞（Ｄ1800），オッズパーク・ファンセレクションｉｎ笠松
（Ｄ1400），スプリングＣ（Ｄ1800），読売レディス杯（Ｄ1500）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
クールギャング（14牡鹿 アンライバルド）�３勝
ヴァンダルジャン（19牝栗 スマートファルコン）��１勝��入着�

２代母 ブロンディー（94芦 ＊シャルード）�13 勝，秋の鞍２着
スージーキュー（01牝 ＊マイニング）�12 勝
ジーンジニー（04牝 ステイゴールド）�14 勝

３代母 シャトーディア（84鹿 マルゼンスキー）２勝，桜草特別３着
ヒカリカプリース（95牝 ＊シャルード）��出走

ヒカリウェル（99牡 サンデーウェル）２勝
ヒカリトリアネー（02牝 ＊ヒカリバオー）��１勝，ローレル賞３着
ヒカリノーブル（08牝 アドマイヤコジーン）１勝
ヒカリオーシャン（09牡 ＊プリサイスエンド）１勝

ヒカリアスティル（06牡 スペシャルウィーク）２勝，指宿特別，蹴上特別３着，
鳥取特別３着

ピーターサム（99牡 シンボリルドルフ）�13 勝
モリユウカザン（00牡 アンバーシヤダイ）�２勝，岩鷲賞３着

４代母 ハーバーカウアイ（75鹿 ＊カウアイキング）２勝，カンナ賞‐OP

５代母 ケンシユク（63栗 Set Fair）１勝
［子］ キクリンダ（78牝 ＊カウアイキング）２勝，あやめ賞

フエアーリンダ（82牝 ＊カウアイキング）１勝，�	��２勝，北海道３
才優駿２着

［曾孫］ マイスッピンガール（97牝 ＊イブンベイ）２勝，フェニックス賞‐OP ２着，
サフラン賞

リバータウン（05牡 ＊ディアブロ）３勝，赤穂特別３着
ブループレミアム（04牡 バブルガムフェロー）２勝，ゆきつばき賞３着，
もちの木賞３着

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

368 シルバーウインド２０２１ 牡・栗 ３／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターシルバーウインド ＊シャルード

��
��
�ブロンディー黒鹿 2006 シャトーディア

3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 コマノスクアーロ（08鹿 ゼンノロブロイ）１勝，ニセコ特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－１（１）〕
コマノレジェンド（14牝黒鹿 ＊ストリートセンス）３勝
コマノジャスパ（15牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）１勝
コマノゼニト（16牡鹿 エイシンフラッシュ）２勝，三浦特別（Ｄ1300）３着
コマノカモン（19牡鹿 ルーラーシップ）１勝
メイドイットマム（20牝栗 ＊ノヴェリスト）��１勝

２代母 コマノマコ（00鹿 ＊フォーティナイナー）３勝，鎌倉特別３着，�１勝
コマノサラサ（12牝 ＊クロフネ）１勝
コマノグランデ（13牡 ゴールドアリュール）１勝

３代母 リンデンジョオー（93鹿 ＊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
コマノリリー（11牝 キングカメハメハ）不出走

コマノウインクル（17牡 キズナ）３勝，魚沼特別，弥彦Ｓ２着，逆瀬川Ｓ２着，etc.

４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
［子］ ヤマカツリリー（00牝 ＊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，etc.

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
［孫］ 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��
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，etc.，障害２勝

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.

販売申込者・所有者： ㈲新井牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4136
生 産 牧 場： ㈲新井牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

369 コマノスクアーロ２０２１ 牡・鹿 ４／１０

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルコマノスクアーロ ＊フォーティナイナー

��
��
�コマノマコ鹿 2008 リンデンジョオー

＊シユリリー 7d
Mr. Prospector S4×M4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5

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（９）〕
タイニーパワー（17牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）���１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�
ステラグローリア（19牡栗 トーセンホマレボシ）��出走
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

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

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

370 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 タガノレベッカ（11栗 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
ツキニホエル（19牡栗 アドマイヤムーン）�出走
イイクニスター（20牡栗 ＊ケープブランコ）��入着

２代母 タイニーシャイナー（05鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
タガノリアン（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝

３代母 シャイニンググラス（98青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川
特別，広瀬川特別，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
ペイデュソレイユ（07牝 ＊シンボリクリスエス）出走

テイエムソレイユ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，開聞岳特別，湯浜特別３着，
木古内特別３着

オンリーワンボーイ（17牡 カレンブラックヒル）�２勝，五泉特別３着
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）�15 勝�13 勝，池田湖賞，春望賞，

長月賞，etc.
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，朝日岳特別

４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.
［子］ シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，

オーロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐
賞２着，白川特別２着，etc.

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

［孫］ ナイトオブナイツ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，巴賞‐OP，巴賞‐OP ２
着，難波Ｓ，etc.，��２勝���

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，etc.

ロードキング（13牡 ディープインパクト）２勝，湯川特別３着

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

371 タガノレベッカ２０２１ �・鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモタガノレベッカ ＊フレンチデピュティ

��
��
�タイニーシャイナー栗 2011 シャイニンググラス

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテーストM4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 スカーレットダイヤ（05青鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，鎌ケ谷特別（芝 1800），
昇仙峡特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
ケラマブルー（12牝青鹿 ゼンノロブロイ）�７勝�入着
スカーレットルビー（13牝鹿 ＊ワークフォース）��１勝
スマートウェールズ（14牡黒鹿 ダイワメジャー）１勝
タケショウダイヤ（16牝黒鹿 ジャスタウェイ）�３勝��１勝
ユキヤコンコン（18牝芦 ゴールドシップ）入着５回，��１勝

２代母 キャニオンジュノー（97鹿 ＊デヒア）入着３回，�１勝�入着
ハーストイーグル（10牡 ゼンノロブロイ）３勝
スカイドラゴン（13牡 ディープスカイ）１勝

３代母 ＊ミドルフォークラピッヅ（88 USA鹿 Wild Again）USA６勝，モンロヴィア
Ｈ‐G3，Pacifica H‐L，Pocahontas S‐L，Sorority S‐R，ラスフロー
レスＨ‐G3 ２着，etc.
ミシガンブラフMichigan Bluff（94 牝 Skywalker）USA７勝，ヒルズバラＨ‐G3，

San Leandro H２着，Past Forgetting H‐R ２着
ヘザーダズントブラフHeatherdoesntbluff（03 牝 Old Trieste）USA１勝

＊キラーグレイシス（09牝 Congaree）USA３勝，ハリウッドスターレット
Ｓ‐G1，Landaluce S‐L，Cinderella S，etc.

サザンリッジ Southern Ridge（07牡 Southern Image）USA２勝，フィリッ
プＨアイズリンＳ‐G3 ２着，Long Branch S‐L ３着，Big Brown S
３着

レッツゴーシャイエン Let's Go Cheyenne（08牝 Tiznow）USA３勝，Th
oroughbred Owners of California H‐L

ハキーム Hakeem（11牡 Harlan's Holiday）TUR６勝，Anafartalar S‐L，
Ankara Kalesi S‐L，Beyoglu S‐L，etc.，種牡馬

ソウルクルセイダー Soul Crusader（12 牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝
ゼアゴーズハーヴァード There Goes Harvard（18牡 Will Take Charge）
�USA４勝，ハリウッドゴールドＣ‐G1，Ellis Park Derby‐L ２着

オースミステイヤー（98牡 ＊ブライアンズタイム）７勝，京都新聞杯‐Jpn2 ３着，
小倉記念‐Jpn3 ３着，関越Ｓ‐L ３着，etc.

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

372 スカーレットダイヤ２０２１ 牡・青鹿 ５／ ８
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayスカーレットダイヤ ＊デヒア

��
��
�キャニオンジュノー青鹿 2005 ＊ミドルフォークラピッヅ

1s
ノーザンテースト S4×S5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊スターオブジュニパー（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－３（５）〕
フルヒロボーイ（09牡鹿 ＊ファスリエフ）４勝，初霞賞（Ｄ1200），春風Ｓ
（Ｄ1200）２着，ブラッドストーンＳ（Ｄ1200）２着，陽春Ｓ（Ｄ1200）３着，初
春賞（Ｄ1200）３着

ビオレント（11牝栗 ゼンノロブロイ）１勝，��２勝
クリノサンスーシ（13牝鹿 ＊ベーカバド）３勝，八雲特別（芝 1800）２着，恵山特別
（芝 1800）３着，青島特別（芝 1700）３着，障害１勝

マイネルジュニパー（15牡黒鹿 カネヒキリ）�２勝
ペプチドオリバー（16牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
スターオブジュート（17牝鹿 ルーラーシップ）�１勝��入着２回
アイレスアン（19牝栗 ドゥラメンテ）�出走

２代母 グッドラックチャームGood Luck Charm（86 USA栗 Caro）不出走
スペルソーン Spelthorn（95� Akaaber）AUS９勝
ロツィムベッロ Lo Zimbello（97 牝 Polish Laughter）不出走

レアダイアモンド Rare Diamond（05牝 Redoute's Choice）AUS８勝，Ju
anmo H‐L

ダヒラーDhakhirah（00牝 Sadler's Wells）GB・IRE入着３回
ステップストゥフリーダム Steps To Freedom（06� ＊スタチューオブリバティ）

GB・IRE３勝，Alleged S‐L ３着，Challenge S‐L ３着，Vint
age Crop S‐L ３着，GB・IRE障害５勝

３代母 ズメルードZummerudd（81 IRE 鹿 Habitat）GB出走
ジェネラルモナシュGeneral Monash（92牡 Thorn Dance）GB・FR・IRE５勝，

ロベールパパン賞‐G2，Haydock Spring Trophy‐L ２着，英ノーフォ
ークＳ‐G3 ３着，種牡馬

＊キングオブキングス（95牡 Sadler's Wells）GB・IRE５勝，英２０００ギニー‐G1，愛
ナショナルＳ‐G1，レイルウェイＳ‐G3，etc.，種牡馬

アメシスト Amethyst（97 牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Leopardstown 10
00 Guineas Trial‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，Debutante Fillies S‐L ２
着，etc.

ラッキー Lucky（01牝 Sadler's Wells）IRE２勝，アサシＳ‐G3

販売申込者・所有者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800
生 産 牧 場： 木村牧場㈲
飼 養 者： 木村牧場㈲＝日高町清畠 �01456-2-0800

373 スターオブジュニパー２０２１ 牡・栗 ５／ ４
＊

＊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

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeスターオブジュニパー グッドラックチャーム Caro

��
��
�Good Luck Charm鹿IRE 1999 Zummerudd

7
Northern Dancer M3×S5 Hail to Reason 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）���入着３回�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

374 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 ステラビスティー（08鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
モダンクラシック（15牡栗 ＊タイキシャトル）�４勝��１勝�１勝，古伊万里賞
（Ｄ1800）

ダイユウブライアン（16牡栗 ＊グラスワンダー）��入着２回�４勝��１勝�
ネオビスティー（20牝青鹿 ネオユニヴァース）��１勝

２代母 ＊カーメリタ（99 GB黒鹿 Zafonic）不出走
ウインプレミアム（04牡 Cozzene）４勝，インディアＴ，ＴＶ静岡賞３着，高瀬川

Ｓ３着
マックスバローズ（07牡 フジキセキ）２勝
トゥルッリ（12� ＊クロフネ）３勝，	１勝

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

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

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

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

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

ピンクカメオ（04牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，中山牝馬
Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

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

AE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシーターフＨ‐G3

販売申込者・所有者： 今井 秀樹＝浦河町向別 �0146-22-0652
生 産 牧 場： 今井 秀樹
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

375 ステラビスティー２０２１ �・鹿 ４／ ８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellネオユニヴァース

＊ Kris

��
��
�ポインテッドパス鹿 2000 SilkenWay

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーステラビスティー
＊ Zafonic

��
��
�カーメリタ鹿 2008 ＊シルバーレーン

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スプリングダイヤ（15黒鹿 ダイシンオレンジ）�３勝�
初仔

２代母 クリスタルスピカ（06鹿 ステイゴールド）��１勝
セイエスコート（17牡 ＊プリサイスエンド）１勝，��出走

３代母 ローズレッド（92栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）�６勝
レオコマチ（01牝 ダンスインザダーク）入着２回

カロッサル（09牡 マヤノトップガン）３勝，山陽特別，不知火特別２着，鳳来
寺山特別２着，etc.

レオメビウス（04牡 ＊デヒア）入着３回，三国特別３着，��４勝
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.

４代母 コニーストン（87鹿 ＊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，エルフィンＳ‐OP ２着
［子］ 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
ランサムメイト（94牝 ＊トニービン）２勝，江差特別
エアリング（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，江差特別２着

［孫］ 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.

リュウグウノツカイ（11牝 ＊パイロ）��３勝�入着�，ＪＢＣＬクラシ
ック‐Jpn1 ５着，池田湖賞３着

メイショウトキムネ（99� ＊コマンダーインチーフ）４勝，紅葉特別，富
嶽賞，十勝岳特別，etc.，�３勝

エアカーネリアン（08牡 スペシャルウィーク）３勝，鈴鹿特別，伊良湖特
別２着，�６勝	入着

リバータイキ（09牡 ＊タイキシャトル）２勝，指宿特別，西日本スポーツ
杯２着，早鞆特別３着，障害１勝，�３勝

ランドシャーク（09牡 ジャングルポケット）３勝，苗場特別２着
プリティモンスター（11牝 ＊ヨハネスブルグ）	１勝�２勝
�入着３回
��，金沢プリンセスＣ２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： Ｎ＆Ｓｔａｒ�トレーニングセンター＝新冠町万世 �070-4795-3955

376 スプリングダイヤ２０２１ 牡・栗 ４／２６
＊ 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

＊アグネスデジタル

�
�
�
�
�

��
��

�ダイシンオレンジ アシヤマダムスプリングダイヤ ステイゴールド

��
��
�クリスタルスピカ黒鹿 2015 ローズレッド

＊クレイグダーロツチ 11c
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 スマイリングムーン（08黒鹿 フジキセキ）４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
マレインジェニイ（15牡鹿 ＊ワークフォース）�３勝
オスティリオ（16牡栗 ＊ケープブランコ）�３勝��３勝
タナノフローラ（17牝鹿 ルーラーシップ）�５勝
ホーンドムーン（19牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）��１勝
ムーンプローブ（20牝鹿 モーリス）�未出走

２代母 ＊スプレッドスマイル（01 USA鹿 Bianconi）３勝，佐渡金銀山特別
アルテミス（07牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝�
ソンリエンテ（10牝 デュランダル）��２勝�１勝
ステイハッピー（12牝 ステイゴールド）入着，�２勝
スマイリーキュート（13牝 ソングオブウインド）	１勝�３勝��入着�，サラブ

レッド大賞典，ＭＲＯ金賞３着，北日本新聞杯３着

３代母 ホラーHorah（96 USA鹿 ＊ミシエロ）USA２勝

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 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

377 スマイリングムーン２０２１ �・青鹿 ４／１３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサースマイリングムーン
＊ Bianconi

��
��
�スプレッドスマイル黒鹿 2008 Horah

12g
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 センティフォリア（15黒鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ＊メイデイローズ（08 USA鹿 Rockport Harbor）USA５勝，レイルバードＳ
‐G3，サンタイサベルＳ‐G3，Instant Racing S‐L，Sharp Cat S‐L，チル
ッキＳ‐G2 ２着，etc.
リッフェルゼー（16牝 ハーツクライ）�１勝
リチュアル（19� キングカメハメハ）�出走，�３勝

３代母 メイデイブラフMay Day Bluff（99 USA栗 Pine Bluff）不出走
メイデイヴァウMay Day Vow（03牝 Broken Vow）USA５勝，Mac's Sparkle

r S，Aqueduct Top Secret S‐R
トニーズホリデイ Toni's Hollyday（11牝 Harlan's Holiday）USA３勝，B

attle of New Orleans S３着
チャイタウンレイディ Chi Town Lady（19牝 Verrazano）�USA２勝，
Bolton Landing S‐L

ローマンブラフRoman Bluff（07 牝 Roman Ruler）USA入着
フライングフランク Flying Frank（12� Congrats）�USA17 勝，Prairie G

old Juvenile S３着
イージーマニー Easy Money（14牝 Into Mischief）USA２勝，Sorority S

‐L ２着，White Clay Creek S３着

４代母 メイデイナインティMay Day Ninety（89 USA鹿 Alydar）不出走
［子］ ＊ローザロバータ（95牝 Fire Maker）USA８勝，ピムリコディスタフＨ

‐G3，ハニービーＳ‐G3，Fairway Fun S‐L，etc.
バーガーデイ Burger Day（96牡 Vicksburg）USA11 勝，Galimore H，
Endless Surprise S‐L ２着，Expedite Plus S２着，etc.

［孫］ ＊フライングアップル（04� Rahy）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，東スポ杯
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ファイナルＳ‐L ２着，etc.

ナイスミーチュー（07牡 キングカメハメハ）７勝，シリウスＳ‐G3，仁川
Ｓ‐L，etc.，�１勝�入着��，マーキュリーＣ‐Jpn3，etc.

マックザスルーMack the Slew（09牡 Pass Rush）USA３勝，Crow
n Ambassador S‐R，Hillsdale S‐R

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

378 センティフォリア２０２１ �・鹿 ３／２１
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊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センティフォリア
＊ Rockport Harbor

��
��
�メイデイローズ黒鹿 2015 May Day Bluff

20
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ソートアフター（14鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
コスモエランドール（20牝鹿 ゴールドシップ）�未出走

２代母 ＊ジャズプリンセス（02 IRE 黒鹿 Bahhare）IRE４勝，アサシＳ‐G3，愛パーク
Ｓ‐G3，リッジウッドパールＳ‐G2 ２着，Kilboy Estate S‐L ２着
ハーマンミュート（10� Oasis Dream）１勝
ロジネオ（13牡 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着
スペースシップ（17牡 ゴールドシップ）１勝，あすなろ賞３着，���入着３回

３代母 ジャズアップ Jazz Up（98 GB鹿 Cadeaux Genereux）不出走
ショーラーン Sholaan（09� Invincible Spirit）GB・UAE５勝，Garhoud Spri

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

Owenstown Stud S‐L，チャートウエルＳ‐G3 ２着，Haydock Spring T
rophy‐L ２着，etc.

４代母 スロージャズ Slow Jazz（91 USA黒鹿 Chief's Crown）FR３勝，P. Petite
Etoile‐L，Criterium de l'Ouest‐L ２着
［子］ ミスターカヴァーンMister Cavern（99� Lion Cavern）FR・ITY９勝，

P. d'Estate‐L，P. Eupili‐L，プリミパッシ賞‐G3 ２着，etc.
ズーラ Zoola（10 牝 Iffraaj）GB・IRE１勝，Harry Rosebery S‐L ２
着，Tipperary S‐L ３着

［孫］ ミスオコナーMiss O Connor（15 牝 Roderic O'Connor）GB・FR・IR
E４勝，パース賞‐G3，Dick Hern S‐L

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

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

アイリッシュアドミラル Irish Admiral（17� French Navy）�GB・IR
E３勝，Knockaire S‐L 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

379 ソートアフター２０２１ 牡・黒鹿 ５／２３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアソートアフター
＊ Bahhare

��
��
�ジャズプリンセス鹿 2014 Jazz Up

16
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 スターローズ（12鹿 スマートボーイ）�３勝��４勝，ユングフラウ賞（Ｄ1400），
東京プリンセス賞（Ｄ1800）２着
初仔

２代母 ＊ローズカーニバル（00 USA芦 Silver Deputy）１勝
プリモローズ（06牝 ＊アサティス）３勝

キスミーローズ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝，イノセントＣ２着
ワカオカミ（07牝 タニノギムレット）入着，��３勝

グレイアンジェラ（16牝 スマートボーイ）�１勝��，ブロッサムＣ２着，フ
ルールＣ３着

バライロー（08牝 タニノギムレット）１勝
トブガゴトク（13牡 ＊シニスターミニスター）２勝，噴火湾特別２着

セプテンバーローズ（10牝 スズカマンボ）��１勝
ローズハニー（11牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝�入着３回
ビジュルーツ（13牝 ＊アルデバランⅡ）��１勝��
ブルーヘヴン（14牝 ＊パイロ）１勝
チャーチタウン（15牡 ＊セイントアレックス）１勝，�５勝�１勝�
アレグレモエティー（16牝 エスポワールシチー）１勝

３代母 ＊ミンデンローズ（92 USA芦 Mr. Prospector）FR・USA１勝
スズカミンクス（03牝 ＊アサティス）１勝

プラチナグロース（10� ゴールドアリュール）２勝，��５勝，東京盃‐Jpn2
３着，アフター５スター賞２着

４代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.
［孫］ ＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ

‐G1，アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ
‐Jpn3，谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ラコンセイアント La Conseillante（04 牝 Elusive Quality）FR・USA
３勝，P. Aymeri de Mauleon‐L

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

380 スターローズ２０２１ 牡・鹿 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルスターローズ
＊ Silver Deputy

��
��
�ローズカーニバル鹿 2012 ＊ミンデンローズ

23b
Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 デライトシーン（04栗 サクラバクシンオー）４勝，アクアマリンＳ（芝 1200）２着，
飯豊特別（芝 1200）３着，鏑矢特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－７（34）〕
フジノマユサン（11牝栗 ＊フレンチデピュティ）�６勝
ジャジャンケン（12牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，���２勝・１勝�８勝
ブラックハンマー（14牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝��２勝
ギュウホ（16牡鹿 ジャングルポケット）�１勝�２勝
アヴァンティ（17牝栗 キングヘイロー）��出走�７勝
マイネルカーニバル（18牡青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�	入着��１勝
フェルグランツ（19牝栗 ＊アイルハヴアナザー）��２勝
シシガオウ（20牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��入着

２代母 エクラドール（99栗 ＊サンデーサイレンス）出走
カズノサイレンス（05牡 タニノギムレット）��１勝
マンシュウクロフネ（06牡 ＊クロフネ）
９勝
マキノクィーン（10牝 ＊クロフネ）３勝
ゴールドパール（11牡 サクラバクシンオー）��18 勝�１勝
チムニーロック（13牡 ＊ファルブラヴ）�10 勝�５勝
エズ（14牝 ＊ファルブラヴ）�１勝
ツェレトナー（17牡 ストロングリターン）��13 勝��
プーフルフル（18牝 タイムパラドックス）��１勝
キキノロザリオ（19牝 タニノギムレット）��２勝

３代母 プリンセスシラオキ（92栗 ＊ミルジヨージ）入着４回
ブーケブラン（97牝 ＊カーネギー）２勝，カーネーション特別
ラヴィングサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アールロッソ（16牝 ＊サウスヴィグラス）３勝，大府特別，ヤマボウシ賞，�
��３勝，しらさぎ賞

ブーケドレーヌ（03牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
ニコールバローズ（09牝 ゼンノロブロイ）４勝，紫川特別，下北半島特別，河

北新報杯２着，etc.
ピースキーパー（05牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，京都２歳Ｓ‐L ３着，初夢Ｓ，阪

神スプリングプレミアム３着，etc.

販売申込者・所有者： 神垣 道弘＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2920
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

381 デライトシーン２０２１ 牡・鹿 ３／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモデライトシーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�エクラドール栗 2004 プリンセスシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 トチノマドンナ（13黒鹿 ＊パイロ）�10 勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レジェンドワン（20牡栗 ジャングルポケット）�未出走

２代母 サマークイーン（08栗 ネオユニヴァース）出走
ハルネセジール（14牝 オウケンブルースリ）��１勝
ラララライ（15牝 ＊ロードアルティマ）��入着�３勝
オオエストロング（16牡 ローエングリン）�４勝
ヤマジュンレイワ（18牝 ＊モンテロッソ）���１勝

３代母 ロニーサンライズ（99栃栗 ＊ブラックタイアフェアー）１勝

４代母 ＊メモリーズオブロニー（92 USA青鹿 Storm Cat）USA３勝，Bloomfield C
ollege S
［子］ ツルマルジャパン（06� マンハッタンカフェ）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3

３着，マリーゴールド賞‐OP
ツルマルオトメ（02牝 ＊タイキシャトル）４勝，ダリア賞‐OP ２着，桶狭
間特別，西日本スポーツ杯，etc.

トーホウファイター（01牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，芦屋川特別，日
南特別，マラヤンＲＡＴ，etc.

［孫］ サムシングジャスト（16牝 ヴィクトワールピサ）４勝，アイルランドＴ府
中牝馬Ｓ‐G2 ３着，初音Ｓ，宝ケ池特別，etc.

シンジュボシ（10牝 ダイワメジャー）４勝，祇園特別，伊万里特別，天草
特別２着，etc.

５代母 パスアウェイ Pass Away（71 USA鹿 Swing Pass）USA９勝，Sunland P
ark Derby３着
［子］ パッシングシップス Passing Ships（84� Fifth Marine）USA16 勝，ギ

ャラントフォックスＨ‐G2，ディスプレイＨ‐G3
ロケットシティ Rocket City（91� Fred Astaire）USA５勝，オーシャ
ンポートＨ‐G3 ３着

［孫］ パウダージェイ Powderjay（98 牝 With Approval）USA５勝，Pleas
ant Temper S，Miss Moneypenny S‐R

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

382 トチノマドンナ２０２１ 牡・鹿 ３／２４

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionトチノマドンナ ネオユニヴァース

��
��
�サマークイーン黒鹿 2013 ロニーサンライズ

＊メモリーズオブロニー 12c
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイストウショウ（10鹿 サクラバクシンオー）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ショウナンアイビー（18牡鹿 トゥザワールド）１勝

２代母 メイトウショウ（99鹿 ＊ジェネラス）不出走
トウショウブリッツ（04牡 サクラバクシンオー）５勝，銀蹄Ｓ，陽春Ｓ２着，水路

閣特別３着，江差特別３着，基坂特別３着，�８勝�８勝
トウショウセレクト（07牡 マイネルセレクト）１勝，�４勝�１勝�10 勝�入着，

金沢スプリントＣ，東海桜花賞２着
ヴィーガトウショウ（09牝 ＊アグネスデジタル）１勝，�３勝
トウショウスレッジ（13牡 カネヒキリ）１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.

ウイッチトウショウ（00牝 ＊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，etc.

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

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

383 ダイストウショウ２０２１ �・鹿 ３／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモダイストウショウ ＊ジェネラス

��
��
�メイトウショウ鹿 2010 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
テスコボーイM4×M5 Northern Dancer S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイリュウビーナス（11栃栗 ディープスカイ）��２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ダイリュウクイーン（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）���５勝
キタサンユニゾン（18牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝

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

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

キタサンスズラン（07牝 ＊アルカセット）２勝
スティールグレート（18牡 ＊アジアエクスプレス）��４勝�入着，知床賞２着，

栄冠賞２着
キタサンプリティー（09牝 ＊アルカセット）��３勝

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

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

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

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

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

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

ウンＣ，由布岳賞２着

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

384 ダイリュウビーナス２０２１ �・栗 ３／１６

＊

＊ 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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビダイリュウビーナス フジキセキ

��
��
�キタサンヒボタン栃栗 2011 キタサンクイン

＊種道 22
サンデーサイレンスM4×M4 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ダイワストリーム（10栃栗 ダイワメジャー）３勝，スイートピーＳ‐LR（芝 1800）
３着，カーネーションＣ（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
サヤノルージュ（17牝栗 ハタノヴァンクール）��１勝��入着６回
フォルドンナ（18牝栗 ハタノヴァンクール）���３勝
ハタノラトゥール（19牡鹿 リオンディーズ）��出走�１勝

２代母 ダイワエンジェル（00栗 ＊タイキシャトル）入着２回
ダイワアセット（07牡 スペシャルウィーク）２勝，寒竹賞２着，葉牡丹賞３着
ダイワデッセー（09牝 スペシャルウィーク）２勝，フローラＳ‐G2 ３着，障害１勝

ヒートヘイズ（18牡 ロードカナロア）�１勝，�５勝
ダイワブレス（11牝 ダイワメジャー）１勝
ダイワプロパー（12牝 ダイワメジャー）３勝，立待岬特別２着，高尾特別３着，柏

崎特別３着
サトノマイヒメ（13牝 ダイワメジャー）１勝
レーヌミノル（14牝 ダイワメジャー）３勝，桜花賞‐G1，小倉２歳Ｓ‐G3，阪神ジ

ュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐G2 ２着，etc.

サトノプライド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，樅の木賞３着

３代母 プリンセススキー（85鹿 ＊ロイヤルスキー）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
ジャパンスキー（91牡 ヤマニンスキー）５勝，稲荷特別，有松特別２着
フサイチヒロシ（93牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，シリウスＳ‐Jpn3 ３着，大原

Ｓ，仲秋Ｓ，etc.
セゾンコンチェルト（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，露草賞２着，十和田湖

特別３着，唐津特別３着

４代母 ギフトプリンセス（76鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ マキシムプリンス（88牡 サクラシンゲキ）３勝，下北半島特別，甲東特別

２着，原町特別２着，etc.
［孫］ コスモリアライズ（98牡 ＊パラダイスクリーク）１勝，�１勝�２勝��，

兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3
ウエスタンローレル（04牡 サクラローレル）��３勝，東京湾Ｃ

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

385 ダイワストリーム２０２１ 牡・青鹿 ２／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケダイワストリーム ＊タイキシャトル

��
��
�ダイワエンジェル栃栗 2010 プリンセススキー

＊プリンセスリタ 2c
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 ダズリングスマイル（08鹿 ＊ホワイトマズル）入着４回，�１勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ダズリングジュエル（15牝栗 ダノンシャンティ）�２勝�
レインボーサンダー（16牝栗 カネヒキリ）��１勝

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

スマイルスター（16牝 ゼンノロブロイ）２勝，鳥栖特別，桑名特別３着
クリールカイザー（09牡 キングヘイロー）６勝，ＡＪＣＣ‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2

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

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

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

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

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

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

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

トップスティール（19牡 カレンブラックヒル）�１勝

販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
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

386 ダズリングスマイル２０２１ 牡・栗 ５／２６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeダズリングスマイル サツカーボーイ

��
��
�スマイルコンテスト鹿 2008 コクトビューティー

＊ウエルシユテイツトビツト 4c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ダンシングクイーン（06青鹿 Giant's Causeway）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－４（11）〕
サクセスラディウス（11牡青鹿 ゴールドアリュール）１勝，�３勝
ダンスパープル（13牝鹿 ステイゴールド）入着２回，�１勝
ハミングパッション（14牝青鹿 ハーツクライ）１勝，�５勝�入着�
ジャベルアンドレ（15牝鹿 ダイワメジャー）�２勝���
クリノプレミアム（17牝栗 オルフェーヴル）�５勝，中山牝馬Ｓ‐G3，福島牝馬Ｓ

‐G3 ２着，長岡Ｓ（芝 1600），松島特別（芝 1800），春菜賞（芝 1400）２着，由
比ヶ浜特別（芝 1400）３着

トーホウラビアン（19牝鹿 トーホウジャッカル）�１勝，白菊賞（芝 1600）３着
フリッピ（20牡栗 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ＊パーフェクトワールド（00 USA青鹿 GoneWest）USA１勝
サクセスカロリーナ（12牝 ＊コンデュイット）�１勝

３代母 ポシブリーパーフェクト Possibly Perfect（90 USA鹿 Northern Baby）FR・U
SA11 勝，ビヴァリーディＳ‐G1，イエローリボン招待Ｓ‐G1，ラモナＨ‐G1，サンタ
バルバラＨ‐G1，サンタアナＨ‐G1，ゲイムリーＨ‐G1，ウィルシャーＨ‐G2，etc.
プロモントリーゴールド Promontory Gold（97牡 GoneWest）USA３勝，ヒル

プリンスＳ‐G3，Hill Rise H‐L ２着，種牡馬
パーフェクトコーズPerfect Cause（04牝 Giant's Causeway）GB出走

テンプトレスTemptress（10 牝 Tapit）USA２勝
テンフォールド Tenfold（15 牡 Curlin）�USA４勝，ジムダンディＳ‐G2，
ピムリコスペシャルＳ‐G3，プリークネスＳ‐G1 ３着，etc.

ドニゴールムーンDonegal Moon（13牡 Malibu Moon）USA３勝，ペガサ
スＳ‐G3，モンマスＣ‐G3 ２着

ポシブリーアテンPossibly a Ten（06牝 Seeking the Gold）GB出走
ヴァルカンズフォージ Vulcan's Forge（13牡 Giant's Causeway）USA４勝，

トボガンＳ‐G3 ２着，ウェストチェスターＳ‐G3 ２着

４代母 アヴァサンドAvasand（85 USA栗 Avatar）USA２勝
［孫］ コーイル Coil（08 牡 Point Given）USA７勝，サンタアニタスプリントＣ

ｈ．Ｓ‐G1，ハスケル招待Ｓ‐G1，サンパスカルＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

387 ダンシングクイーン２０２１ 牡・青鹿 ５／２７
＊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

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormダンシングクイーン
＊ GoneWest

��
��
�パーフェクトワールド青鹿 2006 Possibly Perfect

3n
Northern Dancer S5×S5×M5×M5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 テーマソング（06鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（37）〕
シュダイカ（14牝芦 ＊クロフネ）�６勝��４勝�，夏至賞（Ｄ1400）２着
ウインコンツェルト（15�栗 ゴールドアリュール）��出走�４勝�３勝��５勝

	入着３回
フェルヴィド（16牡鹿 ＊タイキシャトル）���３勝
８勝
ポップディーヴァ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��１勝�１勝���
ポップツッキー（19牡芦 ＊ラニ）���１勝�１勝
シーグラデーア（20牝鹿 サトノアラジン）��出走

２代母 ＊ソロリサイタル（98 USA栗 Rahy）３勝，賢島特別，疾風特別２着，伊吹山
特別３着，疾風特別３着
ジャズピアノ（07牡 マンハッタンカフェ）３勝，富嶽賞２着
バラードソング（08牝 ハーツクライ）３勝，湯沢特別，勝浦特別３着
ダイワカリエンテ（09牝 ネオユニヴァース）２勝
インストアイベント（10牡 スペシャルウィーク）２勝，賢島特別３着，犬山特別３

着，�４勝
ビッグギグ（11牡 ダイワメジャー）３勝

３代母 ソール Sole（88 USA黒鹿 Topsider）不出走
サニベルソール Sanibel Sole（95 牝 Miswaki）USA入着２回

サニベルサンセット Sanibel Sunset（00 牝 Islefaxyou）USA10 勝，Pleasan
ton Senorita S２着，San Jose S３着

ソールオヴザシティ Sole of the City（01 牝 Salt Lake）USA12 勝，Prairie
Rose S，Hoist Her Flag S２着，Saylorville S‐L ３着

スイートベル Sweet Belle（03 牝 Deputy Commander）USA５勝，Swingti
me S‐R，サンタバルバラＨ‐G2 ３着，Paseana H‐L ２着，etc.

イクスペンシヴスルー Expensive Slew（96牝 Seattle Slew）USA７勝，San Fe
lipe S，American Beauty S，Suthern Accent S

レラートデルガート Relato Del Gato（01牡 Tale of the Cat）USA９勝，Pho
enix Gold C‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Pirate's Bounty H‐R ２着，
種牡馬

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

388 テーマソング２０２１ �・鹿 ２／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

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

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーテーマソング
＊ Rahy

��
��
�ソロリサイタル鹿 2006 Sole

1s
トニービンM3×S4 Halo S4×S5×M5 Nureyev S4×M4 Blushing GroomM4×S5
Glorious SongM4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
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，緑風Ｓ，

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

389 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 トコロロ（11青 ＊ティンバーカントリー）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サンダラボッチ（15牝黒鹿 ＊アポロキングダム）�１勝��入着２回��
トロロ（19牝栗 ＊ケープブランコ）��出走
エレボス（20牡栗 ストロングリターン）�地方未出走

２代母 サインボード（93黒鹿 ＊サンデーサイレンス）�入着�	
アイムインローズ（99牝 ＊ソウルオブザマター）入着，�５勝

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
シツレン（00牝 ＊エリシオ）１勝
ウレシイ（03牝 トウカイテイオー）�６勝
１勝
サイドキック（05牡 ＊オース）�９勝
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
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，八ヶ岳特別３着
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

３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
マナーリー（91牝 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.

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

イタダキ（97牝 ＊パラダイスクリーク）不出走
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.
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

４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.

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

390 トコロロ２０２１ �・鹿 ４／ ７

＊

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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenトコロロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サインボード青 2011 ノスタルジア

＊サイドウオーク 13c
Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 ドゥマイモンシェリ（14青鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
アップリュウジン（18牡鹿 ＊バトルプラン）��４勝
キセガワ（19牝栗 ＊バトルプラン）���入着�１勝
アメ（20牝鹿 ＊ラニ）���入着

２代母 シルクプレアデス（03鹿 アドマイヤベガ）出走
スノーレイズ（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝

３代母 ＊キロフプリミエール（90 GB鹿 Sadler's Wells）FR・IRE・USA５勝，ラト
ガーズＨ‐G3，アシーニアＨ‐G3 ２着
シーザリオ（02牝 スペシャルウィーク）４勝，オークス‐Jpn1，フラワーＣ‐Jpn3，etc.，

USA１勝，アメリカンオークス‐G1，優３牝，優父内
エピファネイア（10牡 ＊シンボリクリスエス）６勝，ジャパンＣ‐G1，菊花賞

‐G1，神戸新聞杯‐G2，etc.，種牡馬
リオンディーズ（13牡 キングカメハメハ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ

‐G1，弥生賞‐G2 ２着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，優２牡，種牡馬
グローブシアター（14牡 キングカメハメハ）５勝，ホープフルＳ‐G2 ３着，万

葉Ｓ‐OP ３着，比叡Ｓ，etc.，障害２勝
サートゥルナーリア（16牡 ロードカナロア）６勝，ホープフルＳ‐G1，皐月賞

‐G1，金鯱賞‐G2，etc.，優３牡，種牡馬
ルペルカーリア（18牡 モーリス）�２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，博多Ｓ，湘南

Ｓ３着
キーロフスカヤKirovskaya（05牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

イリテア Irithea（13牝 ＊スニッツェル）AUS８勝，スコーンＲＣダークジュエ
ルクラシック‐G3，ホークスベリークラウン‐G3，ＡＴＣサファイアＳ
‐G2 ２着，etc.

＊サバンナズチョイス（07牝 Redoute's Choice）AUS３勝，ＢＲＣドゥームベンロ
ージズＳ‐G3 ２着
オーヴァーシェアOvershare（14 牡 I Am Invincible）AUS３勝，ＭＲＣゼデ

ィターヴＳ‐G3，MVRCMitchell McKenzie S‐L，ＭＲＣマンフレッ
ドＳ‐G3 ２着，種牡馬

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

391 ドゥマイモンシェリ２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンドゥマイモンシェリ アドマイヤベガ

��
��
�シルクプレアデス青鹿 2014 ＊キロフプリミエール

16a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M4×M5 Sadler's Wells S4×M4
Hail to Reason S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 ドゥルセデレーチェ（03栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
メイラード（10牡栗 アグネスタキオン）���１勝�入着
エコロディバイン（18牡栗 ドゥラメンテ）�２勝
フェリシダ（19牝鹿 キズナ）�出走
エムオーベリー（20牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��出走

２代母 ＊ポトリザリス（95 ARG栗 Potrillazo）USA・ARG・PER・UAE４勝，ナシ
オナル大賞‐G1，亜オークス‐G1
ディアデラノビア（02牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，フローラＳ‐Jpn2，愛知杯‐G3，

京都牝馬Ｓ‐G3，オークス‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.
ディアデラマドレ（10牝 キングカメハメハ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，愛知杯

‐G3，マーメイドＳ‐G3，エリザベス女王杯‐G1 ３着，堀川特別，etc.
ディアデルレイ（11牡 キングカメハメハ）７勝，福島民友Ｃ‐L，マーチＳ‐G3

２着，師走Ｓ‐OP，etc.，��１勝�，埼玉新聞栄冠賞，報知ＧＰＣ２着
サンマルティン（12	 ＊ハービンジャー）６勝，都大路Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ２

着，むらさき賞，南相馬特別，�
出走�４勝��
ドレッドノータス（13	 ＊ハービンジャー）６勝，京都大賞典‐G2，Ｒ－ＮＩＫ

ＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，アンドロメダＳ‐L ２着，
レインボーＳ，etc.

カウディーリョ（16牡 キングカメハメハ）�５勝，札幌日経ＯＰ‐L ２着，丹頂
Ｓ‐OP，関門橋Ｓ，ＨＴＢ賞，山吹賞

ディオスバリエンテ（18牡 ロードカナロア）�１勝，プリンシパルＳ‐L ２着
クルサード（04牡 ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ‐OP ２着
マゼラン（05牡 ＊クロフネ）５勝，尼崎Ｓ，潮来特別，糸魚川特別，阿賀野川特別３

着，稲村ヶ崎特別３着，etc.
イグアス（08牡 ディープインパクト）３勝，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，高雄特別，

かきつばた賞，比叡Ｓ３着
レレオーネ（12牡 ディープインパクト）１勝

３代母 カルディー Chaldee（78 ARG栗 Banner Sport）ARG４勝，ベネスエラ賞
‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

392 ドゥルセデレーチェ２０２１ 牡・栗 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandドゥルセデレーチェ
＊ Potrillazo

��
��
�ポトリザリス栗 2003 Chaldee

2u
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ドバウィディエティ（13 IRE 鹿 Dubawi）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ネオトキオ（20牡黒鹿 キズナ）�未出走

２代母 タンフィーズTanfidh（06 GB鹿 Marju）GB２勝
ケストレルドットコムKestrel Dot Com（12� Oasis Dream）GB・BHR３勝
ワルサーンWarsaan（15� Oasis Dream）�GB・QAT４勝
アルガザールAlghazaal（17� Teofilo）�GB・IRE１勝

３代母 ウィジダンWijdan（91 USA栗 Mr. Prospector）GB２勝，Pretty Polly S
‐L ２着
オリエンタルファッションOriental Fashion（96牝 Marju）GB・FR・ITY３勝，

リボー賞‐G2，P. de la Cochere‐L，P. de Lieurey‐L ２着，etc.
グリーンコーストGreen Coast（03 牡 Green Desert）GB・UAE４勝，ゴド

ルフィンマイル‐G2 ２着，ブルジナハール‐G3 ２着，マクトゥームチャ
レンジＲ１‐G3 ２着，etc.，種牡馬

フェイマスウォリアー FamousWarrior（07� Alhaarth）IRE・UAE６勝，
Star Appeal S‐L ２着，レパーズタウン２０００ギニーＴＲ‐G3 ３着

ブルブル Bulbul（09 牝 Shamardal）IRE１勝，アサシＳ‐G3 ２着
サンジャン St Jean（10牡 Teofilo）IRE・AUS・NZ６勝，クイーンエリザベ

スＨ‐G3，種牡馬
デュバイファッションDubai Fashion（13牝 Dubawi）GB・UAE２勝，Gi

llies Fillies' S‐L ２着，Quebec S‐L ２着
モハファザートMohafazaat（02 牝 Sadler's Wells）GB１勝

ムテーバMutebah（11牝 Marju）FR１勝，P. des Tourelles‐L ３着
マクデーラMakderah（03牝 ＊デインヒル）GB・USA４勝，ニューヨークＳ‐G2，

October S‐L，ダイアナＳ‐G1 ３着，etc.
ファターナ Fatanah（07牝 Green Desert）GB１勝，Newbury Fillies' Trial S

‐L ２着
サファルジャル Safarjal（09 牝 Marju）GB入着５回

カラマ Karama（16牝 Kitten's Joy）USA２勝，Stormy Blues S‐L，Boi
ling Springs S２着，Game Face S２着

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

393 ドバウィディエティ２０２１ �・鹿 ４／１１
＊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

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahドバウィディエティ タンフィーズ Marju

��
��
�Tanfidh鹿IRE 2013 Wijdan

2f
ノーザンテースト S4×S5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 トマトチャン（14黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝��
〔産駒馬名登録数：２〕
ハッキョイ（20牡青鹿 ＊ベストウォーリア）��入着

２代母 フールフォアラブ（10栗 ＊ファルブラヴ）出走

３代母 ＊ミズストライクゾーン（94 USA鹿 Deputy Minister）USA１勝
マジストレッティMagistretti（00 牡 Diesis）GB・FR・USA４勝，マンノウォーＳ

‐G1，ダンテＳ‐G2，Feilden S‐L，etc.，種牡馬
ドリームアウトラウドDreamOut Loud（01牝 ＊ストラヴィンスキー）USA・CA

N出走
ドリームDream（08牝 Malibu Moon）USA２勝，Pike Creek S２着，シ

カーダＳ‐G3 ３着，Trevose S‐L ３着
コートドリーミン Caught Dream'n（15牝 Blame）USA１勝，Smart H
alo S２着，Miss Disco S‐R ３着

トーセンスターン（05牡 ＊エンパイアメーカー）４勝，鳥取特別２着，西脇特別３着，
蹴上特別３着

スマートシルエット（07牝 ＊ファルブラヴ）６勝，ＮＳＴ賞‐L，府中牝馬Ｓ‐G2 ２
着，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.

４代母 バットプロスペクターBat Prospector（87 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA
１勝
［子］ キャピタルゲインズ Capital Gains（93 牡 Pleasant Colony）USA４勝，

Ruidoso Mile S２着，Brooks Fields H３着
［孫］ デヴィアンスDeviance（11� Bob and John）USA・CAN２勝，Ne

wWestminster S，Nursery S‐R ３着
［曾孫］ ケンタッキーワイルドキャット KentuckyWildcat（09牝 Songandaprayer）

ARG３勝，ディエゴホワイト賞‐G3
ジョシードゥイット Jossy Do It（10 牝 Proud Accolade）USA３勝，
Hallowed Dreams S

ディスパゲイターDispergator（19 牡 General Quarters）�TUR６勝，
Kemal Sahir Kurutluoglu S‐L

販売申込者・所有者： ㈱ＭＭＣ＝神奈川県横須賀市 �090-3479-1152
生 産 牧 場： 神垣 道弘
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

394 トマトチャン２０２１ 牡・栗 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーントマトチャン ＊ファルブラヴ

��
��
�フールフォアラブ黒鹿 2014 ＊ミズストライクゾーン

4m
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ドラゴンホマレ（14青鹿 トーセンホマレボシ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊プラチナチャリス（06 GB黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）出走
ロジチャリス（12牡 ダイワメジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，芙蓉Ｓ‐LR ２

着，東風Ｓ‐L ３着，メイＳ‐OP，アイビーＳ‐OP ３着，etc.
グッドスカイ（13牝 ステイゴールド）障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，阪神スプリン

グジャンプ‐JG2 ２着，東京ハイジャンプ‐JG2 ２着，東京ジャンプＳ‐JG3 ２着
グレイル（15牡 ハーツクライ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，オール

カマー‐G2 ３着，セントライト記念‐G2 ３着

３代母 ＊シルバーチャリス（01 IRE 鹿 RainbowQuest）不出走
ゴールドチャリス（18牝 トゥザワールド）３勝，中京２歳Ｓ‐OP，カンナＳ‐OP ３

着，フェニックス賞‐OP ３着，etc.

４代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
［子］ ＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンター

ズＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬
ピンクカメオ（04牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，
中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイー
ンＳ‐G3 ３着，東京スマイルプレミアム

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

［孫］ ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，etc.，
UAE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシー
ターフＨ‐G3

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

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町福住 �0145-42-5522
生 産 牧 場： 天羽 禮治
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

395 ドラゴンホマレ２０２１ �・栃栗 ４／１４
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胸囲
管囲
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� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold
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�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

ディープインパクト
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�トーセンホマレボシ エヴリウィスパードラゴンホマレ
＊

＊ロックオブジブラルタル
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�プラチナチャリス青鹿 2014 ＊シルバーチャリス

5g
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 トレグラツィエ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（９）〕
マッジョネラ（14�黒鹿 ブラックタイド）２勝，��２勝
パトリオータ（16牡青鹿 シビルウォー）��２勝��１勝
アシンメトリー（17牝黒鹿 フェノーメノ）��２勝��１勝
ラヴリースケーター（18牝鹿 ラブリーデイ）���入着２回�１勝

２代母 ＊サビアーレ（00 USA鹿 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
オークヒルパーク（08牝 アグネスタキオン）２勝
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞‐G2 ２着，

北野特別，新緑賞，玄海特別２着
アヴェントゥリーナ（12牝 ステイゴールド）�１勝�
レッドエレノア（14牝 ハーツクライ）２勝
スノークォーツ（18牝 ゴールドシップ）�１勝

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

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

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

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

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

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

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

（春）‐Jpn1，オールカマー‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 北田 剛＝日高町緑町 �01456-2-5272
生 産 牧 場： 北田 剛
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

396 トレグラツィエ２０２１ 牡・黒鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian
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�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Kris S.
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�シンボリクリスエス Tee Kayトレグラツィエ
＊ Capote
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�サビアーレ黒鹿 2007 Sakura Fabulous

14
Halo S4×S5 Seattle SlewM4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：


