
母 ＊アーリントンガール（02 USA栗 Miswaki）�３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（９）〕
エーシンアライアン（07牡鹿 エイシンサンディ）１勝，�１勝�入着２回
エーシンスナイパー（09牡鹿 タニノギムレット）１勝
エイシンハヤブサ（11牡栗 ダイワメジャー）�４勝�
エイシンイッテン（13牝栗 ディープスカイ）�１勝
エイシンテネア（15牝栗 エイシンデピュティ）�１勝�２勝��入着

２代母 ＊エイシンテネシー（89 USA鹿 Vice Regent）５勝，金杯‐Jpn3，京都記念
‐Jpn2 ２着，金杯‐Jpn3 ２着，ドンカスターＳ‐OP ２着，東スポ杯‐OP ２着，etc.
エイシンワンシャン（96牝 ＊トニービン）５勝，大阪―ハンブルクＣ‐OP ３着，忘

れな草賞‐OP ３着，ジューンＳ，立川特別，三田特別，etc.
エーシンミラージュ（08牡 ＊クロフネ）５勝，オリオンＳ，サンシャインＳ，皿

倉山特別，松浦特別，名古屋日刊スポーツ杯２着，etc.
エイシンリョンサン（97牝 ＊アフリート）出走

エイシンセイテン（03牡 エイシンサンディ）３勝，バイオレットＳ‐OP，黒竹
賞，樅の木賞３着，�１勝����，マーチＣ２着

エーシンジャッカル（08牡 フジキセキ）３勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，洛陽
Ｓ‐OP ３着，九州スポーツ杯，釜山Ｓ２着

＊エイシンペキン（01牡 Affirmed）１勝，障害４勝，阪神スプリングジャンプ‐JG2
３着，京都ジャンプＳ‐JG3 ３着，�１勝��

＊エーシンマイトップ（06牡 Mr. Greeley）３勝，出水特別，千種特別，障害１勝

３代母 カースルロワイヤル Castle Royale（78 USA鹿 Slady Castle）USA７勝，シー
プスヘッドベイＨ‐G2，Jockey Hollow H‐R，New Jersey Breeders S‐R，ハ
イアリアターフＣ‐G1 ２着，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着（２回），etc.
パレスチル Palace Chill（87 牝 The Minstrel）USA６勝，Sixty Sails H，Su

nflower Farm H‐R，Bayou H‐L ２着，etc.
ジャワマジック Java Magic（90 牝 Java Gold）USA１勝

＊テネシーガール（97牝 Pine Bluff）４勝，セントウルＳ‐Jpn3，ファンタジー
Ｓ‐Jpn3，高松宮記念‐Jpn1 ３着，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： 栄進牧場
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

1 アーリントンガール２０２０ �・黒鹿 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊

ミスワキ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Miswaki Hopespringseternalアーリントンガール
＊ Vice Regent

��
��
�エイシンテネシー栗USA 2002 Castle Royale

1n
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊アイアンヒロイン（13 USA鹿 Congrats）���１勝�
初仔

２代母 シュペリアーストーム Superior Storm（05 USA黒鹿 Stormy Atlantic）USA16
勝，Delta Downs Magnolia S‐R，Delta Downs Premier Night Distaff S‐R
（２回），J. Archie Sebastien Memorial S‐R，Louisiana Champions Day Ladies S
‐R（２回），Louisiana Cup Distaff S‐R，etc.
アイアムシュペリアートゥー I Am Superior Too（12牝 Afleet Alex）USA５勝
シュペリアーズボーイ Superior's Boy（15� Old Fashioned）�USA４勝
スーパーコンスティチューション Super Constitution（17� Constitution）�US

A１勝
ミシニーズアコックテイルMisyneedsacocktail（19 牝 Bernardini）�USA１勝

３代母 アリトルビットシュペリアー Alittlebitsuperior（87 USA鹿 Total Departure）
USA４勝，Redbud H２着
タフィー Taffy（95 牝 Saratoga Six）USA11 勝，Delicada S，Claiming Cro

wn Tiara S‐R，Honeymoon S２着
ロデリアRhodelia（98 牝 Silver Deputy）USA４勝

ジェットブラックマジック Jet Black Magic（13 牝 Hold Me Back）USA３
勝，デルタダウンズプリンセスＳ‐G3，Azalea S‐R，Crescent City
Oaks‐R ２着，etc.

ジャックスナイプズ Jack Snipe's（14� Half Ours）�USA５勝，A. L.（Re
d）Erwin S‐R，Louisiana Futurity‐R，Shakopee Juvenile S２
着，etc.

ソーンヒルThornhill（01 牝 Good and Tough）USA４勝
フルールドゥリリー Fleur de Lilly（08 牝 Bowman's Band）USA６勝，Ke

ntucky Downs Ladies Marathon S３着
ストームザヒル Storm the Hill（14 牝 Get Stormy）�USA５勝，セナターケ

ンマディＳ‐G3，ウィルシャーＳ‐G3，Unzip Me S，etc.
ドラゴンドルーDragon Drew（15� Get Stormy）�USA３勝，Black Gol

d Overnight S

販売申込者・所有者： 高松牧場＝浦河町野深 �0146-27-4347
生 産 牧 場： 高松牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

2 アイアンヒロイン２０２０ �・栗 ２／２４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲
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�
� サンデーサイレンス
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�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

コングラッツ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Congrats Praiseアイアンヒロイン シュペリアーストーム Stormy Atlantic

��
��
�Superior Storm鹿USA 2013 Alittlebitsuperior

14b
Northern Dancer S4×M5 Seattle SlewM4×M5

価格： 購買者：



母 アイキャン（07鹿 ＊タイキシャトル）��２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（23）〕
アドミラルティ（13牡鹿 クーリンガー）��入着５回��９勝�入着６回
ウッドランズ（14牡栗 フリオーソ）��３勝��２勝�入着６回
エムオーマックス（16牡栗 エスポワールシチー）��１勝�３勝�１勝
キクノウィング（17牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）��４勝�，園田ジュニアＣ
（Ｄ1700）２着

２代母 フラワーチャンプ（98青鹿 フジキセキ）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，古都
Ｓ，朱鷺Ｓ３着，天の川Ｓ３着
オマモリ（09牡 キングカメハメハ）�２勝�
メイショウジロキチ（10牡 ＊クロフネ）１勝
レオディーセ（13牝 アドマイヤムーン）��４勝�７勝
ルミノーザ（14牝 ＊キングズベスト）１勝
アテンフラワー（15牝 メイショウサムソン）�３勝，米沢特別，バーデンバーデン

Ｃ２着
ジューンステータス（16牡 メイショウボーラー）�２勝

３代母 キタノファンタジー（91鹿 ＊ラシアンルーブル）４勝，巴賞‐OP ３着，摩周湖
特別，層雲峡特別
メイショウフクヒメ（99牝 バブルガムフェロー）５勝，秋分特別２着，出石特別２

着，北山Ｓ３着，etc.
メイショウゴウヒメ（08牝 ジャングルポケット）１勝
メイショウジーク（14牡 メイショウボーラー）３勝，西郷特別３着
メイショウハクサン（17牡 ＊モンテロッソ）�２勝，麒麟山特別３着

メイショウツレヅレ（09牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，山科Ｓ２着，貴船Ｓ２着，
西陣Ｓ３着

メイショウエイコウ（14牡 ＊サマーバード）�５勝，カノープスＳ‐OP ２着，
御陵Ｓ，北山Ｓ２着，etc.

４代母 ビユテイフルクイン（84鹿 トウシヨウボーイ）不出走
［子］ ピュアーホワイト（88牝 ＊ラシアンルーブル）２勝，コスモス賞‐OP ２着，

湯浜特別，下北半島特別２着，etc.

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

3 アイキャン２０２０ �・黒鹿 ２／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 ディープインパクト
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＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンアイキャン フジキセキ

��
��
�フラワーチャンプ鹿 2007 キタノファンタジー

＊マリアドロ 21a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M4×M5 Hail to Reason S5×S5×M5
Nijinsky S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アイファインバンド（08栗 ＊タップダンスシチー）�６勝�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
シゲルカンリショク（18牝栗 トゥザワールド）出走，�地方未出走

２代母 トウショウアイ（87鹿 トウシヨウボーイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２
着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，大沼Ｓ２着，露草賞３着
シルキーカイザー（94牡 メジロライアン）１勝，秩父特別３着，柏崎特別３着，

��２勝
エスティーマック（95� メジロマックイーン）入着，��２勝
アッパレイモン（96牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，梅田Ｓ，遠州灘Ｓ２着，北山Ｓ３着，

金蹄Ｓ３着，��１勝	
モリスガタ（97牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若葉Ｓ‐OP ３着，ゆりかもめ賞，セン

トポーリア賞２着
オペラアイ（00牝 ＊オペラハウス）�２勝

マームードイモン（05牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，富良野特別，比良山特別２
着，支笏湖特別２着，恋路ケ浜特別２着，白川特別２着，etc.

ピエタフィリアーレ（16牡 ロジユニヴァース）１勝
アイチャンルック（01牝 ＊ジェネラス）��３勝，ロジータ記念，ＴＣＫディスタフ

２着，黒潮盃２着，東京プリンセス賞２着，トゥインクルレディ賞３着
タガノハヤテ（11牡 ゴールドアリュール）４勝，濃尾特別，もちの木賞２着

ミッキーラブ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝
ダンツキャピタル（05牡 ＊アグネスデジタル）�４勝
ローザレーヌ（06牝 マンハッタンカフェ）３勝
アムールエテルネル（07牝 ＊アルカセット）入着，
４勝

３代母 アローキヨサチ（77鹿 アローエクスプレス）��２勝
テイーロデイ（82牝 ＊ビービービー）����17 勝，上山優駿樹氷賞，紅葉賞，飯

豊連峰特別
シャトルフォンテン（01牡 エイシンサンディ）��３勝入着４回�，平和賞２着

４代母 ダイサンキヨサチ（59鹿 トサミドリ）��，ゴールドＣ，桜花賞
［子］ アポスピード（66牡 ＊アポツスル）２勝，札幌記念，目黒記念（秋）２着，

青函Ｓ‐OP，��12 勝，種牡馬

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

4 アイファインバンド２０２０ 牡・黒鹿 ３／１５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲
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� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ
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��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceアイファインバンド トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ栗 2008 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アデリナ（16黒鹿 エイシンフラッシュ）出走
初仔

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）��１勝�２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，California Oaks‐L ２着，etc.
［子］ スカウトコマンド Scout Command（85� Summing）USA10 勝，Bes

semer S
ポリススカウト Police Scout（86 牝 Police Inspector）USA２勝，Se
neca S‐R ２着，Southland S２着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： 沖田 博志
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614

5 アデリナ２０２０ �・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊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 Surumu S4×M5

価格： 購買者：



母 アファーブル（09栗 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ベアジェット（17牡栗 ヴィクトワールピサ）��１勝
ピエナパプリカ（18牡栗 エピファネイア）��入着３回
シャンダス（19牡栗 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 マジカルウーマン（97栃栗 ＊パラダイスクリーク）１勝
ナイキアースワーク（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，��

入着２回�，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着，
金盃２着

ドラゴンファイヤー（04� ＊ブライアンズタイム）５勝，シリウスＳ‐G3，アンタレ
スＳ‐G3 ２着，オークランドＲＣＴ，麒麟山特別，滝桜賞２着

グロリアスメモリー（05牝 アドマイヤベガ）入着３回
ワンダフルメモリー（14牝 ＊パイロ）�７勝��１勝	，黒潮皐月賞３着
フェルゼンハント（19牡 ＊ロージズインメイ）��１勝，若鮎賞２着

マジックシアター（06牝 ネオユニヴァース）１勝，フラワーＣ‐G3 ３着，赤松賞２着
ドラゴンブレス（08牡 キングカメハメハ）入着２回，�２勝
マジカルドラゴン（10牡 ＊ブライアンズタイム）�６勝
ドラゴンマジック（12� ステイゴールド）１勝
インカンターレ（13牝 ステイゴールド）�１勝��

３代母 ブレイブウーマン（85鹿 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，弥彦特別，おけさ
特別２着，隅田川特別３着，くちなし賞３着

＊コクトジュリアン（92牡 Machiavellian）７勝，クリスタルＣ‐Jpn3，朝日杯３歳
Ｓ‐Jpn1 ３着，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ３着，etc.

ブラボーグリーン（94牡 ＊タイトスポット）７勝，京阪杯‐Jpn3，新潟記念‐Jpn3
２着，ニューイヤーＳ‐OP，etc.，種牡馬

ナイキアフリート（96牡 ＊アフリート）６勝，京葉Ｓ‐OP ３着，ブラッドストーン
Ｓ，etc.，�４勝��入着
，珊瑚冠賞，etc.

＊ブレイブスペシャル（99牡 ＊デヒア）５勝，豊明特別，西郷特別，初風特別，etc.

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

6 アファーブル２０２０ 牡・鹿 ５／１３
＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayアファーブル ＊パラダイスクリーク

��
��
�マジカルウーマン栗 2009 ブレイブウーマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊アラリーン（08 USA鹿 Selkirk）GB入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
インポージング（16牡鹿 ＊キングズベスト）�１勝�入着２回
エースオブエース（18牡鹿 アドマイヤムーン）出走，�地方未出走
クライアンテル（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 イニュエンド Innuendo（95 IRE 鹿 Caerleon）GB・FR・USA７勝，オーキ
ッドＨ‐G2，ガルフストリームザヴェリワンＨ‐G3，Galtres S‐L，Godolp
hin S‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1 ３着，etc.
クリティシズム Criticism（04牝 Machiavellian）FR・USA９勝，ラプレヴォワイヤ

ントＨ‐G2，シープスヘッドベイＳ‐G2，ガルフストリームザヴェリワンＳ
‐G3，ロングアイランドＨ‐G3（２回），La Coupe deMarseille‐L，etc.
マジカルタッチMagical Touch（15牝 Dubawi）GB・FR・GER４勝，Ho

ppegartener Steher Preis‐L，P. Gold River‐L ２着，P. Denisy
‐L ２着，ベルドニュイ賞‐G3 ３着

ピーコート Peacoat（07 牝 Doyen）FR２勝，P. Melisande‐L
ヒクマHikma（09牝 Street Cry）GB２勝

３代母 インファミー Infamy（84 IRE 芦 Shirley Heights）GB・USA７勝，ロスマ
ンズインターナショナル‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ
‐G3，コロネイションＣ‐G1 ２着，ハードウィックＳ‐G2 ２着，etc.

＊バラファミー（96牝 Barathea）GB・ITY２勝，ドルメーロ賞‐G3，ミュージドラ
Ｓ‐G3 ３着，メイヒルＳ‐G3 ３着

ロストロポーヴィッチ Rostropovich（97� Sadler's Wells）GB・FR・IRE３勝，
Saval Beg S‐L，ユベールドショードネイ賞‐G2 ３着，Ballyroan S‐L
３着，GB・IRE障害４勝

ムーンクイーンMoon Queen（98牝 Sadler's Wells）FR・USA４勝，ロワイヤリュー
賞‐G2，ガルフストリームザヴェリワンＨ‐G3，P. des Tourelles‐L，etc.
ビューティパーラー Beauty Parlor（11 牝 Elusive Quality）FR・USA４勝，

オーキッドＳ‐G3，P. Occitanie‐L，P. Caravelle‐L ２着
ミートユーゼアMeetyouthere（05 牝 Sadler's Wells）FR１勝

ラーアトール Raa Atoll（15 牡 Sea The Stars）�GB・IRE・GER・USA３
勝，オレアンダーレネン‐G2，カラＣ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

7 アラリーン２０２０ �・鹿 ４／１０
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊

セルカーク Sharpen Up

�
�
�
�
�

��
��

�Selkirk Annie Edgeアラリーン イニュエンド Caerleon

��
��
�Innuendo鹿USA 2008 Infamy

9e
Sharpen UpM3×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アルコシエロ（09栗 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
シングンオフビート（15�黒鹿 シングンオペラ）�出走，障害２勝，�３勝
シングンジュリア（17牝鹿 シングンオペラ）��出走
シングンノヴァ（18牡鹿 シングンオペラ）�１勝

２代母 キボウ（01栗 サツカーボーイ）出走
カチドキ（08牡 ＊ロージズインメイ）�４勝�入着７回
エリースプラッシュ（11牝 ダンスインザダーク）�５勝���
ルファンタスク（12牡 キングヘイロー）�５勝
エヌケイボーイ（13牡 ネオユニヴァース）入着，��４勝
クリノヴィクトリア（14牝 アサクサキングス）３勝

３代母 ＊セイメイ（93 USA栗 Exuberant）１勝
トウジュ（00牝 ＊テンビー）１勝

ラインシュナイダー（12牡 ヴァーミリアン）５勝，グリーンチャンネルＣ‐L ２
着，エニフＳ‐L ３着，etc.，�１勝	，サマーＣｈ‐Jpn3

センカク（02牡 マーベラスサンデー）４勝，中京記念‐G3 ２着，オパールＳ‐L ３
着，府中Ｓ，etc.

４代母 プラウドエントランスProud Entrance（86 USA栗 At the Threshold）US
A２勝
［子］ プラウドマン Proud Man（98牡 Manlove）USA10 勝，エヴァグレイズ

Ｓ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3，パームビーチＳ‐G3，etc.，種牡馬

５代母 プラウデストケイジーProudest Cagey（72 USA栗 Proudest Roman）US
A５勝
［子］ ＊ケイジーイグザーベランス（84牝 Exuberant）USA18 勝，アスタリタＳ

‐G2，インタバラＨ‐G3，ファーストフライトＨ‐G3，etc.
［孫］ ファイナルフリング Final Fling（05 牝 Bertrando）USA２勝，サンタイサ

ベルＳ‐G3，サンタアニタオークス‐G1 ３着，Melair S‐R ２着

販売申込者・所有者： 伊坂 重憲＝東京都港区 �03-3441-3245
生 産 牧 場： ㈲広富牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

8 アルコシエロ２０２０ �・栗 ３／１７

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアルコシエロ サツカーボーイ

��
��
�キボウ栗 2009 ＊セイメイ

8k
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 アンナトルテ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
初仔

２代母 クーヴェルチュール（04黒鹿 ＊ブラックホーク）５勝，キーンランドＣ‐Jpn3，
バーデンバーデンＣ‐L，福島民友Ｃ‐L ２着，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3
３着，福島２歳Ｓ‐OP
プラリネ（10牝 アドマイヤムーン）�入着２回

ツーエムアリエス（15牡 ヴァーミリアン）１勝，��４勝��１勝���
ウインガナッシュ（16牡 グランプリボス）��２勝	入着

ペルージャ（12牝 マツリダゴッホ）�２勝�入着
ライデンバローズ（14牡 ＊クロフネ）３勝

３代母 ヒカリクリスタル（95鹿 ＊ラツキーソブリン）
�１勝��４勝，ゴールデン
ティアラ賞
クリスタルボンバー（01牡 サツカーボーイ）�１勝
スキップジャック（02� メジロライアン）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，ラベンダー

賞‐OP ２着
マイスターシャーレ（03牡 サツカーボーイ）�２勝

４代母 コステューム（89芦 ＊メンデス）不出走
［子］ サーストンホリデー（93牡 ウインドストース）�５勝
�入着

スターファンタジア（94牝 レジエンドテイオー）�２勝

５代母 テンプルバンブー（73栗 ＊プロント）不出走
［子］ イブキマスター（82牡 ＊オンリーフオアライフ）２勝，萩Ｓ‐OP

ケーヨボーイ（87牡 ＊ノーアテンシヨン）��３勝，羽田盃３着
マンジュデンロッド（79牡 ＊サンシー）８勝，比叡Ｓ，夕月特別，摂津特
別，etc.

ウオーターポロ（84牡 ＊サンシー）２勝，春日山特別
ミカワムサシ（81牡 ＊オンリーフオアライフ）１勝，障害１勝，１勝
ケンリュビート（80牝 ＊ハードツービート）１勝

［孫］ ファインブリッジ（88牡 ホスピタリテイ）��10 勝，埼玉新聞杯２着，Ｔ
Ｖ埼玉杯３着

販売申込者・所有者： 富菜牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1578
生 産 牧 場： 富菜牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

9 アンナトルテ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudアンナトルテ ＊ブラックホーク

��
��
�クーヴェルチュール鹿 2013 ヒカリクリスタル

＊種正 5h
Mr. Prospector S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アーベントロート（09黒鹿 フジキセキ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
トワイライトパレス（16牝黒鹿 ベルシャザール）�１勝
オット（17牡黒鹿 ＊パイロ）入着２回，���出走�２勝
セブンシャイン（18牡芦 ＊クロフネ）��出走

２代母 ビルアンドクー（98鹿 ＊ジェイドロバリー）４勝，ＴＶ山梨杯，高山特別，金
峰山特別２着，ムーンライトＨ２着，燕特別２着，etc.
クーノキセキ（05牝 フジキセキ）４勝
アグネスジャスパー（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
デルマシシマル（11牡 マンハッタンカフェ）入着４回，�４勝�入着��
メジャーフォルム（12牝 ダイワメジャー）３勝，おおぞら特別，春菜賞２着

３代母 ユメシバイ（90黒鹿 ＊トニービン）４勝，ターコイズＳ‐OP ３着，多摩川特別，
戎橋特別，ゴールデンサドルＴ２着，和泉Ｓ３着，etc.
ユメノシルシ（02牡 フジキセキ）７勝，新潟記念‐G3，福島ＴＶＯＰ‐L，七夕賞

‐G3 ３着，etc.
アイアムドラマ（03牡 アグネスタキオン）１勝，白井特別３着，��１勝�３勝	，

二十四万石賞３着
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ＣｈＴ‐G3，

ディセンバーＳ‐L，etc.

４代母 ヨドセンリヨウ（75黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［子］ センリョウヤクシャ（86牡 ＊ノーザンテースト）６勝，阪急杯‐Jpn3，ス

ワンＳ‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ イブキインターハイ（92牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，京都４歳特別

‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.，
４勝
シーズグレイス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.

［曾孫］ 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

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.

販売申込者・所有者： ㈲ホースナイン＝三重県名張市 �0595-63-5522
生 産 牧 場： イワミ牧場
飼 養 者： イワミ牧場＝新冠町明和 �090-5076-6539

10 アーベントロート２０２０ 牡・鹿 ２／２０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーアーベントロート ＊ジェイドロバリー

��
��
�ビルアンドクー黒鹿 2009 ユメシバイ

＊リリーオブザナイル 10a
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5

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
本馬の他に産駒あり

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

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）��４勝�３勝�入着，ジュニアＧ
Ｐ２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
［孫］ マウンテンレインジMountain Range（96� Mountain Cat）USA８勝，

Cradle S‐L，Forty Niner S‐L ２着，Warfield S‐R ２
着，etc.

ロイヤルヴィンディケイション Royal Vindication（06牡 Vindication）
USA２勝，TrappMountain S，Rumson S２着，ナシュアＳ
‐G3 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： 草薙 利昭
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

11 エイシンイジゲン２０２０ �・青鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�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
サンデーサイレンス S3×M3 Storm Cat S3×M4 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 イッツマイン（12鹿 Medicean）入着２回，��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ガッツ（17牡鹿 マツリダゴッホ）���１勝�

２代母 ＊ミーⅡ（03 GB鹿 Green Desert）GB出走

３代母 マイセルフMyself（92 GB栗 Nashwan）GB・FR２勝，ネルグウィンＳ
‐G3，パレロワイヤル賞‐G3 ２着，クイーンメアリーＳ‐G3 ２着，Washingt
on Singer S‐L ２着，シュプリームＳ‐G3 ３着，etc.
ガイスGhayth（98牡 Sadler's Wells）GB・UAE・SAU１勝，英シャンペインＳ

‐G2 ３着
エゴー Ego（00牝 Green Desert）GB２勝，Carnarvon S‐L ３着，City Wa

ll S‐L ３着
アイムセンセイショナル I'm Sensational（05 牝 Selkirk）GB１勝
モワモワモワMoi Moi Moi（14 牡 Acclamation）�GB・FR・QAT１勝，
Grand Criterium de Bordeaux‐L ３着

シェフ Chef（08� Selkirk）GB・HKG２勝，Goodwood Thoroughbred S
‐L ２着

セルフセンタード Self Centred（09牝 Medicean）GB１勝，Chesham S
‐L ３着
フィールグローリアス Feel Glorious（16 牝 Bated Breath）�GB・GER
・USA６勝，Perfect Sting S‐L，Memories of Silver S‐L，For
ever Together S，etc.

マッチリーMuchly（16 牝 Iffraaj）�GB・USA３勝，Swingtime S‐R ２
着，October S‐L ３着，Sandown Distaff S‐L ３着

シングル Single（07� High Chaparral）AUS６勝，ATC Sky High S‐L

４代母 プッシー Pushy（78 GB栗 Sharpen Up）GB４勝，クイーンメアリーＳ‐G2，
コーンウォリスＳ‐G3，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着，モールコームＳ‐G3 ３着
［孫］ グラスオフィスGlass Office（10 牡 Verglas）GB・UAE４勝，デューク

オヴヨークＳ‐G2，サイレニアＳ‐G3，Sandy Lane S‐L ２着

販売申込者・所有者： 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

12 イッツマイン２０２０ �・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

メディチアン Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Medicean Mystic Goddessイッツマイン
＊ Green Desert

��
��
�ミーⅡ鹿 2012 Myself

14b
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 イナズマイーリス（12鹿 ハーツクライ）�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ネレイスフラッシュ（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）��出走��１勝
サーキットブレイク（19牡鹿 ＊トビーズコーナー）���入着

２代母 ブランドシャトル（95鹿 Theatrical）入着２回
プラントパラダイス（00牝 ＊パラダイスクリーク）１勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐Jpn1 ５着，矢車賞３着
ワイズリー（08� ＊ムーンバラッド）５勝，朱雀Ｓ，クリスマスキャロル賞，か

えで賞，斑鳩Ｓ２着，錦Ｓ３着，etc.
バリス（11牡 ステイゴールド）４勝，山陽特別，清洲特別，帯広特別，晩春Ｓ

２着，三鷹特別２着，etc.
スズカトップガン（02牡 マヤノトップガン）入着，�４勝
ホーマンアラシ（03牡 ダンスインザダーク）４勝，赤倉特別，フリージア賞，烏丸

Ｓ２着，ＮＳＴ賞２着，五頭連峰特別２着，etc.
コウエイクリスタル（06� ＊シルバーチャーム）入着３回，��１勝
グッドカフェ（08� マンハッタンカフェ）２勝，万葉Ｓ‐L ３着，木曽川特別３着
オレハメジャー（09牡 ダイワメジャー）２勝
フロンターレ（16� ロジユニヴァース）�１勝��２勝
トモノクイーン（17牝 サムライハート）��１勝

３代母 ＊プレイリースカイ（89 CAN栗 GoneWest）USA１勝
ニシノアラウンド（97牡 ＊パラダイスクリーク）３勝，美浦特別２着，渡利特別２着，

スピカＳ３着，etc.
ニシノマズルカ（99牝 ＊ウォーニング）１勝，秋明菊賞３着
スガノメダリスト（06牡 キングカメハメハ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP，クロ

ッカスＳ‐OP ２着，ジュニアＣ‐OP ２着，etc.

４代母 ミッドサマーマジックMidsummer Magic（80 USA栗 Northern Dancer）
不出走
［孫］ センターアンジェロ（00牝 ＊オペラハウス）２勝，アネモネＳ‐L，フロー

ラＳ‐Jpn2 ３着，オークス‐Jpn1 ５着

販売申込者・所有者： ㈲小泉牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2172
生 産 牧 場： ㈲小泉牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

13 イナズマイーリス２０２０ �・鹿 ３／１４

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスイナズマイーリス Theatrical

��
��
�ブランドシャトル鹿 2012 ＊プレイリースカイ

8f
GoneWest S4×M4 Mr. Prospector S5×S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 インブルーム（15青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
初仔

２代母 タケショウナデシコ（10黒鹿 スペシャルウィーク）入着２回
ココラ（17牝 ルーラーシップ）�２勝

３代母 ＊スーティー（92 IRE 青鹿 Caerleon）GB出走
エプソムフォース（99牡 ＊ティンバーカントリー）３勝，駒ケ岳特別，障害１勝
ラーチャプルック（05牝 マーベラスサンデー）��入着３回

ゲンキチハヤブサ（12� ＊ヨハネスブルグ）３勝，御池特別，かささぎ賞３着，
��１勝�

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

アドマイヤオーラ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念‐G2，弥生賞
‐Jpn2，シンザン記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

サングレアル（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，フローラＳ‐G2，秋華賞‐G1
５着

トーセンレーヴ（08牡 ディープインパクト）８勝，エプソムＣ‐G3，ディ
センバーＳ‐L，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

アドマイヤジャパン（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，
菊花賞‐Jpn1 ２着，皐月賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

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.

［曾孫］ ロッテンマイヤー（13牝 ＊クロフネ）３勝，忘れな草賞‐LR，クイーンＣ
‐G3 ３着，芦屋川特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633
生 産 牧 場： ㈲加野牧場
飼 養 者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633

14 インブルーム２０２０ �・黒鹿 ５／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayインブルーム スペシャルウィーク

��
��
�タケショウナデシコ青鹿 2015 ＊スーティー

16c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ヴァケア（03 USA鹿 Lear Fan）USA８勝，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1，ダ
リアＨ‐G2，パロマーＨ‐G2，ファーストレイディＳ‐G2，パカラップＳ‐G3，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：海外－３（６），地方－１（１）〕
ノティーパインKnotty Pine（10 GB牝栗 Pivotal）USA１勝
ステージマンシップ Stagemanship（11 USA牡鹿 Pivotal）GB・UAE１勝
オートゥーOtwo（13 USA牡鹿 Medaglia d'Oro）�FR・QAT４勝
＊シンボリアトム（15 USA牡鹿 Giant's Causeway）�１勝�
タムロキュラムン（19牝鹿 サトノアラジン）�出走

２代母 アピーリングストームAppealing Storm（96 USA栗 Valid Appeal）USA２勝
デボラアンDebora Ann（04牝 Belong to Me）不出走

ポジティヴサイド Positive Side（08� Johar）USA３勝，シェイカータウンＳ
‐G3 ２着，Arlington Sprint S‐L ２着，Colonel Power S２着，
トウィンスパイアズターフスプリントＳ‐G3 ３着

シングルソルーション Single Solution（06牝 Flatter）USA４勝，ヴァリーヴュー
Ｓ‐G3，Blushing K. D. H２着，パカラップＳ‐G3 ３着
ノーフォルトオヴマインNo Fault of Mine（12牝 Blame）USA５勝，Wa

yward Lass S，ゴールデンロッドＳ‐G2 ２着，アーリントンメイトロン
Ｓ‐G3 ２着，Minaret S２着，One Dreamer S‐R ２着

アブタール Abtaal（09� Rock Hard Ten）GB・FR・USA９勝，トーマスブライ
アン賞‐G3，ジェベル賞‐G3 ２着，ダフニス賞‐G3 ３着，La Coupe deMa
rseille‐L ３着

ノーバディーズフォルトNobody's Fault（13 牝 Blame）USA・CAN４勝，Un
bridled Sidney Overnight S，Giant's Causeway S‐L ２着，ロイヤルノ
ースＳ‐G3 ３着

キャプティヴェイティングムーン Captivating Moon（15牡 Malibu Moon）�US
A５勝，フェアグラウンズＳ‐G3，Buddy Diliberto Memorial S，ニューオ
ーリンズクラシック‐G2 ２着，アメリカンターフＳ‐G2 ２着，アメリカンダ
ービー‐G3 ２着，etc.

３代母 ストームオーファイア Storm o' Fire（89 USA栗 Storm Bird）USA出走

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

15 ヴァケア２０２０ �・栗 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊

リアファン Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�Lear Fan Wacヴァケア アピーリングストーム Valid Appeal

��
��
�Appealing Storm鹿USA 2003 Storm o' Fire

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

価格： 購買者：



母 ヴァレンティーネ（10鹿 デュランダル）３勝，はやぶさ賞（芝 1000）２着，雪うさ
ぎ賞（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
パーシアン（18牡鹿 ＊ダンカーク）���出走�３勝
リョウイキテンカイ（19牝栗 ラブリーデイ）��１勝

２代母 ＊ホワイトウォーター（01 USA鹿 Forestry）不出走
ゼイアーレイトThey're Late（06 牡 Mineshaft）USA３勝
ファンドリノチカラ（07牡 Songandaprayer）３勝，雲仙特別，小郡特別，有田特

別，�５勝�１勝
ホワイトジル（08牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
レッドフォルツァ（09� ゼンノロブロイ）３勝，水仙賞３着，障害１勝
シンゲツ（11牡 ハーツクライ）�12 勝	13 勝��３勝�４勝，五ケ瀬川賞，文月賞，

開聞岳賞，佐賀皐月賞，佐賀弥生賞，etc.
バレエダンサー（13牝 ハーツクライ）１勝，�１勝�	入着３回
マイネルヴィレ（14牡 ネオユニヴァース）�１勝
レイジングリヴァー（17牝 ヴィクトワールピサ）�出走，��３勝

３代母 コロラドソング Colorado Song（96 USA黒鹿 Pine Bluff）USA２勝，プリ
ンセスＳ‐G2 ２着，デルマーデビュタントＳ‐G2 ３着，ソレントＳ‐G2 ３着，
Sandy Blue S‐R ２着
コーズウェイソングCauseway Song（03牝 Giant's Causeway）不出走

エインジェルガブリアル Angel Gabrial（09� Hurricane Run）GB・IRE７
勝，Esher S‐L ２着，Jockey Club Rose Bowl‐L ２着，Grand
Cup S‐L ３着（２回）

アイムセクシーアンドアイノウイット Imsexyandiknowit（16牝 Canford Cliffs）
�ITY・POL・HUN１勝，P. Terme di Merano‐L ３着

ペイトンズパス Peyton's Pass（13 牝 Pass Rush）USA７勝，Merrillville S‐R，
Hollywood GamingMahoning Distaff S３着

販売申込者・所有者： 的場牧場＝新冠町新和 �090-6212-1763
生 産 牧 場： 的場牧場
飼 養 者： ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ＝新冠町西泊津 �080-6092-3040

16 ヴァレンティーネ２０２０ �・鹿 ４／ ６
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスヴァレンティーネ
＊ Forestry

��
��
�ホワイトウォーター鹿 2010 Colorado Song

1p
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィヴィアナ（11栗 ディープスカイ）��出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ゼネラルアダージョ（16牝鹿 パドトロワ）��１勝��
ピンフドラサン（17牡栗 タイムパラドックス）���２勝
シンユンベイビー（18牝栗 ＊アグネスデジタル）��未出走��１勝

２代母 ＊マンガーノ（00 USA鹿 Quiet American）不出走
アウトストラーダ（08牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝

３代母 マンガラMangala（82 USA栗 Sharpen Up）FR２勝
バラック Barraq（87� ＊クリスタルグリツターズ）FR・USA６勝，Miramontes

H‐R ３着
アライドフォーシズ Allied Forces（93 牡 Miswaki）出走，GB・FR・USA・UAE９

勝，ペガサスＨ‐G2，クイーンアンＳ‐G2，ジャマイカＨ‐G2，etc.，種牡馬
ゴールドブレイドGold Braid（98 牝 ＊ブラックタイアフェアー）不出走

コジーンズゴールドCozzene's Gold（04 牝 Cozzene）USA出走
ステムザタイド Stem the Tide（14牝 Midshipman）USA１勝，Manz
ano S３着

リヴァーソング River Song（03牝 Siphon）USA１勝，Ahwatukee Express S
２着，Fairfield S２着
ロマニージプシーRomany Gypsy（08牝 Indesatchel）GB出走
ジプシースピリットGypsy Spirit（16 牝 Gregorian）�GB・FR・GER・
USA・SWE３勝，Camilla Urso S，G.P. der Stadtsparkasse Duss
eldorf‐L ２着，P. Amandine‐L ２着，etc.

クイーンジョジョQueen Jo Jo（16 牝 Gregorian）�GB・IRE３勝，ヨーク
サマーフィリーズＳ‐G3，Kilvington S‐L，シティオヴヨークＳ‐G2
３着，etc.

４代母 メドーブルーMeadow Blue（75 USA栗 Raise a Native）不出走
［孫］ リアルクワイエト Real Quiet（95 牡 Quiet American）USA６勝，ケン

タッキーダービー‐G1，プリークネスＳ‐G1，ハリウッドゴールドＣ
‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヒカル牧場＝新冠町高江 �0146-47-2762
生 産 牧 場： ㈲ヒカル牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

17 ヴィヴィアナ２０２０ �・鹿 ５／ ２
＊ 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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビヴィヴィアナ
＊ Quiet American

��
��
�マンガーノ栗 2011 Mangala

4d
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ウインクルグラス（02黒鹿 ＊グラスワンダー）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（７）〕
アンクルスパート（09牡栗 ハーツクライ）��１勝��
ウインクルキラリ（10牝栗 ダンスインザダーク）２勝
ウインクルスーパー（13牝鹿 アンクルスーパー）１勝
ウインクルチェリー（14牝鹿 ＊サマーバード）２勝
ウインクルマリヒメ（16牝黒鹿 アドマイヤムーン）入着２回，��１勝�２勝
ウインクルジニー（17牝鹿 ＊クロフネ）入着４回，��入着�３勝

２代母 ＊ポーサー（89 CAN鹿 Bold Ruckus）USA３勝，Yearling Sales S‐R ２着
テクスチュア（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
タガノシュペリエル（06� ＊ワイルドラッシュ）２勝，妙高特別，�５勝

３代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.

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

宝塚記念‐Jpn1，etc.，年代表，優３牡，優古牡，種牡馬
ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，有

馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬
＊トロピカルサウンドⅡ（87牝 Fappiano）USA３勝，Canadian Oaks‐LR ３着，

Princess Elizabeth S‐LR ３着，Rolling Meadows S３着
＊キャットクイル（90牝 Storm Cat）GB入着

ファレノプシス（95牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優３牝，優古牝

サンデーブレイク（99牡 ＊フォーティナイナー）USA４勝，ピーターパンＳ‐G2，
ベルモントＳ‐G1 ３着，ウッドメモリアルＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯‐G2，
京都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，優３牡，種牡馬

オーシャンキャットOcean Cat（92 牝 Storm Cat）USA７勝，Vallejo S‐L，
Table Hands S‐L，Turbo Launch S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲出口牧場＝日高町賀張 �01456-5-2683
生 産 牧 場： ㈲出口牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

18 ウインクルグラス２０２０ �・鹿 ５／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraウインクルグラス
＊ Bold Ruckus

��
��
�ポーサー黒鹿 2002 Pacific Princess

13a
Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ウィーヴァー（14鹿 ＊ストリートセンス）出走
初仔

２代母 ＊モケット（04 USA栗 Maria's Mon）FR１勝，P. des Sablonnets‐L
インフェルノ（12� ＊パイロ）４勝，花背特別
フラマブル（13牝 ＊パイロ）１勝
ロケット（15牝 ディープスカイ）４勝，心斎橋Ｓ，君子蘭賞，醍醐特別２着，有松

特別２着
ポディウム（16牡 ＊モンテロッソ）�１勝

３代母 ＊エターナルレーヴ（91 USA栗 Diesis）GB・FR・IRE・USA３勝，愛メイト
ロンＳ‐G3，P. du Pont‐Neuf‐L，P. Yacowlef‐L，コロネイションＳ
‐G1 ２着，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ２着，etc.
エンリッチ Enrich（98牝 Dynaformer）GB・IRE・UAE１勝，愛パークＳ‐G3 ３着

ウエルシーWealthy（07� Refuse to Bend）GB・FR・UAE３勝，ギヨームドル
ナーノ賞‐G2 ２着，ダフニス賞‐G3 ２着，プランスドランジュ賞‐G3 ２着

ペレスロニウス Pelethronius（12� Artie Schiller）�AUS９勝，BRC Tails
Quality S‐L ３着

インフィニトスピリット Infinite Spirit（99 牝 Maria's Mon）GB・USA・UAE３
勝，Silver Tankard S‐L ２着，Christiana S‐L ３着
ハントダウン Huntdown（06� Elusive Quality）GB１勝，ミドルパークＳ

‐G1 ３着，クライテリオンＳ‐G3 ２着，Dubai Duty Free C‐L ２着
コンティニュアContinua（07牝 Elusive Quality）不出走
コタイグローリー Cotai Glory（12 牡 Exceed And Excel）GB・FR・IR
E・USA・CAN４勝，ニューベリーワールドトロフィ‐G3，モールコー
ムＳ‐G3，Scarbrough S‐L，etc.，種牡馬

フリンダーズ Flinders（00 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）FR２勝
イズラ Ezra（11 牝 Iffraaj）NZ１勝，Championship S Prelude‐L ２着
スイートトリート Sweet Treat（13 牝 Ekraar）�NZ５勝，Rotorua Challe

nge Plate‐L
インヴィジブルマン Invisible Man（06� Elusive Quality）GB・UAE・TUR４

勝，トプカピトロフィ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： 佐竹 学＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1585
生 産 牧 場： 佐竹 学
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

19 ウィーヴァー２０２０ 牡・黒鹿 ６／ ２

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleウィーヴァー
＊ Maria's Mon

��
��
�モケット鹿 2014 ＊エターナルレーヴ

16g
Machiavellian S3×M4 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ウエスタンデンコー（98鹿 ＊ジェネラス）３勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（12）〕
ウエスタンジェミー（08牝鹿 ゼンノロブロイ）�１勝�８勝�１勝
ウエスタンレベッカ（10牝鹿 ゼンノロブロイ）４勝，ゴールデンブーツＴ
（芝 2000），寿Ｓ（芝 2000）２着，都井岬特別（芝 1800）３着，障害１勝

トゥインクルリーフ（16牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝，舞子特別（芝 1400）３着，
�２勝

２代母 ＊ミュージカルラーク（83 IRE 鹿 Cure the Blues）USA３勝，メイトロンＳ
‐G1，スピナウェイＳ‐G1 ２着，フリゼットＳ‐G1 ４着，アスタリタＳ‐G2 ２
着，スカイラヴィルＳ‐G3 ２着
ロ－マンコ－ラス Roman Chorus（89� General Assembly）USA11 勝，ベスト

ターンＳ‐G3 ３着
ウエスタンシャープ（93牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着

ウエスタンビーナス（03牝 ＊ボストンハーバー）６勝，ＵＨＢ杯‐L，バーデンバ
ーデンＣ‐L，春雷Ｓ‐L，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，ＵＨＢ杯‐L ２着，etc.

ウエスタンレジーナ（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）３勝
ウエスタンローズ（96牝 ＊オペラハウス）不出走

ウエスタンダンサー（04牝 ＊デヒア）６勝，京阪杯‐G3，京洛Ｓ‐OP ２着，桂
川Ｓ，仲秋特別，紫川特別３着

３代母 スパーカラーク Sparkalark（70 USA鹿 Cornish Prince）USA２勝，ソロリ
ティＳ，スカイラヴィルＳ２着
スパ－クオヴライフ Spark of Life（75 牝 Key to the Mint）USA６勝，レイディ

ーズＨ‐G1，クリサンシマムＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.
ファイアオヴライフ Fire of Life（82 牡 Nijinsky）GB・GER・ITY４勝，ロー

マ賞‐G1，伊セントレジャー‐G2，伊ダービー‐G1 ３着，etc.，種牡馬
スパークオヴファイア Spark of Fire（79 牝 Run the Gantlet）IRE 出走

＊フラツシユオブステイール（83牡 Kris）IRE５勝，愛２０００ギニー‐G1，ベレスフ
ォードＳ‐G2，テトラークＳ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

20 ウエスタンデンコー２０２０ 牡・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゼンノロブロイ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ローミンレイチェルペルーサ
＊ Candy Stripes

��
��
�アルゼンチンスター栗 2007 ＊ディフェレンテ

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�ジェネラス Doff the Derbyウエスタンデンコー
＊ Cure the Blues

��
��
�ミュージカルラーク鹿 1998 Sparkalark

9f
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴェスティージ（15鹿 Raven's Pass）出走
初仔

２代母 ＊エンシェントアート（08 GB鹿 Monsun）FR１勝
＊ヒーリングマインド（16� タニノギムレット）�３勝，札幌日刊スポーツ杯，アザ

レア賞
＊プライモーディアル（17牡 Shamardal）１勝，��入着７回��

３代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
エルメスティアラ（98牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

ディーマジェスティ（13牡 ディープインパクト）４勝，皐月賞‐G1，セントラ
イト記念‐G2，共同通信杯‐G3，etc.，種牡馬

エルノヴァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，ス
テイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，オールカマー‐Jpn2 ３着，etc.

グレンイネスGlen Innes（01 牝 Selkirk）GB・FR１勝，ミュージドラＳ‐G3 ２着，
Swinley S‐L ２着

レイクトーヤ Lake Toya（02牝 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S‐L，P.
Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，etc.
ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノネッ

ト賞‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着
アイランドベイブ Island Babe（03牝 Kingmambo）GB出走

アウェイヒーゴーズ Away He Goes（16� Farhh）�GB・FR・UAE３勝，
グッドウッドＣ‐G1 ２着，ドバイゴールドＣ‐G2 ３着，Dubai Racing
Club Classic‐L ３着

＊ブルーダヌーブ（04牝 Bahri）FR１勝
オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダイヤ

モンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.
＊スノーパイン（10牝 Dalakhani）FR２勝

タワーオブロンドン（15牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ‐G1，セン
トウルＳ‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，種牡馬

シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MAC２勝，
Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S‐L ３着

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

21 ヴェスティージ２０２０ �・鹿 ３／ ９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

レイヴンズパス Elusive Quality

�
�
�
�
�

��
��

�Raven's Pass Ascutneyヴェスティージ
＊ Monsun

��
��
�エンシェントアート鹿 2015 ＊シンコウエルメス

4n
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 アドリア（13鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
タカイチスウレー（18牝黒鹿 ドリームジャーニー）���入着
エムオーシャーク（19牡栗 ダノンシャーク）��入着２回

２代母 ＊ヴァレッタ（06 GB鹿 Cape Cross）GB・FR３勝，Derby du Languedoc
‐L，G.P. Inter‐Regional des 3ans‐L
ヴィアレッタ（11牝 Pivotal）不出走

リネンリボン（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝��入着２回
ミヤノクリステン（17牡 ＊エスケンデレヤ）��２勝，九州ジュニアＣｈ２着

クリノカポネ（15� ＊ストーミングホーム）�２勝，大通公園特別３着
ノヴェッラ（16牝 ＊ノヴェリスト）２勝，三面川特別３着
ヴァラークラウン（17牝 ダノンシャンティ）�２勝，さざんか賞
ゼログラヴィティ（18牝 アドマイヤムーン）�１勝，小樽特別２着

３代母 ヴィトゥイサVituisa（97 GB栗 Bering）FR１勝
テーラヴェルデ Terra Verde（02牡 Indian Ridge）FR・UAE３勝，P. de Tourg

eville‐L ２着
ヴェラシティ Veracity（04 牡 Lomitas）GB・FR・UAE５勝，英ジョッキークラブ

Ｃ‐G3，ロイヤルオーク賞‐G1 ３着，グッドウッドＣ‐G2 ２着，etc.
エイヴォングローヴ Avongrove（08牝 Tiger Hill）FR１勝，P. de la Seine‐L

２着
ドーントギヴアップDon't Give Up（14牡 Dubawi）�GB・UAE４勝，C

urlin H‐L ２着
ヴァサール Vassal（12� Dansili）FR・AUS７勝，ATC Christmas C‐L，N

SW Tattersalls Club Cup‐L ２着
チューリップフィールズ Tulip Fields（17 牝 Golden Horn）�GB３勝，Glasgo

w S‐L ３着

４代母 ラコンフェデラシヨン La Confederation（91 GB鹿 Nureyev）GB・FR・U
SA３勝，サンチャリオットＳ‐G2，JohnMusker S‐L

５代母 ユナイトUnite（84 IRE栗 Kris）GB・IRE３勝，英オークス‐G1，愛オークス‐G1

販売申込者・所有者： 農事組合法人協栄組合＝平取町本町 �01457-2-2658
生 産 牧 場： 農事組合法人協栄組合
飼 養 者： 農事組合法人協栄組合＝平取町本町 �01457-2-2658

22 アドリア２０２０ �・黒鹿 ５／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

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アドリア
＊ Cape Cross

��
��
�ヴァレッタ鹿 2013 Vituisa

14c
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 アンジェラクイーン（16青 マンハッタンカフェ）不出走
初仔

２代母 オーシャンルミナス（04鹿 ＊フレンチデピュティ）２勝
ダイヤハート（11牝 リンカーン）１勝，��１勝
ダイヤルミナス（12牡 ＊バゴ）��１勝�２勝��12 勝
アスターオーシャン（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�10 勝
メガフレア（14牡 ハーツクライ）３勝，鴨川特別２着，湯川特別３着
スキップガール（15牝 ＊エンパイアメーカー）入着，��４勝
アースブレイブ（17� ゴールドシップ）�１勝

３代母 ＊オーシャンドリーム（95 USA黒鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
ジュリアクイーン（99牝 Acatenango）入着

コスモルーシー（09牝 ＊マイネルラヴ）２勝
レオンドーロ（16牝 スクリーンヒーロー）�３勝，臥牛山特別，八雲特別
２着，ひめさゆり賞２着，etc.

ウィズダイヤモンズ（17牝 ディープインパクト）�２勝，姫川特別２着，
都井岬特別３着

スピニングノアール（01牡 ＊スピニングワールド）７勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，ＴＶ
愛知ＯＰ‐L ２着，ＣＢＣ賞‐G3 ３着，etc.

４代母 ＊プランス（85 USA鹿 Nijinsky）不出走
［孫］ スウォードキャット（02牡 ＊ヘネシー）５勝，渡利特別２着，三陸特別２

着，岳特別２着，etc.

５代母 フォーシーア Foreseer（69 USA黒鹿 Round Table）USA３勝，サンタイネ
スＳ２着，Santa Ysabel S２着
［子］ カーリアン Caerleon（80牡 Nijinsky）GB・FR・IRE４勝，仏ダービー

‐G1，ベンソン＆ヘッジズゴールドＣ‐G1，アングルシーＳ‐G3，etc.，
種牡馬

＊ヴィジョン（81牡 Nijinsky）USA５勝，セクレタリアトＳ‐G1，ピルグリ
ムＳ‐G3，ブルックリンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2238
生 産 牧 場： 坂本 智広
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

23 リゼロ 牡・鹿 ３／１４

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアンジェラクイーン ＊フレンチデピュティ

��
��
�オーシャンルミナス青 2016 ＊オーシャンドリーム

1s
Deputy Minister S4×M4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンピカデリー（13 USA栗 ＊ハードスパン）入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ララシャルロット（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 レイディズラフター Lady's Laughter（06 USA黒鹿 Distorted Humor）USA
４勝，Likely Exchange S，Gowell S２着，ガーデニアＨ‐G3 ３着，India
na Live! Casino S‐L ３着，Kentucky Cup Ladies Turf S３着
ホリデイラフターHoliday Laughter（14 牝 Harlan's Holiday）USA３勝

３代母 レイディタップ Lady Tap（94 USA鹿 Pleasant Tap）USA５勝，Alameda
County Fillies andMares H，BayMeadows Dash H‐L ２着，Variety Baby H
２着，E. B. Johnston S３着，June Darling S‐R ３着
リヴィアードRevered（08牝 Dixie Union）USA入着２回

バイユアサイド By Your Side（17 牡 Constitution）�USA２勝，サンフォー
ドＳ‐G3

４代母 チェルシアーナ Chelseanna（76 CAN黒鹿 ＊ナイスダンサー）USA８勝，
La Prevoyante S２着
［孫］ チェルシーフラワー Chelsey Flower（91 牝 His Majesty）USA８勝，フ

ラワーボ－ルＨ‐G1，シープスヘッドベイＨ‐G2，ミスグリジョＳ
‐G3，etc.

ピュアファン Pure Fun（10牝 Pure Prize）USA４勝，ハリウッドスターレ
ットＳ‐G1，インディアナオークス‐G2，ブルボネットオークス‐G3 ３着

アンディオティス Andiotis（06� Stephanotis）USA・CAN４勝，G
us Fonner S‐L，Westerner H，Speed To Spare S‐L ２着，etc.

キーガイ Key Guy（92牡 Key to the Mint）USA７勝，Rushaway S
‐L，種牡馬

［曾孫］ ランカンテ Rancante（06 牝 Shuttle Diplomacy）ARG４勝，クレメン
テベナビデス賞‐G3，フォルトゥナトダミアーニ賞‐G3，P. Amilca
r A. Mercader‐L，etc.

テイラーセッド Taylor Said（08� Stephanotis）USA・CAN・UAE７
勝，ロングエイカーズマイルＨ‐G3，John Longden 6000 S，Li
eutenant Governor's H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768

24 エイシンピカデリー２０２０ �・黒鹿 ３／１８

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystエイシンピカデリー レイディズラフター Distorted Humor

��
��
�Lady's Laughter栗USA 2013 Lady Tap

52
Pleasant Colony S3×M5 Danzig M3×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 エイシンルンディー（10鹿 ゴールドヘイロー）�８勝�１勝�入着����，ル
・プランタン賞（Ｄ1800），留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，プリンセス特別
（Ｄ1600）２着，岐阜金賞（Ｄ1900）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
デアリングセーラ（19牡鹿 サトノアラジン）��出走

２代母 ＊バーリンスワン（99 USA栗 Peaks and Valleys）２勝，�３勝��入着２回
エーシングリズリー（09牡 ＊ゼンノエルシド）４勝，苗場特別，西陣Ｓ２着，貴船Ｓ

３着，�３勝	
エイシンローリン（11牝 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＮＳＴ賞‐L，室町Ｓ‐OP ２着，

室町Ｓ‐OP ３着，陽春Ｓ，夙川特別，etc.
エイシンヴィーヴォ（13牝 ＊サウスヴィグラス）�９勝
エイシンブリオン（14牝 ＊アグネスデジタル）��３勝�１勝
１勝

３代母 コスメルキティCozumel Kitty（84 USA栗 Tom Rolfe）USA出走
コージーブルーズ Cozy Blues（94 牝 Cure the Blues）USA６勝，ジャストアゲ

イムＨ‐G3，Hilltop S‐L，サンクレメンテＨ‐G2 ２着，etc.
ジェイコブズラン Jacob's Run（04牡 Gulch）USA６勝，Sonny Hine S２

着，Gallant Bob H‐L ３着
ブルーズレジェンドBlues Legend（07牝 Mr. Greeley）USA２勝
ジョヴァンナブルーズGiovanna Blues（13 牝 Gio Ponti）USA・CAN４
勝，Flaming Page S，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ２着，
オンタリオメイトロンＳ‐G3 ３着

アクアイアドテイストAcquired Taste（97 牝 Scarlet Ibis）USA１勝
アクアイアドキャット Acquired Cat（04 牝 Tactical Cat）USA12 勝，Irish

Actress S‐R ３着
ヘルダットガンポイント Heldatgunpoint（14 牡 Courageous Cat）USA１勝，

New York Stallion S‐R ２着

４代母 コスメルCozumel（69 USA栗 T.V. Lark）USA１勝
［子］ マヤニージャンMayanesian（79牡 Bold Hour）USA９勝，サンフォー

ドＳ‐G2，Engine One S‐L，A Phenomenon S‐L ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 城地牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3288
生 産 牧 場： 城地牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

25 エイシンルンディー２０２０ �・青鹿 ２／２４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドエイシンルンディー
＊ Peaks and Valleys

��
��
�バーリンスワン鹿 2010 Cozumel Kitty

14a
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 エグランティエ（12栗 アドマイヤジャパン）２勝
初仔

２代母 バアゼルローズ（00鹿 ＊サンダーガルチ）２勝
ムードティアラ（10牝 ゴールドヘイロー）３勝
オールデフィート（11牡 ブラックタイド）１勝，障害１勝
ファイヤーローズ（14牝 アドマイヤムーン）�７勝

３代母 スターセレッソ（92鹿 ミスターシービー）６勝，灘Ｓ‐OP ２着，関越Ｓ‐OP
３着，サンタクロースＨ，etc.，��入着２回，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，マリ
ーンＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ユニバーサルダイナ（82栗 ＊ノーザンテースト）４勝，蓬莱峡特別２着，西海
賞２着，花園特別３着，ひよどり越特別３着，日南特別３着
［子］ イシヤクモンド（94牡 ＊アレミロード）５勝，桃山特別２着，太秦Ｓ３着，

姫路特別３着，etc.
ツルマルアタック（00牡 ＊ホークアタック）２勝
ユニバーサルタイム（91牡 ＊アレミロード）１勝
オールアビッグ（89牡 ＊ターゴワイス）�７勝
ユニバーサリスト（88牡 ＊ノーリユート）�６勝

［孫］ ダンツヘイロー（05牡 ＊ジョリーズヘイロー）１勝，��４勝�入着５回�
ボーンコレクター（07牡 ボーンキング）１勝，��１勝
エスプリファルコン（14牡 スマートファルコン）��４勝
カシマサミダレ（15牝 ＊シニスターミニスター）��３勝
ルチオピーピーノ（12牡 サムライハート）�２勝
カリスマローズ（06牝 ＊ホワイトマズル）�２勝
タワーズアドリーム（18牡 ベルシャザール）���１勝

５代母 ＊リンデンプリンセス（72 USA栗 Prince John）USA２勝
［子］ サクラステルス（84牡 ＊ノーザンテースト）４勝，香取特別，白井特別２

着，��２勝
［孫］ ハヤテサカエオー（90牡 ＊アレミロード）�27 勝	入着���，百万石賞

２着，スプリングＣ２着，あすなろ賞，etc.

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

26 エグランティエ２０２０ �・栗 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マーベラスサンデー

�
�
�
�
�
�
�
�
� モミジダンサーセレン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハイエストデイ栗 2005 ＊カリネッタ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤジャパン ビワハイジエグランティエ ＊サンダーガルチ

��
��
�バアゼルローズ栗 2012 スターセレッソ

＊リンデンプリンセス A11
サンデーサイレンス S3×M3 Caerleon S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 エルヴィエント（08栗 ＊ワイルドラッシュ）���１勝・４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
エルポデール（15牡栗 スマートファルコン）��２勝�３勝���入着５回�
エイシンソフィア（16牝栗 スマートファルコン）入着，�	１勝
フィニッシュライン（17牡栗 ゴールドアリュール）��入着
エイシンミストラル（18牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�	出走

２代母 ユアライフスタイル（99栗 ＊ティンバーカントリー）３勝
ネオヴァンクル（09牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，ききょうＳ‐OP
ワイルドソウル（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��３勝�入着，知床賞２着
カジュアルスタイル（12牝 ＊ロージズインメイ）��１勝
スチルマン（19牡 ＊ヘニーハウンド）��１勝

３代母 ＊マイライフスタイル（92 USA栗 Halo）１勝
ライフスプリング（02牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝

ココロチラリ（09牝 エアジハード）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
モエレカバーガール（04牝 ＊フレンチデピュティ）��４勝	９勝

ツムタイザン（18牡 ＊シンボリクリスエス）�	４勝，園田ジュニアＣ，兵庫若駒賞

４代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.
［子］ ＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，

プリークネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ パワーブリッツ Power Blitz（05
 Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，

New Year Cup‐L ３着
［曾孫］ トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞

‐G2 ３着，福島記念‐G3 ３着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂
Ｓ‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

セイントソフィア Saint Sophia（10 牝 Dynasty）SAF３勝，Sun Class
ique H‐L

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
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

27 エルヴィエント２０２０ �・鹿 ４／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkエルヴィエント ＊ティンバーカントリー

��
��
�ユアライフスタイル栗 2008 ＊マイライフスタイル

3e
Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 エレガンテヴィータ（10栗 アグネスタキオン）��入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
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
プランセスカグヤ（19牝鹿 リオンディーズ）�出走

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

28 エレガンテヴィータ２０２０ �・鹿 ５／ ５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�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 エレンシア（13黒鹿 ＊ワークフォース）出走
本馬の他に産駒あり

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

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

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

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

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

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

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

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

着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.
レッドアヴァンセ（13牝 ディープインパクト）４勝，ヴィクトリアマイル‐G1

３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，etc.
レッドオルガ（14牝 ディープインパクト）５勝，東京新聞杯‐G3 ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，紅葉Ｓ，etc.
レッドヴェイロン（15牡 キングカメハメハ）�４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，

キャピタルＳ‐L ２着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 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

29 エレンシア２０２０ �・鹿 ３／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonエレンシア ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�エリモシック黒鹿 2013 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エンドレスワルツ（02黒鹿 アドマイヤベガ）�２勝�入着２回���
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（23）〕
ドリームポルカ（09牡青鹿 ＊サウスヴィグラス）�10 勝��入着�
エンドレスラヴ（10牝鹿 ＊マイネルラヴ）１勝
アゼツライト（15牡黒鹿 アサクサキングス）���出走�６勝�２勝	，菊水賞
（Ｄ1700），兵庫若駒賞（Ｄ1400）３着

ブラックアバンティ（16牡青 ローレルゲレイロ）���３勝
ドリームワルツ（17牝鹿 タイムパラドックス）�
１勝�１勝
ローゼンバーグ（18牡青鹿 キングヘイロー）���入着２回

２代母 グッドラックレディ（92鹿 ＊クリスタルグリツターズ）入着
テイエムカントリー（99牡 ＊ティンバーカントリー）入着，�１勝
リスティアアーミー（01牝 バブルガムフェロー）�２勝��１勝
キーポップス（04� ウイングアロー）�１勝

３代母 トキノコウジン（73鹿 ＊ロードリージ）不出走
ナイスナイスナイス（86牡 ＊ナイスダンサー）４勝，京都記念‐Jpn2，きさらぎ賞

‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，etc.
メイショウメイプル（87牝 ニホンピロウイナー）３勝，おおぞらＳ３着
ナイスコウジン（88牝 ＊ナイスダンサー）不出走

ツジモンテカルロ（94牡 ＊エブロス）１勝，雅Ｓ３着，
２勝	１勝，ＭＲＯ金賞
シノギトップ（95牝 ＊ガダボート）２勝
ブラックシャンツェ（04牡 ブラックタキシード）３勝，稲荷特別，許波多
特別２着，ゴールデンブーツＴ２着，etc.

カモンカモンカモン（90牡 ＊ナイスダンサー）３勝，中京日経賞２着
ブルーザンブルー（91牝 ＊ナイスダンサー）出走

ラピーナジュノム（00牡 ダンスインザダーク）�４勝��２勝，北海優駿２着

４代母 ダイコウジン（64黒鹿 ＊ダイハード）１勝
［孫］ ロングオーカン（76牡 ＊ネプテユーヌス）７勝，京都４歳特別３着，睦月

賞，鞍馬特別，etc.
［曾孫］ アイノマーチ（85牝 ＊ゴーマーチング）３勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，

新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093

30 エンドレスワルツ２０２０ �・鹿 ３／２３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガエンドレスワルツ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�グッドラックレディ黒鹿 2002 トキノコウジン

＊シルバーバツトン 4g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 オールモストゼア（15鹿 ディープインパクト）入着２回，�１勝
初仔

２代母 ＊エヴァディングタンペット（07 GB鹿 Dubai Destination）GB・FR・ITY・
USA・TUR３勝，伊１０００ギニー‐G3，P. Ronde de Nuit‐L，アンプリュダー
ンス賞‐G3 ２着，International Istanbul Trophy‐L ２着，マイチャーマーＨ
‐G3 ３着，etc.
エヴァンジェリン（13牝 ダイワメジャー）��３勝
ストロベリームーン（14牝 ＊キンシャサノキセキ）６勝，ＮＳＴ賞‐OP，越後Ｓ，岩

室温泉特別，ラジオ福島賞，花のみちＳ２着，etc.
アジャストザルート（17牡 ジャスタウェイ）�２勝，鷹取特別２着，鳥取特別３着
ショコラドボンボン（18牝 ハーツクライ）���１勝

３代母 レイトサマー Late Summer（98 USA黒鹿 GoneWest）GB出走
フォーザカウント For the Count（09 牝 Dylan Thomas）SAF２勝，East Cape

Oaks‐L ３着

４代母 サンアンドシェイド Sun and Shade（89 GB鹿 Ajdal）GB・USA４勝，L
ady Morvich H‐L ２着
［子］ ダガーズドローンDaggers Drawn（95牡 Diesis）GB３勝，英シャンペ

インＳ‐G2，リッチモンドＳ‐G2，種牡馬
エネミーアクション Enemy Action（96牝 ＊フォーティナイナー）GB・I
RE・USA２勝，MindyMalone S３着

［孫］ ブレヴィティ Brevity（08 牝 Street Cry）GB・FR２勝，Dick Poole Fill
ies' S‐L，Atalanta S‐L ３着

スーパースルース Super Sleuth（06 牝 Selkirk）GB・IRE入着６回，英１０
００ギニー‐G1 ３着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，Montrose F
illies S‐L ２着，etc.

コンサイス Concise（10 牝 Lemon Drop Kid）GB・USA２勝，ガーデ
ンシティＳ‐G1 ３着，ロバートＧディックメモリアルＳ‐G3 ２着

［曾孫］ シャドウハンター Shadow Hunter（13 牝 Arcano）GB１勝，Roses S
‐L，コーンウォリスＳ‐G3 ３着，Lansdown S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

31 オールモストゼア２０２０ 牡・鹿 ４／１７

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊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ルモストゼア
＊ Dubai Destination

��
��
�エヴァディングタンペット鹿 2015 Late Summer

2o
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S4×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 オペラアイ（00栗 ＊オペラハウス）�２勝
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（10）〕
マームードイモン（05牡鹿 ＊ジェイドロバリー）３勝，富良野特別（芝 2600），比良山

特別（芝 2200）２着，支笏湖特別（芝 2600）２着，恋路ケ浜特別（芝 2500）２着，白
川特別（芝 2400）２着，富良野特別（芝 2600）２着，積丹特別（芝 2600）２着，三田
特別（芝 2400）３着，阿寒湖特別（芝 2600）３着，比良山特別（芝 2200）３着，etc.

ハナノニオイ（08牝黒鹿 ウインラディウス）�３勝�１勝
パッショーナ（10牝鹿 ＊タップダンスシチー）�２勝
マキノビューティ（11牝栗 スクリーンヒーロー）��３勝
リョウマアキコ（12牝黒鹿 ソングオブウインド）�１勝�
ジューンアンカー（14牡栗 ネイティヴハート）１勝
ピエタフィリアーレ（16牡栗 ロジユニヴァース）１勝
フォレスタ（18牝鹿 ヴァンセンヌ）�入着
メリッソ（19牝鹿 シビルウォー）��出走

２代母 トウショウアイ（87鹿 トウシヨウボーイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２
着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，大沼Ｓ２着，露草賞３着
シルキーカイザー（94牡 メジロライアン）１勝，秩父特別３着，柏崎特別３着，

��２勝
アッパレイモン（96牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，梅田Ｓ，遠州灘Ｓ２着，北山Ｓ３着，

金蹄Ｓ３着，	
１勝�
モリスガタ（97牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，若葉Ｓ‐OP ３着，ゆりかもめ賞，セン

トポーリア賞２着
アイチャンルック（01牝 ＊ジェネラス）��３勝，ロジータ記念，ＴＣＫディスタフ

２着，黒潮盃２着，東京プリンセス賞２着，トゥインクルレディ賞３着
タガノハヤテ（11牡 ゴールドアリュール）４勝，濃尾特別，もちの木賞２着

ミッキーラブ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝
ローザレーヌ（06牝 マンハッタンカフェ）３勝

３代母 アローキヨサチ（77鹿 アローエクスプレス）��２勝

販売申込者・所有者： 長浜 秀昭＝新冠町朝日 �0146-47-2972
生 産 牧 場： 長浜 秀昭
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

32 オペラアイ２０２０ 牡・鹿 ５／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinオペラアイ トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ栗 2000 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 オンワードマルタ（00芦 メジロマックイーン）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（18）〕
オンワードマイケル（10牡栗 スズカフェニックス）�３勝
オンワードバース（12牡鹿 ＊クロフネ）２勝
オンワードマリー（15牝芦 ステイゴールド）���１勝・12勝
オンワードセルフ（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�出走，���２勝�入着�
バジガクサラベル（17牝芦 トーセンホマレボシ）��出走��出走
ウルトライダー（19牡鹿 ホッコータルマエ）��入着

２代母 オンワードナレル（87鹿 カネミノブ）２勝，医王寺特別
オンワードフェイス（94牡 ギヤロツプダイナ）１勝，�	２勝
オンワードアヘッド（96牡 アンバーシヤダイ）２勝，グラジオラス賞２着，障害１勝
オンワードラピュタ（97
 ＊ソヴィエトスター）�１勝

３代母 ＊ラミユズイク（71 FR鹿 Val de Loir）FR入着５回
オンワードチロル（85牝 ＊ジヨンテイオンブル）出走

リキアイチロル（90牝 リキアイオー）�１勝�４勝，佐賀菊花賞３着
ダイイチロッキー（89牡 マルゼンスキー）１勝，あずさ賞３着

４代母 ラマニャナレル LaMagnanarelle（61 FR鹿 Herbager）FR１勝
［子］ マボ－トMabeaute（76 牝 Margouillat）GB・FR２勝，クレオパトル賞

‐G3，P. de la Cascade２着
［孫］ ルグロリュー Le Glorieux（84牡 Cure the Blues）１勝，ジャパンＣ

‐Jpn1，FR・GER・USA・AUS５勝，ベルリン大賞‐G1，ワシント
ンＤＣ国際‐G1，etc.，種牡馬

ラトリトナ La Tritona（87牝 TouchingWood）FR４勝，フロール賞
‐G3，P. Massine‐L，コリーダ賞‐G3 ２着，etc.

ムスリヌドソワMousseline de Soie（76 牝 Riverman）USA４勝，Ja
tski Visitation S

サラエヴォゴールド Sarajevo Gold（82牡 Icecapade）USA２勝，Ta
mpa Bay Juvenile S Male

［曾孫］ ルトリトン Le Triton（93牡 El Gran Senor）FR・USA４勝，ジャンプ
ラ賞‐G1，ラロシェット賞‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 忍＝新冠町共栄 �0146-47-6148
生 産 牧 場： 高橋 忍
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

33 オンワードマルタ２０２０ �・芦 ４／１３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerヘニーハウンド ビューティフルモーメント Crusader Sword

��
��
�Beautiful MomentUSA 栗 2008 Proud Minstrel

メジロテイターン

�
�
�
�
�

��
��

�メジロマックイーン メジロオーロラオンワードマルタ カネミノブ

��
��
�オンワードナレル芦 2000 ＊ラミユズイク

11d
パーソロンM5×M5

価格： 購買者：



母 オーシャンケリー（14鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着２回
初仔

２代母 ベイルリ（06鹿 スペシャルウィーク）１勝
ルリベル（17牝 オウケンブルースリ）��１勝

３代母 ＊アミティエ（93 GB鹿 Sadler's Wells）入着

４代母 チャーミングライフCharming Life（79 IRE 鹿 Habitat）GB１勝
［子］ ランアンドガン Run and Gun（88� Lomond）FR６勝，プティクヴェ

ール賞‐G3，P. du Haras de la Huderie‐L ３着
シーユースーン Cusoon（02� Dansili）GB・USA・CAN11勝，Wint
er Derby Trial S‐L

＊ペシェミョン（91牝 Sadler's Wells）入着３回，医王寺特別３着
［孫］ ペドラポンパス Pedra Pompas（04牡 Mark of Esteem）FR・ITY13 勝，

P. Memorial Francesco Faraci‐L，P. U.N.I.R.E.‐L，P. R
egione Toscana‐L（２回），etc.

チェックザラック（98牡 ＊アフリート）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，淀屋
橋Ｓ，壇之浦特別，etc.

マスターグレイマン（08牡 アドマイヤコジーン）１勝，カンナＳ‐OP ３着
サーティグランド（12� ＊サウスヴィグラス）３勝，ラジオ福島賞，陽春
Ｓ２着，藤森Ｓ２着，etc.，��１勝�入着２回

グランドオーク（05牡 ＊スキャターザゴールド）��１勝�５勝�６勝，
黒潮皐月賞２着，黒潮ダービー３着

［曾孫］ エングローサー（15牡 トランセンド）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，小
豆島特別２着，ベゴニア賞２着，etc.

コスモラピュタ（07牡 ＊ロージズインメイ）５勝，菊花賞‐G1 ５着，天の
川Ｓ，安房特別，etc.

カバーストーリー（11牡 ダイワメジャー）４勝，錦Ｓ，ｔｖｋ賞３着
マイネルドルチェ（07牡 キングヘイロー）１勝，石打特別２着，佐渡金銀
山特別２着，石打特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲地興牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1909
生 産 牧 場： ㈲地興牧場
飼 養 者： 天馬ステーブル＝浦河町上杵臼 �090-8898-9750

34 オーシャンケリー２０２０ �・黒鹿 ５／ ２
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayオーシャンケリー スペシャルウィーク

��
��
�ベイルリ鹿 2014 ＊アミティエ

4k
５代までにクロスなし

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：２，勝馬（勝鞍）数：中央－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）��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

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

35 オーファメイ２０２０ �・栗 ４／２６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�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 ガンバリッコ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
チャッピー（10牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�６勝
ワクワクカンヲ（11牡鹿 カンパニー）１勝，英彦山特別（芝 2000）２着
イイネー（12牡鹿 メイショウボーラー）�２勝�入着２回��
ツイセキシャ（13牡鹿 ＊クロフネ）障害１勝
マスクトライ（18�鹿 ＊アポロキングダム）��４勝

２代母 ＊メロンパン（93 USA鹿 Theatrical）出走
ロロ（97牡 フジキセキ）４勝，遠州灘Ｓ，香嵐渓特別，�１勝
モットヒカリヲ（98牝 ＊アフリート）２勝，こけもも賞

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

マズイマズイウマイ（12牡 サクラバクシンオー）２勝，会津特別，鳥屋野特別２着
イイコトズクシ（15牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，ききょうＳ‐OP ３着，万

両賞３着，���入着３回
ワナ（00牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3
ヌチグスイ（01牡 ＊デヒア）１勝
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

３代母 ボーダードーンBorder Dawn（76 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB５勝
インフレイションビ－タ－Inflation Beater（81牡 General Assembly）GB・SAF３勝，

愛ダービートライアルＳ‐G2 ２着，Ulster Harp Derby‐L ２着，種牡馬
ポイントオヴオ－ダ－Point of Order（82 牡 General Assembly）IRE・USA６勝，

Irish Cambridgeshire H‐L ２着
クリスクリングル Kris Kringle（85 牡 Kris）FR・IRE３勝，ブランドフォードＳ

‐G2，愛ダービートライアルＳ‐G2，ガリニュールＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬
マイファーストスターMy First Star（86 牝 Caerleon）AUS１勝

イスカ Isca（95 牝 Rory's Jester）AUS６勝，ＶＲＣライトニングＳ‐G1，Ｖ
ＲＣニューマーケットＨ‐G1，MRC Sir JohnMonash S‐L，etc.

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

36 ガンバリッコ２０２０ �・鹿 ５／２０

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Lemon Drop Kid

�
�
�
�
�
�
�
�
� Charming Lassieアポロキングダム ベッラガット Storm Cat

��
��
�Bella GattoUSA 栗 2003 Winter Sparkle

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellガンバリッコ
＊ Theatrical

��
��
�メロンパン鹿 2002 Border Dawn

14c
Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5 Turn‐to S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊カクテル（01 GB鹿 MostWelcome）ITY７勝，P. Cancelli‐L，P. Cancel
li‐L ３着，P. Certosa‐L ３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（９），海外－１（３），地方－３（８）〕
スペシャルエディション Special Edition（07 USA牝鹿 ＊ファンタスティックライト）

ITY３勝
マウントフジ（08牝鹿 Orientate）２勝，��１勝
ジャストザブレイン（09牡鹿 デュランダル）２勝
レイアロハ（10牡鹿 ＊アルデバランⅡ）２勝，�６勝��
ジャストザヨコハマ（12牡栗 ＊プリサイスエンド）２勝，��１勝
ゴブレット（13牝鹿 ＊ホワイトマズル）１勝

２代母 コカトリスCockatrice（96 GB鹿 Petong）GB出走
ティフィンブラウンTiffin Brown（02� ＊エルハーブ）GB１勝
ミュージカルバードMusical Bird（04 牝 Piccolo）GER２勝
コフィーティーオアミーCoffee Tea Or Me（05� Vettori）IRE１勝，GB・IRE

障害１勝

３代母 ノーブルペレグリンNoble Peregrine（89 GB鹿 Lomond）FR・ITY２勝
ノーベリストNobelist（95� Bering）GB・FR・UAE６勝，P. de Pontarme‐L

２着，ジョンシェール賞‐G3 ３着
ワナビーアラウンドWannabe Around（98� Primo Dominie）GB・NOR３勝，

ダイオメドＳ‐G3 ３着，On the House S‐L ３着，Royal Windsor S
‐L ３着

グラントリーアダムズGrantley Adams（03� Dansili）GB・UAE５勝，His Hi
ghness The President Cup‐L，Starlit S‐L ３着

デュバイズタッチDubai's Touch（04牡 Dr Fong）GB・GER・ITY・TUR・SA
U６勝，Easter S‐L，Goodwood Thoroughbred S‐L，Washingto
n Singer S‐L，etc.

４代母 ノーブルダストNoble Dust（82 USA鹿 ＊ダストコマンダー）不出走
［子］ ノ－ブルバレリ－ナNoble Ballerina（87 牝 Shareef Dancer）FR５勝，

P. Isonomy‐L，P. Madame Jean Couturie‐L ２着，P. R
ose deMai‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922

37 カクテル２０２０ �・栗 ５／１４
＊ 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

＊

モーストウェルカム Be My Guest

�
�
�
�
�

��
��

�MostWelcome Topsyカクテル コカトリス Petong

��
��
�Cockatrice鹿GB 2001 Noble Peregrine

21a
Northern Dancer M4×S5×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 キネオマドンナ（11芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
モンゲーカイザー（17牡栗 ＊パイロ）��１勝�

２代母 ベルグラーノ（01栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，�２勝��
ステディネス（09牝 タニノギムレット）��１勝�５勝
コンテナ（12牡 サクラバクシンオー）３勝，恵那特別
フジマサシルバー（14牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝
ベルポート（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
フセノチェリー（18牝 ストロングリターン）��２勝

３代母 ＊ディフェレンテ（84 ARG栗 Propicio）ARG４勝，クリアドレス賞‐G1 ３着
ディフェレントDifferent（92 牝 Candy Stripes）USA・ARG９勝，スピンスター

Ｓ‐G1，ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ＣＥジュヴェナイルフィリーズ‐G1，コパ
デプラタインテルナシオナル‐G1，チューラヴィスタＨ‐G2，ルイスＭカンポ
ス将軍賞‐G2，ラモンビアウス賞‐G2，etc.

ディフンディドDifundido（93牡 Candy Stripes）ARG１勝，ブエノスアイレス州
賞‐G2 ３着，種牡馬

＊アルゼンチンスター（96牝 Candy Stripes）１勝
ペルーサ（07牡 ゼンノロブロイ）５勝，青葉賞‐G2，札幌日経ＯＰ‐LR，若葉

Ｓ‐L，etc.，種牡馬
パシャドーラ（10牝 ハーツクライ）３勝，白井特別，山中湖特別２着，織姫賞

２着，etc.
シーディザーブス（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，渡島

特別，大雪Ｈ２着，etc.
コスタパルメーラ（08牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋特別，伊勢佐木特別２

着，松戸特別２着，etc.
アルファフォーレス（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，ブリリ

アントＳ‐L ２着，etc.，���入着２回���，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着

４代母 デレペンテDerepente（76 ARG栗 Samos）ARG３勝
［子］ デシシーバDecisiva（87 牝 Propicio）ARG５勝，マヌエルＦ＆エミリオ

ネッコ賞‐G3

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

38 キネオマドンナ２０２０ �・芦 ３／３０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューキネオマドンナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ベルグラーノ芦 2011 ＊ディフェレンテ

6a
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 オースミアース（12栗 ＊ハービンジャー）入着，�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 オースミコスモ（99黒鹿 フジキセキ）７勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ
‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，阪神牝馬
Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
オースミフェアリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝
オースミペンタス（14牝 ＊キングズベスト）�３勝����
ナリタハーデス（15牡 ＊バゴ）１勝

３代母 タイセイカグラ（88栃栗 ＊モーニングフローリツク）２勝
オースミブライト（96牡 ＊ラストタイクーン）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，京成杯

‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.
フューチャハッピー（97牝 ＊デインヒル）出走

ネヴァーピリオド（02牝 ＊タイキシャトル）３勝，若菜賞，潮騒特別２着
ストレイトガール（09牝 フジキセキ）11勝，スプリンターズＳ‐G1，ヴィ
クトリアマイル‐G1（２回），シルクロードＳ‐G3，etc.，HKG入着

アスクジョーダン（12� ＊キンシャサノキセキ）３勝，秋嶺Ｓ２着
ビックピクチャー（16牝 ディープインパクト）２勝，都井岬特別３着，君
子蘭賞３着

ピエナポパイ（05牡 マヤノトップガン）４勝，北國新聞杯，逆瀬川Ｓ２着，花
背特別２着，etc.

クーゲル（11牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，はこべら賞２着，冬桜賞２着

４代母 ミリーバード（76栗 ＊フアバージ）３勝
［子］ シャダイカグラ（86牝 ＊リアルシヤダイ）７勝，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ

‐Jpn2，ペガサスＳ‐Jpn3，etc.，優３牝
スペースクリス（89牝 ギヤロツプダイナ）２勝，江差特別，なでしこ賞２着
ダイイチキャプテン（93牡 ＊トライマイベスト）２勝，つばき賞

［孫］ パリスリチャード（90牡 ＊ターナボス）２勝，清洲特別
オプティマルマザー（03牝 マーベラスサンデー）１勝，香春岳特別，�２勝

［曾孫］ アスクコマンダー（98牝 ＊コマンダーインチーフ）４勝，忘れな草賞‐OP，
西海賞，三田特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲広富牧場＝日高町広富 �01456-7-2156
生 産 牧 場： ㈲広富牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

39 オースミアース２０２０ 牡・黒鹿 ２／２２

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlオースミアース フジキセキ

��
��
�オースミコスモ栗 2012 タイセイカグラ

＊ラバテラ 16a
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 エーシンオーレ（10芦 キングヘイロー）�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ビップレジアス（19牝鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊オレゴンガール（97 CAN芦 Rubiano）６勝，ブラジルＣ，浦安特別，節分賞，
苗場特別２着，出雲崎特別２着，etc.
エーシンペースワン（05牡 ＊エイシンプレストン）入着３回，�３勝��
エーシンモアオバー（06牡 マンハッタンカフェ）８勝，マリーンＳ‐LR，マリーン

Ｓ‐L，etc.，�２勝�２勝����入着４回	，名古屋ＧＰ‐Jpn2（２回），白
山大賞典‐Jpn3（２回），浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

エーシンポルックス（07牡 アグネスタキオン）４勝，三浦特別，�２勝
エーシンハクレイ（08牡 フジキセキ）入着，�２勝�４勝�入着
エーシンクーガー（09牡 タニノギムレット）�３勝
エイシンハドソン（11牡 マンハッタンカフェ）４勝，すみれＳ‐OP ３着，江坂特別，

鴨川特別２着，甲武特別２着，渥美特別２着，etc.
エイシンミコノス（13牡 マンハッタンカフェ）��10 勝�入着	，摂津盃３着
エイシンユニコーン（14牡 ディープブリランテ）入着２回，��出走��３勝
４勝�

３代母 ペイイングゲストPaying Guest（89 CAN栗 Vice Regent）USA２勝

４代母 スターアカウント Star Account（84 CAN黒鹿 Private Account）USA１勝
［子］ スターバイディザイン Star by Design（03� Distorted Humor）USA

７勝，Rustic Ruler S，Better Bee S２着，Hula Chief S２
着，etc.

［孫］ インテグリスタ Integrista（09 牝 Sudden Thunder）PR８勝，C. Dia d
e Reyes‐LR，C. Ramon Liobet，Jr.‐LR，C. Camarero‐LR
２着，etc.

イグゼキュティヴディード Executive Deed（06牝 Bold Executive）C
AN３勝，Passing Mood S‐R ２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： 栄進牧場
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

40 エーシンオーレ２０２０ �・芦 ４／ ７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローエーシンオーレ
＊ Rubiano

��
��
�オレゴンガール芦 2010 Paying Guest

16g
Rubiano M3×S4 Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊カトマンブルー（08 USA鹿 Bluegrass Cat）USA５勝，ゴールデンロッドＳ
‐G2，レイチェルアレグザンドラＳ‐G3，Sweetest Chant S‐L，Jessamine
S‐L，アシュランドＳ‐G1 ３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（２）〕
シアン（14牝栗 Smart Strike）１勝
コバルトブルー（16牡栗 オルフェーヴル）�２勝，昇仙峡特別（Ｄ2100）２着
キャプティベート（17�黒鹿 ハーツクライ）入着，���２勝
カンティプール（19牝鹿 オルフェーヴル）�入着

２代母 アバゴールド Abba Gold（98 USA栗 Devil's Bag）USA４勝，Regal Ru
mor S２着，Pollyanna Pixie S２着，Winning Colors S‐L ３着
ドラーズDraaz（05� Forest Wildcat）USA２勝
プラットフォームPlatform（09� Pulpit）USA１勝
ジップトゥマイルーZiptomylu（11牝 City Zip）USA１勝

ペイントバトル Paynt Battle（16 牡 Paynter）�USA２勝，Equine Sales D
erby‐R ２着，Super Derby Prelude S３着

カトブルー Kathballu（12 牝 Bluegrass Cat）USA８勝，Spring Fever S‐L，
Orleans S‐R，Pan Zareta S，シカゴＨ‐G3 ２着，Pink Ribbon S
２着，etc.

ドライヴンウェストDrivenWest（13 牡 Awesome Again）USA３勝

３代母 ヴァリアントジュエル Valiant Jewel（90 CAN栗 Buckley Boy）USA６勝，
Nellie Morse S‐L，Lady's Secret S，Etobicoke H‐L ２着，Pris
matical S２着，Ontario Matron S‐R ２着，etc.
フレンドリーミシェル Friendly Michelle（01 牝 Artax）USA５勝，プライオレス

Ｓ‐G1，ラトロワンヌＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.
ボニータビアンカ Bonita Bianca（14牝 Curlin）USA７勝，Empire Distaff

H‐R，Union Avenue S‐R，New York Oaks‐R，etc.
スーパーファインシティ Superfine City（02 牝 Carson City）USA出走

サムプレイスエルス Someplace Else（08 牝 Harlan's Holiday）USA７勝，
Chaves County S，Donna Reed S‐R，Iowa Breeders' Oaks‐R，etc.

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

41 カトマンブルー２０２０ �・鹿 ４／１６
＊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

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerカトマンブルー アバゴールド Devil's Bag

��
��
�Abba Gold鹿USA 2008 Valiant Jewel

4j
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 カネスラッゾ（08栗 サクラバクシンオー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（８）〕
ブキス（14牡鹿 ＊ファスリエフ）１勝，��３勝
シグナ（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝�
タグヤ（16牡鹿 ＊ノヴェリスト）��入着�１勝�１勝
スペラメント（17牡鹿 キズナ）入着４回，���２勝

２代母 ＊ベリーローズ（93 FR栗 Dancing Spree）FR出走
ローズキング（99牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，巌流島特別３

着，�１勝
ジュレップ（01	 ＊エンドスウィープ）６勝，アイビーＳ‐OP ３着，総武Ｓ，定山

渓特別，大島特別３着，障害１勝
ギャザーロージズ（07	 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，ＢＳＮ賞‐OP ３着，

アレキサンドライトＳ３着，丹沢Ｓ３着

３代母 レイディベリー Lady Berry（70 FR栗 Violon d'Ingres）FR６勝，ロイヤルオ
ーク賞‐G1，ポモーヌ賞‐G3，P. de Strasbourg，P. des Tuileries
フェザーヒル Featherhill（78 牝 Lyphard）FR・USA２勝，Lady Morvich H３着

＊グルームダンサー（84牡 Blushing Groom）GB・FR・IRE８勝，リュパン賞
‐G1，ダフニス賞‐G3，ギシュ賞‐G3，etc.，種牡馬

ルネンジョ－ン Le Nain Jaune（79牡 Pharly）GB・FR３勝，パリ大賞‐G1，エ
スペランス賞‐G3 ２着，P. de l'Avre２着，種牡馬

ロ－ズボンボン Rose Bonbon（84牝 High Top）FR１勝，P. de Thiberville‐L
２着，P. Belle de Nuit‐L ３着
デインドロップDanedrop（99牝 ＊デインヒル）不出走

＊デインドリーム（08牝 Lomitas）GB・FR・GER・ITY８勝，凱旋門賞‐G1，
Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，バーデン大賞‐G1（２回），etc.

インディアンロ－ズ Indian Rose（85牝 General Holme）GB・FR３勝，ヴェル
メイユ賞‐G1，クレオパトル賞‐G3，英オークス‐G1 ４着，etc.

ヴェ－ルタマンド Vert Amande（88牡 Kenmare）FR・GER・ITY・SPA５勝，ガ
ネー賞‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，エドゥヴィル賞‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲三好牧場＝浦河町姉茶 �0146-25-2342
生 産 牧 場： ㈲三好牧場
飼 養 者： 三好 悠太＝浦河町姉茶 �090-7655-4081

42 カネスラッゾ２０２０ �・栗 ５／ 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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモカネスラッゾ
＊ Dancing Spree

��
��
�ベリーローズ栗 2008 Lady Berry

14
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 カリズマ（09鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ワイルドフィクサー（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，�１勝
ジンクルポン（16牡栗 ストロングリターン）�１勝
スプリングローズ（18牝青鹿 フェノーメノ）�入着２回
アストラガルス（19牡黒鹿 トゥザワールド）�出走

２代母 ＊ヴェルヴェットクイーン（01 GB鹿 Singspiel）FR１勝
リラックススマイル（06牝 Dubai Destination）入着

マローブルー（11牝 ディープインパクト）４勝，稲村ヶ崎特別，秩父特別，ユ
ートピアＳ２着，レインボーＳ２着，マレーシアＣ２着，etc.

マウントハレアカラ（12牡 カネヒキリ）３勝，初日の出賞，甲南Ｓ２着，イン
ディアＴ２着，浜名湖特別２着，梅田Ｓ３着，��１勝

デボネア（08牡 アグネスタキオン）１勝，弥生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ２着，皐
月賞‐G1 ４着

リージェンシー（10牝 タニノギムレット）２勝
チャーマー（11牡 ＊ストーミングホーム）１勝
リリックドラマ（14牝 ステイゴールド）４勝，トルマリンＳ，北斗特別，土湯温泉

特別，２０１９ＷＡＳＪ第２戦２着，高田城特別２着，etc.

３代母 ヴェルヴェットムーン Velvet Moon（91 IRE 鹿 ＊シャーディー）GB・FR４
勝，ローザーＳ‐G2，James Seymour S‐L
シリア Syria（98 牝 Halling）不出走

ターキッシュディライトTurkish Delight（03 牝 Doyoun）TUR１勝
ミスアレイナMiss Aleyna（11牝 Sabirli）TUR１勝，I.Inonu S‐L ２着
セディッフィ Seddifi（12 牝 Bekmezbey）TUR８勝，Disi Tay Deneme
One Thousand Guineas‐L ２着

＊ムーンバラッド（99牡 Singspiel）GB・IRE・USA・UAE５勝，ドバイワールドＣ
‐G1，ダンテＳ‐G2，マクトゥームチャレンジＲ２‐G3，etc.，種牡馬

ヴェルエットVelouette（00 牝 Darshaan）不出走
テレスコープ Telescope（10牡 Galileo）GB・USA５勝，ハードウィックＳ‐G2，

グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Aston Park S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西幌別 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ＨＡＲＵＮＯファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西幌別 �0146-28-1777

43 カリズマ２０２０ 牡・鹿 ３／１０
＊ 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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズカリズマ
＊ Singspiel

��
��
�ヴェルヴェットクイーン鹿 2009 Velvet Moon

4k
Sadler's Wells S3×M5 Northern Dancer S4×S5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 カリスマテーラー（06栗 アドマイヤコジーン）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
カリスマスピリット（14牡栗 マツリダゴッホ）�１勝�４勝�１勝�入着９回
ノアゴールド（15牡栗 スマートファルコン）�３勝
エムテイロード（16�鹿 トーセンラー）�５勝�入着
マツリダウルフ（19牡黒鹿 マツリダゴッホ）��１勝

２代母 ジャスミンリーフ（96栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝，福島３歳Ｓ‐OP ３着
ベイリーフ（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝
ゴールドクリッパー（04牡 サクラバクシンオー）１勝，�	１勝
トランブルー（07牡 トーセンダンス）１勝
コンドッティエーレ（09� トーセンダンス）入着３回，�２勝
ヴォーンハオス（10牡 ローエングリン）�１勝

ブリッツカイザー（11� マツリダゴッホ）１勝，�３勝
サニーデイヒーロー（13� マツリダゴッホ）１勝

３代母 ＊ダムスペクタキュラー（88 USA芦 Spectacular Bid）不出走
＊シャルムダンサー（93牝 ＊グルームダンサー）１勝，尾張特別３着

スノースタイル（99牝 ＊ホワイトマズル）２勝，岡崎特別，五泉特別，白河特別
２着，etc.，�１勝
スマートレイアー（10牝 ディープインパクト）９勝，京都大賞典‐G2，阪
神牝馬Ｓ‐G2（２回），東京新聞杯‐G3，etc.

プラチナムバレット（14牡 マンハッタンカフェ）３勝，京都新聞杯‐G2，
大阪城Ｓ‐L ３着，はなみずき賞，etc.，��４勝

レオハスラー（01牡 エアジハード）４勝，高尾特別，塩屋埼特別，喜多方特別，etc.
エクセリオン（07牡 ジャングルポケット）３勝，館山特別，志賀島特別，雄国

沼特別２着，etc.，障害１勝
プラチナテーラー（10牝 ジャングルポケット）２勝，千歳特別

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

44 カリスマテーラー２０２０ 牡・黒鹿 ５／２３
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellマツリダゴッホ

＊ Bel Bolide

��
��
�ペイパーレイン鹿 2003 ＊フローラルマジック

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディカリスマテーラー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ジャスミンリーフ栗 2006 ＊ダムスペクタキュラー

4m
Bold Bidder S4×M5

価格： 購買者：



母 ガーネットビコー（99黒鹿 フジキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：16，勝馬（勝鞍）数：地方－５（25）〕
デンコウロブスト（05牡青 ＊ゼンノエルシド）�１勝
カズノショウグン（06牡栃栗 ＊ヘクタープロテクター）��２勝
アビオニクス（07牡鹿 ＊アルカセット）�９勝
ノブタカキング（10牡栃栗 ＊ティンバーカントリー）�８勝
ソニッククルーザー（11牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�５勝
タイセツオー（18牡栗 グランプリボス）��出走
タツノレジェンド（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 プレミアムショール（94栗 ＊ノーザンテースト）出走
ビッグファルコン（01牡 フジキセキ）２勝，クリスタルＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイル

Ｃ‐Jpn1 ５着，播磨特別２着，保津峡特別２着，乙訓特別２着，etc.，�３勝
ヒメ（02牝 ダンスインザダーク）出走

ユキノサムライ（09牡 ＊バゴ）４勝，博多Ｓ，兵庫特別，英彦山特別，玄海特別
２着，白鷺特別３着，etc.

フレア（04牝 ＊チーフベアハート）�３勝�１勝�
ファイナルパンチ（05牡 ＊デヒア）２勝，久留米特別３着
コスモショール（07牝 アグネスフライト）�５勝	
ウインフラクタル（13牡 ＊アグネスデジタル）入着３回，�
４勝�10 勝�

３代母 マジックショール（88鹿 ＊ダイヤモンドショール）２勝
レディソーサリス（97牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，秋野Ｓ‐OP，札幌日経ＯＰ

‐OP ３着，北海道新聞杯，etc.

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

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

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

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

45 ガーネットビコー２０２０ �・栗 ４／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーガーネットビコー ＊ノーザンテースト

��
��
�プレミアムショール黒鹿 1999 マジックショール

＊マガロ 1r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊アーキオロジー（02 USA鹿 Seeking the Gold）GB入着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－４（13）〕
アストロロジー（08牡黒鹿 アグネスタキオン）２勝
アルキメデス（09牡鹿 アドマイヤムーン）６勝，朝日ＣｈＣ‐G3，中山記念‐G2

２着，アーリントンＣ‐G3 ３着，プリンシパルＳ‐LR（芝 2000）３着，八坂Ｓ
（芝 1800），京橋特別（芝 2000），テレ玉杯（芝 1800），江の島特別（芝 1600）２着

フィジックス（11牡黒鹿 ＊パイロ）�２勝��入着
ドラグーン（12�鹿 ＊パイロ）１勝，��３勝��１勝
プリヒストリー（15�黒鹿 ディープインパクト）１勝，���入着�３勝
ヴァリオブキングズ（16牡栗 ハーツクライ）���２勝�２勝
リベラルアーツ（18牡黒鹿 アドマイヤムーン）�出走

２代母 カレス Caress（91 USA黒鹿 Storm Cat）USA13 勝，アシーニアＨ‐G3，ボ
ーゲイＨ‐G3，ポーカーＳ‐G3，Just A Game H‐L，Just A Game S‐L，etc.
モンシルMonthir（99 牡 Gulch）USA１勝，ハッチソンＳ‐G2 ２着，ナシュアＳ

‐G3 ２着，ベイショアＳ‐G3 ３着，種牡馬
スカイメサ Sky Mesa（00牡 Pulpit）USA３勝，ホープフルＳ‐G1，ブリーダーズフ

ュチュリティ‐G2，ハスケル招待Ｈ‐G1 ２着，ドゥワイアＳ‐G2 ３着，種牡馬
ゴールデンヴェルヴェットGolden Velvet（03 牝 Seeking the Gold）FR・USA

・UAE４勝，セイビンＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，オグデンフィップ
スＨ‐G1 ２着，トップフライトＨ‐G2 ３着，ランパートＨ‐G2 ３着，etc.
イノヴェイティヴアイディア Innovative Idea（12牝 Bernardini）USA６勝，

グルーピドールＳ‐G3，Iowa Distaff S‐L，ローカストグローヴＳ
‐G3 ３着，Sandpiper S３着

ルカラン Lucullan（14牡 ＊ハードスパン）USA・CAN６勝，ニッカボッカー
Ｓ‐G2，Lure S‐LR，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，フォートマーシーＳ
‐G3 ３着，種牡馬

ヴェルヴェティVelvety（10 牝 Bernardini）GB１勝
マックスフィールドMaxfield（17 牡 ＊ストリートセンス）�USA７勝，ブリー

ダーズフュチュリティ‐G1，スティーヴンフォスターＳ‐G2，アリシーバ
Ｓ‐G2，マインシャフトＳ‐G3，マットウインＳ‐G3，etc.

３代母 ラアファームド La Affirmed（83 USA鹿 Affirmed）USA１勝

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

46 アーキオロジー２０２０ 牡・栗 ４／２９
＊

＊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

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameアーキオロジー カレス Storm Cat

��
��
�Caress鹿USA 2002 La Affirmed

1s
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アンプレヴー（06栗 ＊トワイニング）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
エクラドレーヴ（12牝栗 ステイゴールド）�１勝�３勝
マイルポスト（17牡栗 リアルインパクト）１勝
サムワンスペシャル（18牝黒鹿 リーチザクラウン）�入着
ゴールドエース（19牡鹿 ワールドエース）���１勝

２代母 ＊マイワイルドフラワー（86 USA鹿 Topsider）IRE・USA２勝
アイシンミサイル（92� ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝
インザジャングル（93牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

ダイキチムスメ（00牝 ＊タイキブリザード）３勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，新
涼特別３着，�１勝，九州王冠２着

ハゲタカオー（97� ＊ジェイドロバリー）３勝，稲毛特別，浦安特別２着
ジョイフルハート（01牡 サクラバクシンオー）８勝，エニフＳ‐L，栗東Ｓ‐L ２着，

ＢＳＮ賞‐OP，安芸Ｓ，etc.，�１勝，北海道スプリントＣ‐Jpn3
アドマイヤサプライ（02牡 フジキセキ）１勝
ブルーメンブラット（03牝 アドマイヤベガ）８勝，マイルＣｈＳ‐G1，府中牝馬Ｓ‐G3，

オーロＣ‐L，ヴィクトリアマイル‐Jpn1 ３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，etc.
ソングバード（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�２勝

アドマイヤウイナー AdmireWinner（14 牡 ＊ワークフォース）２勝，青葉賞‐G2
３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，大寒桜賞，札幌日刊スポーツ杯３着，紫菊賞３着

３代母 ワイルドウックWildwook（65 USA鹿 Sir Gaylord）USA４勝，アディロ
ンダックＳ
ライドザトレイルズRide the Trails（71 牝 Prince John）不出走

モチーラMochila（79 牝 In Reality）USA９勝，Busher H，ラフィアンＨ
‐G1 ２着，ベルダムＳ‐G1 ３着，etc.
セラーピ Serape（88牝 Fappiano）USA５勝，バレリーナＳ‐G1，Stra
ight Deal H‐L，ジェニュインリスクＳ‐G2 ２着，etc.

コジーン Cozzene（80牡 Caro）USA10 勝，ＢＣマイル‐G1，ロングフェロー
Ｈ‐G2，オーシャンポートＨ‐G3，etc.，種牡馬

ララミートレイル Laramie Trail（72 牡 Swaps）USA５勝，ゴーサムＳ‐G2，ベイ
ショアＳ‐G3，ウィザーズＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

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

47 アンプレヴー２０２０ �・鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeアンプレヴー
＊ Topsider

��
��
�マイワイルドフラワー栗 2006 Wildwook

4m
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 オペレッタ（15芦 ステイゴールド）�入着�
初仔

２代母 ビジューブリアン（02芦 メジロマックイーン）入着３回
ホワイトスターズ（08牝 ゼンノロブロイ）�３勝
パルパルパピヨン（12牝 ゴールドアリュール）１勝，��３勝
トモジャポルックス（13� ゴールドアリュール）２勝
エスペルト（17� フェノーメノ）１勝，���入着

３代母 エナジーストーン（92青鹿 ＊ジェイドロバリー）３勝，おけさ特別，飯豊特別
ウォーゲーム（04牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，睦月賞，木曽川特別，許波多特別２

着，etc.

４代母 ルナオーキッド（87鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
［孫］ メイショウトウコン（02牡 マヤノトップガン）７勝，東海Ｓ‐G2，平安Ｓ

‐G3，etc.，�１勝�１勝���入着２回�，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.
タガノプレイメイト（97牝 ＊グルームダンサー）３勝，露草賞
ローレルロイス（00牡 ジェニュイン）１勝，障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3
２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，中山グランドジャンプ‐JG1 ３着

オールライトナウ（04牡 ＊クロフネ）１勝，水芭蕉特別３着
タイセイボルト（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，金山特別３着，��
１勝	入着�

［曾孫］ ミヤサンキューティ（08牝 ＊クロフネ）��９勝，東京シンデレラマイル，
優駿スプリント

ワンダーウマス（14牡 スマートファルコン）�４勝，ウオッカＣ２着，濃
尾特別２着，八王子特別２着，etc.

５代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯

‐Jpn3，函館記念‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： 中脇 満＝浦河町東幌別 �0146-28-1530
生 産 牧 場： 服部 文明
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

48 オペレッタ２０２０ �・芦 ４／１９

＊

ゴーンウェスト Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� GoneWest

�
�
�
�
�
�
�
�
� Secrettameケイムホーム ナイスアセイ Clever Trick

��
��
�Nice AssayUSA 黒鹿 1999 ＊インフルヴユー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュオペレッタ メジロマックイーン

��
��
�ビジューブリアン芦 2015 エナジーストーン

＊ナイトライト 22d
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 オンザスローン（06鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
クリスタルボール（16牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
キタノポケット（17牝栗 オルフェーヴル）入着２回，��１勝
セシボン（19牝黒鹿 シルバーステート）��入着

２代母 ＊アズワー（93 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝
コウエイプライム（99牡 Smart Strike）２勝，�２勝�
コウユーキズナ（04牝 ＊ティンバーカントリー）５勝，淀屋橋Ｓ，西日本スポーツ杯，

播磨特別，筑紫特別，醍醐特別２着，etc.
コウユーココロコロ（05牝 ＊コロナドズクエスト）１勝
ヴォラドーレス（07牝 ＊クロフネ）�入着

ショウナンアンセム（13牡 ジャングルポケット）６勝，パラダイスＳ‐L，高松
宮記念‐G1 ３着，ジュニアＣ‐OP ３着，多摩川Ｓ，鎌ケ谷特別，etc.

マジカルポケット（08牡 ジャングルポケット）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，クロッカス
Ｓ‐OP ３着

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

ラストスリッパー Last Slipper（04 牝 Tobougg）不出走
スリッパーズベスト Slippers Best（10 牝 Mount Nelson）FR・GER１勝，

Stutenpreis des Gestuts Winterhauch‐L ３着

販売申込者・所有者： 森永牧場＝日高町豊田 �01456-5-6376
生 産 牧 場： 森永牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

49 オンザスローン２０２０ �・鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスオンザスローン
＊ Danzig

��
��
�アズワー鹿 2006 Magic Slipper

1s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エイシンユートピア（14鹿 カンパニー）�１勝�３勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
エイシンヌウシペツ（19牝鹿 エイシンヒカリ）��入着�入着

２代母 エーシンシルビア（08栃栗 スペシャルウィーク）出走
エイシンビワウタ（13牝 キングカメハメハ）�７勝�２勝
エイシンフォーラン（16牡 ＊エイシンアポロン）入着３回，��入着�１勝�入着２回
トミケンベレムド（18牡 ＊エスケンデレヤ）�１勝

３代母 エイシンサンサン（92栗 ＊キャロルハウス）４勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，エリザ
ベス女王杯‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ト
パーズＳ‐OP ２着，etc.
エイシンニーザン（02牡 ＊フォーティナイナー）４勝，プリンシパルＳ‐L，メトロポ

リタンＳ‐L ２着，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
エーシンサーフィン（04牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，有松特別２着，君子蘭賞３

着，障害１勝
エイシンチラー（18牝 リアルインパクト）�３勝，三面川特別，織姫賞，デイ

ジー賞３着
エーシンディーエス（05牡 ＊デヒア）入着，障害３勝，京都ハイジャンプ‐JG2，京

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

‐G2 ３着，関屋記念‐G3 ２着，etc.
エーシングルーオン（09牡 アグネスタキオン）２勝，あすなろ賞２着
エーシンシャイナー（10牝 ＊グラスワンダー）出走

フォワードアゲン（17� ローズキングダム）�３勝，隅田川特別，三春駒特別，
二本松特別２着

エイシンクリック（14牡 ルーラーシップ）�３勝，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，白鷺
特別３着，三春駒特別３着，障害２勝

４代母 エイシンギヤロツプ（84栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ エイシンイットオー（93牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
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

50 エイシンユートピア２０２０ �・鹿 ２／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

ミラクルアドマイヤ

�
�
�
�
�

��
��

�カンパニー ブリリアントベリーエイシンユートピア スペシャルウィーク

��
��
�エーシンシルビア鹿 2014 エイシンサンサン

＊ホイスリングウインド 8c
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×S5 ノーザンテーストM4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 キタサンラブソング（01鹿 ダンスインザダーク）３勝，桜島特別（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－４（10）〕
キタサンシンガー（09牡芦 アドマイヤコジーン）４勝，津軽海峡特別（Ｄ1700）
キタサンタイムリー（10牡黒鹿 ＊アルカセット）�２勝�入着２回
ダイリュウキセキ（11牝黒鹿 ＊ファスリエフ）４勝，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，新

涼特別（Ｄ1400）２着，渡島特別（Ｄ1700）２着，円山特別（Ｄ1400）３着
ダイリュウハヤテ（13牡鹿 ＊アジュディケーティング）１勝，���１勝・５勝
キタサンエメラルド（14牝鹿 アドマイヤコジーン）��１勝
キタサンナギサ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
キタサンマーベラス（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 ＊オリンピアデュカキス（92 ITY栗 Isopach）ITY・USA８勝，伊１０００ギニー
‐G2，レニャーノ賞‐G3，ドルメーロ賞‐G3，P. Conte Felice Scheibler‐L，
P. Seregno‐L，etc.
デューク（98牡 Rahy）入着，�１勝
ハリウッドドリーム（99牝 バブルガムフェロー）１勝

マジンプロスパー（07牡 アドマイヤコジーン）７勝，ＣＢＣ賞‐G3（２回），阪
急杯‐G3，阪急杯‐G3 ２着，キーンランドＣ‐G3 ３着，スプリンターズ
Ｓ‐G1 ４着，etc.，�２勝，種牡馬

ケイト（08牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，天王寺特別，釜山Ｓ３着，北國新聞
杯３着

ドラゴンブルース（12牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ピエーナテーラー（17牝 ＊ノヴェリスト）１勝

オリンピアンナイト（03牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ブリリアントＳ‐L，金蹄Ｓ，
成田特別

ムーンストラック（06牡 スペシャルウィーク）��３勝
リエートフィーネ（07牝 ゼンノロブロイ）入着４回

イルミネーター（17牡 トーセンブライト）�２勝

３代母 ヤーナ Jaana（86 IRE 鹿 Cure the Blues）ITY３勝，P. Verziere‐L

４代母 ストラダヴァリ Stradavari（80 IRE 鹿 ＊ストラダビンスキー）FR・ITY入着
４回，ピサ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲木田牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2149
生 産 牧 場： ㈲木田牧場
飼 養 者： ㈲木田牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2149

51 キタサンラブソング２０２０ �・黒鹿 ５／ ４
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイキタサンラブソング
＊ Isopach

��
��
�オリンピアデュカキス鹿 2001 Jaana

6e
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キッズアベリア（11鹿 ネオユニヴァース）�９勝�７勝��
初仔

２代母 ＊キッズスター（00 USA栗 Saint Ballado）１勝，��１勝��１勝
キッズニゴウハン（08牡 キングカメハメハ）４勝，外房特別，古町特別，�３勝�
キッズラルナ（10牡 アドマイヤムーン）�２勝��入着
ユッコ（12牝 ハーツクライ）１勝，�７勝���，シアンモア記念，ビューチフル

ドリーマーＣ２着
チュラカーギー（13牝 ゴールドアリュール）４勝，舞浜特別，春風Ｓ２着
キッズジョリー（15牡 スマートファルコン）入着，	�２勝�３勝�４勝

３代母 ダートスターDart Star（89 USA黒鹿 Blue Ensign）不出走
スターズプラウドペニー Star's Proud Penny（95牝 Proud Birdie）USA３勝，ミ

エスクＳ‐G3，Providencia S‐R ２着，セニョリータＳ‐G3 ３着，etc.
スターピックス Starpix（02
 Linamix）FR・GER・UAE４勝，P. Aymeri de

Mauleon‐L，ジャンプラ賞‐G1 ２着，P. Saraca‐L ２着，etc.
スイスコーツチート Swiss Courts Cheat（97 牝 Notebook）USA入着２回

スイスラッド Swiss Lad（02牡 Phone Saga）USA10 勝，Cavonnier S‐R，
デルマーフュチュリティ‐G2 ３着，Bull Dog S２着，etc.

４代母 カワノKawano（76 USA鹿 King's Bishop）USA出走
［子］ ウワナカワナUwana Kawana（86牝 Hold Your Peace）USA６勝，

Rebel S，Delta Miss S２着
エルアンダリン El Andarin（92 牡 Blue Ensign）PAN５勝，P. Arango
Navarro y Raul（Baby）Arango G.‐L，P. Felipe E. Motta‐L，P.
Neco，Ernesto，Jr. y J. de la Guardia‐L ２着

５代母 エイブラジェイAbla‐Jay（55 USA鹿 Double Jay）USA８勝
［子］ ノーダブルNodouble（65 牡 Noholme）USA13 勝，メトロポリタンＨ，

ブルックリンＨ，カリフォルニアンＳ，etc.，種牡馬
ブレイクアップザゲイム Break Up the Game（71牡 Noholme）USA1
0 勝，ケリーオリンピックＨ‐G3，Rumson H，Polynesian H，etc.，
種牡馬

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

52 キッズアベリア２０２０ �・黒鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊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ッズアベリア
＊ Saint Ballado

��
��
�キッズスター鹿 2011 Dart Star

A1
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M4
Hail to Reason S5×S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 キャスケードブーケ（03鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－６（21）〕
ネオザフラッシュ（08牝栗 タニノギムレット）入着，�１勝
ダノンキャスケード（09牡鹿 キングカメハメハ）１勝，積丹特別（芝 2600）２着
レッドエンブレム（10牡黒鹿 ＊ウォーエンブレム）３勝
フロリアード（12牝芦 ＊クロフネ）入着２回，�２勝
キッズガチマヤー（13牡鹿 ＊ワークフォース）�５勝�入着
レットイットライド（14�黒鹿 ＊カジノドライヴ）��入着４回��１勝
ビッグディール（15�鹿 ロードカナロア）��４勝�２勝�１勝
エムティキラリ（17牝青鹿 パドトロワ）�	５勝��入着
ヴィクトリアブーケ（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�
入着
カンツバキ（19牝栗 ロゴタイプ）��出走

２代母 スカーレットブーケ（88栗 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京
都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ３着，etc.
スカーレットメール（94牝 ＊トニービン）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
スリリングサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，若駒Ｓ‐OP ２着，鳴滝特

別，兵庫特別，福寿草特別，支笏湖特別２着，etc.，種牡馬
ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝

馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP，キャピタルＳ‐OP
２着，etc.
ダイワファルコン（07牡 ジャングルポケット）８勝，福島記念‐G3（２回），カ

シオペアＳ‐L，中山記念‐G2 ２着，オールカマー‐G2 ２着，弥生賞‐G2
３着，etc.

ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣｈＳ
‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，毎日王冠‐G2，マイラーズ
Ｃ‐G2，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬

ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリザベス女
王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，
優３牝，優父内

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

53 キャスケードブーケ２０２０ �・栗 ４／２６
シングスピール In TheWings

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Singspiel

�
�
�
�
�
�
�
�
� Glorious Songローエングリン

＊ Garde Royale

��
��
�カーリング栗 1999 Corraleja

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールキャスケードブーケ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ鹿 2003 ＊スカーレツトインク

4d
Halo S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 キイレ（07鹿 フジキセキ）入着，陸奥湾特別（芝 2000）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ショウブニデル（14牡青鹿 ＊ロードアルティマ）１勝，��３勝
クスリバコ（15牡鹿 ローエングリン）入着４回，�２勝

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

着，アハルテケＳ‐OP，春望Ｓ，仲冬Ｓ２着，etc.

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

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

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

Ｓ‐G3，仁川Ｓ‐L，etc.，	
５勝�１勝���
カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入
着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

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

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

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

トミケンユークアイ（09� メイショウボーラー）５勝，マリーンＳ‐LR
３着，釜山Ｓ，津軽海峡特別，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

54 キイレ２０２０ 牡・鹿 ２／２５
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーキイレ ＊フォーティナイナー

��
��
�ラブイズトゥルー鹿 2007 ヒトメボレ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 クインズキンバリー（13鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 プリエミネンス（97鹿 ＊アフリート）６勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��６勝
�１勝����入着５回，彩の国浦和記念‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，マリ
ーンＣ‐Jpn3（２回），スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.

＊プリモウェイ（05牝 Giant's Causeway）USA入着２回
タイトロープウィン（16牝 ＊サウスヴィグラス）	２勝，ポプラ特別３着

＊ハヤブサエミネンス（07牝 Medaglia d'Oro）２勝
ハヤブサマカオー（15牡 ＊シニスターミニスター）２勝，エニフＳ‐L ２着，な

でしこ賞，	
２勝�１勝��入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2
＊メダグリアスズカ（08牡 Medaglia d'Oro）�１勝�７勝
＊ヴィットリオドーロ（09牡 Medaglia d'Oro）４勝，小金井特別３着，種牡馬
ホールドミータイト（11牝 ＊コマンズ）入着３回

スティールペガサス（17牡 ＊サウスヴィグラス）	�４勝��２勝�入着�，南
部駒賞２着，星雲賞３着

ブレークオンスルー（14牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，	��３勝�１勝
イージーナウ（16牝 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝，ブロッサムＣ

３代母 アジテーション（89鹿 Caerleon）入着３回
スタートマーチ（96牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，チュ

ーリップ賞‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.
タキオンバッハ（03牡 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別２着
グランドヴィーナス（11牝 ＊ストーミングホーム）�１勝
２勝��入着�，佐

賀桜花賞３着

４代母 ＊ランザリスク（76 GB鹿 Run the Gantlet）GB出走
［子］ リスクミ－Risk Me（84牡 Sharpo）GB・FR・IRE・USA５勝，パリ大

賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイオーユー（90牝 ヤマニンスキー）７勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，フェブ
ラリーＳ‐Jpn2 ２着，ウインターＳ‐Jpn3 ２着，etc.，��入着２回

［孫］ グレイリスクGrey Risk（93 牡 Kendor）FR４勝，メシドール賞‐G3，
P. de Saint Patrick‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614

55 クインズキンバリー２０２０ �・栗 ５／１１
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルクインズキンバリー ＊アフリート

��
��
�プリエミネンス鹿 2013 アジテーション

＊ランザリスク 5d
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 クラキンコ（07栗 クラキングオー）�11 勝��１勝���，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ノースクイーンＣ（Ｄ1800），星雲賞（Ｄ2000）（２回），コスモバル
ク記念（Ｄ1800），王冠賞（Ｄ2600），etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
クラトキン（15牡栗 ＊キングズベスト）��５勝�１勝
クラサンムーン（16牝鹿 アドマイヤムーン）��１勝�１勝
クラヴァーキン（17牝鹿 ヴァーミリアン）��１勝��
クラグローリー（19牡鹿 ベルシャザール）��１勝

２代母 クラシャトル（91栗 ワカオライデン）�11 勝��１勝�３勝�，北海優駿，東
海大賞典２着，北海道３才優駿，ひまわり賞，栄冠賞，etc.
クラオリオン（99牝 サツカーボーイ）�１勝�	１勝�
クラトップオー（00牡 シンボリルドルフ）�２勝�	１勝��入着
クラメガミ（01牝 ホリスキー）�１勝��入着４回，桜花賞３着，ローレル賞３着，

サンライズＣ３着
クラビッグレディ（02牝 ＊ブラックタイアフェアー）�２勝��入着２回，華月賞２

着，王冠賞３着，フロイラインＣ３着，フローラルＣ３着
クラトリガー（14牡 アッミラーレ）���４勝�２勝，東京湾Ｃ２着

クラダンソナー（03牝 タマモクロス）�５勝�１勝
クリールボルケーノ（04牡 ＊フレンチデピュティ）入着６回，�１勝��
入着４回
クラブリザード（05牝 ＊タイキブリザード）�１勝�２勝�２勝�
クラガリレイ（06牡 ブラックタキシード）�１勝�２勝�２勝��
クラヤマトオー（08牡 タヤスツヨシ）�６勝�入着５回
クラグオー（10牡 クラキングオー）�８勝��２勝�，鎌倉記念２着，ステイヤー

ズＣ，王冠賞２着，種牡馬
クラミネルヴァ（12牝 フサイチコンコルド）�２勝��４勝

３代母 クラネバダンサー（80鹿 ＊ネヴアーダンス）��12 勝，北海優駿３着，北斗盃３着
クラマンダラ（90牝 ワカオライデン）�７勝�２勝２勝�３勝��，北海道３才

優駿２着
クラオー（96牡 サクラテルノオー）�４勝��３勝，北斗盃２着，北海優駿３着

販売申込者・所有者： 倉見牧場＝日高町緑町 �01456-2-6825
生 産 牧 場： 倉見牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

56 クラキンコ２０２０ 牡・栗 ４／２９
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

�
�
�
�
�
�
�
�
� Severn Bridgeジャングルポケット

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

スズカコバン

�
�
�
�
�

��
��

�クラキングオー クラファストレディクラキンコ ワカオライデン

��
��
�クラシャトル栗 2007 クラネバダンサー

＊ウエツトセール 9b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 グラッドクライ（09鹿 ＊キッケンクリス）�１勝��６勝�，ロジータ記念
（Ｄ2100）３着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
トチノエメラルド（16牝鹿 ＊パイロ）���２勝�１勝

２代母 アステリファスト（96鹿 ＊シャンハイ）�１勝�入着３回�
シャンハイファスト（01牝 ＊ヒシアリダー）�１勝

モエレジュンキン（07牡 ゴールドヘイロー）３勝，企救丘特別，八女特別２着，
豊前特別２着，etc.，�１勝�３勝，宝満山賞，水無月賞２着，etc.

ベルウッドタマド（13牡 ゴールドヘイロー）１勝，��２勝�２勝	２勝���
オードリファース（02牝 ＊アジュディケーティング）��６勝�２勝�入着２回
ストームシグナル（03牡 マヤノトップガン）�10 勝
６勝��入着２回
シェフドゥーヴァ（07牝 バブルガムフェロー）��１勝�入着２回
ソードテール（08� ＊グランデラ）�１勝��６勝
トチノスカーレット（10牝 サムライハート）�２勝����，イノセントＣ２着
ソニックジェット（11牝 ＊サウスヴィグラス）�９勝
アザミ（14牝 ヴァーミリアン）���６勝	３勝��入着２回
シナノシャンハイ（15牡 モエレプルトス）��１勝
キョウエイファスト（17牝 グランプリボス）���１勝

３代母 ノーザンホワイト（86芦 マルゼンスキー）不出走

４代母 フユノアダルト（76芦 ＊ラフインゴラ）�２勝
［子］ アラナスモンタ（84牡 ＊アラナス）��５勝，大井記念，帝王賞２着，川

崎記念２着，etc.
ワンモアギャル（89牝 トウシヨウボーイ）３勝，姫島特別
カリテルレデー（83牝 ＊カウアイキング）��10 勝，クイーンＣ，北関東
菊花賞３着

イーヒメ（82牝 ＊ゲイルーザツク）����６勝，三才優駿
［孫］ ビワセイハ（91牡 ＊ナスルエルアラブ）７勝，平安Ｓ‐Jpn3 ３着，リバー

サイドＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP，etc.，障害１勝，��１勝
［曾孫］ カイシュウコロンボ（08牡 マンハッタンカフェ）５勝，北九州記念‐G3

３着，ディープインパクトＣ‐OP ３着，新春Ｓ，etc.

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

57 グラッドクライ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�キッケンクリス Kicken Grassグラッドクライ ＊シャンハイ

��
��
�アステリファスト鹿 2009 ノーザンホワイト

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector S4×M5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 グリッツェルン（05青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
グラナディラ（11牝鹿 ＊ファスリエフ）１勝，ポインセチア賞（Ｄ1400）３着
ウィスパー（13牡鹿 ＊フレンチデピュティ）��３勝
パフュームクラスタ（14牡鹿 ＊パイロ）���５勝�
ノーブルアーレス（16牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�

２代母 シンモーション（96鹿 ＊ロドリゴデトリアーノ）出走
ハルジュンスイープ（01牡 ＊エンドスウィープ）��１勝	10 勝
３勝
ライム（02牝 ＊ラムタラ）１勝
フィールドカイザー（03牡 ＊クロコルージュ）３勝，ＴＶｈ杯，あじさいＳ３着
グレイスモーション（07牝 ＊ストラヴィンスキー）�２勝
７勝
シンパサイザー（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��１勝

３代母 ＊ダボナアンビション（90 USA鹿 Seattle Slew）不出走
ノーザンヴィーナス（95牝 ＊ノーザンテースト）１勝

ユキノマーガレット（04牝 ＊クロフネ）入着
クラウンアイリス（11牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）４勝，勝浦特別，福島中
央ＴＶ杯２着，みちのくＳ３着，etc.

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

ツルマルネオ（06� ネオユニヴァース）５勝，白秋Ｓ，ゆうき賞，道頓堀Ｓ２着
タイヨウパフューム（08牝 ジャングルポケット）３勝，朝里川特別，基坂特別

２着，まりも特別３着
タイセイグルーヴィ（09牡 ダンスインザダーク）３勝，南武特別２着，九十九

里特別２着，八丈島特別３着
ヒダカサイレンス（97� ＊サンデーサイレンス）２勝，エリカ賞
アルメナーラ（98� ＊サンデーサイレンス）２勝，大津特別３着，稲荷特別３着，猪

名川特別３着，etc.，障害１勝
サスガ（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，すみれＳ‐OP，葉牡丹賞
シルクアウローラ（03牝 ＊クロフネ）出走

ドラゴンエアル（11牡 タイムパラドックス）��出走��３勝�１勝�６勝�
，報知オールスターＣ，金盃２着，京浜盃２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

58 グリッツェルン２０２０ �・黒鹿 ５／ １

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジグリッツェルン ＊ロドリゴデトリアーノ

��
��
�シンモーション青鹿 2005 ＊ダボナアンビション

3l
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �0146-49-5250
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

59 クリノメダリスト２０２０ �・鹿 ３／２２
＊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

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�リンダトリアーノ栗 2006 ミスコンテスト

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

価格： 購買者：



母 グリーンサンライズ（04黒鹿 サツカーボーイ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（33）〕
ティンギー（09牝栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝��６勝
ジャストジャンパー（10牝青 ニューイングランド）��１勝
トウケイアロー（11牡鹿 オンファイア）１勝，甲武特別（芝 2200）３着，��11 勝
リンゴカン（12牡栗 スクリーンヒーロー）�１勝��６勝
コンボルブルス（16牡黒鹿 シビルウォー）１勝，���３勝�２勝
ワイルドブリット（17牡黒鹿 ナカヤマフェスタ）��入着

２代母 クローストゥユー（99黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
シナノザクラ（05牝 サクラバクシンオー）１勝
ビヨンドマックス（06牡 ＊アフリート）４勝，中京スポニチ賞，天白川特別，障害１勝
サンライズアルノ（07牡 ジャングルポケット）�１勝
レッドイデア（08牡 サクラバクシンオー）入着２回，�３勝
トラムブランカ（09牝 ＊アグネスデジタル）�６勝�入着	
サビヌキ（12牡 ＊ワイルドラッシュ）
１勝
コウギョウドライヴ（13牝 ＊カジノドライヴ）
３勝

３代母 ＊ドーンズヘイロー（86 USA鹿 Halo）USA出走
ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリングＳ

‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.
サテライトキャノン（01牡 ＊アフリート）５勝，白川郷Ｓ，タイランドＣ，アクアル

ミナスＳ３着，etc.

４代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着
［子］ ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，

ガルフストリームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie A
ffair H‐L，etc.，種牡馬

［孫］ マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3
（２回），ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.

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： ㈲増本牧場
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

60 グリーンサンライズ２０２０ �・鹿 ５／２９
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

＊デイクタス

�
�
�
�
�

��
��

�サツカーボーイ ダイナサツシユグリーンサンライズ ＊コマンダーインチーフ

��
��
�クローストゥユー黒鹿 2004 ＊ドーンズヘイロー

5g
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 グレースグロリアス（98黒鹿 ＊キンググローリアス）��１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－１（４），地方－５（21）〕
ヴイセヨオレタチ（05牡黒鹿 ＊リンドシェーバー）�６勝
ステルススキャン（06�栗 ＊スキャン）入着２回，�２勝
ブリリアントシチー（07牡栗 ＊タップダンスシチー）２勝
コメネーチャン（08牝青鹿 ブラックタキシード）�３勝��
コメシャワー（09牝青鹿 ＊タップダンスシチー）��３勝
ダンシングツルDancing Tsuru（10�栗 ＊タップダンスシチー）SIN・MAL４勝
グローサンドリヨン（16牝青 ゴールドヘイロー）��出走	７勝，黒潮ジュニアＣ

ｈＳ（Ｄ1400）２着，金の鞍賞（Ｄ1400）３着
ココヒナショータ（18牡鹿 ディープスカイ）���入着２回

２代母 ノアグレース（91鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
サンキョウロドリゴ（00牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）��２勝

３代母 ストライクダイナ（82鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
グレイスドーター（92牝 サクラユタカオー）不出走

マヤノトリンケット（98牝 メジロマックイーン）３勝，香春岳特別，西部日刊
スポーツ杯２着，鳥羽特別２着，etc.

４代母 ＊ストライクワン（66 GB鹿 Match）GB出走
［子］ ロベルスポート（81牡 ＊エルセンタウロ）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，若

潮特別，糸魚川特別，etc.
アテイスポート（80牡 ＊レイズアボーイ）５勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ２
着，是政特別

ロミカスポート（75牝 ＊エルセンタウロ）４勝，東北記念２着，赤倉特別，
勿来特別，etc.

［孫］ スマイルホーラー（89牡 ＊ミルジヨージ）３勝，玄海特別，	２勝
ウインディポイント（94牡 ＊タイトスポット）２勝，エリカ賞２着
ツキノフリージア（88牝 ＊デイクタス）２勝，アベリア賞３着，ロベリア
賞３着

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

61 グレースグロリアス２０２０ 牡・青鹿 ５／１４
＊ 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

＊ Naevus

�
�
�
�
�

��
��

�キンググローリアス Glorious Natalieグレースグロリアス ＊リアルシヤダイ

��
��
�ノアグレース黒鹿 1998 ストライクダイナ

＊ストライクワン 7
Mr. Prospector S3×M4

価格： 購買者：



母 グレースドナヒュー（12芦 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
シビルクイーン（18牝鹿 シビルウォー）��出走�出走
リュウノリディア（19牝青鹿 トゥザワールド）��入着

２代母 グレースシルエット（97芦 ＊ミルジヨージ）４勝
ヒロノグレガ（05牡 ＊ハンセル）１勝
ヒロノペニー（06牝 トウカイテイオー）�４勝
セリトスガッテン（08牝 オンファイア）�２勝
ヒロノシラユキ（09牝 ブラックタキシード）�２勝
ランクローズ（10牡 デュランダル）�５勝
ラヴァンタージュ（11牝 アドマイヤマックス）��７勝
グレースシャンティ（13牝 ダノンシャンティ）�２勝

３代母 グレースアストリア（93芦 ＊メンデス）不出走
マイネマスカレード（01牝 ＊ウォーニング）２勝

ニナガワルフィー（13牡 マツリダゴッホ）�１勝，九州ジュニアＣｈ３着

４代母 グレースシラオキ（84黒鹿 ＊ノノアルコ）３勝，根岸Ｓ‐Jpn3，信濃川特別２
着，��２勝
［子］ スーパーグラント（91牡 ＊ミルジヨージ）４勝，岩室特別，伊達特別，越

後Ｓ２着，etc.
スーパーマクレガー（94牡 ＊ミルジヨージ）１勝，白河特別，帆柱山特別
２着，ＮＳＴ賞２着，etc.，	４勝�入着

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

５代母 ニツコーテスコ（77黒鹿 ＊テスコボーイ）３勝
［子］ カズノシラオキ（90牝 ニツポーテイオー）４勝，セントウルＳ‐Jpn3 ３

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

カズノウイナー（91牡 マルゼンスキー）１勝，サルビア賞３着

販売申込者・所有者： ㈲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
生 産 牧 場： 中地 義次
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

62 グレースドナヒュー２０２０ �・鹿 ５／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーングレースドナヒュー ＊ミルジヨージ

��
��
�グレースシルエット芦 2012 グレースアストリア

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 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：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
モルフォ（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）���３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）��入着２回

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）��４勝

３代母 ニフティニース（87鹿 Raise a Native）７勝，セントウルＳ‐Jpn3，関屋記
念‐Jpn3，ＢＳＮ杯‐OP，オータムスプリントＳ‐OP，オータムスプリントＳ
‐OP ３着，etc.
ニフティディード（96牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ステップクローザー（03牡 ＊ホワイトマズル）��12 勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着
ウイングロリア（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，八坂特別，伊良湖特別，大島特

別２着
ナムラチアーズ（08牝 マンハッタンカフェ）入着

ナムラカメタロー（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，師走Ｓ‐L，etc.，�１勝�
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ニフテイアンドニート（81 USA鹿 Vigors）USA４勝，Bal Harbour S，
Soft Touch S２着，Bed O' Roses Visitation S‐R ３着，Bowl of Flowers
Visitation S‐R ３着，Satin and Lace S３着
［子］ ニフティダンサー（88牡 ＊ノーザンテースト）７勝，七夕賞‐Jpn3，吾妻

小富士ＯＰ‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

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

63 グランデクオーレ２０２０ �・栗 ５／ ７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ 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
Seattle Slew S4×M5 Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊クロスウォーターⅡ（05 USA栗 Storm Cat）USA１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－６（14），地方－１（１）〕
フミノメモリー（10牡黒鹿 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別（Ｄ1900）
アウリン（12牡青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ジョリガーニャント（13牝鹿 キングカメハメハ）１勝
グランデミノル（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝
ウォーターエデン（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�４勝，下関Ｓ（芝 1200），ＨＴＢ杯
（芝 1200）２着，函館日刊スポーツ杯（芝 1200）２着，潮騒特別（芝 1200）３着，
仲春特別（芝 1200）３着

ジャスパーイーグル（17牡栗 オルフェーヴル）�３勝，伊万里特別（Ｄ1000）
ロリポップ（18牝栗 オルフェーヴル）��入着

２代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
マークスピードMach Speed（01� A.P. Indy）USA15 勝
＊ストーミーウェザー（02牝 Storm Cat）USA出走

タケノローマン（11牝 キングカメハメハ）��３勝
アナゴサン（18牡 ミッキーアイル）�１勝，白百合Ｓ‐L ２着

エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，
Awad S２着，Forestry H２着，種牡馬

デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN
８勝，Chris Loseth H，Count Lathum H，River Rock Casino S，
ブリティッシュコロンビアダービー‐G3 ２着，George Royal S２着，etc.，
種牡馬

３代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着

＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，ブリーダ
ーズフュチュリティ‐G2，バシュフォードマナーＳ‐G3，etc.，種牡馬

クラウドバースト Cloudburst（05 牝 Storm Cat）USA２勝，Mardi Gras S
テンパーズフレア Tempers Flair（11 牝 Smart Strike）USA２勝，Hatoof S

２着

販売申込者・所有者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110
生 産 牧 場： ㈲須崎牧場
飼 養 者： ㈲須崎牧場＝新冠町東川 �0146-47-6110

64 クロスウォーターⅡ２０２０ �・黒鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

ストームキャット Storm Bird

�
�
�
�
�

��
��

�Storm Cat TerlinguaクロスウォーターⅡ ベイハーバー ＊フォーティナイナー

��
��
�Bay Harbor栗USA 2005 Harbor Springs

6a
Northern Dancer M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 グローリアスヴォレ（12栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ロワドゥサーブル（19牡黒鹿 ＊パイロ）�未出走

２代母 エアヘイリー（01栗 エアジハード）�４勝
フィディス（07牝 ＊アジュディケーティング）�１勝��入着�
アンジュヴォレ（08牝 ＊サウスヴィグラス）３勝
ヴァンドランス（10牝 ＊サウスヴィグラス）入着２回，��３勝
グローリアスクロワ（13牝 ＊サウスヴィグラス）２勝
ハーモニーアベル（17牡 ＊パイロ）���１勝

３代母 マザーエルフ（95栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
エアユートゥー（00牡 エアダブリン）入着，�３勝�入着�
エアムートン（02牡 エアジハード）２勝，上総特別，��２勝�１勝，ブルーバー

ドＣ３着

４代母 エルフジュニア（89鹿 ＊リアルシヤダイ）��１勝

５代母 マイエルフ（75鹿 ＊ミンスキー）９勝，福島記念，新潟大賞典２着，牝馬東タ
イ杯２着，スプリンターズＳ２着，クイーンＣ２着，etc.
［子］ エアリアル（90� ＊リアルシヤダイ）５勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，

クリスマスＳ‐OP，キャピタルＳ‐OP ２着，etc.
サニーサクセス（82� ＊サンプリンス）１勝，�４勝	
２勝

［孫］ ダンシングエルフ（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，淀屋橋Ｓ，芦屋川
特別，伊万里特別（２回），etc.

ダークフェニックス（94牡 ＊モガミ）３勝，小野特別，芦屋川特別３着
マイニングプレス（00牡 ＊マイニング）�４勝�13 勝，こまくさ賞，さつ
き賞２着，金杯３着

アップサージ（91牝 ＊インイクストリーミス）３勝，障害２勝
［曾孫］ スウィートエルフ（99牝 タマモクロス）６勝，小倉日経ＯＰ‐L ２着，京

洛Ｓ，有明特別，etc.
イーグルドライバー（01牡 マヤノトップガン）４勝，恋路ケ浜特別，和田
岬特別３着

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

65 グローリアスヴォレ２０２０ �・栗 ３／１３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターグローリアスヴォレ エアジハード

��
��
�エアヘイリー栗 2012 マザーエルフ

＊ラガパ 7
Mr. Prospector S3×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 エイシンルキア（14芦 ＊グラスワンダー）�１勝
初仔

２代母 エーシンブランシュ（09芦 ＊クロフネ）入着
エイシンベラドンナ（15牝 タイムパラドックス）��入着 11回�１勝�
エイシンゾーン（16牝 ジャスタウェイ）１勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着

３代母 ＊セントルイスガール（03 USA黒鹿 Silver Hawk）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3
２着，フェニックス賞‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
エーシンミズーリ（08牡 マンハッタンカフェ）６勝，米子Ｓ‐L，ポートアイランド

Ｓ‐L ２着，難波Ｓ，etc.
エーシンセノーテ（10牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，フェニックス賞‐OP

４代母 ＊エイシンシンシアナ（95 USA黒鹿 Storm Cat）３勝
［子］ エーシンマイェスタ（10牡 スペシャルウィーク）５勝，朱雀Ｓ，鷹ケ峰特

別，知立特別２着，etc.
＊エーシンコンファー（05牝 Dynaformer）４勝，豊明特別，利尻特別，八

坂Ｓ３着
［孫］ エイシンジルコン（13牝 ディープインパクト）入着６回，石打特別２着

５代母 バイランドバイシー By Land by Sea（84 USA鹿 Sauce Boat）USA10 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，ミレイディＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，エルエン
シノＳ‐G3，ルイヴィルＢＣＨ‐G3，etc.
［子］ ファハル Fahal（92 牡 Silver Hawk）GB・USA・UAE４勝，ローズオヴ

ランカスターＳ‐G3，Stardom S‐L，セレクトＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

［孫］ ボーブルクイーン Bauble Queen（08牝 Arch）USA３勝，ロバートＪフ
ランケルＳ‐G2，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，Sandy Blue H
‐L ２着，etc.

レミントン Leamington（05牝 Pleasant Tap）GB・USA４勝，Vood
oo Dancer S‐R

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
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

66 エイシンルキア２０２０ 牡・芦 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraエイシンルキア ＊クロフネ

��
��
�エーシンブランシュ芦 2014 ＊セントルイスガール

11
Storm Cat S3×M5 Silver HawkM3×M4 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 クーファゲルニカ（10青 ディープインパクト）入着５回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
シングンジゼル（16牝黒鹿 シングンオペラ）��２勝�入着
シングンバズーカ（17牡黒鹿 シングンオペラ）�１勝
シングンジュピター（18牡青鹿 シングンオペラ）��入着
シングンピクシー（19牝黒鹿 シングンオペラ）�地方未出走

２代母 ＊エポカブラヴァ（04 USA青 Point Given）出走
エアカリナン（09牝 ディープインパクト）１勝
スワーヴカイザー（11� ネオユニヴァース）３勝，鳥取特別２着，吹田特別３着
エアヴーヴレ（12牝 ジャングルポケット）�４勝
レッドゲルニカ（13� ＊カジノドライヴ）６勝，欅Ｓ‐L ３着，バレンタインＳ‐OP，

銀嶺Ｓ，フェアウェルＳ，夏至Ｓ２着，���出走�入着
ラヴィ（14牝 ダノンシャンティ）�１勝�７勝
レッドスプリンガー（16� ディープブリランテ）���３勝
サザンジンジャー（18牡 ＊シニスターミニスター）��３勝

３代母 アウチッラ Aucilla（91 USA鹿 Relaunch）USA９勝，ギャロレットＨ‐G3，
Drumtop S‐L，ボーゲイＨ‐G3 ３着，Suffolk H‐L ３着
パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）USA６勝，パーソナルエンサ

インＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ‐G1 ３着，etc.
ゲイムフェアーGame Fair（09 牝 Quiet American）USA３勝，ドクタージ

ェイムズペニーメモリアルＨ‐G3 ２着

４代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
［孫］ メジャーアスリート（09牡 ダイワメジャー）３勝，橘Ｓ‐OP ２着，斑鳩

Ｓ，�	入着２回��入着７回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着
テンザンデザート（98牝 Green Desert）３勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，菜の花賞‐OP，etc.

ヘンリーズポッシ Henry's Posse（07 牝 Posse）USA・CAN１勝，Ci
ncinnati Trophy S２着，Gowell S２着

タガノラフレシア（00牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ‐OP，マリーゴー
ルド賞‐OP，カンナＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 伊坂 重憲＝東京都港区 �03-3441-3245
生 産 牧 場： ㈲広富牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

67 クーファゲルニカ２０２０ �・鹿 ４／２９

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアクーファゲルニカ
＊ Point Given

��
��
�エポカブラヴァ青 2010 Aucilla

16a
In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 クーファレイア（13鹿 ＊ワークフォース）��入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ウインシンシア（03黒鹿 ダンスインザダーク）３勝，チューリップ賞‐Jpn3
３着，有松特別，岡崎特別，都井岬特別２着
クーファアーマー（11牝 ＊ファスリエフ）�５勝
ゼンノブレーメン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，国東特別

３代母 ラッキーダイアリー（90鹿 ＊ジヤツジアンジエルーチ）２勝
スペシャルストック（99牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，横手特別２着，カトレア賞２

着，なにわＳ３着，etc.
テンイムホウ（02牝 ＊ラムタラ）５勝，尾張Ｓ‐OP ３着，市川Ｓ，河北新報杯，etc.

テンテマリ（11牝 スズカフェニックス）２勝，白河特別，鳥羽特別２着，�１
勝�２勝

イチダイ（13牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，潮来特別，赤倉特別２着，etc.，
�１勝�１勝，寒菊賞，etc.

サンシロウ（14牡 ネオユニヴァース）�３勝，胎内川特別，燕特別，陣馬特別
２着，etc.

キヨラ（18牝 エピファネイア）��３勝，オパールＣ
ナムラブレット（06牡 エイシンサンディ）３勝，四国新聞杯２着，etc.，��１勝，

ゴールドＣ３着，大井記念３着

４代母 ダイナシユペール（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，デイリー
杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着
［子］ レイニア（89牝 ＊スルーザドラゴン）２勝，野地特別３着
［孫］ ボールドエンペラー（95牡 ＊キンググローリアス）２勝，デイリー杯３歳

Ｓ‐Jpn2，日本ダービー‐Jpn1 ２着，神戸新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.
コアレスタイム（98牡 ワカオライデン）３勝，��２勝�入着�，かきつ
ばた記念‐Jpn3 ３着，ＪＢＣマイル‐Jpn1 ４着，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1 ５着，etc.

ドラゴンブリード（91牡 ＊スルーザドラゴン）２勝，若戸特別２着，喜多
方特別２着，木曽川特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ユーコー牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲ユーコー牧場
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825

68 クーファレイア２０２０ 牡・鹿 ５／ ４
＊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ウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonクーファレイア ダンスインザダーク

��
��
�ウインシンシア鹿 2013 ラッキーダイアリー

＊カレンダーメイド 19b
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ゲルズ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
ウルズ（18牝栗 ＊ヘニーハウンド）��入着��
バック（19牡黒鹿 ベルシャザール）�未出走

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

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

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

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

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

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

ゆきやなぎ賞，etc.，障害２勝

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

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

販売申込者・所有者： ㈲小泉牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2172
生 産 牧 場： ㈲小泉牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

69 ゲルズ２０２０ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudゲルズ ダンスインザダーク

��
��
�タケカワルキューレ鹿 2012 イセスズカ

＊メダリオン 3l
サンデーサイレンス S3×M4 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ケンコウランハート（04黒鹿 タニノギムレット）��２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
ジュリアン（12牝芦 フサイチリシャール）��５勝
フランコイメル（18牡黒鹿 ベルシャザール）�１勝
アイムアグレッシブ（19牡栗 アンライバルド）�地方未出走

２代母 ＊ブレーヴユアハート（96 IRE 芦 Caerleon）１勝，つわぶき賞３着
タニノバロン（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，会津特別２着
ザザ（05牝 ダンスインザダーク）２勝，マカオＪＣＴ，筑紫特別２着
シェール（10牝 ＊ストーミングホーム）１勝

３代母 パサマクオディ Passamaquoddy（80 USA芦 Drone）USA７勝，Mill Race H
，Susan's Girl S‐R，Roseanna S‐R ２着，Rancocas H‐L ３着
タマニー Tammany（88牡 Mr. Prospector）USA３勝，Heritage S‐L ３着，

種牡馬
タミーム Tamim（89牡 Topsider）GB・UAE10 勝，Doncaster S‐L，Jebel

Ali Sprint‐L ３着
フマーム Humam（90牡 Nijinsky）GB・AUS３勝，Chesham S‐L，ヴィンテ

ージＳ‐G3 ２着，King Charles II S‐L ３着，etc.，種牡馬
＊パパゴ（91牝 Sadler's Wells）GB・FR１勝，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着

フィガーオヴエイト Figure of Eight（99 牝 Octagonal）AUS出走
エイトストリート Eight Street（04� Street Cry）SAF・ZIM７勝，ヴィ
クトリームーンＳ‐G2，カップトライアル‐G3，Castle Tankard‐L
２着，etc.

オッティモOttimo（09� Oratorio）SAF６勝，ウムコマジＳ‐G2，Ea
st Cape Guineas‐L，Ibhayi S‐L ２着，etc.

メイショウベルーガ（05牝 ＊フレンチデピュティ）７勝，京都大賞典‐G2，日経
新春杯‐G2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.
メイショウテンゲン（16牡 ディープインパクト）�２勝，弥生賞‐G2，阪
神大賞典‐G2 ３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

ミステリードリームMystery Dream（95牝 Caerleon）IRE１勝
イビサ Ibiza（04 牝 Anees）VEN８勝，P. Eduardo Larrazabal Eduardo‐L，

P. Fuerza Aerea Bolivariana‐L，P. Miss Marena‐L ２着，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

70 ケンコウランハート２０２０ �・黒鹿 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スピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルケンコウランハート
＊ Caerleon

��
��
�ブレーヴユアハート黒鹿 2004 Passamaquoddy

3d
Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コウザンティアラ（13鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ツクバノーブル（92鹿 ＊アサティス）６勝，パールＳ，茨城新聞杯２着，初凪
賞２着，サフラン賞２着
ツクバファースト（99牡 ウイニングチケット）１勝，��４勝
ツクバシャルマン（00牝 ＊ジェネラス）��１勝�３勝�２勝��
ツクバコンサート（01牝 ＊ウォーニング）２勝
ツクバメロス（02牝 タマモクロス）�１勝
サチノスカイライン（04牡 ＊ティンバーカントリー）入着，�９勝
サチノプレンティ（07牡 ザッツザプレンティ）�６勝��11 勝
マイネルメダリスト（08牡 ステイゴールド）６勝，目黒記念‐G2，サンシャインＳ，

グッドラックＨ，早苗賞，但馬Ｓ２着，etc.
ブリッサ（09牝 ＊ブラックホーク）入着２回，��１勝�
アナタナラドウスル（10牝 アドマイヤドン）�１勝
スクリーンデビュー（11牝 スクリーンヒーロー）�８勝��入着８回
ディーエスノーブル（12	 ＊ロージズインメイ）��３勝�３勝
入着３回

３代母 ハンキダイヤ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，郡山特別
タマモハツピー（83牝 ＊モーニングフローリツク）５勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，

博多特別，瀬戸内海特別，etc.
タマモイナズマ（94牡 タマモクロス）６勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，万葉Ｓ

‐OP，天竜川特別，etc.
タマモヒビキ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，小倉大賞典‐Jpn3，大阪城

Ｓ‐OP，尾張Ｓ，etc.
タマモモノノフ（87牡 ＊キヤタオラ）５勝，グリーンＳ，層雲峡特別，ストークＳ２

着，etc.，障害５勝

４代母 ホンマルクイン（66鹿 ＊ソロナウエー）１勝
［子］ ヤマノシラギク（79牝 ＊オーバーサーブ）７勝，京都大賞典‐Jpn2，京都

大賞典，小倉大賞典‐Jpn3，etc.
［孫］ ノースシャトル（84	 ＊マラケート）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，東ス

ポ杯‐OP ３着，佐倉特別，障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577

71 コウザンティアラ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターコウザンティアラ ＊アサティス

��
��
�ツクバノーブル鹿 2013 ハンキダイヤ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 コウソクヒカリ（15青鹿 ステイゴールド）出走
初仔

２代母 ＊マウントコブラ（00 USA鹿 Mt. Livermore）USA２勝
オーシャンムーンOcean Moon（06牝 Malibu Moon）USA１勝

レイチェルウォール Rachel Wall（12 牝 Blame）USA・CAN３勝，Little Si
lver S２着

キングレドリー King Ledley（07� Stormin Fever）IRE・USA３勝，愛フュチュ
リティＳ‐G2 ３着，レイルウェイＳ‐G2 ３着，アングルシーＳ‐G3 ２着，
Rochestown S‐L ２着

デルマジャイアン（11牡 Giant's Causeway）�６勝��３勝��
マウントゴールド（13牡 ステイゴールド）�５勝，都大路Ｓ‐L，オクトーバーＳ‐L，チ

ャレンジＣ‐G3 ２着，小倉記念‐G3 ３着，福島ＴＶＯＰ‐OP ２着，etc.，�３勝
ウラエウス（18牡 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

３代母 コブラKobla（95 USA鹿 Strawberry Road）USA出走
クオリティロードQuality Road（06牡 Elusive Quality）USA８勝，ドンＨ‐G1，

フロリダダービー‐G1，メトロポリタンＨ‐G1，ウッドワードＳ‐G1，アム
ステルダムＳ‐G2，ファウンテンオヴユースＳ‐G2，etc.，種牡馬

コブラキャットKobla Cat（08 牝 Tale of the Cat）不出走
メシェルMeshell（12 牝 Elusive Quality）USA３勝，Fort Springs S，

Minnesota H. B. P. A. Distaff S２着，オークローンバヤコアＳ‐G3 ３着，etc.
ビチューメン Bitumen（14� Mineshaft）�USA８勝，サンフォードＳ‐G3

４代母 ウィングレットWinglet（88 USA鹿 Alydar）USA２勝，プリンセスＳ‐G2，
ラカニャーダＳ‐G2 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ３着
［子］ アジーナ Ajina（94牝 Strawberry Road）USA７勝，ＢＣディスタフ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，etc.
ロブズスピリット Rob's Spirit（97 牡 Theatrical）USA４勝，ベルモントレ
キシントンＳ‐G3，サラナクＨ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，種牡馬

［孫］ ズールーアルファ Zulu Alpha（13� Street Cry）�IRE・USA12 勝，ペ
ガサスワールドＣターフ招待Ｓ‐G1，エルクホーンＳ‐G2，マックデ
ィアミダＳ‐G2（２回），etc.

販売申込者・所有者： ジャパンブラッドストックマネジメント㈱＝札幌市中央区 �057-7109-5088
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

72 コウソクヒカリ２０２０ �・青鹿 ２／２９

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュコウソクヒカリ
＊ Mt. Livermore

��
��
�マウントコブラ青鹿 2015 Kobla

13c
Blushing Groom S3×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 コルニヨン（15鹿 ルーラーシップ）出走
初仔

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牡 キングカメハメハ）�１勝
モズマンジロウ（18牡 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，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： スマートホーム㈱＝東京都新宿区 �03-6908-7828
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

73 コルニヨン２０２０ �・鹿 ５／１２

＊

＊ 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

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
Mr. Prospector S4×S5×M5 Storm Bird S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ゴールドウィング（12栗 ステイゴールド）�３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
エリーゴールド（18牝芦 ＊ダンカーク）��出走
マッドネスカズ（19牡鹿 ビッグアーサー）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�５勝

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

４代母 ホクトヒシヨウ（76芦 ＊ボールドリツク）２勝，洞爺湖特別
［子］ ホクトヘリオス（84牡 ＊パーソナリテイ）６勝，中山記念‐Jpn2，京成杯

３歳Ｓ‐Jpn2，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

74 ゴールドウィング２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュゴールドウィング ＊パークリージエント

��
��
�ホクトペンダント栗 2012 ホクトビーナス

＊ギヤラントグロウ 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ザマーチャン（13鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ジャックライズ（19牡鹿 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ジャジャマーチャン（08鹿 アドマイヤコジーン）不出走
アレジャポン（14牡 ヴィクトワールピサ）入着，��４勝
トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯スプ

リングＣ‐G2 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮記念‐G1 ４着，福島ＴＶＯ
Ｐ‐OP，etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３着，
斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

ジャジャジャーン（18牡 モーリス）��１勝

３代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，etc.
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，etc.

ラテールプロミーズ（13� マンハッタンカフェ）４勝，障害１勝，京都ハイジ
ャンプ‐JG2 ２着

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，etc.
オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉

Ｓ２着，etc.
シープシャンクス（10牝 ディープインパクト）出走

ネオストーリー（17牡 ＊ハービンジャー）�２勝，稲城特別，春日山特別３着

４代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.

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

75 ザマーチャン２０２０ �・鹿 ４／２７

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアザマーチャン アドマイヤコジーン

��
��
�ジャジャマーチャン鹿 2013 ＊ラスリングカプス

2n
Mr. Prospector S5×M5 Northfields S5×M5

価格： 購買者：



母 ジェットフォイル（13青鹿 タイムパラドックス）��１勝�
初仔

２代母 ルナマリア（05鹿 ＊ジェイドロバリー）��２勝
ビルス（11牡 シルクフェイマス）��７勝�１勝�
ストゥディウム（12牡 ルースリンド）��４勝�１勝���，ジャパンＤダービー

‐Jpn1 ４着，羽田盃，ハイセイコー記念，平和賞，東京記念２着，etc.，種牡馬

３代母 プリママテリア（91鹿 マルゼンスキー）１勝，りんどう賞２着，フリージア賞３着
ミラクルダムール（96牡 フジキセキ）４勝，ラジオ福島賞，礼文特別２着，青葉城

特別２着，etc.
マテリアルワールド（97� ＊ティンバーカントリー）３勝，豊前特別２着
リキサンタイガー（01牡 バブルガムフェロー）１勝，��２勝
シルクユージー（08牡 デュランダル）�６勝�10 勝�６勝，すみれ賞，佐賀皐月賞

３着，春望賞３着
ノゾミカイソク（09牡 ＊スピードワールド）�19 勝	，新春盃，スプリングＣ２着，

新春ペガサスＣ２着，etc.

４代母 ダイナマリー（78鹿 ＊エルセンタウロ）６勝，支笏湖特別，御室特別，美幌特別
［子］ アイドルマリー（86牝 ニチドウアラシ）４勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，阪

神３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.，優２牝
アイドルタレント（89牝 ＊ワツスルタツチ）１勝，利尻特別２着
アイドルマシーン（90牡 ニチドウアラシ）３勝，清里特別３着
サマーバーミリオン（98牡 ＊ワージブ）�６勝
��入着３回，東北ダー
ビー３着

［孫］ スターマイサドル（94� ＊サンデーサイレンス）１勝，府中３歳Ｓ‐Jpn3
２着，�２勝

リックムファサ（08牡 ＊イーグルカフェ）４勝，尾頭橋特別，�３勝��
アーバンヒーロー（93牡 アンバーシヤダイ）３勝，木津川特別２着，道頓
堀Ｓ３着，さざんか賞３着，�１勝

リンデンジョージ（91牡 ＊ミルジヨージ）３勝，豊前特別２着，天王山特
別３着

ベルロマンス（98牝 サツカーボーイ）�６勝�１勝，すみれ賞２着

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

76 ジェットフォイル２０２０ 牡・栗 ２／２４
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サウスヴィグラス

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダーケストスターナムラタイタン ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2006 ＊ジャビラバ

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザジェットフォイル ＊ジェイドロバリー

��
��
�ルナマリア青鹿 2013 プリママテリア

＊エープリルマリー 4r
Mr. Prospector S4×M4×S5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 サウスキャロライナ（12青鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
キングズランド（17牡青鹿 ＊キングズベスト）��入着２回�入着２回
シゲルシャイン（18牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�入着３回

２代母 アシュレイリバー（04黒鹿 Mr. Greeley）１勝
メタフィジクス（11牡 ダイワメジャー）入着，��３勝
ヒルトンヘッド（13牡 ダイワメジャー）１勝
ヘッドストリーム（15� ダイワメジャー）１勝
スマイル（16牡 ダイワメジャー）�３勝，館山特別，長良川特別２着，グッドラッ

クＨ２着
アルマフォルト（17牡 ジャスタウェイ）�１勝，唐戸特別３着

３代母 ＊チャールストンハーバー（98 USA鹿 Grindstone）USA出走
カレンデイムーン（08牡 タニノギムレット）２勝，竹尾特別３着
カレンブラックヒル（09牡 ダイワメジャー）７勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，毎日王冠

‐G2，ＮＺトロフィー‐G2，etc.，種牡馬
レッドアルヴィス（11牡 ゴールドアリュール）５勝，ユニコーンＳ‐G3，欅Ｓ‐L，

すばるＳ‐L，etc.
モーゼス（13牡 ダイワメジャー）１勝，ひめさゆり賞３着

４代母 ペニーズヴァレンタイン Penny's Valentine（89 USA栗 Storm Cat）FR・I
TY・USA２勝，伊１０００ギニー‐G2 ３着
［子］ ペニーズゴールド Penny's Gold（97 牝 Kingmambo）FR・USA７勝，ボー

ルストンスパＨ‐G3，ジェニーワイリーＳ‐G3，クインシー賞‐G3，etc.
［孫］ ペニーズピクニック Penny's Picnic（10 牡 Kheleyf）FR５勝，クリテリ

ヨムドメゾンラフィット‐G2，エクリプス賞‐G3，P. La Fleche
‐L，etc.，種牡馬

ストレイトオヴザンジバル Strait of Zanzibar（09� Arch）GB・IRE・
UAE10 勝，El Gran Senor S‐L

ソリッドゴールド Solid Gold（15� ＊ロックオブジブラルタル）�SAF７
勝，バイアリータークＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： ㈲坂東牧場
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

77 サウスキャロライナ２０２０ 牡・鹿 ４／１２

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュサウスキャロライナ Mr. Greeley

��
��
�アシュレイリバー青鹿 2012 ＊チャールストンハーバー

25
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラシエラ（09鹿 ＊マイネルラヴ）�３勝��６勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マクロー（18牡黒鹿 アッミラーレ）��２勝

２代母 サクラフィースト（98鹿 サクラチヨノオー）出走
サクラユートピア（05牡 サクラローレル）�１勝
サクラセイバー（07牡 ＊ゼンノエルシド）��２勝
サクラアイーダ（08牝 サクラローレル）�１勝�入着�
グルームアイランド（11牡 ヤマニンセラフィム）�３勝��10 勝�12 勝�１勝��，

報知オールスターＣ，北國王冠，イヌワシ賞，オグリキャップ記念，金沢ス
プリングＣ，etc.

３代母 サクラキャンドル（92鹿 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，新潟記念‐Jpn3 ２着，エイプリルＳ
‐OP ２着，etc.
サクラフィオーレ（99牝 サクラローレル）不出走

マルチヴィグラス（11牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝	６勝，黒潮皐月賞２着，
金の鞍賞２着

サクラメモリアル（00牝 サクラローレル）１勝，利尻特別３着
サクラエクスプロー（07牡 サクラプレジデント）２勝，釧路湿原特別，�２勝

４代母 サクラクレアー（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着
［子］ サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣ

Ｃ‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラヤマトオー（88牡 サクラユタカオー）４勝，オールカマー‐Jpn3
２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ホープフルＳ‐OP，etc.

［孫］ サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記
念‐G3，鳴尾記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

サクラアンプルール（11牡 キングカメハメハ）４勝，札幌記念‐G2，中山
記念‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着（２回），etc.，�２勝，種牡馬

サクラプレジール（10牝 サクラプレジデント）２勝，フラワーＣ‐G3

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

78 サクラシエラ２０２０ �・鹿 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyサクラシエラ サクラチヨノオー

��
��
�サクラフィースト鹿 2009 サクラキャンドル

＊クレアーブリツジ 13c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 サトノジュエル（09栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
リュウノフラット（15牝鹿 ルーラーシップ）�１勝
グロワールミノル（18牡鹿 リオンディーズ）��入着
ジャマン（19牝黒鹿 リオンディーズ）�未出走

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，Inaugural 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： 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： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

79 サトノジュエル２０２０ �・栗 ３／２８

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Devil His Due

�
�
�
�
�
�
�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラサトノジュエル
＊ Unbridled's Song

��
��
�スパークルジュエル栗 2009 Golden Jewel Box

10d
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 エーシンサンファン（08黒鹿 ステイゴールド）�３勝�入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ロクアイホープ（16牡鹿 タニノギムレット）��１勝
エイシンラビリンス（17牝黒鹿 ＊エーシンジーライン）��出走�入着��	
エイシンシーギリヤ（18牝黒鹿 エイシンヒカリ）�未出走
エイシンクンネイワ（19牝青鹿 ニホンピロアワーズ）�地方未出走

２代母 ＊サンファンガール（00 USA芦 Pleasant Colony）�１勝
エーシングレーソロ（05牡 ＊グラスワンダー）２勝，荒川峡特別２着，熱田特別３着，etc.，

�３勝
入着��，オータムＣ，名港盃２着，西日本ＧＰ２着
エーシンスワロー（06牝 ＊エイシンワシントン）�３勝
エーシンフルパワー（09牡 デュランダル）１勝
エーシンシアー（10牝 ＊グラスワンダー）�２勝
エイシンノア（11牝 ネオユニヴァース）入着，��１勝
エイシンシルキー（13牝 ＊コンデュイット）��１勝�２勝�

３代母 ＊キャタリナ（94 USA芦 Storm Cat）USA３勝
＊エーシンピーシー（04牡 Fusaichi Pegasus）３勝，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，オ

リエンタル賞，セントポーリア賞，etc.
＊エーシンクールディ（06牝 Distorted Humor）３勝，ＴＶ静岡賞，etc.，�３勝�

２勝�７勝��入着�，笠松ＧＰ（２回），Ｌプレリュード３着，etc.
スマイルカナ（17牝 ディープインパクト）�５勝，ターコイズＳ‐G3，フェア

リーＳ‐G3，米子Ｓ‐L，etc.
エーシンシャラク（08牡 ＊タイキシャトル）２勝，中京スポニチ賞，出石特別２着，

�７勝�１勝�10 勝，早池峰スーパースプリント，etc.，種牡馬
エイシンヒカリ（11牡 ディープインパクト）８勝，毎日王冠‐G2，etc.，GB・FR・

HKG２勝，イスパーン賞‐G1，香港カップ‐G1，種牡馬
エイシンティンクル（13牝 ディープインパクト）５勝，関屋記念‐G3 ３着，都大路

Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，etc.

４代母 カロライナサーガCarolina Saga（80 USA芦 Caro）不出走
［子］ サーボーフォート Sir Beaufort（87 牡 Pleasant Colony）USA10 勝，サンタ

アニタＨ‐G1，サンカルロスＨ‐G2，ネイティヴダイヴァーＨ‐G3，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： 水丸牧場
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

80 エーシンサンファン２０２０ �・鹿 ３／１９
＊ Summer Squall

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� カリズマティック

�
�
�
�
�
�
�
�
� Bali Babeワンダーアキュート

＊ Pleasant Tap

��
��
�ワンダーヘリテージ鹿 2006 Casa Petrone

＊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エーシンサンファン
＊ Pleasant Colony

��
��
�サンファンガール黒鹿 2008 ＊キャタリナ

16g
Pleasant Colony M3×S4 Storm Bird S4×M5

価格： 購買者：



母 カガヤクアイロ（12鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ポルトフレイバー（16牡鹿 ブリーズフレイバー）���１勝
グラスフレイバー（17牡黒鹿 ブリーズフレイバー）�出走
ダンツタイフーン（18牡黒鹿 ミッキーアイル）��入着２回
ナズタイザン（19牝鹿 ミッキーアイル）��入着

２代母 アイロニック（99鹿 ＊トニービン）不出走
ジョウテンデザート（03牝 ＊デザートキング）��１勝
ニックバニヤン（05牡 ＊デヒア）��４勝�１勝�２勝�入着，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ５着，羽田盃，ハイセイコー記念３着
シンデレラストリー（13牝 ＊パイロ）��２勝��

３代母 トウウン（83栗 ＊スイフトスワロー）出走
ハヤテバラモン（91牡 ＊インイクストリーミス）４勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３

着，ジュニアＣ‐OP ２着，犬吠埼特別，etc.

４代母 トウメイ（66鹿 ＊シプリアニ）16勝，有馬記念，天皇賞（秋），マイラーズＣ
（２回），牝馬東タイ杯，阪急杯，etc.，年代表，優古牝
［子］ テンメイ（74牡 ＊ルイスデール）６勝，天皇賞（秋），京都大賞典，菊花賞

２着，etc.，�７勝，種牡馬
トウエン（81牝 ＊ミルジヨージ）２勝，あさがお賞
ホクメイ（73	 ＊ルイスデール）２勝，�７勝，道営記念，農林水産大臣
賞典，瑞穂賞，etc.

［孫］ トウメイイチバン（92牡 ＊ロードザキヤノンズ）�11 勝，北海優駿３着，
王冠賞２着，北斗盃２着，etc.

ミルオー（83牡 ＊ミルジヨージ）５勝，麦秋賞，金峰山特別，さくらんぼ
賞，etc.

スーパーノバ（88牡 ＊リーフアーマツドネス）�６勝
入着３回，北斗盃

５代母 トシマンナ（58栗 メイヂヒカリ）不出走
［孫］ キタノカイウン（73牡 ＊シプリアニ）３勝，デイリー杯３歳Ｓ，函館３歳

Ｓ２着

販売申込者・所有者： ㈲丸幸小林牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1909
生 産 牧 場： ㈲丸幸小林牧場
飼 養 者： 天馬ステーブル＝浦河町上杵臼 �090-8898-9750

81 カガヤクアイロ２０２０ �・黒鹿 ３／２０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズカガヤクアイロ ＊トニービン

��
��
�アイロニック鹿 2012 トウウン

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ジヴェルニーアート（09 USA鹿 Giant's Causeway）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
トウシンアサヒ（14牡鹿 キングカメハメハ）��出走�３勝�１勝�
ショウナンバローロ（15牡鹿 キングカメハメハ）入着，障害１勝
シンボリノワール（16牝青鹿 マンハッタンカフェ）入着，���出走
マンヌポルト（18牝黒鹿 ミッキーアイル）�入着

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

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

＊ピサノデイラニ（04牡 Fusaichi Pegasus）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，観月橋
Ｓ，松戸特別，大阪スポーツ杯２着，大雪Ｈ２着，etc.，種牡馬

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

３代母 トライアルゴ Tri Argo（82 USA黒鹿 Tri Jet）USA６勝，Wistful H，
Leixable S‐L ２着，Mantua S‐R ２着，モデスティＳ‐G3 ４着，Ala
da S‐R ３着
レイディアルゴ Lady Argo（89牝 Gold Meridian）USA５勝

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

トライシーニアTrithenia（92 牝 Gold Meridian）USA入着３回
ウェルドレストWell Dressed（97牝 Notebook）USA３勝，American Hol

ly S‐L，Silver Spoon S‐L ３着
ウェルアームドWell Armed（03� Tiznow）GB・USA・UAE７勝，ドバ
イワールドＣ‐G1，米グッドウッドＳ‐G1，サンディエゴＨ‐G2，etc.

トライスキッピングTri Skipping（93牝 Skip Trial）USA２勝
パットンズヴィクトリー Patton's Victory（98� Patton）USA12 勝，フィフスシ

ーズンＳ‐G3，Prairie Meadows H‐L，Precisionist S，etc.

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

82 ジヴェルニーアート２０２０ �・黒鹿 ４／２２
＊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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormジヴェルニーアート ティーケイ Gold Meridian

��
��
�Tee Kay鹿USA 2009 Tri Argo

8h
Storm Cat M3×S4 Northern Dancer S5×M5 Crimson Satan S5×M5

価格： 購買者：



母 シナノカラー（12鹿 ＊アグネスデジタル）��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ロゼリアン（18牝黒鹿 ローズキングダム）��１勝�１勝
アントラシート（19牡黒鹿 ＊ラニ）��出走

２代母 フロイラインローゼ（05鹿 アドマイヤベガ）入着４回
カマクラ（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，カーネーションＣ２着，デイジー賞２着
ローズパルファン（17牝 エイシンフラッシュ）�１勝

３代母 アルバローズ（00鹿 ＊エリシオ）出走
セレスティアル（07牝 アグネスタキオン）出走

フランシスコダイゴ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝，舞浜特別２着，���２勝
�４勝，習志野きらっとスプリント３着（２回）

エアジェルブロワ（09牝 ダイワメジャー）４勝，遊楽部特別，堀川特別２着，夕月
特別２着，etc.

アンブリッジ（10牡 ダイワメジャー）３勝，鎌ケ谷特別，豊明Ｓ２着

４代母 ロゼカラー（93鹿 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋華賞
‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬
Ｓ‐Jpn1 ５着
［子］ ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京

記念‐G3，毎日杯‐Jpn3，etc.
ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2，マーメイドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.

ローズプレステージ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯‐Jpn2
２着，京都２歳Ｓ‐L ２着，清滝特別３着

テューダーローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，皿倉山特別，背振
山特別，はなみずき賞２着

ヴィンテージローズ（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，城崎特別３着，鶴橋特
別３着

［孫］ ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日
杯フューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優２牡，種牡馬

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

83 シナノカラー２０２０ 牡・鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

�
�
�
�
�
�
�
�
� キャンペンガールリーチザクラウン Seattle Slew

��
��
�クラウンピース青鹿 2006 ＊クラシッククラウン

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawシナノカラー アドマイヤベガ

��
��
�フロイラインローゼ鹿 2012 アルバローズ

＊ローザネイ 1w
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M4 Six Crowns S4×M5

価格： 購買者：



母 セレナータ（14栗 ＊ストーミングホーム）出走
初仔

２代母 ＊アドニータ（04 GB青 Singspiel）GB・FR２勝
ティップトップ（11牝 Dubawi）３勝
ラッシュアワー（13牡 ＊ストーミングホーム）１勝，荒川峡特別２着
モンテグロッソ（15牡 ＊モンテロッソ）�３勝，江の島Ｓ３着，むらさき賞３着
モダスオペランディ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，弥富特別，��１勝

３代母 ＊アンナパラリーヴァ（95 IRE 栗 Caerleon）FR２勝，オマール賞‐G3
アドヴァイス Advice（01� Seeking the Gold）FR・UAE５勝，G.P. de Compiegn

e‐L，G.P. Anjou Bretagne‐L，G.P. de Bordeaux‐L，etc.
アネモメーターAnemometer（03 牝 ＊サンデーサイレンス）GB入着

デュバイジーナDubai Gina（08牝 Dubai Destination）SAF４勝，Sun Cl
assique H‐L，ウーラヴィントン２０００‐G1 ３着，Ｊ＆ＢステイヤーズＨ
‐G2 ２着，etc.

ハルマッタン Harmattan（14牝 Street Cry）AUS３勝，ＭＶＲＣアレグザン
ドラＳ‐G3 ２着

イグアスフォールズ Iguazu Falls（05� Pivotal）GB・GER・USA・UAE７勝，
Surrey S‐L，アルファヒディフォート‐G2 ３着，サマーヴィルタタソール
Ｓ‐G3 ２着，etc.

エインジェルフォールズAngel Falls（06 牝 Kingmambo）不出走
ナシヨナルデファンスNational Defense（14 牡 Invincible Spirit）FR２勝，

ジャンリュクラガルデール賞‐G1，ジェベル賞‐G3 ２着，シェーヌ賞
‐G3 ３着，種牡馬

ノルディックディフェンスNordic Defense（15 牡 ＊マクフィ）�UAE・NOR
・SWE１勝，Al Bastakiya‐L ２着，Norsk Derby‐L ２着

アナサライ Anna Salai（07 牝 Dubawi）GB・FR・IRE１勝，グロット賞‐G3，愛
１０００ギニー‐G1 ２着，Conqueror S‐L ２着
アダヤル Adayar（18 牡 Frankel）�GB３勝，英ダービー‐G1，Ｋジョージ六世

＆ＱエリザベスＳ‐G1，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ２着，etc.
シーニオリティ Seniority（14� Dubawi）�GB・UAE５勝，アブダビチャンピオ

ンシップ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

84 セレナータ２０２０ �・鹿 ３／１０

＊

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

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meセレナータ
＊ Singspiel

��
��
�アドニータ栗 2014 ＊アンナパラリーヴァ

7f
Sadler's Wells S4×M5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Shareef Dancer M4×S5
Northern Dancer S5×M5 Halo M5×M5
価格： 購買者：



母 スターズバース（14鹿 ＊タートルボウル）１勝
初仔

２代母 ボーンスター（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，春日山特別２着
ボーンセレブリティ（03牡 エアジハード）��２勝
ナパリコースト（04牡 ＊クロフネ）１勝，�２勝
プロヴィナージュ（05牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，秋華賞‐Jpn1 ３着，阪神牝

馬Ｓ‐G2 ２着，京都大賞典‐G2 ３着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，��入着，
関東オークス‐Jpn2 ２着

サトノディライト（07牡 ＊ストラヴィンスキー）２勝，七重浜特別２着，あじさいＳ
２着，医王寺特別２着，郡山特別３着，湯沢特別３着，�５勝

ナチュラルライツ（08牝 サクラバクシンオー）１勝
エデンロック（10牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，芙蓉Ｓ

‐OP ３着，アプローズ賞２着，六社特別３着，�２勝�入着９回��
ボーンレジェンド（11牝 サクラバクシンオー）３勝
ナリタスターワン（12牡 ショウナンカンプ）５勝，北九州記念‐G3 ２着，ブラッド

ストーンＳ，醍醐特別，白梅賞，マカオＪＣＴ２着，���出走�入着３回
ボーンレガシー（13牡 ショウナンカンプ）���４勝�
ボーンスキルフル（15牝 ショウナンカンプ）４勝，稲妻Ｓ，邁進特別，周防灘特別

２着，帆柱山特別２着，巌流島特別３着

３代母 ＊ボーンフェイマス（86 USA栗 Exuberant）USA９勝，Edgewood S‐L，
Desert Vixen S‐LR，Gardenia S‐L，Golden Rod S‐L，Melaleuca
S，etc.
アコレード（91牝 Alysheba）３勝，金北山特別３着

アパティア（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，葉山特別，魚野川特別３着，飯
坂特別３着，etc.，�２勝�入着５回��

エストラード（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，梅田Ｓ２着，鳴門Ｓ２着，サンタ
クロースＨ２着，etc.，障害１勝，�１勝

ファモーザ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
フェイムロバリー（05牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，クロッカスＳ‐OP ３着，

摩耶Ｓ２着，渡月橋Ｓ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

85 スターズバース２０２０ �・青鹿 ２／ ３
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

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowスターズバース ＊サンデーサイレンス

��
��
�ボーンスター鹿 2014 ＊ボーンフェイマス

22
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 シーダーローズ（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－４（23）〕
ワインカラー（12牡栗 ＊ロージズインメイ）�３勝�４勝
ウインラングロワ（13牡栗 マツリダゴッホ）��５勝
クーロゼ（14牝鹿 マツリダゴッホ）�２勝�１勝�７勝
アイヅリュウコ（16牡栗 グランプリボス）１勝
アイドルヲサガセ（17牝鹿 ヴァンセンヌ）入着２回，��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

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，��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： ㈲増本牧場
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

86 シーダーローズ２０２０ �・鹿 ３／１５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンシーダーローズ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー栗 2006 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 シャインレジーナ（06鹿 アグネスタキオン）�５勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（４）〕
ヤマトワイルド（14牡鹿 トランセンド）３勝
モンパルナス（15�鹿 タニノギムレット）�３勝�入着３回
ヤマトホープシップ（17牝鹿 トランセンド）���１勝
ビナプリンセス（19牝鹿 リオンディーズ）��出走

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

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

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

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

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

ヒルノダカール（16牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，明石特別２着，春日特別２着，
天竜川特別２着，稲荷特別２着，町田特別３着，etc.

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

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

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

念‐Jpn3，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大林ファーム＝新冠町高江 �0146-47-2539
生 産 牧 場： ㈲大林ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

87 シャインレジーナ２０２０ �・鹿 ４／３０
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラシャインレジーナ メジロマックイーン

��
��
�タイムフェアレディ鹿 2006 トキファイター

＊アストニシメント 7c
Northern Dancer S5×S5 リマンドM5×M5

価格： 購買者：



母 シャイントウショウ（07黒鹿 ＊オペラハウス）�３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（９）〕
ワンディトウショウ（12牝黒鹿 オンファイア）入着２回，�２勝�２勝�入着
ポエムトウショウ（13牡黒鹿 サムライハート）�１勝，若鮎賞（芝 1600）３着
ショウリノビジョン（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）�２勝
エムティガジュマル（17牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝
キョウエイシャイン（19牝黒鹿 トゥザワールド）���１勝

２代母 フローラトウショウ（99鹿 エアダブリン）出走
ミントミョント（09牝 ＊シーキングザダイヤ）�３勝��入着�

３代母 ＊シャロントウショウ（94 USA栗 Woodman）出走

４代母 ＊シャロン（87 USA栗 Mo Exception）USA７勝，ＣＣＡオークス‐G1，ラン
パートＨ‐G2，ブラックアイドスーザンＳ‐G2，ボニーミスＳ‐G2，フォワード
ギャルＳ‐G3，etc.
［子］ シグナリオ（04牡 ジャングルポケット）４勝，成田特別，開成山特別，御

堂筋Ｓ２着，etc.
［孫］ ジャスタウェイ（09牡 ハーツクライ）５勝，安田記念‐G1，天皇賞（秋）‐G1，etc.，

FR・UAE１勝，ドバイデューティフリー‐G1，優古牡，種牡馬
スカイノダン（06牝 サクラバクシンオー）４勝，北九州記念‐G3 ２着，
福島民友Ｃ‐L ２着，京洛Ｓ‐OP ３着，etc.

アブジャルキズ Abjarkiz（17 牝 Abjar Academy）�TUR９勝，Orha
n Doga Ozsoy S‐L ２着，I.Inonu S‐L ２着

デルプレイスDell Place（99	 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA・CAN８
勝，Columbia S３着

オナッシスOnassis（10 牡 Panis）TUR４勝，Caldiran S‐L ３着
タガノシビル（07牝 フジキセキ）２勝，西日本スポーツ杯３着，�２勝

［曾孫］ スマートアリエル（17牝 キングカメハメハ）�２勝，駒場特別２着
スマートモノリス（15牡 ハーツクライ）２勝，英彦山特別２着，新緑賞２着

販売申込者・所有者： 堀川 洋之＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2381
生 産 牧 場： 堀川 洋之
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

88 シャイントウショウ２０２０ �・鹿 ３／２４

＊

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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinシャイントウショウ エアダブリン

��
��
�フローラトウショウ黒鹿 2007 ＊シャロントウショウ

2n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジャストゥラヴ（13鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝��５勝
初仔

２代母 リリーアンドローズ（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着５回
ブラックマンバ（04牡 ＊スルーザワールド）�１勝�１勝�入着��，荒炎賞３着
クールドリオン（05牡 ＊チーフベアハート）２勝
ジェットローズ（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝
ザベルオンアース（08牝 ＊ストラヴィンスキー）入着２回，��４勝

３代母 ノーブルアクション（90鹿 シンボリルドルフ）５勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，
新潟日報賞，福島ＴＶ杯，八ヶ岳特別，赤富士賞２着，etc.
ノーブルベレーザ（97牝 ＊トニービン）��出走

ホクセツファミリー（04牡 ＊リンドシェーバー）�９勝�５勝，菊水賞３着，園
田ユースカップ３着，園田ジュニアＣ３着

ホクセツロマン（07牝 スターリングローズ）�５勝�６勝	入着
��，若草
賞２着，のじぎく賞３着

４代母 ＊ノーブルフランチエスカ（85 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ ノーブルレイジ（94牡 ＊トニービン）４勝，飯坂特別，新緑賞，ドイツ騎

手招待（２）２着，etc.
ギベリン（93� シンボリルドルフ）４勝，白井特別，松浜特別２着，ゆき
つばき賞２着，etc.，障害１勝

５代母 ミスフランチェスカMiss Francesca（72 USA鹿 Raise a Native）USA４
勝，San Clemente S，La Centinela S２着，Leimert S２着，デルマー
オークス‐G3 ３着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，etc.
［孫］ ロ－ドスレヴァ Lord Sreva（87� Vaguely Noble）USA４勝，ホーソ

ーンＢＣＨ‐G3
アフォ－ダブルプライス Affordable Price（85 牝 Drouilly）USA３勝，
Torrey Pines S‐LR，レイルバードＳ‐G2 ２着，Crowning Glo
ry S‐LR ２着，etc.

ウェイクミ－ノットWake Me Not（91 牝 Southern Appeal）AUS４
勝，SAJC Balcrest S‐L

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

89 ジャストゥラヴ２０２０ �・青鹿 ５／１２

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerジャストゥラヴ ＊サンデーサイレンス

��
��
�リリーアンドローズ鹿 2013 ノーブルアクション

＊ノーブルフランチエスカ 13e
A.P. Indy S3×M4

価格： 購買者：



母 シャドウマスク（11青鹿 ハーツクライ）��２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ファインコール（17牡鹿 ＊モンテロッソ）���入着２回

２代母 ＊ピュアティー（95 USA栗 Woodman）出走
キョウワラプソディ（01牝 ダンスインザダーク）出走

ジュウワンブライト（09牝 キングヘイロー）�５勝�，ヤングＣｈ，プリンセ
スＣ，北日本新聞杯２着

シャドウフレア（02牡 ＊グラスワンダー）２勝
ヒシハイグレード（03牡 サクラバクシンオー）４勝，昇竜Ｓ‐OP ３着，石清水Ｓ，

猪苗代特別，滝桜賞，�３勝�３勝
パールシャドウ（06牝 ＊クロフネ）５勝，秋嶺Ｓ，ルスツ特別，ベゴニア賞，常総Ｓ

２着，大倉山特別２着，etc.
サトノシリウス（15牡 ディープインパクト）２勝，高雄特別２着，八ヶ岳特別３着

ジュヌドラゴン（07� ＊クロフネ）１勝，障害１勝
ロングシャドウ（10牡 ネオユニヴァース）３勝

３代母 レクストラオナー L'Extra Honor（87 USA栗 Hero's Honor）FR２勝，P.
Lord Seymour‐L，P. Charles Laffitte‐L ２着
ヒーザゴーンウェスト Heza GoneWest（93 牡 GoneWest）USA１勝，ジェネ

ラスＳ‐G3 ３着，Pirate Cove S‐R ３着，種牡馬
ヒドナー Hiddnah（97牝 Affirmed）GB・FR・GER１勝，Galtres S‐L ３着，

Godolphin S‐L ３着，Chesham S‐L ３着
マジェスティックロワMajestic Roi（04 牝 Street Cry）GB・FR・UAE３勝，サン

チャリオットＳ‐G1，フレッドダーリングＳ‐G3，サンドリンガム賞‐G2 ２着
マジェスティックジャスミンMajestic Jasmine（10牝 New Approach）IRE

・GER４勝，G.P. der Hannoverschen Volksbank‐L
ヌールアルハワNoor Al Hawa（13牡 ＊マクフィ）�FR・GER・QAT15勝，

ヴィシー大賞‐G3，州都デュッセルドルフ大賞‐G3，オイロパマイレ大賞
‐G3，etc.

ブラックスピリット Black Spirit（07� Black Minnaloushe）GB・FR・IRE・US
A８勝，ニューベリーアークトライアル‐G3，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ３着，
ゴードンリチャーズＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 成隆牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5469
生 産 牧 場： 成隆牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

90 シャドウマスク２０２０ �・鹿 ４／ ６

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスシャドウマスク
＊ Woodman

��
��
�ピュアティー青鹿 2011 L'Extra Honor

4g
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ジャネットハウス（02鹿 ＊オペラハウス）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
クィーンライナー（16牝鹿 アッミラーレ）��２勝

２代母 アンバーダイアン（93鹿 アンバーシヤダイ）出走
ヒテンリュウオー（99牡 ＊トニービン）�７勝
ミヤビハンター（05牝 メイショウホムラ）�１勝�

ネコマヒカ（15牡 ニューイングランド）２勝，��未出走���出走
サキノキングオー（06牡 ロイヤルタッチ）��２勝�６勝
イースタンパワー（07牝 スターリングローズ）�１勝	５勝
サキノダイアン（09牡 スパイキュール）�７勝��２勝�入着

３代母 ナイスデイ（79鹿 ＊インターメゾ）
１勝
スーパークリーク（85牡 ＊ノーアテンシヨン）８勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，

天皇賞（春）‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2（２回），産經大阪杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
シンコウマキシム（88牡 カツラギエース）１勝，渥美特別３着，山吹賞３着
マイエンジェル（89牝 ＊テリオス）不出走

ヘヴンズゲート（99牡 マヤノトップガン）１勝，飯盛山特別３着
ナイスアテンション（90牝 ＊ノーアテンシヨン）出走

コスモプロデュース（02牡 ＊ペンタイア）４勝，アメジストＳ，晩秋特別，寒竹
賞３着

ナイスガルボ（91牝 ＊ノーアテンシヨン）４勝，生田特別，恋路ケ浜特別，オークラ
ンドＲＣＴ２着，etc.

エイシンプリンス（92牡 アンバーシヤダイ）２勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，
八甲田山特別２着，富良野特別３着

４代母 サチノヒメ（57黒鹿 Sayajirao）６勝
［子］ ブラツクスワン（64牝 ＊エイトラツクス）５勝，朝日杯３歳Ｓ３着，毎日

王冠２着，三歳牝馬Ｓ‐OP，etc.
クレバーミナド（65牡 ＊エイトラツクス）８勝，ジユーンＳ，デイセンバ
ーＳ，中距離特別，etc.，障害１勝，種牡馬

アサカレオ（70牡 ＊パーシア）４勝，ガーネットＳ，清澄特別
［孫］ ネバアーノン（74牝 ＊ミラルゴ）６勝，恵山特別，漁火特別，松川浦特別

販売申込者・所有者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431
生 産 牧 場： 原 弘之
飼 養 者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431

91 ジャネットハウス２０２０ 牡・鹿 ５／ ６

＊

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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinジャネットハウス アンバーシヤダイ

��
��
�アンバーダイアン鹿 2002 ナイスデイ

＊セントマキシム 1l
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ジュエリスト（09鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
グローリアスカント（14牝栗 キングヘイロー）�２勝���１勝・５勝
ヤギリオーディン（16牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，���３勝
グローリアスグナー（17牝青鹿 スパロービート）���１勝
グローリアスカペラ（18牝栗 エピファネイア）�１勝，春菜賞（芝 1400）３着

２代母 アクティビスト（02鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回
タガノユニヴァース（07牝 ネオユニヴァース）�２勝
パームアイランド（08牝 フジキセキ）１勝
スパークエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）�６勝
ナンヨーマーズ（14牡 ハーツクライ）１勝，いわき特別２着，白梅賞２着，川俣特

別３着，��出走
アシャカナウ（15牡 ダノンシャンティ）��１勝�入着�
ヴァイル（16牝 トーセンホマレボシ）��入着３回�２勝

３代母 ワーキングガール（88鹿 ＊パドスール）４勝
クラフトマンシップ（95牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念‐Jpn3，函館記念

‐Jpn3 ２着，中山金杯‐Jpn3 ２着，etc.
ワーキングイオン（98牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ワーキングボーイ（03牡 ＊エンドスウィープ）５勝，藤森特別，太秦Ｓ２着，プ
ラタナス賞３着

クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3，etc.

クラフトミラージュ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，新緑賞３着
ラヴォランテ（05	 ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別，初咲賞３着
ガールズトーク（08牝 ステイゴールド）不出走

トーセンナチュラル（12牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ‐LR ２
着，湯浜特別３着

４代母 シヤダイワーデン（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ダイナコスモス（83牡 ＊ハンターコム）４勝，皐月賞‐Jpn1，Ｒたんぱ賞

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

92 ジュエリスト２０２０ 牡・鹿 ５／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケジュエリスト ＊フレンチデピュティ

��
��
�アクティビスト鹿 2009 ワーキングガール

＊ナイトライト 22d
ノーザンテーストM4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ジュエリーストーム（13鹿 ＊ストーミングホーム）入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ジューンクエスト（18牡栗 エスポワールシチー）�２勝

２代母 ＊ルビーズアンドダイアモンズ（04 IRE 鹿 Singspiel）不出走
ピラミッド（09� Dubai Destination）１勝，�２勝�

３代母 トルーリースペシャル Truly Special（85 IRE 鹿 Caerleon）FR２勝，ロワイ
ヨモン賞‐G3，オペラ賞‐G2 ３着，ノネット賞‐G3 ２着，P. de la Seine‐L
２着，P. des Tuileries‐L ２着，etc.
ソロドリュヌ Solo de Lune（90牝 Law Society）FR・GER１勝，Bayerischer

Stutenpreis‐L ２着
セルリアンスカイ Cerulean Sky（96牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，サン

タラリ賞‐G1，P. La Camargo‐L，ＥＰテイラーＳ‐G1 ２着，etc.
ランクレッス L'Ancresse（00 牝 Darshaan）GB・IRE・USA２勝，Finale S

‐L，愛オークス‐G1 ２着，ＢＣターフ牝馬‐G1 ２着，etc.
ムーンストーンMoonstone（05牝 Dalakhani）GB・FR・IRE１勝，愛オーク

ス‐G1，英オークス‐G1 ２着
トルーリーアドリーム Truly a Dream（91牝 Darshaan）FR・USA３勝，ＥＰテ

イラーＳ‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，プシュケ賞‐G3 ２着，etc.
ドリームピースDream Peace（08牝 Dansili）FR・USA・CAN・SIN４勝，

ノネット賞‐G2，P. Volterra‐L，ダイアナＳ‐G1 ２着（２回），etc.
ワリードWareed（98牡 Sadler's Wells）GB・FR４勝，ヴィコンテッスヴィジェ

賞‐G2，ユベールドショードネイ賞‐G2，Troy S‐L，etc.，種牡馬
リブレット Libretto（00 牝 Singspiel）不出走

コレット Colette（16 牝 Hallowed Crown）�AUS６勝，ＡＴＣオーストラリア
ンオークス‐G1，ＡＴＣアポロＳ‐G2，ＡＴＣアドリアンノックスＳ‐G3，etc.

４代母 アルクティクロワイヤル Arctique Royale（78 IRE 鹿 Royal and Regal）F
R・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G2，愛プリティポリー
Ｓ‐G2 ２着

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

93 ジュエリーストーム２０２０ �・芦 ５／ ３
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meジュエリーストーム
＊ Singspiel

��
��
�ルビーズアンドダイアモンズ鹿 2013 Truly Special

23
Halo S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ジュモット（12鹿 ＊ファスリエフ）�２勝�７勝��
初仔

２代母 セイヴィングス（03鹿 サクラバクシンオー）１勝，須賀川特別２着
マッハジール（10牡 ＊タイキシャトル）入着２回，�４勝
ローゼルキュート（11牝 ＊ファスリエフ）�７勝
フリューゲル（13牝 デュランダル）�１勝��入着４回
エムワンモンスター（17牡 カレンブラックヒル）��１勝��２勝

３代母 サンデーファスト（91鹿 Slew o' Gold）１勝
ジェイドファスト（05牡 ＊ジェイドロバリー）入着，若潮賞２着，�４勝��，ブリ

ーダーズゴールドジュニアＣ

４代母 ＊ハートブレイク（81 USA栗 Stage Door Johnny）USA１勝
［子］ サ－ティシックスレッド Thirty Six Red（87牡 Slew o' Gold）USA４

勝，ウッドメモリアルＳ‐G1，ゴーサムＳ‐G2，Churchill Downs
H‐L，etc.，種牡馬

コッラソーナ Corrazona（90牝 El Gran Senor）FR・USA７勝，ビヴァ
リーヒルズＨ‐G1，サンタアニタＢＣＨ‐G3，ヴァントー賞‐G3，etc.

［孫］ オルモダヴォルOlmodavor（99 牡 A.P. Indy）USA５勝，ホワーラウエ
イＨ‐G3，ネイティヴダイヴァーＨ‐G3，ハリウッドゴールドＣ‐G1
２着，etc.，種牡馬

マサノミネルバ（05牝 ＊ラムタラ）�４勝��，エーデルワイス賞‐Jpn3，
ブリーダーズゴールドジュニアＣ３着，栄冠賞

ウィンターファッションWinter Fashion（04牝 Kendor）FR３勝，P.
Amandine‐L，P. du Pont‐Neuf‐L ２着，P. Imprudence
‐L ２着

スローダウン Slow Down（97牝 Seattle Slew）FR・USA３勝，Hills
borough H‐L，Golden Poppy H‐L ２着，Star Ball H‐L ３着

ダックDac（11� Distorted Humor）USA７勝，Prairie Bayou S
（２回），Prairie Bayou S２着

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

94 ジュモット２０２０ 牡・鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessジュモット サクラバクシンオー

��
��
�セイヴィングス鹿 2012 サンデーファスト

＊ハートブレイク 9f
ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ジュンナルトー（12鹿 ゴールドアリュール）��５勝
初仔

２代母 ベネヴェント（96鹿 ＊トニービン）３勝，高山特別２着，習志野特別３着
プリマフォルツァ（05牝 ゴールドアリュール）３勝
コルノグランデ（08牡 フジキセキ）３勝，立川特別

３代母 ダイナシユート（82栗 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，七夕
賞‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，北九州記念
‐Jpn3 ２着，etc.
セイショウマインド（89� ＊リアルシヤダイ）３勝，��２勝�３勝，中津記念２着，

中津桜花賞２着
フロムダークネス（92� ＊サンデーサイレンス）２勝，新緑賞３着，障害２勝
マストビーラヴド（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ラインクラフト（02牝 ＊エンドスウィープ）６勝，桜花賞‐Jpn1，ＮＨＫマイル
Ｃ‐Jpn1，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，etc.

フロレンティノ（06� ＊スウェプトオーヴァーボード）USA・UAE４勝，ジェ
ファーソンＣ‐G2，トランシルヴァニアＳ‐G3 ３着

アドマイヤロイヤル（07牡 キングカメハメハ）７勝，プロキオンＳ‐G3，欅Ｓ‐L，etc.，
�１勝�入着２回���，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着（２回），etc.

ホーネットピアス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，隅田川
特別，早春賞２着，etc.
コンノート（08牡 キングカメハメハ）５勝，関越Ｓ‐L ２着，柳都Ｓ，横手特別，etc.
セキショウ（10牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，紫苑Ｓ‐LR，日本海Ｓ，山中湖

特別，etc.
トーコーヴィーナス（12牝 ＊クロフネ）�11 勝�３勝�１勝��入着３回，Ｌプレ

リュード‐Jpn2 ２着，ロジータ記念２着，桜花賞２着，etc.，ＮＡＲ優古牝
アドマイヤマックス（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念‐Jpn1，富士Ｓ

‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

４代母 シヤダイマイン（73黒鹿 ＊ヒツテイングアウエー）３勝，師走特別
［子］ ダイナマイン（80牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，新

潟記念‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： スマートホーム㈱＝東京都新宿区 �03-6908-7828
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

95 ジュンナルトー２０２０ 牡・鹿 ６／１４

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤジュンナルトー ＊トニービン

��
��
�ベネヴェント鹿 2012 ダイナシユート

＊フアンシミン 9f
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 シンキングカミユ（13鹿 タニノギムレット）�６勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
シンキングロマンス（19牝芦 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 ディアンサス（06黒鹿 ＊ティンバーカントリー）�２勝�２勝
ナイスサンフラワー（11牝 サクラバクシンオー）�２勝
シンキングジョリー（12牝 タイムパラドックス）１勝
キングランシーン（15牡 ＊ベーカバド）�３勝，九州ジュニアＣｈ
トクダワラ（16牝 キングヘイロー）�２勝�入着�
メルヴェイユシチー（17牡 エスポワールシチー）��２勝�入着４回

３代母 シーディザーブス（99鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，中京２歳Ｓ‐OP ２着，
渡島特別，大雪Ｈ２着，オホーツクＨ２着，層雲峡特別２着
コスタパルメーラ（08牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋特別，伊勢佐木特別２着，

松戸特別２着，etc.

４代母 ＊ディフェレンテ（84 ARG栗 Propicio）ARG４勝，クリアドレス賞‐G1 ３着
［子］ ディフェレントDifferent（92 牝 Candy Stripes）USA・ARG９勝，ス

ピンスターＳ‐G1，ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ＣＥジュヴェナイルフ
ィリーズ‐G1，etc.

ディフンディドDifundido（93牡 Candy Stripes）ARG１勝，ブエノス
アイレス州賞‐G2 ３着，種牡馬

アルファフォーレス（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３
着，ブリリアントＳ‐L ２着，etc.，���入着２回��	，ダイオラ
イト記念‐Jpn2 ３着

［孫］ ペルーサ（07牡 ゼンノロブロイ）５勝，青葉賞‐G2，札幌日経ＯＰ‐LR，
若葉Ｓ‐L，etc.，種牡馬

パシャドーラ（10牝 ハーツクライ）３勝，白井特別，山中湖特別２着，織
姫賞２着，etc.

コンテナ（12牡 サクラバクシンオー）３勝，恵那特別

販売申込者・所有者： 佐藤 貞夫＝福島県郡山市 �024-945-7777
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

96 シンキングカミユ２０２０ �・鹿 ４／ ８

＊

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルシンキングカミユ ＊ティンバーカントリー

��
��
�ディアンサス鹿 2013 シーディザーブス

＊ディフェレンテ 6a
Mr. Prospector S4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 シングンガガ（13黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着５回，�４勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
シングンビヨンセ（19牝黒鹿 シングンオペラ）��入着

２代母 エフロレス（06栗 キングカメハメハ）入着８回
オールオブユー（12牝 ダイワメジャー）１勝，カンナＳ‐OP ２着
シングンスパーク（16牡 シングンオペラ）���３勝

３代母 ＊カービーメドウ（91 CAN鹿 Meadowlake）USA４勝，Duchess S‐L ２
着，Fanfreluche S‐R ２着，Fury S‐R ３着
ファントムライト Phantom Light（99 牡 Alphabet Soup）USA４勝，ドミニオン

デイＨ‐G3，エクリプスＨ‐G3，種牡馬

４代母 レティニューRetinue（82 CAN鹿 Vice Regent）不出走
［子］ ミスオーエンズMiss Owens（86牝 Smarten）USA４勝，マザリーンＳ

‐G3 ２着，ShadyWell S‐R ２着，Yearling Sales S‐R ２着，etc.
ジョンザドラマー John the Drummer（96 牡 Ascot Knight）USA２勝，
Breeders' S‐R ２着

［孫］ キャリーウィズアシー CarrieWith a C（03牝 Beau Genius）USA13
勝，Barbara Shinpoch S‐L ２着

５代母 ダンシングアンジェラDancing Angela（73 USA芦 ＊ダンサーズイメージ）
USA１勝
［子］ ベジラ Bejilla（77 牡 Quadrangle）USA12 勝，ドミニオンデイＳ‐G3，

Canadian Maturity S‐R，Charlevoix H２着，etc.，種牡馬
ルダンスール Le Danseur（79 牡 Lord Durham）USA５勝，Plate Tri
al S‐R，Coronation Futurity‐R，Winnipeg Futurity‐R，etc.，
種牡馬

リーガルアンジェラ Regal Angela（95 牝 Regal Intention）USA２勝，
Bison City S‐R

［孫］ ブルーデイジー Blue Daisy（88 牝 ＊シャーラスタニ）FR・IRE・GER・I
TY・USA５勝，バグッタ賞‐G3，P. Tantieme‐L，Garnet Ra
ce‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ヒカル牧場＝新冠町高江 �0146-47-2762
生 産 牧 場： ㈲ヒカル牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

97 シングンガガ２０２０ �・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンシングンガガ キングカメハメハ

��
��
�エフロレス黒鹿 2013 ＊カービーメドウ

14c
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ジャストザマリン（14鹿 ディープブリランテ）１勝
初仔

２代母 ＊ラヴアズギフト（07 USA鹿 Tiznow）出走
エフハリスト（13牡 ハーツクライ）２勝
ファストアズエバー（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，ルミエールオータ

ムダッシュ‐L ３着，飛翼特別，飛翔特別，邁進特別２着，閃光特別２着，etc.
グランマリアージュ（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝，西部スポニチ賞

２着，大府特別３着，さわらび賞３着

３代母 ＊ファストアズライト（99 USA鹿 ＊ヘネシー）５勝，壬生特別，鷹ケ峰特別，
耶馬渓特別，九重特別，別府特別２着，etc.
ライトストーリー（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，背振山賞

４代母 タフアズネイルズTough as Nails（84 USA鹿 Majestic Light）不出走
［子］ キャトレイル Catrail（90 牡 Storm Cat）GB・FR・USA６勝，英チャレ

ンジＳ‐G2，ダイアデムＳ‐G3，Hackwood S‐L，etc.，種牡馬
［孫］ トラッケンジャム Trac N Jam（08牝 El Corredor）USA３勝，India

na Downs Distaff S‐L

５代母 ハードライナーHardliner（74 USA黒鹿 Buckpasser）不出走
［子］ ジョンズゴールド John's Gold（79 牡 Bold Bidder）USA６勝，ロング

フェローＨ‐G2，フォートマーシーＨ‐G3，ペンシルヴァニアガヴァ
ナーズＣ‐G3，etc.，種牡馬

［孫］ ライフアトザトップ Life At the Top（86牝 Habitat）GB・USA４勝，
カンデラブラＳ‐G3，Sweet Solera S‐L，サンチャリオットＳ
‐G2 ２着

サウンドリーズニング Sound Reasoning（83牝 Known Fact）GB・US
A８勝，Correction H‐L

ジャンティヨムGentilhomme（93牡 ＊ジェネラス）GB・USA４勝，Z
etland S‐L

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

98 ジャストザマリン２０２０ 牡・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズジャストザマリン
＊ Tiznow

��
��
�ラヴアズギフト鹿 2014 ＊ファストアズライト

2d
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊エーシンロレーン（06 USA栗 Rahy）�５勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（18）〕
エイシンライナー（11牡栗 エイシンデピュティ）�１勝
エイシンアグライア（12牝黒鹿 マンハッタンカフェ）�２勝�２勝�入着７回
エイシンシルダリア（13牝栗 キングカメハメハ）�４勝
エイシンダンシャク（17牡栗 ダノンシャンティ）��６勝�１勝�
エイシンシッソウ（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）��１勝�１勝

２代母 ＊エイシンレマーズ（96 USA鹿 Phone Trick）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1
２着，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，もみじＳ‐OP，葵Ｓ‐OP ３着，紅梅
Ｓ‐OP ３着

＊エーシンリバティー（07牝 Belong to Me）１勝
エーシンフルマーク（09� デュランダル）１勝

３代母 インパーティネントレイディ Impertinent Lady（88 USA鹿 Sham）USA２勝
パートレイディPert Lady（95牝 Cox's Ridge）USA１勝

ザヴァタ Zavata（00 牡 Phone Trick）USA５勝，アムステルダムＳ‐G2，サ
ラトガスペシャルＳ‐G2，トレモントＳ‐G3，etc.，種牡馬

コッキー Cocky（97牡 Valiant Nature）USA３勝，サンラファエルＳ‐G2 ３着，
種牡馬

インパーティネント Impertinent（01 牝 Swain）不出走
インパーティネントマン Impertinent Man（06牡 Compendium）CHI13 勝，

P. Luis Larrain Prieto‐L ２着，トムソンマシューズ賞‐G3 ３着，P.
Carreras del '20‐L ３着

インパーティネントフィリー Impertinent Filly（07 牝 Ocean Terrace）CHI
４勝，P. Jorge Baraona Puelma‐L ２着，P. Luis Davila Larrain‐L
３着

ラティーバRateeba（05牝 Sky Mesa）USA１勝
アイスペントイト I Spent It（12 牡 Super Saver）USA２勝，サラトガスペシ

ャルＳ‐G2，ホープフルＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
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

99 エーシンロレーン２０２０ �・黒鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊

ラヒー Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Rahy Glorious Songエーシンロレーン
＊ Phone Trick

��
��
�エイシンレマーズ栗USA 2006 Impertinent Lady

4m
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ストロンボリ（10栗 ゴールドアリュール）�９勝��４勝
初仔

２代母 インディゴラヴ（04芦 Holy Bull）２勝
レジェンドクイーン（13牝 ディープスカイ）�３勝
ティーガー（14牡 ビッグサンデー）�５勝���

３代母 ＊デルタラヴ（93 USA鹿 Mr. Prospector）USA６勝，Chapel of Dreams H
，City of Hialeah S，Explosive Kate S，Noble Royalty S，My Ch
armer H‐L ２着，etc.
キャリアデイCareer Day（00牝 Cherokee Run）USA出走

ゴリラスピードGorilla Speed（14牡 Pashito the Che）VEN４勝，P. My
Own Business‐L ３着

シムーン（09牡 メイショウボーラー）１勝，�６勝，佐賀弥生賞

４代母 ラヴズイクスチェインジ Love's Exchange（86 USA黒鹿 Key to the Mint）
USA15 勝，シャーリージョーンズＨ‐G3（２回），Burn's Return H‐L，Miss
Dade H‐L，Virginia H‐L，Egret H，etc.
［孫］ ホエアズロージービーWhere's Rosie B（09牝 Real Quiet）USA６勝，

Foxy J. G. S‐R
マイグレイトラヴMy Great Love（03牝 Albert the Great）PR９勝，
C. Prensa Hipica‐L（２回），C. Roberto Clemente‐L ２着，
C. Wiso G.‐L ２着

パースエイドミーレイディ Persuade Me Lady（12牝 Lydgate）USA６
勝，Acadiana S‐R ２着，Louisiana Stallion S‐R ２着，L
ouisiana Cup Filly andMare Sprint S‐R ３着

リンリンキー Ling Ling Qi（05 牡 Yonaguska）USA10 勝，Clever Tr
evor S２着，Matt Winn S‐L ３着

［曾孫］ コンシュームド Consumed（09� Article of Faith）USA２勝，Crow
n Ambassador S‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114

100 ストロンボリ２０２０ �・黒鹿 ３／２８
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤストロンボリ Holy Bull

��
��
�インディゴラヴ栗 2010 ＊デルタラヴ

8c
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 スカーレットドレス（04鹿 ＊ホワイトマズル）�９勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（８）〕
レッドアフレイム（12牡鹿 ディープインパクト）１勝，�２勝
スカーレットキス（14牝黒鹿 ディープインパクト）�１勝
カラフルワールド（15牡栗 オルフェーヴル）��４勝��
レディインレッド（17牝鹿 トーセンジョーダン）��出走
カルサーダス（18牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）��１勝
ブルーマントル（19牡栗 オーシャンブルー）�地方未出走

２代母 ＊シルバージョイ（93 CAN栗 Silver Deputy）USA４勝，Muskoka S‐R
２着，Classy 'N Smart S‐R ３着
アジアンリゾート（99牝 Capote）出走

ハイパーフォルテ（07牡 ＊クロフネ）�10 勝���，兵庫ダービー，楠賞，園田
ジュニアＣ２着，摂津盃３着，菊水賞３着，etc.

バリーバーン（01牝 ＊エンドスウィープ）３勝，津軽海峡特別２着，オホーツクＨ３
着，噴火湾特別３着

シングフォアジョイ（03牝 ＊グラスワンダー）入着３回
トップフライアー（09牡 ＊スタチューオブリバティ）４勝，伊良湖特別，�８勝，

東海桜花賞３着
メイショウギガース（14牡 メイショウボーラー）�５勝，越後Ｓ，天王寺特別

２着，桶狭間Ｓ３着
オウケンブルースリ（05牡 ジャングルポケット）５勝，菊花賞‐Jpn1，京都大賞典

‐G2，ジャパンＣ‐G1 ２着，京都大賞典‐G2 ２着（２回），ＡＲ共和国杯‐G2
２着，etc.，種牡馬

ネオシーサー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，尾頭橋特別２着，��１勝�１勝
トーセンルクリア（08牝 ダンスインザダーク）入着３回

トーセンオパール（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，すずらん賞‐OP
３着，��５勝

コスモジョイジョイ（12牡 ジャングルポケット）入着，��18 勝，すずらん賞２着，
青藍賞３着

３代母 ジョイオヴマートルウッド Joy of Myrtlewood（84 USA鹿 Northern Jove）
USA１勝

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： ㈲吉田ファーム
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

101 スカーレットドレス２０２０ �・黒鹿 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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeスカーレットドレス
＊ Silver Deputy

��
��
�シルバージョイ鹿 2004 Joy of Myrtlewood

13c
Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 スタンリープール（13黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
チェリーブロード（18牝黒鹿 ラブリーデイ）��１勝
ウチノランスター（19牝黒鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ＊ブロードアピール（94 USA黒鹿 Broad Brush）12勝，ガーネットＳ‐Jpn3，
シリウスＳ‐Jpn3，プロキオンＳ‐Jpn3，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，�１勝��入着，
かきつばた記念‐Jpn3，etc.
クイックシューター（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，千種特別，小牧特別２着，

�２勝�
カイゼリン（05牝 アドマイヤベガ）３勝，フリージア賞，秩父特別３着
ミスアンコール（06牝 キングカメハメハ）１勝

テンダリーヴォイス（12牝 ディープインパクト）２勝，アネモネＳ‐LR，フェ
アリーＳ‐G3 ３着，赤松賞２着，アスター賞２着

ワグネリアン（15牡 ディープインパクト）�５勝，日本ダービー‐G1，神戸新聞杯
‐G2，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，大阪杯‐G1 ３着，ジャパンＣ‐G1 ３着，etc.

アガルタ（07牝 キングカメハメハ）不出走
プロレタリアト（11牝 ハーツクライ）４勝，万葉Ｓ‐OP ３着，古都Ｓ，グッド

ラックＨ，サンシャインＳ２着
マイネルオフィール（12牡 ゴールドアリュール）�６勝，総武Ｓ‐OP，初夢Ｓ，

大通特別，摩耶Ｓ２着，花園Ｓ２着，etc.，障害２勝
ブロードソード（10� ダイワメジャー）３勝，わらび賞，高瀬川Ｓ２着，播磨Ｓ２

着，くすのき賞２着，白嶺Ｓ３着，�２勝���入着３回
アドマイヤシャイ（12牝 ＊キンシャサノキセキ）４勝，鳥取特別，姫路特別，花背特

別２着
ブロードアリュール（14� ゴールドアリュール）３勝

３代母 ヴァリドアルアー Valid Allure（85 USA黒鹿 Valid Appeal）USA３勝，
Bangles and Beads S‐L ２着，La Habra S‐L ３着
デザートリエイゾンDesert Liaison（97牝 Woodman）USA２勝

スートラ Sutra（04 牝 Meadowlake）USA３勝，フリゼットＳ‐G1，アーリン
トンワシントンラッシーＳ‐G3 ２着，Pan Zareta S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲村上牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2508
生 産 牧 場： ㈲村上牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

102 スタンリープール２０２０ 牡・鹿 ４／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンスタンリープール
＊ Broad Brush

��
��
�ブロードアピール黒鹿 2013 Valid Allure

4r
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 スペシャルウィッチ（04黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（５）〕
ドラムメジャー（11牡青 ＊シンボリクリスエス）入着７回，�１勝
ジョースパーク（13牝鹿 ディープスカイ）�１勝��入着 11回
バロンエール（15牝黒鹿 ブラックタイド）��２勝
ブラッククローム（18牡青鹿 カレンブラックヒル）��１勝

２代母 ＊ウィッチフルシンキング（94 USA鹿 Lord Avie）USA12 勝，パカラップＳ
‐G2，イーゴンマイルＳ‐G3，ジャストアゲイムＨ‐G3，ニジャナＳ‐G3，Fir
st Lady S‐L，etc.
マンティスハント（01牝 Deputy Minister）入着３回

ゴーハンティング（08� フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別，
セプテンバーＳ２着，札幌日刊スポーツ杯２着，etc.

クロスボウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，錦秋Ｓ２着，障害１勝
サングレーザー（14牡 ディープインパクト）７勝，札幌記念‐G2，マイラーズ

Ｃ‐G2，スワンＳ‐G2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，マイルＣｈＳ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

バイマイサイド（15牡 ステイゴールド）�３勝，鳴滝特別，グレイトフルＳ２
着，金山特別３着

ロフティーエイム（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，函館記念
‐Jpn3 ２着，檜原湖特別，野島崎特別２着，両国特別２着，etc.
スマッシュ（10牝 キングカメハメハ）出走
スマッシャー（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ユニコーンＳ
‐G3，端午Ｓ‐OP ３着，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

エイムアンドエンド（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，共同通信杯‐G3 ３着，
ＴＶ山梨杯，幕張Ｓ２着

ダイワモースト（06牡 ＊グラスワンダー）１勝
メーデイア（08牝 キングヘイロー）４勝，��５勝	１勝，ＪＢＣＬクラシック

‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3（２回），スパーキング
ＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3

ウィッチクラフト（16� ゴールドアリュール）�２勝

３代母 ハロウィーンジョイHalloween Joy（87 USA鹿 Exuberant）USA９勝

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793

103 スペシャルウィッチ２０２０ �・栗 ５／２８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールスペシャルウィッチ
＊ Lord Avie

��
��
�ウィッチフルシンキング黒鹿 2004 Halloween Joy

2b
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 スペランツァデーア（11黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，西海賞（芝 2000）２着，
湯川特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
ストームシャドウ（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊ウェイクアップマギー（03 IRE 鹿 ＊ザール）GB・IRE・USA６勝，チャート
ウェルフィリーズＳ‐G3，オークトリーＳ‐G3，Adoration H‐R，チヴァリ
ーパークＳ‐G1 ２着，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，etc.
エイシンライアン（10牡 Smart Strike）４勝，リボン賞
タケルワールド（12牡 ダイワメジャー）��１勝�入着
ナリタトップスター（14牝 ディープインパクト）�１勝
ハギノアップロード（16牡 ブラックタイド）�２勝，コスモス賞‐OP ３着，茶臼山

高原特別２着，福寿草特別２着，境港特別３着，熱田特別３着
リュクスフレンド（18牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 カラゴールドKalagold（95 IRE 栗 Magical Strike）IRE１勝
シェイディヌック Shady Nook（00牝 Key of Luck）IRE 障害出走

ラーチ Larch（12牝 Acclamation）GB１勝
ホイスパードドリームWhispered Dream（16牡 Alhebayeb）�ITY２勝

カラバンガKalabunga（04牝 Val Royal）IRE 入着２回
サイヤハンバ Siyahamba（14� Helmet）�GB１勝

スターアライアンス Star Alliance（08� Dalakhani）GB１勝
ダイアーストレイツDire Straits（11� Teofilo）GB１勝，GB障害２勝

４代母 ショーイングスタイル Showing Style（84 IRE 栗 ＊パドスール）不出走

５代母 エンブステーラEmbustera（78 GB栗 Sparkler）GB１勝
［子］ ゴージャスストライクGorgeous Strike（83 牡 Hello Gorgeous）GB・F

R・NOR４勝，G.P. Conseil Generl des Alpes‐Maritimes‐L，
Oslo Cup‐L ２着，ジョンポーターＳ‐G3 ３着，etc.

フレイミングエンバー Flaming Ember（95 牡 Fayruz）GB・GER・NO
R・SWE・DEN８勝，Woodcote S‐L ３着，Klampenborg St
ore Sprint‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

104 スペランツァデーア２０２０ �・黒鹿 ３／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジスペランツァデーア
＊

＊ザール

��
��
�ウェイクアップマギー黒鹿 2011 Kalagold

31
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 スマートメビウス（07鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マナツノユキ（16牝青鹿 トゥザグローリー）��２勝
デヴィルズプライド（18牡黒鹿 ゼンノロブロイ）��出走

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
ミヤビオウカ（06牝 ジャングルポケット）入着２回

チェリータイセイ（13牡 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�２勝，大観峰賞３着
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

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
コンバットブルボン（99� ＊ジョリーズヘイロー）１勝，樅の木賞２着
シークラッカー（04牡 ＊ソウルオブザマター）�５勝，サラ系キングＣ３着

販売申込者・所有者： ㈲様似堀牧場＝様似町緑町 �0146-36-3037
生 産 牧 場： ㈲様似堀牧場
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

105 スマートメビウス２０２０ 牡・黒鹿 ３／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルスマートメビウス ＊オジジアン

��
��
�ジョーディシラオキ鹿 2007 ジヨーデイアレスト

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×S4 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 セイウンヒマワリ（10栗 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
エスクロー（18牝栗 ヴィクトワールピサ）��出走��出走
セイウンコチョウ（19牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ヒカルプリンセス（03鹿 ＊クロコルージュ）出走
ブラウニーサンクス（08牝 ＊ルールオブロー）１勝
コスモメイフェア（11牝 ステイゴールド）�１勝�１勝��入着５回

３代母 ＊オールウェイズグッドサンクス（96 USA鹿 Miswaki）USA２勝
スナークファルコン（02牡 ＊キンググローリアス）５勝，雅Ｓ，甲南Ｓ２着

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

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

ィルロジャーズＳ‐G3
アンペア（06牝 ＊ワイルドラッシュ）�７勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，関東オークス‐Jpn2 ３着，リリーＣ，etc.，ＮＡＲ優２歳

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

ブラックゼット（07牡 マンハッタンカフェ）１勝，福寿草特別２着
ダイワモービル（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，浦安特別３
着，くるみ賞３着

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

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

ライトフェアリー（12牝 サムライハート）４勝，ＵＨＢ賞‐OP ２着，鞍
馬Ｓ‐OP ２着，船橋Ｓ，etc.，��２勝

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

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： ㈲日進牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

106 セイウンヒマワリ２０２０ �・栗 ３／３１
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊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セイウンヒマワリ ＊クロコルージュ

��
��
�ヒカルプリンセス栗 2010 ＊オールウェイズグッドサンクス

1s
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 センスオブラヴ（14鹿 ＊ストリートセンス）��入着７回
〔産駒馬名登録数：１〕
ロストボール（19�栗 フリオーソ）�未出走

２代母 ラヴインザダーク（06鹿 ダンスインザダーク）２勝，インディアＴ
コログレッツォ（15牡 オルフェーヴル）��５勝�２勝

３代母 ＊ラヴアンドバブルズ（01 USA鹿 Loup Sauvage）FR３勝，クロエ賞‐G3，
Criterium de Languedoc‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，P. des Sablonnets
‐L ２着
ハブルバブル（08牝 ディープインパクト）１勝，フラワーＣ‐G3 ２着
ディープブリランテ（09牡 ディープインパクト）３勝，日本ダービー‐G1，東スポ

杯２歳Ｓ‐G3，皐月賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬
ゼウスバローズ（11牡 ディープインパクト）４勝，調布特別，日本海Ｓ２着，宮崎

特別２着，etc.
ラヴアンドドラゴン（13牝 ディープインパクト）２勝，城崎特別，三面川特別３着

４代母 ＊バブルドリーム（93 FR鹿 Akarad）不出走
［子］ ジュヌドリーム Jeune Dream（99牡 Jeune Homme）ITY５勝，P. M

erano‐L，P. Giuseppe deMontel‐L ２着，P. Botticelli‐L
３着

ブルーリッチ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ‐OP ３着
［孫］ インザバブル（13牡 ＊キンシャサノキセキ）３勝，三浦特別３着

５代母 ＊バブルプロスペクター（84 USA栗 Miswaki）IRE１勝
［子］ ザッツザプレンティ（00牡 ダンスインザダーク）３勝，菊花賞‐Jpn1，Ｒ

たんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
マニックサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，サンスポ４歳牝馬
特別‐Jpn2

［孫］ ショウナンパントル（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，阪神ジュベナイル
フィリーズ‐Jpn1，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，優２牝

エポワス（08� ＊ファルブラヴ）７勝，キーンランドＣ‐G3，大阪―ハン
ブルクＣ‐L，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

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

107 センスオブラヴ２０２０ 牡・栗 ４／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleセンスオブラヴ ダンスインザダーク

��
��
�ラヴインザダーク鹿 2014 ＊ラヴアンドバブルズ

1b
Mr. Prospector S4×M5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 サチノストリート（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）��出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
セイガイハ（16牡栗 ＊セイントアレックス）��２勝�４勝���
トロワフィーユ（17牝鹿 エスポワールシチー）���１勝
ジャストメンバー（19牡鹿 エスポワールシチー）��出走

２代母 イーエルブロッサム（98鹿 ＊ラストタイクーン）１勝，相川特別３着
モンスターパーク（05� ＊フォーティナイナー）１勝
キングアレキサンダ（06牡 ＊アグネスデジタル）２勝
アスタータイクーン（07� ＊バゴ）２勝
リュウノリボン（12牝 サムライハート）�１勝	１勝��入着３回
ペンタス（15牝 エスポワールシチー）��５勝���

３代母 エルプス（82栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞‐Jpn1，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優３牝
リヴァーガール（91牝 ＊リヴリア）１勝

テイエムオーシャン（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝
テイエムオペラドン（09牡 テイエムオペラオー）１勝，障害３勝，京都ハ
イジャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着

テイエムハヤブサ（02牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別，こけもも賞２着

４代母 ホクエイリボン（73栗 ＊イーグル）不出走
［子］ フジイーグル（81牝 ＊マグニテユード）１勝，日吉特別，五頭連峰特別３

着，����13 勝
ステルス（83牝 ＊マグニテユード）４勝，十和田湖特別，長良川特別２着，
太宰府特別２着，etc.

フェスティブゼウス（93牡 ＊プラウドデボネア）２勝，沓掛特別
［孫］ メイショウテゾロ（92牡 ＊アサティス）３勝，シンザン記念‐Jpn3，マイ

ルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，千両賞
コバノイーグル（90牡 ＊ナトルーン）２勝，奥尻特別２着，奥尻特別３着

販売申込者・所有者： 福岡 駿弥＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0074
生 産 牧 場： 福岡 駿弥
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

108 サチノストリート２０２０ �・鹿 ５／ 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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomサチノストリート ＊ラストタイクーン

��
��
�イーエルブロッサム鹿 2008 エルプス

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

価格： 購買者：



母 エーシンスパイシー（10鹿 ＊クロフネ）�14 勝，新春賞（Ｄ1870）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サンプレスコット（17牝鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
エイシンヌチマシヌ（19牝栗 ＊パイロ）��入着

２代母 ＊サンタマリアガール（02 USA鹿 High Yield）１勝，�１勝�入着２回
エーシンパナギア（08牝 エイシンサンディ）３勝，�１勝�，阿蘇山賞２着

ロードエース（15牡 ＊エーシンフォワード）�４勝，韋駄天Ｓ‐OP ３着，やま
びこＳ，ブラッドストーンＳ３着

エイシンギアアップ（18牡 エイシンフラッシュ）�１勝
エイシンヌプリ（19牝 ＊パイロ）��１勝，フルールＣ２着

エーシンクーフラン（09牡 ハーツクライ）入着，�３勝�１勝
エイシンルジーナ（14牝 ＊タートルボウル）入着，��４勝�３勝

３代母 ＊エイシンマリアンナ（96 USA黒鹿 GoneWest）３勝，シクラメンＳ‐OP
マリモMarimo（03牝 Touch Gold）USA１勝

アヌビス Anubis（10 牡 Inducement）VEN７勝，Copa Gran Abuelo‐L
２着，P. Don Fabian‐L ２着

＊エーシンマリポーサ（04牝 Pulpit）１勝，�１勝
エイシンホクトセイ（11牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝��１勝�９勝，北海

道２歳優駿‐Jpn3 ３着，新春賞２着，サンライズＣ２着，etc.
＊エーシンカマンダー（05牡 Cat Thief）１勝，黒竹賞３着，	４勝

４代母 ドラマティックジョイDramatic Joy（87 USA黒鹿 Riverman）USA４勝，
Vallejo S‐L，Very Subtle Sales S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ４着，
Bustles and Bows S２着，Prima Donna S‐L ３着，etc.
［孫］ テレブリーズ Telebreeze（06牝 Wild Event）BRZ・URU８勝，P. A

graciada‐L，P. Suprema Corte de Justicia‐L，P. E. Vargas y E
duardo Vargas Garmendia‐L ３着

［曾孫］ イスタンフォード Istanford（11牝 Istan）USA５勝，サンクレメンテＨ
‐G2，アーリントンクラシック‐G3，Sandy Blue H，etc.

ハリーヒー Harryhee（12
 Hello Broadway）�USA12 勝，Trinnib
erg S２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： 栄進牧場
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

109 エーシンスパイシー２０２０ 牡・芦 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューエーシンスパイシー
＊ High Yield

��
��
�サンタマリアガール鹿 2010 ＊エイシンマリアンナ

A13
Storm Cat S3×M4

価格： 購買者：



母 テイクウォーニング（12栗 ディープスカイ）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ヒードザコール（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ＊ゴールドサンライズ（93 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA３勝，ゴールデ
ンロッドＳ‐G3，アルシバイアディズＳ‐G2 ３着，Pocahontas S‐L ２着
バドラーンBadraan（98牝 Danzig）UAE３勝

イースタンアーリア Eastern Aria（06 牝 Halling）GB・FR・GER・CAN・A
US・SAU10勝，パークヒルＳ‐G2，リリーラングトリーＳ‐G3，Aphr
odite S‐L，P. Joubert‐L

シヴァリクスター Shivalik Star（09� Shamardal）IND12勝，Chief Minist
er's Cup‐L，Bangalore Turf Club Trophy‐L，Bangalore City Gol
d Cup‐LR，Mysore Dasara Sprint Championship‐L，New Year
Cup‐L ２着，etc.

シヴァリクストーム Shivalik Storm（11� Dancing Forever）IND６勝，A
. C. Ardeshir Trophy‐L，Breeders' Multi Million‐LR，Gool S. Poo
nawalla Million‐LR，Calcutta Champions' Sprint Trophy‐L ３着
（２回），Super Mile Cup‐LR ３着，etc.

ゴールデンスフィンクスGolden Sphinx（03牝 Storm Cat）USA１勝
トライユアラック Try Your Luck（13牝 Lookin At Lucky）USA３勝，D

ueling Grounds Oaks，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ３着，パカラップ
Ｓ‐G3 ３着，リグレットＳ‐G3 ３着，TaWee S３着，etc.

ゴールデングローブ（08牝 Shamardal）５勝，府中Ｓ，三面川特別，熊野特別２着，
魚沼Ｓ３着

インカンデセンス（10牝 ＊ファンタスティックライト）１勝

３代母 シアトルドーン Seattle Dawn（86 USA鹿 Grey Dawn）USA７勝，デラウ
ェアＨ‐G2，スノーグースＨ‐G3，Gala Lil H‐L，Tuscarora H，ロング
ルックＨ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

110 テイクウォーニング２０２０ �・鹿 ３／１９

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビテイクウォーニング
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�ゴールドサンライズ栗 2012 Seattle Dawn

A4
Mr. Prospector S4×M4 Danzig S4×M5 Northern Dancer S5×S5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 タヒチアンメモリ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），海外－１（３），地方－３（14）〕
ダンシングスコール（06牝鹿 メジロライアン）�１勝�２勝�
ボーメック（10牡鹿 バブルガムフェロー）��６勝
ミスマルレイナ（12牝栗 スクリーンヒーロー）�１勝�２勝��１勝�１勝��，

加賀友禅賞（Ｄ1300）３着
トロピカルスパート（14牝栗 フリオーソ）３勝
ヘネシープライムHennessy Prime（15牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）KOR３勝
マッハガールMach Girl（17 牝鹿 カネヒキリ）	KOR出走
ジーショッカー（19牡鹿 エスポワールシチー）	��出走

２代母 ＊タヒチアンブリーズ（93 CAN栗 Vice Regent）入着
シルクラディカル（99牡 メジロライアン）１勝
トロピカルタイム（00牝 ＊ブライアンズタイム）３勝

シェナパドメ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝，土佐春花賞３着
ロードツイスター（10
 ＊シニスターミニスター）１勝

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 坂本 健一＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2067
生 産 牧 場： 坂本 健一
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

111 タヒチアンメモリ２０２０ �・鹿 ６／ ２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousタヒチアンメモリ
＊ Vice Regent

��
��
�タヒチアンブリーズ鹿 2001 ＊トロピカルサウンドⅡ

13a
Roberto M4×S5 Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイクインス（09青鹿 ＊ワイルドラッシュ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
タイセイノワール（16牝青鹿 アッミラーレ）�１勝��１勝�
エランヴィタール（17牡鹿 スマートファルコン）��６勝��
サイタオフェーリア（18牝青 リオンディーズ）��出走

２代母 ジュンプリンセス（02鹿 ＊タイキシャトル）�４勝��
エルピス（08牝 ＊パラダイスクリーク）�２勝��入着２回
スーパーアース（10牝 スパイキュール）２勝，千葉日報杯２着
ジューヌノーブル（11牡 マーベラスサンデー）�14 勝
ネコランラン（12牝 ＊ジャイアントレッカー）��１勝

３代母 ＊マーゴーン（95 USA青鹿 Dayjur）GB・GER入着４回
スズカマジェスタ（08牡 スズカマンボ）１勝，こけもも賞３着，障害１勝
ハッピースプリント（11牡 アッミラーレ）�５勝��６勝��，全日本２歳優駿

‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），
ＮＡＲ優２牡，ＮＡＲ優３牡，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

エキドナ（13牝 ＊スタチューオブリバティ）３勝，鷹取特別３着

４代母 ホイスパードシークレットWhispered Secret（90 CAN黒鹿 Secretariat）
不出走

５代母 クラッシーンスマート Classy 'n Smart（81 CAN鹿 Smarten）USA５勝，
Bison City S‐R，Canadian Oaks‐R，Fury S‐R，Ontario Colleen
H‐R，Duchess S‐L ２着，etc.
［子］ ダンススマートリーDance Smartly（88 牝 Danzig）USA12 勝，ＢＣデ

ィスタフ‐G1，モルソンイクスポートミリオンＳ‐G2，Selene S
‐L，etc.

スマートストライク Smart Strike（92 牡 Mr. Prospector）USA６勝，フ
ィリップＨアイズリンＨ‐G1，サルヴェイターマイル‐G3，種牡馬

フルオヴワンダー Full of Wonder（98 牡 Mr. Prospector）USA５勝，
ナイアガラＨ‐G1

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

112 タイセイクインス２０２０ �・青 ３／３０
＊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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkタイセイクインス ＊タイキシャトル

��
��
�ジュンプリンセス青鹿 2009 ＊マーゴーン

23b
Halo S4×M5 Drone S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワラスター（11黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
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）��１勝�

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
カーディストリー（16牝 ＊ノヴェリスト）入着，���１勝

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.
ゴッドフェニックス（06牝 ＊ブライアンズタイム）３勝

ロイヤルバローズ（15牡 オルフェーヴル）�３勝，春風Ｓ２着，頌春賞２着
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

ビッグリボン（18牝 ルーラーシップ）�１勝，忘れな草賞‐L ３着
グレーターロンドン（12牡 ディープインパクト）７勝，中京記念‐G3，東風Ｓ‐L，

毎日王冠‐G2 ３着，etc.，種牡馬
ブリッジオーヴァー（14牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，飛翼特別，�３勝

４代母 ＊オールフオーロンドン（82 USA鹿 Danzig）GB・USA３勝，Ocean City S
２着，Platinum Belle S２着，Margate S３着
［子］ ナリタオンザターフ（98牡 ＊アフリート）２勝，ポインセチア賞，�１勝

��，名古屋優駿‐Jpn3

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

113 ダイワラスター２０２０ 牡・黒鹿 ５／１８

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Devil His Due

�
�
�
�
�
�
�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

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
Halo S4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ダノンクィーン（11芦 ＊チチカステナンゴ）�６勝�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ルピナステソーロ（18牝栗 ミッキーアイル）��２勝

２代母 メイユーブルーム（05栗 ダンスインザダーク）不出走
ローリングタワー（14牡 ＊ハービンジャー）３勝，北辰特別，知床特別
モズハチキン（16牝 ＊ハービンジャー）１勝
スターレイジング（18牡 ＊ノヴェリスト）���１勝

３代母 フローラルグリーン（98栗 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，
常陸特別，なにわＳ３着，ハッピーエンドＣ３着
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイランド

Ｓ‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，etc.
メジャーガラメキ（12牝 ダイワメジャー）３勝，鳴海特別３着
ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，タン

ザナイトＳ‐OP ３着，etc.，�地方未出走

４代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，Charles H. Russell H
‐L ３着，Orinda H‐L ３着
［子］ ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大

賞典‐G2，京都大賞典‐Jpn2，etc.，種牡馬
グリーンプレゼンス（95牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）２勝，若葉Ｓ‐OP，
紫野特別２着

ホウシュウサルーン（93牡 ＊ベリフア）��６勝�入着２回，全日本３歳
優駿，ＴＶＫ盃

［孫］ マツリダゴッホ（03牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，有馬記念‐G1，オー
ルカマー‐G2（３回），日経賞‐G2，etc.，種牡馬

ナムラメルシー（14牝 ＊エンパイアメーカー）��８勝�３勝�，エンプ
レス杯‐Jpn2 ２着

［曾孫］ ツーエムマイスター（12	 メイショウボーラー）５勝，パラダイスＳ‐L
２着，朱鷺Ｓ‐L ３着，仲秋Ｓ，etc.，�
４勝�����

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �090-5988-3884
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ベルサイユステーブル㈱＝日高町庫富 �090-6982-0000

114 ダノンクィーン２０２０ �・鹿 ３／ ３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラダノンクィーン ダンスインザダーク

��
��
�メイユーブルーム芦 2011 フローラルグリーン

＊フローラルマジック 18
Mr. Prospector S4×M5 Nijinsky S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タカラメロス（13鹿 ヴァーミリアン）��出走
〔産駒馬名登録数：１〕
リリーエクセロン（19牝鹿 ＊バトルプラン）��入着

２代母 ＊ボーテ（96 FR芦 Highest Honor）FR入着２回
ベルネージュ（03牝 サクラバクシンオー）�11 勝
ショウナンライジン（04牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，アイルランドＴ‐L ３着，函館

競馬場グランドＯＰ記念‐OP ３着，スピカＳ，千葉日報杯，両国特別２着，etc.
ツリークライミング（07牡 ダンスインザダーク）�１勝�１勝
フクノスピカ（10牝 ダンスインザダーク）�12 勝
ドーテ（12牝 ＊ファルブラヴ）�２勝

３代母 ゴールドペブルGold Peble（88 FR鹿 Glint of Gold）FR１勝
メトレッスMaitresse（03 牝 Singspiel）FR５勝

ドレミファソルDo Re Mi Fa Sol（13 牝 Wootton Bassett）GB・FR４勝，P
. du Grand Camp‐L，マルレ賞‐G2 ３着，ブロンテＣ‐G3 ２着，etc.

４代母 トゥートシToute Cy（79 FR鹿 Tennyson）FR入着２回
［子］ ダーダリシムDadarissime（89牡 Highest Honor）FR６勝，ヴィコンテッス

ヴィジェ賞‐G2，バルブヴィル賞‐G3，リュテース賞‐G3，etc.，種牡馬
フロリペデス Floripedes（85 牝 Top Ville）FR２勝，リュテース賞‐G3，
ロイヤルオーク賞‐G1 ２着

［孫］ モンジューMontjeu（96牡 Sadler's Wells）出走，GB・FR・IRE・USA1
1 勝，仏ダービー‐G1，愛ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，etc.，種牡馬

ルパイヤール Le Paillard（94 牡 Sanglamore）FR・USA５勝，P. Ren
e Bedel‐L，サンフアンカピストラーノＨ‐G1 ２着，種牡馬

［曾孫］ アゲイン Again（06 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE４勝，愛１０００ギ
ニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，etc.

ダノンシャーク（08牡 ディープインパクト）７勝，マイルＣｈＳ‐G1，富
士Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.，種牡馬

モンロシェMont Rocher（95� Caerleon）GB・FR・AUS・UAE11 勝，
G.P. du Sud‐Ouest‐L（２回），Foundation S‐L，P. Max S
icard‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �090-3125-8387
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

115 タカラメロス２０２０ �・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

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

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

＊エルコンドルパサー
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�
�
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��

�ヴァーミリアン スカーレットレディタカラメロス
＊ Highest Honor

��
��
�ボーテ鹿 2013 Gold Peble

1u
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 タニセンヴォイス（09栗 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
タニセンボーラ（16牡栗 ＊ハービンジャー）��７勝
チュパチ（19牝栗 ＊ダンカーク）��出走

２代母 ＊ヴォイスフロムヘヴン（96 USA栗 Affirmed）USA１勝
サンワードロデム（02牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
サンワードピラー（03牡 ＊スキャターザゴールド）２勝，��１勝
サンワードティアラ（04牝 ＊ボストンハーバー）�１勝
セフティファンキー（06牡 スペシャルウィーク）�５勝�
ジャック（08牡 キングヘイロー）入着，�１勝�２勝	３勝��
タワーオブクイーン（13牝 スターリングローズ）���６勝

３代母 ニジンスキーズビューティNijinsky's Beauty（84 USA栗 Nijinsky）不出走
ヒアカムディパークス Here Come D Perks（91
 Rahy）USA14 勝，Pelican S

２着
ブロンドモーメント Blond Moment（92 牝 Affirmed）USA３勝，Belle Starr S

‐L，Woodlands Debutante S，Miss Oceana S２着，etc.
スライシャノン Sly Shannon（93牡 Carson City）USA入着３回，Hialeah Juv

enile S３着
リングオヴケリーRing of Kerry（94 牝 ＊ハウスバスター）USA入着２回

グッドトゥビーホームGoodtobehome（04牝 ＊ケイムホーム）USA１勝
ホームジャーニー Home Journey（10牝 Good Journey）USA５勝，ラス
シエネガスＳ‐G3，Daisycutter H２着，Mizdirection S２着，etc.

コーイルミーホーム Coil Me Home（15
 Coil）�USA２勝，Thor's
Echo S‐R ２着

４代母 シークレットビューティ Secret Beauty（67 USA栗 Raise a Native）USA
入着２回
［子］ ニジンスキーズシークレットNijinsky's Secret（78 牡 Nijinsky）FR・US

A14 勝，ハイアリアターフＣ‐G1（２回），ＷＬマクナイトＨ‐G2，ブ
ーゲンヴィリアＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 市正牧場＝浦河町富里 �0146-25-2124
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

116 タニセンヴォイス２０２０ �・栗 ３／２６
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲
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＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat
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�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス
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�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルタニセンヴォイス
＊ Affirmed

��
��
�ヴォイスフロムヘヴン栗 2009 Nijinsky's Beauty

14e
Halo S4×M4 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5
Raise a Native M5×M5
価格： 購買者：



母 タイムデヴィアス（09栗 タイムパラドックス）�１勝��入着
〔産駒馬名登録数：２〕
タイムゲレイロ（18牝黒鹿 ローレルゲレイロ）���入着

２代母 イブキグリンバレー（94鹿 ＊ドクターデヴィアス）出走
アイファーチャチャ（99牡 ＊バイアモン）１勝，�５勝��１勝�
エーススキャン（01牡 ＊スキャン）��５勝，太平記特別
コンテ（03牡 ＊キンググローリアス）�９勝��，道営記念，瑞穂賞，王冠賞２着，

北海優駿３着
エメラルドミックス（04牝 ＊タイキブリザード）��１勝
マイネルナチューラ（05牡 カリスタグローリ）	１勝
ヤマニンシャスール（07牡 マイネルマックス）４勝，鹿野山特別，湯田上特別，安

達太良Ｓ２着，琵琶湖特別２着，木屋町特別２着，etc.
スーパーフレッシュ（08牡 ＊グリーンアプローズ）�１勝�
ハナウタ（11牝 ドリームスプレッド）
３勝�４勝�入着

３代母 モントタヤーラ（87黒鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，梅花賞３着
ギルデッドエージ（97牡 ＊ティンバーカントリー）入着，障害４勝，中山大障害‐JG1，

中山グランドジャンプ‐JG1 ２着，阪神スプリングジャンプ‐JG2 ３着，優障害
サクラスギ（99牝 トウカイテイオー）
３勝，白菊賞，日高賞３着
エムティニシキ（00牝 ＊ディアブロ）
11 勝，トパーズＣ３着

４代母 ＊ボウモント（70 USA黒鹿 Bold Ruler）USA出走
［子］ エルグランシャダイ（83牡 Plugged Nickle）８勝，札幌日刊スポーツ杯

‐OP，道新杯‐OP，すみれ賞‐OP ２着，etc.
ダイナボウモント（84牝 ＊ノーザンテースト）３勝，矢作川特別，愛宕特
別３着，沈丁花賞３着

ビッグモント（89� ＊ナグルスキー）２勝，渡島特別２着，恵山特別３着
［孫］ サンアドマイヤ（93牡 ＊トニービン）２勝，江坂特別３着，
５勝，青

藍賞，シアンモア記念３着
［曾孫］ トーキングタワー Talking Tower（93 牝 Irish Tower）USA５勝，M

erry Time S‐R，Indiana Oaks‐L ２着

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �01456-2-5855
生 産 牧 場： 福山牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

117 タイムデヴィアス２０２０ �・鹿 ６／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス
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�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ブライアンズタイム
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�
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�タイムパラドックス ＊ジョリーザザタイムデヴィアス ＊ドクターデヴィアス

��
��
�イブキグリンバレー栗 2009 モントタヤーラ

＊ボウモント 8g
Nureyev S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダノンベルベール（06栗 アグネスタキオン）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐Jpn1 ２着，クイーンＣ‐G3 ２着，芙蓉Ｓ‐OP（芝 1600）２着，赤松賞（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：４〕

２代母 ＊ミスベルベール（95 FR栃栗 Bering）FR４勝，アスタルテ賞‐G2，P. Rond
e de Nuit‐L，アスタルテ賞‐G2 ２着，オペラ賞‐G2 ２着，グロット賞‐G3 ２
着，etc.
アイーンベル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

サヴァーレ（09牝 ローエングリン）１勝
ベルフォーラヴ（10牝 ＊バトルライン）�１勝��３勝，栄冠賞３着
ハウエバー（14牡 ローエングリン）３勝，日高特別，ＨＴＢ賞３着（２回），洞

爺湖特別３着，荒川峡特別３着，三春駒特別３着
ヴィーダ（15� ＊ヨハネスブルグ）�２勝，竜飛崎特別，渡島特別２着，檜山特

別２着，苫小牧特別２着，�３勝��１勝
ベルジュール（03� アグネスタキオン）３勝，夕月特別，浅草特別２着，堀川特別３着
プリティダンス（04牝 ダンスインザダーク）２勝，岡崎特別，浦佐特別３着，糸魚

川特別３着
ダノンシュナップス（07牡 デュランダル）２勝，ひいらぎ賞３着
サトノアポロ（08� ＊シンボリクリスエス）５勝，中日新聞杯‐G3，クリスマスＣ，

習志野特別，糸魚川特別，いわき特別２着，etc.
フィールフリーリー（10牝 アグネスタキオン）１勝

フィールオーケー（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，���２勝
フォルミダーブル（15� オルフェーヴル）��６勝

３代母 ミスアフリックMiss Afrique（87 FR鹿 African Song）FR５勝，P. Casi
mir‐Delamarre‐L，P. de la Calonne‐L，P. Edellic‐L，P. La Camarg
o‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，etc.
ミスエベーヌMiss Ebene（93牝 Lead on Time）FR・USA１勝，P. Zeddaan

‐L ２着

４代母 ディクチュミサスDictumisas（76 FR鹿 ＊デイクタス）FR１勝，P. Joubert
２着，FR障害３勝

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

118 ダノンベルベール２０２０ 牡・栗 ５／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again
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�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラダノンベルベール
＊ Bering

��
��
�ミスベルベール栗 2006 Miss Afrique

3n
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンチャーター（12芦 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
トラモントガルフ（18牡芦 ヴィクトワールピサ）��入着２回
ムナサワギノツキ（19牝芦 ＊アジアエクスプレス）��出走

２代母 エイシンチーター（05黒鹿 スペシャルウィーク）�５勝
エイシンシャリオ（11牡 ＊サウスヴィグラス）�３勝�５勝���入着３回
エイシンプロング（14牝 ＊エイシンアポロン）�１勝�２勝
エイシンモートル（16牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝
エイシンミード（18牝 ストロングリターン）��２勝�

３代母 ＊アラデヤ（97 GB鹿 Machiavellian）不出走
カネトシアーネスト（02牡 フジキセキ）２勝，もちの木賞３着
マイネルスケルツィ（03牡 ＊グラスワンダー）５勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，京都金

杯‐G3，ギャラクシーＳ‐L，etc.
エイシンイチモンジ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，いちょうＳ‐L ２着
ティアップゴールド（06牡 ＊クロフネ）４勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，長岡京Ｓ，

花見小路特別，etc.
リルバイリル（08� ＊ロックオブジブラルタル）２勝，館山特別２着，大森浜特別２

着，姫島特別２着，etc.

４代母 ＊フェアシャーリー（90 IRE 黒鹿 Shirley Heights）GB１勝

５代母 フェアリーダンサー Fairy Dancer（84 USA鹿 Nijinsky）IRE１勝，Irish
One Thousand Guineas Trial S‐L ３着
［孫］ アミールベイルート Amir Beirut（11 牡 Modigliani）�PER23 勝，P. V

elocidad‐L，P. Arrabal‐L，ベロシダド賞‐G3 ２着，etc.
［曾孫］ アリカンテドーン Alicante Dawn（14牡 Equiano）GB３勝，Ripon C

hampion 2‐Y‐O Trophy‐L
エコー Eqho（13牝 Giant's Causeway）�USA・PR10 勝，C. Dia de l
a Raza‐L，Latonia S２着，C. Dia del Veterano‐LR ２着，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
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

119 エイシンチャーター２０２０ �・芦 ４／ ９
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini
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�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊
＊フレンチデピュティ
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�クロフネ ＊ブルーアヴェニューエイシンチャーター スペシャルウィーク
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��
�エイシンチーター芦 2012 ＊アラデヤ

5h
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 チーカ（11芦 ＊チチカステナンゴ）��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
マラビジョーソ（17牡芦 フリオーソ）��未出走�３勝�１勝
ターミエルガー（19牝芦 ＊キングズベスト）�地方未出走

２代母 チャペルコンサート（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，米子Ｓ‐L，オーク
ス‐Jpn1 ２着，ターコイズＳ‐L ２着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，チューリップ
賞‐Jpn3 ３着，etc.
キリエ（06牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ウインクレド（13牡 ＊バトルプラン）１勝，八幡特別３着，�２勝�３勝�入着
�，金沢スプリントＣ２着

アスタールビー（16牝 ロードカナロア）�４勝，しらかばＳ，潮騒特別，ＴＶ
ｈ杯２着

グランドチャペル（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害２勝，新潟ジャンプＳ
‐JG3 ２着

チャペルプリンセス（09牝 キングカメハメハ）入着７回，浦佐特別３着，�３勝
ビッグシューター（16牡 ＊タートルボウル）�２勝�２勝�入着�，岐阜金賞２着

メイショウキシドウ（12牡 メイショウサムソン）１勝，�３勝�入着５回�

３代母 ＊リープフォージョイ（92 GB栗 Sharpo）GB・FR・IRE・ITY３勝，オメノー
ニ賞‐G3（２回），ダイアデムＳ‐G2 ３着，P. Certosa‐L ２着，フィーニクス
スプリントＳ‐G3 ３着，Doncaster S‐L ３着
ラストリゾート（00牝 ＊ノーザンテースト）１勝

サーリセルカ（05牝 ＊ウォーエンブレム）出走
メイショウタチマチ（13牝 スペシャルウィーク）４勝，忘れな草賞‐LR ３
着，ポプラ特別，御陵Ｓ２着，etc.

ムードインディゴ（05牝 ダンスインザダーク）３勝，府中牝馬Ｓ‐G3，秋華賞
‐Jpn1 ２着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，etc.
ユーキャンスマイル（15牡 キングカメハメハ）�６勝，阪神大賞典‐G2，新潟

記念‐G3，ダイヤモンドＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： ㈲坂東牧場
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

120 チーカ２０２０ �・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラチーカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�チャペルコンサート芦 2011 ＊リープフォージョイ

1l
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダンスバンド（12鹿 エイシンサンディ）�13 勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アキュートセンス（19牝鹿 ワンダーアキュート）�地方未出走

２代母 ミヤビダンサー（03鹿 ＊トレジャーアイランド）�１勝�13 勝，ライデンリー
ダー記念，サラ・プリンセス特別
ダンスミュウジック（11牝 ショウナンカンプ）�４勝
ダンシングナイト（13牝 アドマイヤコジーン）�２勝
グレイトデピュティ（14牡 エイシンデピュティ）��13 勝�入着��，中京ペガス

ターＣ，ＭＲＯ金賞３着
ホワイトガンベルト（15牡 フサイチリシャール）��７勝�１勝
レインボーカラー（18牝 ニホンピロアワーズ）���１勝

３代母 メイサウンド（91鹿 ＊スプレンデイドモーメント）�入着
パレスギャル（98牝 ＊デュラブ）�１勝
パレスコンコルド（02牡 ＊デュラブ）�２勝
ヘブンリーゲート（05牡 ＊トレジャーアイランド）�１勝�２勝�入着５回
ログ（07牡 トゥナンテ）１勝

４代母 モガミサウンド（85栗 ＊ネヴアーダンス）入着５回
［子］ キンザンウイニング（96牡 ウイニングチケット）２勝

ミノルワン（93牡 ＊フレンチグローリー）	11 勝
入着２回�
［曾孫］ ミナミノヒリュウ（06牡 ＊トレジャーアイランド）�12 勝，園田ＦＣスプ

リント，園田ユースＣ，園田ＣｈＣ２着，etc.

５代母 フクカグラ（76鹿 ＊サウンドトラツク）不出走
［子］ ロイヤルポイント（88牡 ＊ロイヤルスキー）
９勝��入着３回	，不

来方賞，ダービーＧＰ３着，東北サラ３才Ｃｈ，etc.
ワイドカムリー（81牝 ＊ネヴアーダンス）３勝，恵庭岳特別
ムラノサチエル（83牝 ＊ネヴアーダンス）１勝，漁火特別２着，ＳＴＶ杯
３着，八雲特別３着，��５勝

マキシムダンデイ（86牡 ＊ネヴアーダンス）２勝，日向特別２着，�６勝
�６勝

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： 熊谷 武
飼 養 者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509

121 ダンスバンド２０２０ �・鹿 ５／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードダンスバンド ＊トレジャーアイランド

��
��
�ミヤビダンサー鹿 2012 メイサウンド

＊ラグレシア 10b
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 タークオイズローズ（12栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
マジカルフェイス（17牡鹿 ヴァンセンヌ）��４勝�１勝
ユイノダンディズム（18牡鹿 ディープブリランテ）�出走
トワダキャンパス（19牝栗 ロゴタイプ）�未出走

２代母 ローズロック（03栗 ＊フォーティナイナー）�２勝
ローズビジュー（11牝 サクラバクシンオー）�１勝
クリノハプスブルク（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�出走，�１勝�３勝�入着２回��
オーミプレスト（15牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝�
ライオンロック（16牡 アッミラーレ）	１勝


３代母 ＊カーメリン（93 IRE 鹿 Caerleon）IRE出走
カオリハイパー（98牡 ＊フォーティナイナー）４勝，鎌倉特別３着，種牡馬
ウォーニングムスメ（99牝 ＊ウォーニング）３勝

ウイニングムスメ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）
３勝��３勝�，佐賀桜花賞２着

４代母 マーウェルMarwell（78 IRE 鹿 Habitat）GB・FR10 勝，ジュライＣ‐G1，
アベイドロンシャン賞‐G1，チヴァリーパークＳ‐G1，キングズスタンドＳ‐G1，
フライイングチルダーズＳ‐G1，etc.
［子］ マーリングMarling（89 牝 Lomond）GB・IRE・USA７勝，愛１０００ギニ

ー‐G1，コロネイションＳ‐G1，サセックスＳ‐G1，etc.
カーウェント Caerwent（85 牡 Caerleon）GB・FR・IRE４勝，愛ナショ
ナルＳ‐G1，愛インターナショナルＳ‐G2，Irish Two Thousand G
uineas Trial S‐L，etc.，種牡馬

［孫］ イートンライフルズ Eton Rifles（05� Pivotal）GB・FR・IRE10 勝，
P. Cor de Chasse‐L，P. Contessina‐L（３回），Wentworth S
‐L，etc.

ムガーレブMugharreb（98牡 GoneWest）GB・IRE・UAE３勝，H
opeful S‐L，デュークオヴヨークＳ‐G3 ２着，National Day Cu
p‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

122 タークオイズローズ２０２０ �・鹿 ４／２９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandタークオイズローズ ＊フォーティナイナー

��
��
�ローズロック栗 2012 ＊カーメリン

14c
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ダービーゾーン（00鹿 サニーブライアン）４勝，鳥羽特別（芝 1200），庄内川特別
（芝 1200），芦屋川特別（芝 1400）２着，ラジオ福島賞（芝 1200）２着，岡崎特別
（芝 1200）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－５（16）〕
ケイエスジャパン（07牡栗 フジキセキ）入着２回，�１勝�入着２回
リコーヨミ（08牡鹿 リンカーン）��５勝�入着４回�
ベストドリーム（11牡鹿 メイショウサムソン）３勝，六社特別（芝 1600），白井特

別（芝 1800）３着，��出走�入着
クリノリーソクツモ（12牝鹿 ＊プリサイスエンド）４勝，釜山Ｓ（Ｄ1700）２着，お

おぞら特別（Ｄ1000）３着（２回）
コスモボーラー（13牡鹿 メイショウボーラー）入着，���４勝
クリノオスマン（14	栗 ナカヤマフェスタ）�１勝，２０１９ＹＪＳＦＲ中山１戦
（芝 2000），糸魚川特別（芝 2000）２着，箱根特別（芝 2400）３着，松浜特別
（芝 2000）３着，二王子特別（芝 1800）３着，
３勝

ランドリュウオー（16牡栗 ＊ハービンジャー）�入着２回，�３勝
入着４回

２代母 ＊ダービーキングダム（92 GB栗 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）４勝，クリスタルＣ
‐Jpn3 ３着，紅梅賞‐OP ２着，カーネーションＣ‐OP ３着，ドンカスターＳ，
桃山特別，etc.
ダービーレグノ（98牡 ＊トニービン）３勝，新潟記念‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，

目黒記念‐Jpn2 ３着，日経賞‐Jpn2 ３着，日経新春杯‐Jpn2 ３着，etc.
ケイエスユリ（04牝 ＊チーフベアハート）１勝，瓢湖特別２着，門司特別３着，�２勝
ケイエスショークン（07牝 ステイゴールド）１勝
ケイエスキングオー（08牡 テレグノシス）１勝，��２勝

３代母 アクライマタイズ Acclimatise（80 GB鹿 Shirley Heights）GB・ITY３勝，
英ナッソーＳ‐G2，フィリーズマイル‐G3，英オークス‐G1 ２着，ランカシャー
オークス‐G3 ３着
ポジティヴアクレイム Positive Acclaim（88牝 Vaigly Great）GB１勝，Newb

ury Fillies' Trial S‐L ２着，Ballymacoll Stud S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109
生 産 牧 場： ㈲日西牧場
飼 養 者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109

123 ダービーゾーン２０２０ 牡・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�サニーブライアン サニースイフトダービーゾーン
＊

＊ロイヤルアカデミーⅡ

��
��
�ダービーキングダム鹿 2000 Acclimatise

14c
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5 Crimson Satan S5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイアモーレ（13黒鹿 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ハートビートワルツ（03鹿 ＊ブライアンズタイム）�入着
ナイトホークス（09牡 スペシャルウィーク）入着，��６勝
レントラー（12� ハーツクライ）３勝，茶臼山高原特別，大寒桜賞２着，福寿草特

別２着，紫菊賞３着

３代母 ＊バウンドトゥダンス（86 USA鹿 Northern Dancer）不出走
シルクプリマドンナ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，オークス‐Jpn1，桜花賞

‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
フラムドグロワール（10牡 ダイワメジャー）２勝，いちょうＳ‐LR，ＮＨＫマ

イルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着，etc.
ネオルミエール（12牡 ネオユニヴァース）１勝，いちょうＳ（重賞）‐L ２着，朝

日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着
モエレアドミラル（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，アクアラインＳ，etc.，�５

勝，北海道２歳優駿‐Jpn3，サンライズＣ
アイルビーバウンド（05牝 タニノギムレット）２勝

パフォーマプロミス（12牡 ステイゴールド）８勝，ＡＲ共和国杯‐G2，日経新
春杯‐G2，鳴尾記念‐G3，etc.

４代母 トルーリーバウンド Truly Bound（78 USA鹿 In Reality）USA９勝，アシ
ュランドＳ‐G2，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G2，コティリオンＳ‐G3，
Fair Grounds Oaks，Governor's Cup H，etc.
［子］ シェルジンジャー Shell Ginger（94 牝 Woodman）IRE２勝，キラヴラ

ンＳ‐G3
ハウスバウンド Housebound（91牡 Pancho Villa）USA３勝，Friar
Rock S‐L，Woodstock S‐L

ヨーマンズポイント Yeoman's Point（96� Sadler's Wells）IRE・ITY
３勝，Challenge S‐L，カラＣ‐G3 ２着，GB・IRE障害４勝

［孫］ プレザントシークレット Pleasant Secret（97 牡 Pleasant Tap）CHI17
勝，イサベル二世杯‐G2，ラコーパ‐G3，ベラーノＡコウシニョＬ賞
‐G2 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114

124 タイセイアモーレ２０２０ 牡・鹿 ４／ ４
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

�
�
�
�
�
�
�
�
� Severn Bridgeジャングルポケット

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊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タイセイアモーレ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハートビートワルツ黒鹿 2013 ＊バウンドトゥダンス

13c
Northern Dancer S4×M4 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



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

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

バモサバイラ（16牝鹿 オルフェーヴル）��出走	入着２回
ゴーウィズザフロー（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝

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

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

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

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

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

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

英セントレジャー‐G1，ドンカスターＣ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，ヨ
ークシャーＣ‐G2，プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2（２回），英ジョッキーク
ラブＳ‐G2，etc.，種牡馬

レットザライオンロアー Let The Lion Roar（01 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・
USA２勝，英ダービー‐G1 ３着，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2 ２着，
ダンテＳ‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲王蔵牧場＝浦河町瑞穂 �0146-27-4036
生 産 牧 場： ㈲王蔵牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

125 ダンスザクラシックス２０２０ 牡・鹿 ５／１９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeダンスザクラシックス ヘッドインザクラウズ Rainbow Quest

��
��
�Head in the Clouds鹿IRE 2004 Ballerina

1l
Northern Dancer M3×S4 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 セトウチダイヤ（06栗 ＊タイキシャトル）入着２回，�２勝�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（７）〕
タニマサキング（14�黒鹿 サムライハート）��２勝�１勝��
サンセットオーラ（15牡鹿 アドマイヤオーラ）�入着，平ヶ岳特別（芝 1200）２着，

	２勝
１勝
カシノブレンド（16�芦 キャプテントゥーレ）�３勝，ＲＫＢ賞（Ｄ1700）
ゴールドセイバー（17�栗 エスポワールシチー）���１勝
カシノフォワード（18�鹿 ＊ゴスホークケン）�１勝

２代母 ＊テレサザティーチャ（95 USA栗 Cure the Blues）USA５勝，アフェクショ
ネトリーＨ‐G3，Montauk H‐R，Jack Betta Be Rite S‐R ２着
メサウミMesawmi（02� Lemon Drop Kid）USA・CAN８勝，Regaey Island

S‐L ３着，Tri‐State H３着
タッチミーワンスTouch Me Once（03牝 Touch Gold）USA２勝

ゴールドメギラーGold Megillah（09� Purim）USA８勝，Rushaway S
‐L ３着

スズカシャンティー（05牝 Giant's Causeway）�４勝��２勝
シベリウス（13牡 ＊サウスヴィグラス）�４勝，大倉山特別，大雪Ｈ２着，利根

川特別３着
ヴォーガ（14� キャプテントゥーレ）４勝，越後Ｓ２着，�	出走��入着
ミスズグランドオー（18牡 ＊サウスヴィグラス）�３勝，なでしこ賞２着，ヤマ

ボウシ賞３着
クリーンメタボ（08牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，金山特別３着
スナーククラウン（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝

３代母 プラウデンアピール Proud n' Appeal（87 USA栗 Proud Appeal）USA６勝，
Ticonderoga H‐LR，Broadway H‐R，Schenectady H‐LR ２着
スマートクーポンズ Smart Coupons（93� Gate Dancer）USA10 勝，イクセルシ

アＨ‐G3，Kings Point H‐R（３回），Elkwood S３着，etc.
モアザンプラウドMore Than Proud（07牝 More Than Ready）USA３勝

ステフビーイングステフ Steph Being Steph（15牝 ＊マジェスティックウォリアー）
USA２勝，Golden Gate Debutante S，サンタイネスＳ‐G2 ２着，ラ
スヴィルヘネスＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲サンローゼン＝新冠町明和 �0146-47-2575
生 産 牧 場： ㈲サンローゼン
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

126 セトウチダイヤ２０２０ 牡・青鹿 ５／１０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellマツリダゴッホ

＊ Bel Bolide

��
��
�ペイパーレイン鹿 2003 ＊フローラルマジック

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンセトウチダイヤ
＊ Cure the Blues

��
��
�テレサザティーチャ栗 2006 Proud n' Appeal

1s
Halo S3×M4 Hail to Reason S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ツカサリボン（08栗 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヒーローニシキ（17牡栗 スクリーンヒーロー）��１勝
ブライトデジール（19牡栗 ゼンノロブロイ）�出走

２代母 エターナルシャイン（99栗 ＊ノーザンテースト）出走
ダノンエターナル（04牡 ダンスインザダーク）入着，�２勝��
シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別
ワイキキブリーズ（07牝 ＊フレンチデピュティ）２勝
レーザービーム（10牡 ジャングルポケット）�12 勝
スピリチュアル（13牝 キャプテントゥーレ）�１勝�入着�
エターナルフレイム（14� ＊フレンチデピュティ）４勝，���１勝
プリンセスブーケ（15牝 フリオーソ）入着２回，��１勝�

３代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，

	
１勝
プロミストーク（98牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，etc.

デンコウブルー（06牝 キングカメハメハ）出走
ウインヴォルケーノ（13牡 ＊ロージズインメイ）��17 勝，仙酔峡賞２着，
錦江湾賞２着，すみれ賞３着

リヴァプール（02牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グリ
ーンＳ，金峰山特別，etc.
アースザスリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別，秩父特別３着，

野島崎特別３着，etc.
リュウグウヒメ（16牝 ルーラーシップ）�１勝，織姫賞３着

ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上
川大賞典２着

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

127 ツカサリボン２０２０ �・黒鹿 ３／１８
＊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ウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスツカサリボン ＊ノーザンテースト

��
��
�エターナルシャイン栗 2008 マークプロミス

＊ヘザーランズ 1l
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 デストリアー（12鹿 ディープスカイ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラウンシー（18牝黒鹿 ＊パイロ）���１勝
ハーディローズ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ＊ドリームスキーム（04 GB黒鹿 Machiavellian）GB１勝
マラネロ（09� Singspiel）４勝
デイドリーマー（10牝 ネオユニヴァース）１勝

ビリーバー（15牝 ＊モンテロッソ）�４勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，
ＴＶｈ杯，大日岳特別，船橋Ｓ２着，クリスマスＣ２着，etc.

クムシラコ（18牡 ＊ディスクリートキャット）�１勝，カンナＳ‐OP ２着
スペクタキュラー（11牡 ＊パイロ）入着３回，�１勝�
ソル（13牡 アドマイヤムーン）�４勝�１勝
スキーマー（14牡 アドマイヤムーン）�	５勝
７勝�入着２回
ドリームセオリー（15牡 ステイゴールド）�１勝�１勝��
ハルシオンデイズ（16牡 オルフェーヴル）入着，��３勝

３代母 ドリームティケットDream Ticket（92 USA鹿 Danzig）GB１勝
マジックミッションMagic Mission（98牝 Machiavellian）FR・USA４勝，ロイヤル

ヒロインＳ‐G3，メイトリアークＳ‐G1 ３着，パロマーＢＣＨ‐G2 ２着，etc.
ウィットネスドWitnessed（09牝 Authorized）GB１勝
ステージマジック Stage Magic（15� Dark Angel）�GB・FR・UAE２
勝，シェーヌ賞‐G3，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage‐L
２着

＊タリスマニック（13牡 Medaglia d'Oro）FR・USA・UAE・HKG８勝，ＢＣター
フ‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，ゴントービロン賞‐G3，etc.，種牡馬

＊ドリームモーメント（05牝 Machiavellian）出走
ロジクライ（13牡 ハーツクライ）�５勝，富士Ｓ‐G3，シンザン記念‐G3，六

甲Ｓ‐LR，etc.

４代母 カポディモンテ Capo Di Monte（82 IRE 鹿 Final Straw）GB・FR・USA
５勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，マッチメ
イカーＳ‐G2 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

128 デストリアー２０２０ 牡・黒鹿 ４／２６

＊

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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビデストリアー
＊ Machiavellian

��
��
�ドリームスキーム鹿 2012 Dream Ticket

2f
Mr. Prospector S4×M4 Danzig M4×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 デザイナー（13鹿 スウィフトカレント）�出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ロイヤルウィーブ（18牡鹿 パドトロワ）��２勝
ノンチャン（19牡栗 ＊ヘニーハウンド）���１勝

２代母 マサプラーナ（99黒鹿 ＊ピルサドスキー）�入着
ショウブアロー（03牝 マヤノトップガン）��４勝
キョウエイコマンダ（04牡 スエヒロコマンダー）��１勝
アンサーザベル（05� ＊ディアブロ）��８勝
ムツミクロフネ（09牝 ＊クロフネ）�３勝

３代母 ＊フィトゥーン（85 GB黒鹿 Shareef Dancer）不出走
チュンシンバンブー（92牝 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，有明特別，神奈川新聞

杯，あじさい賞，etc.

４代母 エイヴァム Avum（73 USA黒鹿 Umbrella Fella）USA10 勝，Nellie Mors
e H，バーバラフリッチーＨ‐G3 ２着，Alma North H２着，All Brandy H
‐R ２着，Conniver H‐R ３着，etc.
［子］ ミネアップルMinneapple（82 牡 Riverman）USA14 勝，セミノールＨ

‐G2，Big RedMile H‐L，Nebraska Racing Hall of Fame S，etc.，
種牡馬

バロネスディレクト Baroness Direct（81 牝 Blushing Groom）USA７
勝，ラスフローレスＨ‐G3，テンプテドＳ‐G3 ２着，Monrovia H
‐L ２着，etc.

リファーズプリンセス Lyphard's Princess（80 牝 Lyphard）FR・USA４
勝，P. de l'Obelisque‐L，セーネオワーズ賞‐G3 ２着，P. de C
agny‐L ２着，etc.

［孫］ プライヴェトマン Private Man（88牡 Private Account）USA４勝，オ
ハイオダービー‐G2，ジャージーダービー‐G2 ３着，種牡馬

アラカルト A La Carte（92 牝 Caerleon）GB２勝，October S‐L，
Atalanta Mile S‐L ３着

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793

129 デザイナー２０２０ �・黒鹿 ４／３０
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スウィフトカレント ＊ホワイトウォーターアフェアデザイナー ＊ピルサドスキー

��
��
�マサプラーナ鹿 2013 ＊フィトゥーン

1l
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 デルマオコマ（12栗 ゴールドアリュール）�入着�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ジャックオレンジ（17�栗 ＊ノボジャック）�１勝，��２勝�入着
ビアンシャンス（18牝栗 ＊ノボジャック）��未出走�出走

２代母 ＊カウガールズドントクライ（04 USA栗 Pure Prize）USA５勝，シュヴィーＨ
‐G2，AnnaM. Fisher Debutante S，ベッドオーロージズＨ‐G2 ３着，Pra
irie Gold Lassie S３着
ヴェルデミーティア（14牝 ステイゴールド）入着２回，��３勝��
トップオブメジャー（16牡 ダイワメジャー）�３勝，宝ケ池特別３着
メイショウウナサカ（17� ダイワメジャー）�１勝

３代母 インファティクスタイルEmphatic Style（87 USA鹿 Crafty Prospector）
USA14 勝
キャットドクター Cat Doctor（95 牡 Mountain Cat）USA２勝，Barretts Juven

ile S‐R ２着，SanMiguel S‐L ３着，種牡馬
レイクヴェロニカ Lake Veronica（96 牝 Salt Lake）USA３勝，Bustles and Bo

ws S‐L ３着
ザマディソンマンThe Madison Man（97� Sultry Song）USA９勝
レイディバウンダリー Lady Boundary（98 牝 Boundary）USA１勝

アウトサイトザバウンダリーOutsidetheboundary（03 牡 Formal Gold）US
A・PAN８勝，P. Felipe E. Motta‐L ２着，P. Independencia de Pan
ama‐LR ２着，P. Dia del Trabajo‐L ３着

フォルトゥナト Fortunato（07牡 Dream Run）PAN入着，P. Ruben Orillac
Alfaro y R Orillac Perez‐LR ３着

スタイルチャンプ Style Champ（99牝 Salt Lake）USA７勝
ザットファットキャットThat Phat Cat（00� Mountain Cat）USA１勝

４代母 ペブルパター Pebble Patter（78 USA鹿 Rock Talk）USA８勝，Galaxy
S，Constellation S２着，Miss Delaware S２着，DropMe A Note S
３着
［子］ モットリーモーズリーMottly Moseley（85 牡 Deputy Minister）USA

８勝，Wolf Hill S３着，種牡馬

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

130 デルマオコマ２０２０ �・栗 ４／ ５

＊

＊ Deputy Minister

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フレンチデピュティ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mitterandノボジャック

＊
＊アフリート

��
��
�フライトオブエンジェルスUSA 栗 1997 Intently

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤデルマオコマ
＊ Pure Prize

��
��
�カウガールズドントクライ栗 2012 Emphatic Style

6e
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 テンザンアモーレ（02青鹿 ＊タイキシャトル）２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－５（35）〕
アギャント（10牝鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回，�２勝�１勝�入着
ピアッジーネ（11牝栗 サクラバクシンオー）�２勝
マナマナ（14牝青鹿 ＊タートルボウル）��６勝
シガーヲスウオトコ（15牡栗 ＊アグネスデジタル）����１勝・11勝
アビゲイル（16牝黒鹿 トーセンジョーダン）��10 勝�２勝
オメガマックス（19牝青鹿 ロゴタイプ）��入着２回

２代母 ＊テンザンストーム（94 USA鹿 Storm Cat）４勝，菩提樹Ｓ‐OP，宇治川特別，
あやめ賞，メルボルンＴ２着，鳥羽特別２着
エアラホーヤ（03牝 ＊ボストンハーバー）１勝

マジェスティハーツ（10牡 ハーツクライ）３勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，関屋記
念‐G3 ２着，鳴尾記念‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，大阪―ハンブ
ルクＣ‐L ２着，etc.，障害１勝

ラホーヤビーチ（12牝 ＊タイキシャトル）３勝，河北新報杯，潮騒特別２着，Ｕ
ＨＢ杯２着

ラプタス（16� ディープブリランテ）�５勝，ポラリスＳ‐OP，羅生門Ｓ，	
１勝�２勝
入着��，かきつばた記念‐Jpn3（２回），黒船賞‐Jpn3，兵
庫ゴールドＴ‐Jpn3 ３着

メイショウボンハオ（05牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，伊丹Ｓ２着，河原町Ｓ２着，
シャングリラ賞２着，なでしこ賞３着

ストームツイスター（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
センショウユウト（15牡 ＊キンシャサノキセキ）�４勝，アクアマリンＳ，五色

沼特別，みちのくＳ２着，ＳＴＶ杯２着，巌流島Ｓ３着，etc.
シシャモオージ（11牡 ＊タイキシャトル）１勝，すずらん賞‐OP ３着
メイショウボノム（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，西部日刊スポーツ杯２着

３代母 リズミカル Rythmical（85 USA鹿 Fappiano）USA５勝，Newtown S‐R
ギルダーGilder（91� Smile）USA11 勝，Robert F. Carey Memorial H‐L ２着
カポーティベル Capote Belle（93 牝 Capote）USA９勝，テストＳ‐G1，プライ

オレスＳ‐G2，ヒューマナディスタフＨ‐G3，etc.

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

131 テンザンアモーレ２０２０ �・青鹿 ５／１８
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンテンザンアモーレ
＊ Storm Cat

��
��
�テンザンストーム青鹿 2002 Rythmical

13c
Halo S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 デヒアバーズ（04黒鹿 ＊デヒア）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－２（12）〕
メイショウアイアン（10牡鹿 マヤノトップガン）４勝，芍薬賞（Ｄ1400）２着，三河

Ｓ（Ｄ1400）３着，���１勝・５勝�１勝���，北海道スプリントＣ‐Jpn3，
北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着，ウポポイオータムスプリント（Ｄ1200），
グランシャリオ門別スプリント（Ｄ1000），絆Ｃ（Ｄ1600），グランシャリオ門別
スプリント（Ｄ1000）２着（３回），道営スプリント（Ｄ1200）２着（２回）

チョココロネ（11牝鹿 ＊アグネスデジタル）�５勝��
メイショウマサカゼ（12�黒鹿 ＊ケイムホーム）２勝
メイショウバーズ（13牝鹿 タニノギムレット）２勝
キョウエイルフィー（15牝黒鹿 ルーラーシップ）１勝
アイコトバ（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）�出走

２代母 ＊バーズウイング（91 IRE 鹿 Bluebird）IRE・GER入着２回
ミョウジョウ（98牡 サクラユタカオー）�４勝��
ユメノオクリモノ（06牡 ユメノセテコウユー）��１勝�入着
クニノスイート（07牝 ＊キンググローリアス）��１勝

３代母 ウェルシュラヴWelsh Love（86 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）IRE１勝，Dia
mond S‐L ２着
イフティラム Ihtiram（92牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB・AUS・UAE９勝，St

eventon S‐L，Heron S‐L ２着，Gala S‐L ３着，種牡馬
セカンドエンパイア Second Empire（95 牡 Fairy King）GB・FR・IRE・USA４勝，

仏グランクリテリヨム‐G1，デズモンドＳ‐G3，シェーヌ賞‐G3，etc.，種牡馬
アジュヒバ Ajhiba（96牝 Barathea）GB２勝，Upavon Fillies S‐L

ベレヌス Belenus（02 牡 Dubai Millennium）GB３勝，ソヴリンＳ‐G3，H
ampton Court S‐L ２着，Steventon S‐L ２着，etc.

ヘミングウェイ Hemingway（98牡 Spectrum）GB・IRE２勝，Acomb S‐L，
種牡馬

バレストリニ Balestrini（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA２勝，バリーサ
ックスＳ‐G3，ベイメドーズＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲藤沢牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2200
生 産 牧 場： ㈲藤沢牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

132 デヒアバーズ２０２０ �・鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotデヒアバーズ
＊ Bluebird

��
��
�バーズウイング黒鹿 2004 Welsh Love

2f
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンノア（11芦 ネオユニヴァース）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
エイシンアーク（17牡栗 タニノギムレット）��入着９回�入着２回
エイシンイージス（18牝芦 エイシンフラッシュ）��入着�１勝��入着２回
リバティヴァース（19牝芦 タイムパラドックス）��１勝

２代母 ＊サンファンガール（00 USA芦 Pleasant Colony）�１勝
エーシングレーソロ（05牡 ＊グラスワンダー）２勝，荒川峡特別２着，熱田特別３着，etc.，

�３勝�入着	�，オータムＣ，名港盃２着，西日本ＧＰ２着
エーシンスワロー（06牝 ＊エイシンワシントン）
３勝
エーシンサンファン（08牝 ステイゴールド）�３勝�入着３回
エーシンフルパワー（09牡 デュランダル）１勝
エーシンシアー（10牝 ＊グラスワンダー）�２勝
エイシンシルキー（13牝 ＊コンデュイット）��１勝�２勝�

３代母 ＊キャタリナ（94 USA芦 Storm Cat）USA３勝
＊エーシンピーシー（04牡 Fusaichi Pegasus）３勝，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，オ

リエンタル賞，セントポーリア賞，etc.
＊エーシンクールディ（06牝 Distorted Humor）３勝，ＴＶ静岡賞，etc.，	３勝�

２勝�７勝��入着
，笠松ＧＰ（２回），Ｌプレリュード３着，etc.
スマイルカナ（17牝 ディープインパクト）�５勝，ターコイズＳ‐G3，フェア

リーＳ‐G3，米子Ｓ‐L，etc.
エーシンシャラク（08牡 ＊タイキシャトル）２勝，中京スポニチ賞，出石特別２着，

�７勝�１勝�10 勝，早池峰スーパースプリント，etc.，種牡馬
エイシンヒカリ（11牡 ディープインパクト）８勝，毎日王冠‐G2，etc.，GB・FR・

HKG２勝，イスパーン賞‐G1，香港カップ‐G1，種牡馬
エイシンティンクル（13牝 ディープインパクト）５勝，関屋記念‐G3 ３着，都大路

Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，etc.

４代母 カロライナサーガCarolina Saga（80 USA芦 Caro）不出走
［子］ サーボーフォート Sir Beaufort（87 牡 Pleasant Colony）USA10 勝，サンタ

アニタＨ‐G1，サンカルロスＨ‐G2，ネイティヴダイヴァーＨ‐G3，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： 栄進牧場
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

133 エイシンノア２０２０ 牡・栗 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスエイシンノア
＊ Pleasant Colony

��
��
�サンファンガール芦 2011 ＊キャタリナ

16g
キャタリナS2×M3 サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 トキメキブンブン（11黒鹿 タニノギムレット）�３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
フークフォルトゥナ（18牝栗 カレンブラックヒル）��入着��
フークスピリット（19牡青鹿 エキストラエンド）��出走

２代母 トキメキハニー（06青鹿 フジキセキ）入着，�１勝
トキメキユキチャン（13牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝

３代母 ラビットコスモ（95鹿 マルゼンスキー）１勝，障害１勝
リガードシチー（01牡 サクラバクシンオー）３勝，クローバー賞‐L ３着，秋吉台特

別，礼文特別，etc.
カンファーラビット（02牝 サクラローレル）�２勝�入着２回
トキメキボストン（05牡 ＊ボストンハーバー）入着５回，�１勝�入着２回�	
トキメキセイコー（07牡 サクラバクシンオー）�７勝�２勝
トキメキハルカ（08牝 サクラバクシンオー）�１勝
トキメキボーイ（10牡 ＊ブライアンズタイム）入着４回，�５勝

４代母 カタリナラビット（86鹿 シンザン）４勝，信濃川特別，伏拝特別，山中湖特別，
霞ケ浦特別２着，新潟日報賞３着
［子］ カンファーベスト（99牡 アンバーシヤダイ）６勝，関屋記念‐Jpn3，朝日

ＣｈＣ‐Jpn3，産経大阪杯‐G2 ３着，etc.
カンファーエルフ（02牝 メジロブライト）１勝，富里特別２着
ダンシングラビット（94牡 ＊ダンシングブレーヴ）１勝，�	２勝
ラビットブリーズ（96牝 シンボリルドルフ）�	５勝
ラビットガリバー（93牡 ダイナガリバー）入着４回，
３勝��１勝�入
着４回

ラビットヒリュウ（98牡 ＊ジェネラス）�	３勝

５代母 タニノグレースフル（73黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝
［子］ ダンディアンバー（88牡 アンバーシヤダイ）３勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ３

着，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，フェニックス賞‐OP ２着，etc.
ニホンピロタロー（87牡 ハイセイコー）３勝，シーサイドＳ‐OP ２着，
層雲峡特別，苫小牧特別

販売申込者・所有者： ㈲ベルモントファーム＝新冠町万世 �0146-49-5324
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

134 トキメキブンブン２０２０ 牡・栗 ５／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルトキメキブンブン フジキセキ

��
��
�トキメキハニー黒鹿 2011 ラビットコスモ

＊ウエルシユソヴリン 10a
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 トパーズトウショウ（10栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ギラーミン（15�栗 ＊アポロキングダム）１勝，障害１勝，��１勝
パークシティ（17牝鹿 ワールドエース）��入着
バンクロール（19牡鹿 ディーマジェスティ）�未出走

２代母 シリウストウショウ（04栗 スペシャルウィーク）出走
トウショウジュピタ（09牡 タニノギムレット）入着，��１勝
トウショウディスク（11牡 ジャングルポケット）�５勝�５勝	４勝
リップルトウショウ（13牝 ソングオブウインド）１勝
バトルクウ（14牝 ＊ケイムホーム）
６勝�入着
ミトノアミーゴ（15牡 ローエングリン）２勝，紫川特別２着，��４勝，ベイスプ

リント２着

３代母 シスタートウショウ（88栗 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，安田記念‐Jpn1 ４着，チューリップ賞
‐OP，etc.，優３牝
トウショウアスロン（01牡 ＊カーネギー）３勝，飯盛山特別，桜木特別３着，飯盛山

特別３着
トウショウパワーズ（02牡 ダンスインザダーク）５勝，松籟Ｓ，花見小路特別，境

港特別２着，etc.

４代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
［子］ 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］ シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ

‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.
スリーアベニュー（02牡 ＊アフリート）６勝，ガーネットＳ‐G3，ガーネ
ットＳ‐G3 ２着，カペラＳ‐Jpn3 ２着，etc.

トウショウカレッジ（02牡 ＊ラストタイクーン）８勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，
米子Ｓ‐L，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： 畠山牧場豊畑トレーニングセンター＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352

135 トパーズトウショウ２０２０ �・鹿 ３／ ３

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandトパーズトウショウ スペシャルウィーク

��
��
�シリウストウショウ栗 2010 シスタートウショウ

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 トーコーニーケ（11鹿 キングカメハメハ）�７勝�２勝��入着，関東オークス
‐Jpn2 ２着，園田金盃（Ｄ1870），のじぎく賞（Ｄ1700），東海クイーンＣ
（Ｄ1600），若草賞（Ｄ1400），etc.，ＮＡＲ優３牝
本馬の他に産駒あり

２代母 ナリタフローラ（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
フェンウェイバード（05牝 ＊ボストンハーバー）�６勝�１勝�
マヤノマヤ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，若潮賞２着
メイショウヤマホコ（10牡 タニノギムレット）２勝，金山特別，知立特別３着（２回）
ハッピーウィルス（12牡 ＊タイキシャトル）２勝，高湯温泉特別，稲荷特別２着
アマノスペシャル（14牝 タニノギムレット）�３勝
シントーサクラ（15牝 ＊ワークフォース）��１勝
ファイトフラッシュ（16牝 エイシンフラッシュ）��４勝
ピスハンド（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��７勝，菊水賞２着，兵庫若駒賞２着

３代母 ナリタレッドバード（88鹿 マルゼンスキー）１勝
ナリタプロテクター（93牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，谷川岳Ｓ‐OP，ポートア

イランドＳ‐OP，札幌日経ＯＰ‐OP，etc.，�３勝	７勝
ナリタグレース（97牝 ＊トニービン）１勝

ショウナンカンムリ（09牡 ダイワメジャー）３勝，須磨特別，はなみずき賞，
春日特別２着，etc.

バードオブワンダー（06牝 ＊グラスワンダー）��１勝
ドンナフォルテ（17牝 フェノーメノ）���出走
７勝，加賀友禅賞２着，ノ

トキリシマ賞２着，金沢プリンセスＣ２着

４代母 ビユーテイマリヤ（80黒鹿 ＊トライバルチーフ）��１勝
［子］ ファイトガリバー（93牝 ダイナガリバー）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，紅梅賞‐OP ２着，etc.
ナリタタイセイ（89牡 ダイナガリバー）４勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，皐月賞
‐Jpn1 ２着，若駒Ｓ‐OP，etc.

［孫］ イグゼキュティヴ（06牡 ＊チーフベアハート）１勝，京都２歳Ｓ‐L，札幌
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，コスモス賞‐OP ２着，etc.，�２勝�２勝，Ｎ
ＡＲ優ターフ

販売申込者・所有者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-7-8383
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �090-2280-9883

136 トーコーニーケ２０２０ �・栗 ５／１０

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファストーコーニーケ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ナリタフローラ鹿 2011 ナリタレッドバード

＊アストニシメント 7c
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ナイツエンド（01 AUS鹿 ＊エンドスウィープ）AUS入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），海外－１（４），地方－４（20）〕
ナイトマンNight Man（06 AUS�栗 Mossman）AUS４勝
ニケ（09牝黒鹿 ダイワメジャー）１勝
ラシェネガ（11牝鹿 ＊シニスターミニスター）�４勝
スリラーインマニラ（13�鹿 ＊キンシャサノキセキ）４勝，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）２

着，��９勝�入着２回���，建依別賞（Ｄ1400），黒潮スプリンターズＣ
（Ｄ1300）３着

コスモアリオーゾ（14牡鹿 フリオーソ）�１勝��５勝
アントニウス（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��	１勝�
サンタスカルーサ（18牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�
出走

２代母 メッセンジャーミスMessenger Miss（96 USA鹿 ＊デインヒル）GB出走
ドリーメンスキームDream 'N' Scheme（00� Unbridled's Song）AUS７勝
ワードWerd（04� Hussonet）AUS10 勝，WATC Australia Day S‐L，ＷＡＴ

ＣカーネルリーヴズＳ‐G3 ２着（２回），WATC Birthday S‐L ２着，
WATCGoodwood Sprint‐L ２着，WATC Summer Scorcher‐L ２着
（２回），etc.

フォーレターワード Four Letter Werd（12� High Chaparral）AUS４勝

３代母 フォーリンクーリア Foreign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
グリーンデザートGreen Desert（83 牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA５勝，ジュ

ライＣ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G2，フライイングチルダーズＳ‐G2，etc.，
種牡馬

ユーセフィア Yousefia（89 牝 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady M. H‐L，
Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着
ミシカルガールMythical Girl（96 牝 GoneWest）GB・IRE３勝，プリンセ

スマーガレットＳ‐G3
トルージョイTrue Joy（93牝 Zilzal）GB出走

イートンフォレヴァー Eton Forever（07� Oratorio）GB６勝，King Richa
rd the Third S‐L，Haydock Spring Trophy‐L，Guisborough S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 惣田 英幸＝浦河町西幌別 �0146-28-7522
生 産 牧 場： 惣田 英幸
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

137 ナイツエンド２０２０ 牡・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

＊

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceナイツエンド メッセンジャーミス ＊デインヒル

��
��
�Messenger Miss鹿AUS 2001 Foreign Courier

A4
His Majesty S4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ナショナルフラワー（07栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（23）〕
ジャンゴ（12牡黒鹿 ＊ホワイトマズル）�２勝�５勝
ユメミグサ（13牡栗 ＊アグネスデジタル）�６勝�入着��
コウギョウアストン（15牡鹿 ＊ホワイトマズル）��１勝
ローゼンブリッツ（16牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝��１勝
イテザ（17牡鹿 ＊ベーカバド）���６勝
エコロサンダー（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）���１勝
ドライバー（19牡鹿 トーセンジョーダン）���入着

２代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，札幌日

経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，道新杯‐OP ２着，etc.，�１勝�２勝	１勝，東北
サラ大賞典，etc.，種牡馬

マルカコマチ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪杯
‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，小倉大賞
典‐Jpn3 ３着，etc.
アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑

Ｓ‐L ３着，ウェルカムＳ，尖閣湾特別２着，鳥屋野特別２着
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫ
マイルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福島ＴＶＯ
Ｐ‐OP ２着，白秋Ｓ，本栖湖特別，アプローズ賞，etc.

ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
ブレークビーツ（10
 ジャングルポケット）３勝，日高特別，北斗特別，修学

院Ｓ２着，etc.，�２勝���，桂樹杯，かきつばた賞，etc.
フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，織姫賞，

西郷特別２着，フィリピンＴ２着
ナショナルホリデー（04牝 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別

３代母 ダイナワールド（80栗 ＊ハンターコム）不出走

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： 寺井 文秀
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

138 ナショナルフラワー２０２０ 牡・鹿 ６／ ２
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラナショナルフラワー ＊デイクタス

��
��
�ナショナルフラッグ栗 2007 ダイナワールド

＊ハニードリーマー 23b
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 ニシノルーファス（06鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，スイートピーＳ‐L
（芝 1800）３着，カーネーションＣ（芝 1800）３着，ミモザ賞（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
レインボーシャトル（15牡鹿 ヴィクトワールピサ）���２勝�入着４回
ニシノライリー（16牝黒鹿 スズカコーズウェイ）��出走�２勝��２勝�３勝
ホットミルク（18牝芦 ゴールドシップ）���出走
プライムデューク（19牡青鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��１勝

２代母 ＊ラニーンアルワタール（90 GB鹿 Sadler's Wells）GB１勝
ワットレイWattrey（98 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB出走

タカーラTaqqara（03牝 Spectrum）不出走
キャプテンオブヴィアス Captain Obvious（09� Choisir）IRE・USA１
勝，Star Appeal S‐L ２着

インヴィンシブルステラ Invincibile Stella（07 牝 Invincible Spirit）ITY入着
ディサポインティングDisappointing（12 牝 Excellent Art）ITY６勝，
P. Carlo Chiesa‐L ３着

ニシノカムシン（04牝 Mark of Esteem）１勝

３代母 サミアズフレイム Samya's Flame（85 IRE 鹿 ＊アーテイアス）GB２勝
ウェスタンフレイムWestern Flame（98牝 Zafonic）GB・NZ１勝

ヒートヘイズ Heat Haze（04牝 Zabeel）NZ６勝，Marton Cup‐L

４代母 ウェルシュフレイムWelsh Flame（73 GB鹿 Welsh Pageant）GB４勝
［孫］ サルサビール Salsabil（87 牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE７勝，愛ダ

ービー‐G1，英オークス‐G1，英１０００ギニー‐G1，etc.
ノーザンスパーNorthern Spur（91 牡 Sadler's Wells）FR・USA６勝，
ＢＣターフ‐G1，オークトリー招待Ｓ‐G1，ユベールドショードネイ
賞‐G2，etc.，種牡馬

セカンドエンパイア Second Empire（95 牡 Fairy King）GB・FR・IRE
・USA４勝，仏グランクリテリヨム‐G1，デズモンドＳ‐G3，シェー
ヌ賞‐G3，etc.，種牡馬

マルジュMarju（88 牡 ＊ラストタイクーン）GB３勝，セントジェイムズ
パレスＳ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，英ダービー‐G1 ２着，種牡馬

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

139 ニシノルーファス２０２０ 牡・鹿 ３／３１
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayニシノルーファス
＊ Sadler's Wells

��
��
�ラニーンアルワタール鹿 2006 Samya's Flame

2f
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 トラヴィアータ（15栗 Shamardal）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊オペラクローク（09 IRE 鹿 Cape Cross）不出走
ゲイムスターターGame Starter（14� Dubawi）GB・FR３勝，August S‐L

２着
アモレッタ（16牝 ディープインパクト）１勝
オペラムーン（18牝 アドマイヤムーン）��１勝

３代母 オペラコミックOpera Comique（01 FR黒鹿 Singspiel）GB・IRE１勝，愛
パークＳ‐G3 ３着
ドゥビュッシーDebussy（06 牡 Diesis）GB・FR・USA・UAE６勝，アーリントン

ミリオンＳ‐G1，ウジェーヌアダム賞‐G2，ハクスリーＳ‐G3，etc.，種牡馬
＊リリク（08牝 Iffraaj）FR１勝

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

140 トラヴィアータ２０２０ �・鹿 ４／２４
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiトラヴィアータ
＊ Cape Cross

��
��
�オペラクローク栗 2015 Opera Comique

16b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノエンジェル（11鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハタノゼフィル（17牝黒鹿 ネオユニヴァース）�１勝�

２代母 ＊ヴィヴィッドエンジェル（95 USA鹿 Septieme Ciel）USA３勝，オークリー
フＳ‐G1，デルマーデビュタントＳ‐G2，サンタイネスＳ‐G3 ３着
ナンバーワンキャットNumber One Cat（99 牝 Storm Cat）USA３勝

スモーキングキティ Smoking Kitty（06 牝 Macho Uno）USA１勝
スモーキンパディラッシー Smokinpaddylassie（15 牝 Paddy O'Prado）
�USA５勝，Beyond theWire S，New Start S‐R ２着，Lyp
hard S‐R ３着

ティズファースト Tizfirst（09 牝 Tiznow）USA１勝，Junior Champion S
３着

レオゲッツ Leo Getz（02 牡 ＊ワイルドラッシュ）USA２勝，Alcatraz Breeders'
Cup S‐L ２着，Oceanside S‐R ３着

ロサンヘラRosangela（04 牝 El Prado）USA２勝
マイエインジェルMy Angel（05 牡 ＊シルバーチャーム）USA５勝
ハタノデジール（09� Ghostzapper）�１勝�１勝�
ハタノゼーレ（10牡 サクラバクシンオー）�２勝�入着
ハタノリヴィール（13牡 ＊フレンチデピュティ）��２勝�１勝��２勝�４勝	２

勝�，マーチＣ，ウインター争覇，マーチＣ２着，東海ゴールドＣ３着
ブルベアハーブ（15牡 ゴールドアリュール）�
出走��１勝

３代母 セッティング Setting（83 USA鹿 Exclusive Native）USA入着６回
ヘヴンキャンウェイト Heaven CanWait（93 牝 Septieme Ciel）USA３勝，L

ady Ladbroke H３着

４代母 ラウンドパール Round Pearl（65 USA鹿 Round Table）USA10 勝，Pan
Zareta H，Pan Zareta H２着，Starlette H３着
［孫］ イレクトリックフラッシュ Electric Flash（86牡 Fappiano）USA２勝，ス

ウィフトＳ‐G3，ジェロームＨ‐G1 ４着，ベストターンＳ‐G3 ３着
ファイネンマジェスティク Fine n'Majestic（92 牡 Majestic Light）USA２
勝，カリフォルニアダービー‐G3，Pirate Cove S‐R ２着，種牡馬

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

141 ハタノエンジェル２０２０ �・鹿 ５／２０
＊トニービン

体高
胸囲
管囲
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�
� ジャングルポケット
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�
�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayハタノエンジェル
＊ Septieme Ciel

��
��
�ヴィヴィッドエンジェル鹿 2011 Setting

1s
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 ニガオエ（13栗 アドマイヤオーラ）�１勝�１勝�入着８回
〔産駒馬名登録数：１〕
サンネイチャン（19牝鹿 ＊キングズベスト）��出走

２代母 タケノハーモニー（94栗 ＊リズム）１勝
ナムラジンギスカン（01牡 ＊パラダイスクリーク）入着，�１勝
チョコブラウニー（03牝 タマモクロス）�１勝�入着２回
ゲイボルグ（07牡 ＊タップダンスシチー）��２勝
コスモパスキー（08牝 ＊ブラックホーク）�２勝��２勝
コスモセブン（12牡 アドマイヤオーラ）�２勝�
アンクルン（15牡 アサクサキングス）��１勝

３代母 タケノベルベット（89黒鹿 ＊パドスール）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，鳴
尾記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，日経新春杯‐Jpn2 ３着，チューリップ
賞‐OP ３着，etc.
ベルベティーン（03牝 ＊タイキシャトル）出走

ゲティスバーグ（08牡 リンカーン）１勝，鶴橋特別２着，樟葉特別３着

４代母 タケノダンサー（71栗 ＊チヤイナロツク）不出走
［子］ リーゼングロス（79牝 アローエクスプレス）４勝，桜花賞，サンスポ４歳

牝馬特別，オークス２着，etc.
マーサレツド（81牝 ＊ボールドリツク）４勝，函館３歳Ｓ３着，Ｒたんぱ
３歳牝馬Ｓ‐OP，京都３歳Ｓ‐OP，etc.，優２牝

タケノコーリー（84牝 アローエクスプレス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ
‐Jpn3 ３着，クローバー賞‐OP，京都３歳Ｓ‐OP ２着

［孫］ リーゼンシュラーク（87牡 ＊ハードツービート）６勝，七夕賞‐Jpn3，ジ
ューンＳ，安房特別，etc.

アインリーゼン（85牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，オークス‐Jpn1
３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，立春賞

［曾孫］ エンゲルグレーセ（97牡 ＊プラウドデボネア）６勝，エルムＳ‐Jpn3，ガ
ーネットＳ‐Jpn3 ２着，etc.，	１勝��，クラスターＣ‐Jpn3

クイーンアルタミラ（09牝 ＊バゴ）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ３着，織姫賞

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
生 産 牧 場： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

142 ニガオエ２０２０ 牡・栗 ４／ ７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
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�
� 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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤオーラ ビワハイジニガオエ ＊リズム

��
��
�タケノハーモニー栗 2013 タケノベルベット

＊ラダンスーズ 2f
Numbered Account S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノラフィーネ（10栗 タニノギムレット）��出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
セイウンノア（17牡鹿 ルーラーシップ）入着，���１勝
ニシノミッツ（19�栗 ＊エスケンデレヤ）�未出走

２代母 ニシノタカラヅカ（03栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ‐Jpn3
３着
ネロ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）８勝，京阪杯‐G3（２回），ラピスラズリＳ‐L，セント

ウルＳ‐G2 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，etc.，���入着３回，
東京盃‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

ニシノカブケ（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，ＳＴＶ賞３着，隅田川特別３着

３代母 ＊デユプリシト（85 USA鹿 Danzig）不出走
ニシノフラワー（89牝 Majestic Light）７勝，桜花賞‐Jpn1，スプリンターズＳ

‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，デイリー杯３歳Ｓ
‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優短距
ニシノデュー（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，福島民報杯‐L ３着，都大路

Ｓ‐L ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，etc.
ニシノミライ（03牝 セイウンスカイ）入着
ニシノミチシルベ（11牝 ＊タイキシャトル）２勝，アネモネＳ‐LR ２着，
アルテミスＳ（重賞）‐L ３着，千歳特別，etc.

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

ブランドセレナーデ（91牝 ＊サウスアトランテイツク）３勝，小樽特別，石和特別３着
ニシノシンフォニー（00牡 メジロライアン）２勝，セントライト記念‐Jpn2 ２

着，マカオＪＣＴ，高雄特別３着，etc.
ニシノファイナル（93牝 ＊マラキム）４勝，シリウスＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP

２着，鞍馬特別，etc.
ニシノアンサー（03牡 スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ‐L，クローバ

ー賞‐L ２着，木更津特別２着，etc.，�１勝��
ニシノボナリー（96牝 ニホンピロウイナー）２勝，�１勝

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

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： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
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＊

＊ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルニシノラフィーネ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2010 ＊デユプリシト

2s
Mr. Prospector S4×S5 Le Fabuleux S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ネオシアリーズ（09栗 デュランダル）�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
カシノチーマ（18牡栗 タイムパラドックス）���入着

２代母 ホッカイセレス（90鹿 ＊モガミ）８勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，
京王杯オータムＨ‐Jpn3 ３着，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，巴賞‐OP，etc.
ホッカイラファエロ（98牡 ＊アフリート）�２勝
ホッカイキャシー（99牝 ＊ウォーニング）２勝，��２勝

モズベラベラ（09牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，香嵐渓特別，尾頭橋特別２着，
秋川特別３着

ホッカイチンフォア（00牝 ＊フォーティナイナー）入着７回，��１勝�入着
ホッカイキコチャン（09牝 バブルガムフェロー）	12 勝���，ファイナルＧ

Ｐ２着，福山プリンセスＣ３着
イッセイイチダイ（12牡 ヴァーミリアン）
16 勝�１勝�入着���，玄界灘

賞，池田湖賞，黒髪山賞，由布岳賞（２回），春望賞，etc.
アドマイヤムテキ（01牡 ＊ウォーニング）入着３回，�２勝
キッズブルーム（02牝 ＊ピルサドスキー）��２勝�１勝，ウイナーＣ，オパールＣ２着
エイシンチョーテン（03牡 アグネスタキオン）１勝，あざみ賞２着，あすなろ賞２

着，福寿草特別３着
ネオファロス（05牡 サクラバクシンオー）入着，�２勝��３勝�１勝
ネオスプレマシー（07牡 アグネスタキオン）２勝，三国特別３着
ネオヴァンデロア（10牡 ＊ウォーエンブレム）１勝

３代母 ホツカイテスコ（80栗 ＊テスコボーイ）��６勝
ホッカイオブジェ（89牝 ミホシンザン）１勝，越後特別３着

４代母 ＊オプアート（65 USA芦 Ambiopoise）USA１勝
［子］ ホッカイペガサス（81牡 ホツカイダイヤ）５勝，ステイヤーズＳ‐Jpn3，

ダイヤモンドＳ‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn3 ２着，etc.
ホツカイノーブル（73牡 ＊フアーザーズイメージ）４勝，ステイヤーズＳ，
ダイヤモンドＳ２着，��８勝，みちのく特別（２回），etc.

［孫］ ホッカイルソー（92牡 ＊マークオブディスティンクション）５勝，オール
カマー‐Jpn2，日経賞‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 太田ファーム＝青森県上北郡おいらせ町 �0178-56-2727
生 産 牧 場： 太田ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

144 ネオシアリーズ２０２０ �・栗 ４／ ９
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスネオシアリーズ ＊モガミ

��
��
�ホッカイセレス栗 2009 ホツカイテスコ

＊オプアート 1c
サンデーサイレンスM3×S4 Caro S4×S5 ノーザンテースト S4×M4
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊エイシンレタリング（15 IRE 鹿 Lawman）不出走
初仔

２代母 ライーナ La Ina（01 GER栗 Monsun）FR・GER・USA２勝，Kolner Fru
hjahrs‐Stutenpreis‐L，独オークス‐G1 ２着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，ヴ
ィンターケーニギン賞‐G3 ３着，ミエスク賞‐G3 ３着，etc.
ラテランアコード Lateran Accord（09牡 ＊ロックオブジブラルタル）FR・GER・

SPA・SWI８勝，Grand Prix Jockey Club‐L
＊エイシンエルヴィン（11� Shamardal）３勝，きさらぎ賞‐G3 ３着，下鴨Ｓ２着，

春日特別２着，二本松特別２着，etc.，�２勝�入着３回��，GB・FR１勝，
P. deMontretout‐L

＊エイシンダイヤ（12牝 Galileo）�２勝

３代母 リマータ Limata（95 GER栗 Big Shuffle）不出走
ラヴイズレッド Love is Red（08牝 Lando）GER１勝

４代母 リボリーナ Liborina（88 GB鹿 Elegant Air）GER３勝

５代母 ロメラ Lomela（83 GER鹿 Surumu）GER３勝，ドイツ牝馬賞‐G3 ３着
［子］ ロンガ Longa（89牝 Blakeney）GER５勝，独オークス‐G2，Dusseld

orfer Stutenpreis‐L，Hamburger Stutenpreis‐L，etc.
［孫］ シャーリーブレイク Shirley Blake（07牝 Acclamation）IRE１勝，Kn

ockaire S‐L ２着
ロニア Lonia（96 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY２勝，Meile D
er Nord３着

［曾孫］ リトルファイター Little Fighter（05� Montjeu）FR・GER１勝，ウニ
オンレネン‐G2 ２着，G.P. der Sparkasse Mulheim An Der Ruhr
‐L ２着

ラバムバ La Bamba（04牝 Samum）GER・SWI４勝，Hanshin Cup
‐L ２着，Kolner Stuten‐Trophy‐L ２着，P. der Hotellerie B
aden‐Baden‐L ２着，etc.

リモン Limon（99� Lavirco）GB・IRE・GER１勝，Gelsenkirchene
r Hoffnungs Preis‐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： 栄進牧場
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

145 エイシンレタリング２０２０ �・鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスロジユニヴァース Cape Cross

��
��
�アコースティクス鹿 2006 ＊ソニンク

＊

ロウマン Invincible Spirit

�
�
�
�
�

��
��

�Lawman Laramieエイシンレタリング ライーナ Monsun

��
��
�La Ina鹿IRE 2015 Limata

9e
Kris S4×M5 Green Desert S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 マルモリプリンセス（13黒鹿 スウィフトカレント）��２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ソノフェリーチェ（03青鹿 フサイチコンコルド）１勝
マルモリロイヤル（11牡 サムライハート）��７勝，優駿スプリント３着
マルモリラッキー（17� サムライハート）���１勝�１勝

３代母 アーデントラヴ（98鹿 ＊リアルシヤダイ）入着２回

４代母 ホットスポット（91栗 ＊ノーザンテースト）１勝
［子］ ヘイハチプリンセス（06牝 アドマイヤボス）�４勝�10 勝�１勝	，ゴー

ルドウィング賞３着

５代母 ダイナホツト（82栗 ＊デイクタス）５勝，オータムスプリントＳ‐OP ３着，市
川Ｓ，欅特別，ながつき賞，多摩川特別２着，etc.
［子］ ホットショット（89牡 ＊ノーザンテースト）３勝，清洲特別，清澄特別２着

ジュエルバンダム（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，おけさ特別，白河特
別３着

［孫］ タマモホットプレイ（01牡 フジキセキ）６勝，スワンＳ‐Jpn2，シルクロ
ードＳ‐Jpn3，淀短距離Ｓ‐L，etc.

タマモベストプレイ（10牡 フジキセキ）５勝，きさらぎ賞‐G3，万葉Ｓ‐L，
京都大賞典‐G2 ２着，etc.

タマモナイスプレイ（05牡 フジキセキ）７勝，米子Ｓ‐L，ＣＢＣ賞‐G3
３着，ポートアイランドＳ‐L ３着，etc.

チャームポット（06牝 フジキセキ）５勝，紅梅Ｓ‐OP ２着，朱鷺Ｓ‐OP
３着，エルフィンＳ‐OP ３着，etc.

タマモトッププレイ（09牡 フジキセキ）５勝，関門橋Ｓ，六甲アイランド
Ｓ，花見小路特別，etc.

セノエダイナ（01牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オークランドＲＣＴ，西
脇特別，響灘特別２着，etc.，�１勝

［曾孫］ タマモティータイム（17牝 ロードカナロア）�３勝，小郡特別，五色沼特
別２着，会津特別３着

販売申込者・所有者： ㈲センチュリースタッドファーム＝浦河町姉茶 �090-1525-6472
生 産 牧 場： ㈲センチュリースタッドファーム
飼 養 者： Ｐｉｎｅｔｒｅｅ Ｒａｎｃｈ＝浦河町姉茶 �080-9557-5600
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＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スウィフトカレント ＊ホワイトウォーターアフェアマルモリプリンセス フサイチコンコルド

��
��
�ソノフェリーチェ黒鹿 2013 アーデントラヴ

＊ロイヤルサツシユ 1t
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ノブアニバーサリー（13鹿 ＊ロージズインメイ）�３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ロスグラシアレス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ロールボヌール（12牡 ＊フレンチデピュティ）�６勝，岩手ダービーダイヤモンドＣ，

南部駒賞，若駒賞，種牡馬
アバンドーネ（14牝 ＊ファルブラヴ）出走

ラーグルフ（19牡 モーリス）�１勝
スーパーアキラ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝
イグアスフォールズ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��入着
ポワソニエール（17牝 ＊シニスターミニスター）��３勝
ベニスビーチ（18牝 ＊ノボジャック）��２勝�１勝�２勝�入着��，サラブレッ

ド大賞典，ＭＲＯ金賞２着，あやめ賞２着，新春ペガサスＣ２着

３代母 ロスマリヌス（97栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，白菊賞
ロスペトリュス（05牡 ＊タイキシャトル）２勝，ｔｖｋ賞２着，牡丹賞２着，百日草

特別２着，�２勝

４代母 ＊アンブロジン（88 USA鹿 Mr. Prospector）FR・USA１勝
［子］ ノーリーズン（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，神戸新

聞杯‐Jpn2 ２着，こぶし賞，種牡馬
グレイトジャーニー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ダービー卿Ｃｈ
Ｔ‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.，種牡馬

［孫］ ジェントルフォーク（05牡 タニノギムレット）４勝，瀬戸特別，釜山Ｓ２
着，桶狭間Ｓ３着，etc.

マノワール（10牡 ゴールドアリュール）４勝，ＢＳイレブン賞２着，ＴＶ
Ｑ杯２着，西日本スポーツ杯３着，etc.

ヴァーチュ（02牝 ＊タイキシャトル）３勝，きんせんか賞２着，火打山特
別３着，鳥取特別３着，etc.

メラナイト（15	 ハーツクライ）�２勝，新涼特別３着
［曾孫］ ワンアンドオンリー（11牡 ハーツクライ）４勝，日本ダービー‐G1，神戸新

聞杯‐G2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，UAE入着，種牡馬

販売申込者・所有者： 前田 亘輝＝東京都港区 �090-4524-6907
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372
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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

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretノブアニバーサリー ＊シンボリクリスエス

��
��
�ロスグラシアレス鹿 2013 ロスマリヌス

＊アンブロジン A4
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ヒラボクハッピー（11鹿 ＊タイキシャトル）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ダンツブライト（16牝栗 ゼンノロブロイ）１勝，��１勝

２代母 ジューンブライド（06鹿 ＊アフリート）�２勝
コメート（12牡 ブラックタイド）２勝，ホープフルＳ‐G2 ２着，日本ダービー‐G1

５着，きんもくせい特別，種牡馬
フルートフルデイズ（17牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 リファールニース（89青鹿 Greinton）不出走
リファールカンヌ（97牝 ＊デインヒル）不出走

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

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

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

ビッグカーネギー（01牡 ＊カーネギー）１勝，こけもも賞３着
マヤノスターダム（02牡 ＊カーネギー）４勝，習志野特別，青島特別，etc.，障害４

勝，阪神ジャンプＳ‐JG3
ヒラボクオウショー（04牡 ＊アフリート）４勝，両津湾特別，桜島特別３着
クジュウクシマ（07牡 ＊アフリート）３勝，伊勢佐木特別，皿倉山特別２着，名古屋

日刊スポーツ杯２着，
２勝

４代母 ＊バーブスボールド（78 USA黒鹿 Bold Forbes）FR１勝，フィユドレール賞
‐G3 ２着
［孫］ マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＭＲＣ１０００

ギニー‐G1，ＶＲＣオークス‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.
＊シーキングザパール（94牝 Seeking the Gold）７勝，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR・USA１勝，モー
リスドゲースト賞‐G1

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �090-5988-3884
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ベルサイユステーブル㈱＝日高町庫富 �090-6982-0000
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＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスゴールスキー
＊ Nureyev

��
��
�ニキーヤ黒鹿 2007 Reluctant Guest

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンヒラボクハッピー ＊アフリート

��
��
�ジューンブライド鹿 2011 リファールニース

＊バーブスボールド 17b
Halo S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ヒシストーミイ（10 USA栗 Stormy Atlantic）�７勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ストームドッグ（17�黒鹿 ノーザンリバー）���４勝
セイシークエンス（19牝青鹿 セイクリムズン）�地方未出走

２代母 ＊ヒシカツバラード（02 USA栗 Saint Ballado）入着２回
ロバートウォーカーRobert Walker（07 牡 ＊ヨハネスブルグ）USA１勝
＊ヒシマキシム（08牡 Vindication）入着，��１勝
ストリートバラッド Street Ballad（09� ＊ストリートセンス）USA２勝
＊ヒシサブリナ（11牝 Bernardini）入着，�８勝���入着２回，園田ＣｈＣ，くろ

ゆり賞２着
ビーンタウンセイント Beantown Saint（12 牡 Speightstown）USA４勝，Wolf

Hill S２着
ザルタックスZartax（13� Ghostzapper）USA４勝
ゾンデセントブルース Sonde St Blues（17� Fiber Sonde）�USA２勝

３代母 トワイスザヴァイス Twice the Vice（91 USA栗 Vice Regent）USA12 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，
ミレイディＨ‐G1，デルマーオークス‐G1，ホーソーンＨ‐G2，etc.

＊メジャーカフェ（99牡 GoneWest）５勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ３着，ＮＨＫマ
イルＣ‐Jpn1 ４着，長万部特別，etc.，障害１勝

４代母 ダブルセットDouble Set（75 USA鹿 Resurgent）USA入着２回
［子］ バーガンディダンサー Burgandy Dancer（84 牝 Marshua's Dancer）U

SA６勝，Duchess S‐L，Canadian H‐L ３着
［曾孫］ メラトニンMelatonin（11� Kodiak Kowboy）USA５勝，ゴールドＣ

アトサンタアニタＳ‐G1，サンタアニタＨ‐G1，オークローンＨ‐G2
２着，etc.

ストラテジカリー Strategically（00� Bertrando）USA12 勝，Black M
ountain H，Walter R. Cluer Memorial H，Cotton Fitzsimmo
ns Mile H２着

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

149 ヒシストーミイ２０２０ �・芦 ４／２８
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊

ストーミーアトランティック Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Stormy Atlantic Hail Atlantisヒシストーミイ
＊ Saint Ballado

��
��
�ヒシカツバラード栗USA 2010 Twice the Vice

8g
Caro S4×S5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ペイルローズ（01栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（12）〕
ヴェルテュ（09牝鹿 ＊ファスリエフ）１勝
テイエムトップガン（10牡栗 マヤノトップガン）�１勝
クアトロマエストロ（11牡栗 ＊ケイムホーム）�３勝
エリーティアラ（12牝青鹿 ＊ケイムホーム）４勝，吾妻小富士賞（芝 1200），芦屋川

特別（芝 1200），郡山特別（芝 1200），雪うさぎ賞（芝 1200）２着，醍醐Ｓ
（芝 1400）３着，ハッピーエンドＣ（芝 1200）３着，白河特別（芝 1200）３着，ゆ
きつばき賞（芝 1200）３着，�１勝

ベルウッドスワロー（15牡鹿 ＊バトルプラン）���２勝�２勝
シゲルキャッツアイ（16牝栗 フリオーソ）�３勝
ロサロッサーナ（19牝鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 オレンジカラー（93栗 サクラユタカオー）１勝
ライトハートリー（99牝 ＊パラダイスクリーク）１勝

キクノルア（14	 カネヒキリ）５勝，招福Ｓ，姫路特別，瀬戸特別２着
グレートカフェ（06牡 マンハッタンカフェ）��３勝
スイートカフェ（07牝 マンハッタンカフェ）��２勝
エチゴラディアンス（09牝 デュランダル）��１勝
トーセンヤマト（10牡 デュランダル）２勝，葉牡丹賞，百日草特別３着，��２勝
バトルルーラー（12牡 ＊バトルプラン）�３勝��１勝

３代母 ノーザンハマナス（84鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
マヤノデンプシー（92牡 サクラユタカオー）７勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ３着，陽春Ｓ

‐OP ３着，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
ナチュラルカラー（95牝 サクラユタカオー）入着２回

アモール（01牝 ＊ティンバーカントリー）��３勝�入着，ひまわり賞２着
デジタルホース（97牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，相模特別２着
ノーザンスター（01牝 ＊カーネギー）３勝，長岡特別３着，白河特別３着，勝浦特別３着

プレイザゲーム（13牡 ＊パイロ）�１勝��１勝�，東京ダービー２着，クラウ
ンＣ２着，東京湾Ｃ３着，etc.

マリーズスマイル（02牝 メジロライアン）出走
マリーズケイ（11牝 アッミラーレ）２勝，隅田川特別２着，古作特別２着

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

150 ペイルローズ２０２０ �・鹿 ５／２２

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーペイルローズ サクラユタカオー

��
��
�オレンジカラー栗 2001 ノーザンハマナス

＊ハマナスⅡ 17b
Mr. Prospector S4×S5 Le Fabuleux M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5
In Reality S5×M5
価格： 購買者：



母 ハローアゲイン（03栗 アグネスタキオン）�１勝�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（10）〕
エクサイティング（09牡栗 ＊ケイムホーム）�５勝�１勝，菊水賞（Ｄ1700）３着，

園田ユースＣ（Ｄ1400）３着
ウイングリート（10牡鹿 ＊クロフネ）２勝，あやめ賞（芝 1800），あすなろ賞
（芝 2000）２着

ペイシャマリヤ（13牝栗 ＊タイキシャトル）１勝，下北半島特別（芝 1200）２着
サルウェーテ（16牡鹿 エイシンフラッシュ）１勝，��１勝
キタノアゲイン（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）��３勝

２代母 ゴールデンバード（95鹿 ＊クリミナルタイプ）３勝
アグネスシグマ（04牡 ＊タイキシャトル）１勝
キンセイポラリス（06牡 タニノギムレット）３勝，磐梯山特別３着，ＨＴＢ賞３着，

南港特別３着

３代母 ナリタレッドバード（88鹿 マルゼンスキー）１勝
ナリタプロテクター（93牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，谷川岳Ｓ‐OP，ポートア

イランドＳ‐OP，札幌日経ＯＰ‐OP，etc.，�３勝�７勝
ナリタフローラ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

トーコーニーケ（11牝 キングカメハメハ）�７勝�２勝�	入着，関東オーク
ス‐Jpn2 ２着，園田金盃，のじぎく賞，etc.，ＮＡＲ優３牝

ピスハンド（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��７勝，菊水賞２着，兵庫若駒賞２着

４代母 ビユーテイマリヤ（80黒鹿 ＊トライバルチーフ）�	１勝
［子］ ファイトガリバー（93牝 ダイナガリバー）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，紅梅賞‐OP ２着，etc.
ナリタタイセイ（89牡 ダイナガリバー）４勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，皐月賞
‐Jpn1 ２着，若駒Ｓ‐OP，etc.

［孫］ イグゼキュティヴ（06牡 ＊チーフベアハート）１勝，京都２歳Ｓ‐L，札幌
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，コスモス賞‐OP ２着，etc.，�２勝
２勝，Ｎ
ＡＲ優ターフ

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

151 ハローアゲイン２０２０ �・鹿 ４／２０
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

＊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ローアゲイン ＊クリミナルタイプ

��
��
�ゴールデンバード栗 2003 ナリタレッドバード

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ハイデルベーレ（08鹿 ハーツクライ）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ラグビーガール（15牝鹿 ローエングリン）�２勝
サンエルセントロ（18牡黒鹿 ＊マクフィ）�１勝
クロールキック（19牡栗 ストロングリターン）��１勝

２代母 ＊ウォートルベリー（00 FR栗 Starborough）FR・ITY８勝，ジャンロマネ賞
‐G2，リディアテシオ賞‐G2，ミネルヴ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，ジ
ャンロマネ賞‐G2 ３着，etc.
ストローハット（09牡 フジキセキ）３勝，ユニコーンＳ‐G3
ロウアンドロウ（12牡 ゼンノロブロイ）１勝
マルカソレイユ（14牝 ダイワメジャー）５勝，桶狭間Ｓ，洲本特別
イマジナリーライン（17牡 スクリーンヒーロー）２勝

３代母 ロティーナRotina（88 FR鹿 ＊クリスタルグリツターズ）FR入着２回
ヴァレンティノ Valentino（99� Valanour）FR・GER・HKG12勝，エドモンブラ

ン賞‐G3，アンドレバボワン賞‐G3，パース賞‐G3，etc.
イソルディナ Ysoldina（02牝 Kendor）FR１勝，仏１０００ギニー‐G1 ３着，コリー

ダ賞‐G2 ３着，グロット賞‐G3 ２着，etc.
ウィングズオヴイーグルズWings of Eagles（14 牡 Pour Moi）GB・FR・IR

E２勝，英ダービー‐G1，愛ダービー‐G1 ３着，チェスターヴァーズ‐G3
２着，種牡馬

アペルオーメトル Appel Au Maitre（04 牡 Starborough）FR・GER・NOR・SW
E12勝，プレミエーレ大賞‐G3，ストックホルムストゥーラプリス‐G3，マリ
ットスヴェアースミネロップ‐G3，etc.，種牡馬

ベルエセレーブル Belle Et Celebre（05 牝 ＊パントレセレブル）FR１勝，サンタラ
リ賞‐G1

カウサプロクシマ Causa Proxima（06牝 Kendor）FR１勝，P. La Sorellina‐L
３着

マラーデュバイMarah Dubai（07 牝 Dubawi）FR入着
ハーキー Haky（14� Muhtathir）�FR・AUS４勝，ケルゴルレイ賞‐G2 ３着，

グラディアトゥール賞‐G3 ２着，ＢＪＣベンディゴＣ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

152 ハイデルベーレ２０２０ 牡・栗 ４／２４
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハイデルベーレ
＊ Starborough

��
��
�ウォートルベリー鹿 2008 Rotina

14c
Northern Dancer S5×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハトゥンルナ（03 USA鹿 ＊デインヒル）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：海外－２（３），地方－１（２）〕
ハカクナHakakuna（09 AUS�鹿 Red Ransom）AUS２勝
ポトシPotosi（12 AUS�鹿 ＊ストリートセンス）AUS１勝
スーパーエンゼル（15牝鹿 ＊ストーミングホーム）�２勝，大観峰賞（Ｄ1750）２着

２代母 アドネスク Adonesque（98 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE２勝，BlueWind
S.‐L，メルドＳ‐G3 ３着

＊オルダニー（04牝 Elusive Quality）GB１勝
ブルーストーン（11牝 ＊コマンズ）４勝，貴船Ｓ，ＵＨＢ杯，貴船Ｓ２着，ＴＶ

ｈ杯３着，かえで賞３着
ドーヴァー（13牡 アドマイヤムーン）７勝，キャピタルＳ‐L，ニューイヤーＳ

‐L，クロッカスＳ‐OP ３着，奥多摩Ｓ，木更津特別，etc.，���出走
＊ランドルーラー（16� ルーラーシップ）�２勝，合馬特別，小郡特別

ベルガマスク Bergamask（05牝 Kingmambo）FR３勝，P. Petite Etoile‐L ３着
ブラティーノ Buratino（13牡 Exceed And Excel）GB・IRE４勝，コヴェン

トリーＳ‐G2，Woodcote S‐L，ミドルパークＳ‐G1 ２着，フィーニ
クスＳ‐G1 ３着，Sandown National S‐L ２着，種牡馬

バスカー Busker（08 牡 Street Cry）GB・UAE５勝，Dubai Creek Mile‐L ３着
イクセルアゲインExcel Again（14 牡 Exceed And Excel）GB２勝

３代母 ミラアドンデMira Adonde（86 USA黒鹿 Sharpen Up）GB出走
デインヒルダンサーDanehill Dancer（93 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE４勝，フ

ィーニクスＳ‐G1，愛ナショナルＳ‐G1，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬
プレジールダムールPlaisir d'Amour（94 牝 ＊デインヒル）GB４勝

エンコスタビリーフ Encosta Belief（06� Encosta De Lago）AUS３勝，Ｖ
ＲＣＣＳヘイズＳ‐G3 ２着

コロッサス Colossus（01 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE３勝，St. Bernard Blenh
eim S‐L，ロベールパパン賞‐G2 ２着，種牡馬

グラススリッパーGlass Slipper（03 牝 ＊デインヒル）不出走
カーリー Curly（15 牝 Galileo）IRE２勝，Bluebell S‐L

ユニラテラルUnilateral（05 牝 ＊ロックオブジブラルタル）GB２勝，ファースオヴ
クライドＳ‐G3，ローザーＳ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： 小葉松 幸雄＝浦河町向別 �0146-22-0658
生 産 牧 場： 小葉松 幸雄
飼 養 者： 小葉松 幸雄＝浦河町向別 �0146-22-0658

153 ハトゥンルナ２０２０ �・鹿 ５／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�デインヒル Razyanaハトゥンルナ アドネスク Sadler's Wells

��
��
�Adonesque鹿USA 2003 Mira Adonde

22b
Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×M4×S5 Sharpen UpM4×S5
Special S5×M5 NatalmaM5×M5×M5
価格： 購買者：



母 パリージョ（07鹿 ＊タイキシャトル）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
ヨイミヤ（13牝栗 マツリダゴッホ）２勝
セビージャ（14牝青鹿 ヴァーミリアン）�３勝
ソルパシオン（16牡栗 トーセンラー）入着２回，��出走����出走
クラップユアハンズ（17牝鹿 マツリダゴッホ）��出走

２代母 アレグリアス（02鹿 ＊フォーティナイナー）１勝
スフィンクス（09牝 リンカーン）３勝，�２勝，栗駒賞，栗駒賞３着，白嶺賞３着

スペクタクル（18牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，オキザリス賞３着
クレバーパルマ（10牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ボナフォルトゥーナ（12牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
タイムオヴトラブルTime of Trouble（92 牝 ＊ウォーニング）GB・FR・UAE３勝

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

リザーブシート（95牝 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着
ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，
葉山特別，カーネーションＣ，etc.

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，etc.

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

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

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

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

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

154 パリージョ２０２０ �・青 ３／２３
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellマツリダゴッホ

＊ Bel Bolide

��
��
�ペイパーレイン鹿 2003 ＊フローラルマジック

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンパリージョ ＊フォーティナイナー

��
��
�アレグリアス鹿 2007 ＊インヴァイト

2f
Halo S3×M4

価格： 購買者：



母 ハワイアンスマイル（11鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
フェアリースキップ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�３勝���入着３回
レイワフリューゲル（18�黒鹿 ブラックタイド）��入着２回

２代母 ＊ワシントンシティ（96 CHI 鹿 Wagon Master）CHI４勝，チリオークス‐G1，
チリ１０００ギニー‐G1，エルエンサヨ‐G1 ２着，アルトゥロリオンペニャ賞‐G1
２着，ナシオナルリカルドリオン賞‐G1 ２着，etc.
スコッツデール（02牡 ＊ブライアンズタイム）入着２回，�２勝��，東海ダービー

２着，駿蹄賞３着
ラトルスネーク（08牡 タニノギムレット）５勝，六甲Ｓ‐OP ２着，白百合Ｓ‐OP

２着，白秋Ｓ，小豆島特別，千種川特別，etc.
タイダルベイスン（10牡 アグネスタキオン）１勝
ペブルガーデン（12牝 ディープインパクト）出走

ミサキシャンティ（17牡 ＊エスケンデレヤ）�１勝
グラティトゥー（18牡 エピファネイア）�１勝，あすなろ賞２着，紫菊賞２着

アルザス（15牝 ハーツクライ）�３勝

３代母 タラハシーTallahassee（88 CHI 栗 Thornton Hill）CHI２勝
ウィンザーカースルWindsor Castle（98� WagonMaster）CHI１勝，アルベル

トＶインファンテ賞‐G1 ２着，P. Jose Luis Larrain‐L ３着
ティルシットTilsit（00 牝 Wagon Master）CHI１勝

エルタイタ El Taita（10 牡 Pavarotti）CHI３勝，P. Preparacion‐L

４代母 メディターダMeditada（73 CHI 栗 Tetracordio）不出走
［子］ ミラドールMirador（89� Midnight Mine）CHI11 勝，プリマベラ賞‐G2，

イサベル二世杯‐G2 ３着，P. Carreras del '20‐L ２着，etc.
メディーダMedida（80牝 Sovereign Deck）CHI５勝，カルロスアギア
ル賞‐G3，ルイスＤラライン賞‐G3，P. Cuerpo Medico de Santiag
o‐L，etc.

マイテネラMaitenera（82 牝 Marsino）CHI４勝，セレクシオンデポトラン
カス‐G3，カルロスアギアル賞‐G3 ２着，フアンＣメジャ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �090-3125-8387
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

155 ハワイアンスマイル２０２０ �・栗 ５／ ７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハワイアンスマイル
＊ Wagon Master

��
��
�ワシントンシティ鹿 2011 Tallahassee

1d
５代までにクロスなし

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
本馬の他に産駒あり

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： ㈲コスマー＝東京都大田区 �03-5471-7111
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

156 ハーズシャドウ２０２０ �・鹿 ５／２１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

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
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 パーフェクトブルー（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，知床特別（芝 2000），
グリーンチャンネルＣ（芝 1800）３着，�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（15）〕
ベッロバンビーナ（08牝鹿 キングカメハメハ）�１勝
ヤマノブルー（09牝黒鹿 タニノギムレット）�４勝��入着
ダラニ（11牝栗 サクラバクシンオー）１勝
イルデパン（13牡鹿 ＊ファルブラヴ）��２勝
ジャンティオム（14牡栗 ローエングリン）���６勝
アールウォーケン（16牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，���２勝
パーフェクトタイム（17牡鹿 タイムパラドックス）��出走��出走
アルラキス（18牝青鹿 アーネストリー）�地方未出走

２代母 ビューティークロス（91栗 タマモクロス）４勝，臥牛山特別，サルビア賞
ビューティグレース（97牝 サクラユタカオー）３勝，足立山特別，伊万里特別
ケリーズビューティ（01牝 ＊ブライアンズタイム）��４勝

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

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

タッチオブレインズ（05牡 タニノギムレット）１勝

３代母 ミヤマビユーテイー（84栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ジョージビューティ（92牝 ＊ミルジヨージ）１勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２

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

‐Jpn3 ２着，栄冠賞３着
ダンツワンダー（00牡 バブルガムフェロー）２勝，アイビーＳ‐OP ２着

４代母 ホウヨウクイン（69鹿 ＊レアリーリーガル）２勝
［子］ ホウヨウボーイ（75牡 ＊フアーストフアミリー）11勝，有馬記念，天皇賞

（秋），ＡＪＣＣ，etc.，年代表（2回），優古牡（2回），種牡馬

販売申込者・所有者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431
生 産 牧 場： 原 弘之
飼 養 者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431

157 パーフェクトブルー２０２０ 牡・鹿 ５／ ３

＊

＊ 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellパーフェクトブルー タマモクロス

��
��
�ビューティークロス青鹿 2000 ミヤマビユーテイー

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ナドー（09 FR芦 Soave）FR３勝，P. Zeddaan‐L，P. Ronde de Nuit‐L
２着，アンプリュダンス賞‐G3 ３着，Criterium de Vitesse‐L ３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
ミスターロンリー（14牡鹿 ダイワメジャー）入着３回，��９勝
メジャードリーム（15牝鹿 ダイワメジャー）入着，�１勝��
シルヴァーイーグル（16牡芦 ハーツクライ）���３勝
トゥインクルウェイ（17牝鹿 ジャスタウェイ）���入着�２勝
フルーガル（18牝芦 ジャスタウェイ）��入着
エイレーネ（19牝鹿 ロゴタイプ）��入着２回

２代母 アリクスHalix（98 FR芦 Tropular）不出走
バッキーボールBucky Ball（05� Nombre Premier）FR４勝
ジュスイラ Je Suis La（07� Panis）FR４勝
アクロレーヌAcroleine（10 牝 Indian Rocket）FR出走

エフィショープEfichope（14牝 Deportivo）FR・GER５勝
マゼルトフMazeltof（16� Kheleyf）�FR９勝

アイソセル Isocel（11 牝 Deportivo）FR１勝
ズワーヴヴァリーZouave Valley（17 牡 Whipper）�FR２勝

エフィウインドEffywind（13牝 Diamond Green）FR１勝

３代母 レナミクスRainamix（94 FR芦 Linamix）FR２勝

４代母 ジュヌヴィリエGennevilliers（83 USA鹿 Brigadier Gerard）FR入着２回
［子］ ファストフォロー Fast Follow（88牡 ＊ファストトパーズ）FR３勝

ソーヴィリエ Sauvilliers（99� Saumarez）FR２勝，FR障害３勝
イースタンダンサーEastern Dancer（90� Esprit du Nord）FR２勝

５代母 ラノブレサ La Nobleza（77 USA鹿 Damascus）FR１勝
［曾孫］ サンシャインコースト Sunshine Coast（03 牝 Foyer）IND２勝，Sout

h India Derby‐LR ２着，South India Oaks‐LR ２着，South
India 1000 Guineas‐LR ２着，etc.

プリンセスアスク（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，石打特別，三木特別２着，
足立山特別３着

販売申込者・所有者： ㈲藤沢牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2200
生 産 牧 場： ㈲藤沢牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

158 ナドー２０２０ �・鹿 ３／ ３
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

ソアーヴェ Dashing Blade

�
�
�
�
�

��
��

�Soave She's His Guestナドー アリクス Tropular

��
��
�Halix芦FR 2009 Rainamix

14f
Shirley Heights S5×M5 Sharpen Up S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒシラスティ（08鹿 フサイチコンコルド）�７勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ドゥリアリティ（15牝鹿 スターリングローズ）１勝
ユーセイハンター（16牡鹿 パドトロワ）�１勝

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
ヒシタイフーン（09牡 フジキセキ）入着，�２勝�７勝��３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

＊ヒシラストガイ（10牡 Corinthian）１勝，花見山特別２着，�１勝

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： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： ㈲飛渡牧場
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6699-0027

159 ヒシラスティ２０２０ �・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンヒシラスティ
＊ Saint Ballado

��
��
�ヒシバラード鹿 2008 ＊ヒシアマゾン

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



母 ピースフルメモリー（15鹿 ロードカナロア）�２勝��
初仔

２代母 テンシノキセキ（98栗 フジキセキ）９勝，セントウルＳ‐Jpn3，フェアリー
Ｓ‐Jpn3，小倉日経ＯＰ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
カレンナホホエミ（07牝 ＊タイキシャトル）２勝，フェニックス賞‐OP
キミニアエタキセキ（08牝 サクラバクシンオー）１勝
ミカエルシチー（12牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，恵那特別２着，��10 勝
マチャプチャレ（13牝 ＊ヨハネスブルグ）入着

ベルウッドブラボー（19牡 シルバーステート）�２勝，ダリア賞‐OP

３代母 ＊ビーバップアルー（86 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
フォーキャップ Four Cap（96牝 Capote）USA出走

テクサンティップ Texan Tip（02牝 Water Poet）VEN２勝，P. Starship M
iss‐L ３着
ファストティップ Fast Tip（08 牡 Fast as a Cat）VEN７勝，P. Jib Da
ncer‐L ２着

レイディアレイダ Lady Aleida（03牝 Seek Smartly）不出走
フランクロス Frank Ross（07 牡 Water Poet）VEN７勝，P. Burlesco
‐L，P. Iraqui‐L，Copa Remarkable News‐L ２着，etc.

エノロゴ Enologo（07牡 Water Poet）VEN４勝，P. Internacional del Cari
be‐L ３着

クリノトップレディ（97牝 Salt Lake）３勝，若菜賞，鈴鹿特別２着，火の山特別２
着，etc.
ダイナミックウオー（10牡 フジキセキ）２勝，天の川賞２着，吹田特別２着，

ＴＶＱ杯２着，etc.，�１勝
クリノレディスルガ（00牝 ＊タイキシャトル）２勝，こでまり賞２着
クリノワールド（01牡 ＊スピニングワールド）５勝，京洛Ｓ，心斎橋Ｓ，小倉日経賞

２着，etc.

４代母 ニューチャンスレイディNewchance Lady（74 USA鹿 Roi Dagobert）不出走
［子］ ストライクゴールド Strike Gold（80牡 Mr. Prospector）USA４勝，ベ

イショアＳ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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

160 ピースフルメモリー２０２０ 牡・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムピースフルメモリー フジキセキ

��
��
�テンシノキセキ鹿 2015 ＊ビーバップアルー

A5
サンデーサイレンス S3×M4 Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S4×M4×M5
Miesque S4×M5
価格： 購買者：



母 ビューティサフラン（09黒鹿 ローエングリン）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
グランデメッシ（16牡黒鹿 ＊セイントアレックス）１勝
サフランフラワー（17牝黒鹿 サムライハート）���入着２回
ドラゴンズアイ（19牝鹿 マツリダゴッホ）��１勝

２代母 サフランカーネギー（00鹿 ＊カーネギー）入着３回，�２勝
ヨドノカントリー（06牡 ＊ティンバーカントリー）�３勝�入着
ヨドノブラボー（07牡 マーベラスサンデー）�１勝�１勝�３勝�５勝�入着
サフランハート（13牡 アドマイヤオーラ）５勝，道頓堀Ｓ，宇治川特別２着（２回），

祇園特別２着，羊ヶ丘特別２着，仲春特別３着，etc.，���出走
サフランブーケ（15牝 スターリングローズ）１勝
サフランハピネス（17牝 アサクサキングス）�	２勝�
サフランルーラー（18牡 トーセンラー）��１勝

３代母 ヨドノサフラン（94黒鹿 ミスターシービー）１勝，もみじＳ‐OP ２着，３歳
抽せん馬特別２着
サフランブリザード（99牡 ＊タイキブリザード）３勝，矢作川特別３着，障害１勝
サフランディライト（08牡 ＊クロフネ）４勝，白川特別，稲村ヶ崎特別，松籟Ｓ２着，etc.

４代母 ＊イングリッシュホーマー（85 USA鹿 Conquistador Cielo）不出走
［子］ トウカイパルサー（96牡 トウカイテイオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，京都記

念‐Jpn2 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.
ストーレンハート（92牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，三国特別２着，越路特
別３着

［孫］ マルブツイースター（05牡 サクラバクシンオー）３勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，
ファルコンＳ‐Jpn3 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，etc.

ダイメイザバリヤル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，白河特別，サンラ
イズＳ２着，五色沼特別２着，etc.

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

ジャリーヴ（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，	１勝，ハヤテ
スプリント，あやめ賞３着

販売申込者・所有者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
生 産 牧 場： 高橋 啓
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

161 ビューティサフラン２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ローエングリン ＊カーリングビューティサフラン ＊カーネギー

��
��
�サフランカーネギー黒鹿 2009 ヨドノサフラン

＊イングリッシュホーマー 8h
Halo S4×M5 Nureyev S4×S5 Sadler's Wells M4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エイシンヘケト（15栗 ＊エイシンアポロン）�２勝�入着
初仔

２代母 ＊ミッドナイトソプラノ（07 IRE 黒鹿 Celtic Swing）GB・FR・IRE８勝，ノー
ブレスＳ‐G3，Finale S‐L，Saval Beg S‐L，カラＣ‐G3 ２着，ギヴサン
クスＳ‐G3 ３着
サンライズヴュー（16牡 マンハッタンカフェ）１勝，���出走�入着３回

３代母 ミッドナイトグリマーMidnight Glimmer（00 IRE 栗 ＊ドクターデヴィアス）
IRE入着２回
セルティックソプラノ Celtic Soprano（05牝 Celtic Swing）IRE４勝，Listowe

l S‐L ２着，Finale S‐L ３着
デヴィアスソプラノDevious Soprano（06牝 Orpen）IRE出走

スパニッシュテナー Spanish Tenor（14� Lope de Vega）�IRE４勝，コン
コルドＳ‐G3 ３着，Knockaire S‐L ３着

ラスアルマルRas Al Mal（13 牡 Tamayuz）GB・GRC１勝
アルワルダAlwarda（14牝 Tamayuz）�IRE１勝

４代母 ノルディックソプラノNordic Soprano（88 IRE 鹿 Nordico）IRE２勝，
Orby S‐L，レイルウェイＳ‐G3 ２着，シルケングライダーＳ‐G3 ２着，ロイ
ヤルホイップＳ‐G3 ３着
［子］ ゴールデンドックサイダーGolden Docksider（01 牡 Docksider）ITY１勝
［孫］ ブラックマン Blackman（06牡 Sumen）TUR11 勝，19Mayis S‐L ３着

５代母 アンガーAngor（77 IRE 栗 Lorenzaccio）GB１勝
［子］ ノルディカンNordican（87牝 Nordico）IRE・USA５勝，Tyros S

‐L ３着
［孫］ ホープスアンドフィアーズ Hopes And Fears（05 牡 Captain Rio）FR

・UAE４勝，Derby du Languedoc‐L，Derby duMidi‐L ２
着，G.P. Inter‐Regional des 3ans‐L ３着

スパイロ Spyro（97牡 Thatching）ITY７勝，P. Pisa‐L ３着
［曾孫］ ケイトズイヴェント Kate's Event（07 牡 Event of the Year）USA８勝，

Tiznow S‐R，California Cup Sprint S‐R 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： 栄進牧場
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

162 エイシンヘケト２０２０ �・芦 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エイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンアポロン Silk And Scarletエイシンヘケト
＊ Celtic Swing

��
��
�ミッドナイトソプラノ栗 2015 Midnight Glimmer

14c
Storm Cat S3×M4 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

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
初仔

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）��入着�６勝��	入着８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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

163 ハタノオヌール２０２０ 牡・黒鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� ディープインパクト
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�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンホマレボシ ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2009 ＊クラフテイワイフ

＊
＊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
Halo S4×M4 Hail to Reason S5×M5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ブラストエルサ（06鹿 キングカメハメハ）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
メイクシャイン（12牝鹿 スターリングローズ）��１勝
スピリア（14牝鹿 ＊ワークフォース）��４勝��入着
メイクロード（16牝栗 ＊パイロ）���４勝
イネッサ（19牝鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 ローズオブダイヤ（95栗 ＊サンデーサイレンス）入着
ニシネダイヤ（01牝 サニーブライアン）�１勝�１勝�４勝
コスモキララ（02牝 タマモクロス）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，臥牛山特別，五泉特

別，りんどう賞３着
マイネアルナイル（09牝 ＊ロージズインメイ）４勝，江坂特別，日田特別，京橋

特別２着，四国新聞杯２着，江の島特別３着，etc.
キラメキパスワード（03牝 タマモクロス）入着２回，�２勝�５勝�２勝�入着４回
リノーンランプ（05牡 マヤノトップガン）１勝，障害１勝
ドリームスパークル（09牡 ＊クロフネ）��５勝��

３代母 ダイナアンバー（78鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
ブルマーケット（85牡 ＊ターゴワイス）２勝，霞ヶ城特別，障害１勝
メインゲスト（86牝 ＊ターゴワイス）１勝

ファストタテヤマ（99牡 ダンスインザダーク）６勝，京都新聞杯‐Jpn2，デイ
リー杯２歳Ｓ‐Jpn2，大阪―ハンブルクＣ‐L，etc.

ディスコアンバー（87牝 ＊ターゴワイス）３勝，宇治川特別３着，噴火湾特別３着
ラリーキャップ（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，青葉賞‐OP ２着

４代母 ＊クリアアンバー（67 USA黒鹿 Ambiopoise）USA３勝
［子］ アンバーシヤダイ（77牡 ＊ノーザンテースト）11勝，有馬記念，天皇賞

（春），ＡＪＣＣ（２回），etc.，特別賞，種牡馬
［孫］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

イブキマイカグラ（88牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，阪神３歳Ｓ‐Jpn1，Ｎ
ＨＫ杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ベルモントファーム＝新冠町万世 �0146-49-5324
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

164 ブラストエルサ２０２０ �・黒鹿 ５／１３

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスブラストエルサ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ローズオブダイヤ鹿 2006 ダイナアンバー

＊クリアアンバー 4m
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フォレスタレガーロ（12栗 ダイワメジャー）�２勝�入着２回���
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ラストヴィグラス（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）���２勝�１勝
ギャンダ（19牝鹿 シビルウォー）�地方未出走

２代母 ネイチャートレイル（04栗 ＊フレンチデピュティ）入着３回，�２勝

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，

毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２

着，外房Ｓ，etc.
レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3

２着，オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，etc.
トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2

２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，京成杯オー

タムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.
シンコウビューティ（93牝 Caerleon）不出走

ハッピールック（98� ＊トニービン）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海道Ｓ‐L，
ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ２着，etc.

サンタフェトレイル（94牝 ＊ノーザンテースト）５勝，福島ＴＶ杯，長万部特別，若
潮賞，etc.
キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念‐Jpn2，

京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，etc.，種牡馬
サンタフェソレイユ（04牝 アグネスタキオン）１勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，

サフラン賞２着
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札幌日刊スポ

ーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２歳Ｓ

‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，etc.
チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネＳ

‐LR，オークス‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 飯島 暁人＝東京都渋谷区 �090-3840-0695
生 産 牧 場： 佐藤 鉄也
飼 養 者： ㈱さとう＝新ひだか町三石本桐 �090-7514-5710

165 フォレスタレガーロ２０２０ �・栗 ４／ ９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケフォレスタレガーロ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ネイチャートレイル栗 2012 ＊ハッピートレイルズ

4d
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 フォンティーン（03鹿 ＊エンドスウィープ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ダンツレパード（10牡鹿 ＊ディクタット）１勝
ダブルポイント（12牡鹿 ＊ダノンゴーゴー）��１勝
ファイヤーレディ（13牝鹿 ＊ホワイトマズル）�４勝
コウユーヌレエフ（14牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）�入着，障害３勝，新潟ジャン

プＳ‐JG3（3250）２着，��３勝��入着
ディオスライト（19牡鹿 ゴールスキー）��入着

２代母 ＊サドラーズメイド（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GER２勝
ロードマーシャル（01牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，福寿草特別，エリカ賞３着
コヴェントガーデン（02牝 バブルガムフェロー）１勝
フサイチダイチャン（05牡 フジキセキ）３勝，アザレア賞２着，長久手特別３着
リンドブルム（07牡 サクラバクシンオー）１勝
トーセンギャラリー（09牡 フジキセキ）３勝，長良川特別，逢坂山特別３着，紫野

特別３着

３代母 アメイザー Amazer（75 USA栗 Vaguely Noble）FR・USA４勝，ロワイヤ
リュー賞‐G3，Yellow Ribbon S，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着，カナディアン
インターナショナルＣｈ．‐G1 ３着，ポモーヌ賞‐G3 ２着，etc.
ディライターDelighter（85 牝 ＊リイフオー）FR・USA４勝，イエローリボンＳ‐G1，

P. de Thiberville‐L，ロスマンズインターナショナル‐G1 ３着，etc.
＊オークミードⅡ（90牝 Lomond）GB・FR・IRE・USA２勝，Lingfield Oaks Trial

S‐L，英オークス‐G1 ３着，愛オークス‐G1 ３着，etc.
レイクヴィクトリア Lake Victoria（97 牝 Lake Coniston）IRE入着３回，Cork

S‐L ２着
アスコットグローリー Ascot Glory（07 牝 Kheleyf）FR３勝，クリテリヨムド

メゾンラフィット‐G2 ２着，P. La Fleche‐L ３着

４代母 セイルデイ Sale Day（65 USA鹿 ToMarket）USA12 勝，スピンスターＳ，
フォールズシティＨ，デラウェアオークス２着，スピンスターＳ３着，Fair G
rounds Oaks２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ストームファームコーポレーション＝熊本県菊池郡大津町 �090-5988-3884
生 産 牧 場： ㈱ストームファームコーポレーション
飼 養 者： ベルサイユステーブル㈱＝日高町庫富 �090-6982-0000

166 フォンティーン２０２０ �・鹿 ４／１７
＊ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ストーミングホーム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Try to Catch Meサドンストーム

＊ Green Desert

��
��
�ビールジャント栗 2009 Belle Genius

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceフォンティーン
＊ Sadler's Wells

��
��
�サドラーズメイド鹿 2003 Amazer

14b
Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer M4×S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ポルカマズルカ（06鹿 ＊ティンバーカントリー）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR（芝 2600）
３着，日本海Ｓ（芝 2200），秩父特別（芝 2000），阿寒湖特別（芝 2600），迎春Ｓ
（芝 2500）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
フォックストロット（13牡鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝
ポルカシュネル（15牝鹿 ＊タートルボウル）１勝
ピチカートポルカ（16牝鹿 ロードカナロア）�入着５回，�３勝

２代母 ダンシングサンデー（97鹿 ＊サンデーサイレンス）FR入着３回
フサイチオフトラ（04牡 ＊ブラックホーク）２勝，萩Ｓ‐OP，長久手特別２着，鴨川

特別２着，聖護院特別３着，etc.，�２勝，はがくれ大賞典
バンスタンウォルツ（08� ＊ロックオブジブラルタル）３勝，駒ケ岳特別，姫川特別

２着，横津岳特別２着
ダンスオンザルーフ（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回

レッドガラン（15牡 ロードカナロア）�５勝，大阪城Ｓ‐L，洛陽Ｓ‐L ３着，リ
ゲルＳ‐L ３着，白富士Ｓ‐L ３着，逆瀬川Ｓ，etc.

ボディーダンシング（10牝 ＊ホワイトマズル）１勝

３代母 ＊ダンシングキイ（83 USA鹿 Nijinsky）不出走
キ－レコグニション Key Recognition（88牡 Damascus）USA３勝，Vernon C

astle H２着，種牡馬
エアダブリン（91牡 ＊トニービン）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，青葉賞‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダンスパートナー（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，オークス‐Jpn1，エリザベス

女王杯‐Jpn1，京阪杯‐Jpn3，etc.，FR・HKG入着，優３牝，優古牝
ダンスインザダーク（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，菊花賞‐Jpn1，京都新聞杯

‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬
エアギャングスター（96� ＊サンデーサイレンス）４勝，札幌記念‐Jpn2 ２着，函

館記念‐Jpn3 ３着，巴賞‐OP，etc.
ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，ヴィクトリ

アマイル‐Jpn1，etc.，USA・HKG１勝，キャッシュコールＳ‐G3，etc.，優
３牝，優古牝

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

167 ポルカマズルカ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２７
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenポルカマズルカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダンシングサンデー鹿 2006 ＊ダンシングキイ

7
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 マキハタスリリング（04青鹿 ステイゴールド）�５勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
ニシノコンコルド（10牡青鹿 フサイチコンコルド）�７勝�２勝
クロイイナズマ（12牝青鹿 ＊アサクサデンエン）�２勝�入着３回�
サツキジョオウ（14牝黒鹿 ジャングルポケット）��２勝�２勝
グランパラディ（17牡青鹿 シビルウォー）	�入着４回�
マインヒーロー（18牡鹿 アンライバルド）	�入着�
ミツオ（19牡鹿 トランセンド）	��出走

２代母 シンコマンチラン（92芦 タマモクロス）出走
セトエモーション（98牡 ウイニングチケット）１勝，�４勝
入着４回�
マキハタコンテンツ（01牝 ＊ディアブロ）
２勝

ホリノケイ（10牝 アドマイヤマックス）�１勝��入着４回，リリーＣ２着
シンシンマーキー（02牝 ＊ラストタイクーン）３勝，�３勝��
マキハタシューター（03牡 ＊タバスコキャット）入着，
１勝�９勝��入着２回
ジンマーキー（08牝 タイムパラドックス）�２勝�

３代母 シンミスアンサー（81鹿 ＊ノーザンアンサー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3 ３
着，なにわＳ，うずしおＳ，木津川特別，花園特別，etc.
シングン（96牡 ＊スキャン）３勝，沓掛特別，指宿特別２着
マキハタサイボーグ（02� メジロブライト）５勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，烏丸Ｓ，

八瀬特別，etc.
マキハタターキー（04牝 ＊サザンヘイロー）�１勝

ラッキーバトル（13牝 ＊バトルプラン）�４勝��２勝，ブロッサムＣ

４代母 ブラウンデージ（75鹿 ＊ボンモー）出走
［子］ シンブラウン（80牡 ＊ボールドラツド）６勝，阪神大賞典‐Jpn2，阪神大

賞典，菊花賞３着，etc.，種牡馬
テイエムジャンボ（91牡 ＊クリスタルグリツターズ）８勝，京都記念
‐Jpn2，京都金杯‐Jpn3，金鯱賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

シンチェスト（83牡 タイテエム）３勝，京都記念‐Jpn2，ＮＨＫ杯
‐Jpn2 ２着，すみれ賞‐OP ２着，etc.，種牡馬

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

168 マキハタスリリング２０２０ �・黒鹿 ４／２１
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュマキハタスリリング タマモクロス

��
��
�シンコマンチラン青鹿 2004 シンミスアンサー

＊ミスハンター 13a
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ブラウンテヌート（13青鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ブラウンキュバン（18牝青鹿 ルーラーシップ）��出走
ブラウンセヴァンヌ（19牝青鹿 ＊パイロ）���出走

２代母 ベイルリ（06鹿 スペシャルウィーク）１勝
オーシャンケリー（14牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着２回
ルリベル（17牝 オウケンブルースリ）��１勝

３代母 ＊アミティエ（93 GB鹿 Sadler's Wells）入着

４代母 チャーミングライフCharming Life（79 IRE 鹿 Habitat）GB１勝
［子］ ランアンドガン Run and Gun（88� Lomond）FR６勝，プティクヴェ

ール賞‐G3，P. du Haras de la Huderie‐L ３着
シーユースーン Cusoon（02� Dansili）GB・USA・CAN11勝，Wint
er Derby Trial S‐L

＊ペシェミョン（91牝 Sadler's Wells）入着３回，医王寺特別３着
［孫］ ペドラポンパス Pedra Pompas（04牡 Mark of Esteem）FR・ITY13 勝，

P. Memorial Francesco Faraci‐L，P. U.N.I.R.E.‐L，P. R
egione Toscana‐L（２回），etc.

チェックザラック（98牡 ＊アフリート）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，淀屋
橋Ｓ，壇之浦特別，etc.

マスターグレイマン（08牡 アドマイヤコジーン）１勝，カンナＳ‐OP ３着
サーティグランド（12� ＊サウスヴィグラス）３勝，ラジオ福島賞，陽春
Ｓ２着，藤森Ｓ２着，etc.，��１勝�入着２回

グランドオーク（05牡 ＊スキャターザゴールド）��１勝�５勝	６勝，
黒潮皐月賞２着，黒潮ダービー３着

［曾孫］ エングローサー（15牡 トランセンド）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，小
豆島特別２着，ベゴニア賞２着，etc.

コスモラピュタ（07牡 ＊ロージズインメイ）５勝，菊花賞‐G1 ５着，天の
川Ｓ，安房特別，etc.

カバーストーリー（11牡 ダイワメジャー）４勝，錦Ｓ，ｔｖｋ賞３着

販売申込者・所有者： ㈲カナイシスタッド＝浦河町東幌別 �0146-28-1531
生 産 牧 場： ㈲金石牧場
飼 養 者： ㈲カナイシスタッド＝浦河町東幌別 �0146-28-1531

169 ブラウンテヌート２０２０ �・黒鹿 ４／１１

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayブラウンテヌート スペシャルウィーク

��
��
�ベイルリ青鹿 2013 ＊アミティエ

4k
Seattle Slew S4×M5

価格： 購買者：



母 プラセール（98栗 ＊ヘクタープロテクター）２勝，衣笠特別（芝 1800），やまもも
賞（芝 1200），�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（14）〕
メロディメーカー（08牝栗 ゴールドアリュール）�１勝��
キボウノチカラ（09牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�５勝
ハナズウェポン（11牡栗 オレハマッテルゼ）入着２回，�３勝
クールホタルビ（12牝栗 マツリダゴッホ）２勝，ファンタジーＳ‐G3，フェニック

ス賞‐OP（芝 1200）２着
トゥープロト（15牡栗 キングヘイロー）��１勝
アドラブルリリー（17牝栗 トランセンド）��未出走�３勝
キネンビ（19牝栗 タイセイレジェンド）�未出走

２代母 リープ（91鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
リーピンスイーパー（02牡 ＊エンドスウィープ）４勝，栂尾特別，五条坂特別２着
ナリタトパーズ（04牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ビリーヴマイン（08牡 リンカーン）１勝

３代母 ＊ルスルー（81 USA鹿 Seattle Slew）USA10 勝，ヴェイグランシーＨ‐G3，
B. Thoughtful H‐LR，Doylestown H‐L，バレリーナＳ‐G2 ２着，ファー
ストフライトＨ‐G3 ２着，etc.
ルスルーヒメ（97牝 ＊アルカング）不出走

モエレプット（05牝 ゴールドヘイロー）�１勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，リリーＣ３着

４代母 ルムーラン Le Moulin（72 USA鹿 Hawaii）USA４勝，Brentwood S２
着，Convenience S３着，San Juan Bautista H３着
［孫］ ミスジョシュMiss Josh（86牝 Nasty and Bold）USA14 勝，ゲイムリ

ーＨ‐G1，マッチメイカーＳ‐G2，ギャロレットＨ‐G3，etc.
ロイヤルマウンテンイン Royal Mountain Inn（89� Vigors）USA７勝，
マンノウォーＳ‐G1，レッドスミスＨ‐G2，バーナードバルークＨ
‐G2 ３着

販売申込者・所有者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456

170 プラセール２０２０ �・鹿 ４／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaプラセール ＊ノーザンテースト

��
��
�リープ栗 1998 ＊ルスルー

14f
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 プラトヤヤ（14鹿 タイムパラドックス）�２勝�
初仔

２代母 トーヨーハヤテ（03鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝，�２勝�５勝��入着
ルドウィジア（11牝 アッミラーレ）�１勝�入着５回��
ベニノスパークル（15牝 ＊トビーズコーナー）�２勝��１勝�入着
ミスシェーンハイト（16牝 ヤマニンセラフィム）	��入着６回�２勝
アイエススター（18牝 ワールドエース）	�入着３回�１勝

３代母 ＊トーヨーカーリアン（94 GB青鹿 Caerleon）入着４回

４代母 ザーヤZaya（88 USA黒鹿 Riverman）FR１勝
［子］ ヤーナ Yana（04牝 Razeen）UAE・IND８勝，Eclipse S of India‐L，

Fillies andMares S‐L，Idar Gold Trophy‐L，etc.
スタースキー Starsky（98
 Selkirk）IND４勝，Indian Derby‐LR，
Deccan Derby‐LR，Breeders' Juvenile Colts' Championship
‐LR ２着，etc.

アスピノールズ Aspinalls（02 牡 Razeen）IND５勝，Eve Champion T
rophy‐LR，Idar Gold Trophy‐L ３着，RWITC Trophy
‐L ３着

［孫］ ツァウンガスト Zaungast（04
 Alkalde）FR・GER・ITY15 勝，ヴィル
トシャフト大賞‐G3，ユーロＣ‐G3，P. des Casino Baden‐Baden
‐L，etc.

マタイユスMathaiyus（13
 Multidimensional）IND８勝，Bangalo
re St. Leger‐LR，Chief Justice's Cup‐L，Indian St. Leger
‐LR，etc.

サーナ Sana（14牝 Multidimensional）IND４勝，Idar Gold Trophy
‐L，Calcutta 1000 Guineas‐LR，Calcutta Monsoon Derby
‐LR，etc.

メアクルパMea Culpa（15牝 Multidimensional）	IND２勝，Bang
alore Oaks‐LR

ゾーヤ Zoya（17牝 Multidimensional）	IND１勝，Calcutta Oaks‐LR

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

171 プラトヤヤ２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ３

＊

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザプラトヤヤ ＊フレンチデピュティ

��
��
�トーヨーハヤテ鹿 2014 ＊トーヨーカーリアン

6d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 フラワーパワー（13栗 ＊カジノドライヴ）��入着６回
〔産駒馬名登録数：１〕
エクスプローラー（19牡鹿 ＊クロフネ）�地方未出走

２代母 ダマスクローズ（03栗 アグネスタキオン）入着２回
ダマスクインゴット（11牡 ＊ロージズインメイ）�１勝��入着５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
サニーサウス（14牝 ＊サウスヴィグラス）��２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
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）�３勝，葉山特別２着（２回），秩父特
別２着

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
［孫］ ローズパレード（00牡 ジェニュイン）�５勝，サンライズＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲ライオンズ＝富山県高岡市 �090-3290-1363
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： ㈲新生ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4457

172 フラワーパワー２０２０ �・栗 ４／ ３
＊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

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourフラワーパワー アグネスタキオン

��
��
�ダマスクローズ栗 2013 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 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 フィアレス（09栗 スペシャルウィーク）３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ワンダーウォール（18牡栗 ＊アイルハヴアナザー）�出走，��入着
シウラグランデ（19牝黒鹿 トーセンジョーダン）�未出走

２代母 スプリングボード（00栗 ＊アサティス）４勝，呉竹賞２着，葛飾特別３着，妙
高特別３着，ＢＳＮ賞３着
ファーザーリープ（08牝 ＊グラスワンダー）�１勝��４勝�
ジョバイロ（10� アドマイヤコジーン）２勝
グランノーヴァ（12牡 マツリダゴッホ）�２勝
シンキングダンサー（13� ＊コンデュイット）�入着４回，障害５勝，東京ジャンプ

Ｓ‐JG3，中山グランドジャンプ‐JG1 ２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，阪神
スプリングジャンプ‐JG2 ３着（２回），東京ジャンプＳ‐JG3 ３着

３代母 マイラブクイーン（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）１勝，�３勝
ヤマタケパーク（94牝 ＊パークリージエント）２勝，湯之谷特別，	４勝
ラインディーヴァ（05牝 ＊ゼンノエルシド）１勝，飛翔特別３着，飛翼特別３着

４代母 ＊バイマイラブ（74 USA鹿 Forli）不出走
［子］ サクラハツスル（83牝 マルゼンスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，

巴賞‐OP ３着，セプテンバーＳ，etc.
［孫］ サクラサエズリ（87牝 ＊サウスアトランテイツク）４勝，京成杯３歳Ｓ

‐Jpn2，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，フローラＳ‐OP，etc.，優２牝
サクラスピードオー（93牡 サクラホクトオー）４勝，共同通信杯４歳Ｓ
‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ５着，etc.

ヤマトスフィンクス（88牡 ＊モーニングフローリツク）２勝，神戸新聞杯
‐Jpn2 ３着，比良山特別２着，北大路特別２着，etc.

サクラエンドレス（89牝 サクラユタカオー）２勝，フローラＳ‐OP ２着，
うぐいす賞３着

サクラロマンス（97牝 サクラホクトオー）１勝，紅梅Ｓ‐OP ３着，さわ
らび賞３着

［曾孫］ マイネルマクロス（01牡 フジキセキ）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着，京都２
歳Ｓ‐L ２着，毎日杯‐Jpn3 ３着，etc.

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

173 フィアレス２０２０ �・芦 ５／１５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールフィアレス ＊アサティス

��
��
�スプリングボード栗 2009 マイラブクイーン

＊バイマイラブ 16g
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ピクニックソング（11鹿 ＊ファスリエフ）３勝，�入着�，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（９）〕
アウトラウド（17牡鹿 グランプリボス）�９勝

２代母 コウユーノミチ（06鹿 キングヘイロー）�２勝
ダンツロビン（13牝 ＊ファスリエフ）１勝
スガノファスリエフ（14牡 ＊ファスリエフ）���12 勝
サンタンデール（16牝 ローズキングダム）１勝，���入着
グレンノハナ（19牝 エスポワールシチー）��１勝

３代母 オフトメロディ（91鹿 ＊サウスアトランテイツク）１勝
ウインヴェルヴ（97牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，吉野ケ里特別，野地特別
ウインセイヴァー（01牡 ＊アフリート）６勝，鳴門Ｓ，與杼特別，大和特別２着，etc.

４代母 スイートニース（80鹿 ＊ハードツービート）不出走
［子］ ダンツシリウス（95牝 タマモクロス）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，シン

ザン記念‐Jpn3，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ３着，etc.
マイネルトレドール（90牡 タマモクロス）４勝，信夫山特別，金北山特別，etc.，
障害５勝，東京障害特別（春）

５代母 スイートチエリー（70芦 ＊パーソロン）５勝，エルムＳ，ユートピアＳ，六社特別
［子］ ピュアーシンボリ（76牡 スピードシンボリ）９勝，ステイヤーズＳ（２回），

ダイヤモンドＳ，日経賞２着，etc.
［孫］ ジャムシード（89牡 シンボリルドルフ）３勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，etc.，

FR４勝，P. Michel Houyvet‐L，リュテース賞‐G3 ２着
マロニエチェリー（91牝 ＊リフアーズスペシヤル）１勝，呉竹賞２着
イースタンシンボリ（85牡 ＊モガミ）１勝，豊栄特別３着，羽黒山特別３
着，村上特別３着

［曾孫］ ヨシノコンドル（02牡 ＊パークリージエント）�５勝��１勝，全日本２
歳優駿‐Jpn1 ４着，春霞賞，サンライズＣ３着

テイエムアラシ（99牡 ＊アラジ）１勝，�12 勝�２勝，道営記念

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �01456-2-5855
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

174 ピクニックソング２０２０ �・栗 ５／２２
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessピクニックソング キングヘイロー

��
��
�コウユーノミチ鹿 2011 オフトメロディ

＊スヰート 1s
Mr. Prospector S4×M4 Halo S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 リゼタイムス（11栗 ＊ブライアンズタイム）�10 勝�４勝���
初仔

２代母 ジョウノエリザベス（03栃栗 ＊サンデーサイレンス）３勝
サンマルバロン（12� ＊バゴ）１勝，��入着��入着２回

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
ジョウノヴィーナス（99牝 ＊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，etc.
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Ｃｈ２

０００，グローリーＣ
ホクセイノボル（84牡 ＊ターネンバーグ）３勝，	
６勝�４勝，しもつ
け菊花賞３着

エクシードコーチ（91牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，日吉特別３着，利尻特
別３着

［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

［曾孫］ ノーブリー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，五泉特別
アンフィルージュ（07牝 アグネスタキオン）３勝，別府特別３着

販売申込者・所有者： スマートホーム㈱＝東京都新宿区 �03-6908-7828
生 産 牧 場： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

175 リゼタイムス２０２０ �・鹿 ５／ ７

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayリゼタイムス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ジョウノエリザベス栗 2011 ジョウノマチエール

＊フラストレート 1b
Hail to Reason M4×M5

価格： 購買者：



母 ライジングネクスト（07栗 マイネルセレクト）��４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ディミニッシュ（16牝栗 サイレントディール）���１勝
ジュニアフェザー（18牝鹿 ＊アポロソニック）��１勝
マスラオジャパン（19牡鹿 シビルウォー）��入着

２代母 ＊シルバーシャワーズ（93 USA栗 Zilzal）GB入着
アービター（04牡 ＊スクワートルスクワート）１勝

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ‐OP ２着，

日本海Ｓ，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代
表，優古牡，種牡馬

プレイ（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝，弥生賞‐G2 ２着，京都２歳Ｓ
‐L ２着，京成杯‐G3 ３着，etc.

トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポーツ杯‐L
２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.

ケイティーズギフト（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，朱鷺Ｓ‐L ３着，野路菊Ｓ

‐OP ２着，etc.
ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー

Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯‐G3，

日本ダービー‐G1 ２着，etc.

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

176 ライジングネクスト２０２０ 牡・黒鹿 ３／２０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellゼンノロブロイ

＊
＊マイニング

��
��
�ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルセレクト ウメノアスコットライジングネクスト
＊ Zilzal

��
��
�シルバーシャワーズ栗 2007 ＊ケイティーズファースト

7f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ブリリアントロビン（10鹿 ＊プリサイスエンド）�２勝�４勝，金杯（Ｄ1600），
プリンセスＣ（Ｄ1400）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（14）〕
プレシャスグリーン（15牝黒鹿 ゴールドヘイロー）�４勝�３勝
ポエムロビン（16牡鹿 アサクサキングス）��６勝�１勝，ビギナーズＣ
（Ｄ1400）２着

２代母 コマドリ（96鹿 ＊コマンダーインチーフ）入着２回，��１勝��１勝	１勝�
トリオンフォ（02牡 ＊ブラックタイアフェアー）
３勝�入着��
パワーファイター（04牡 ＊レオンプライド）��３勝
ラブコマドリー（07牝 マイネルセレクト）入着，
２勝����
マダムシュガー（08牝 マイネルセレクト）�２勝�６勝��入着４回
マーライオンパーク（09牡 ＊イーグルカフェ）�１勝，ジュニアＧＰ３着
ワタリサプライズ（11牝 ＊プリサイスエンド）�４勝

３代母 マルゼンファイター（92鹿 マルゼンスキー）不出走
テーオーキング（01� ＊オース）２勝，白藤賞３着

４代母 ゲールフアイター（82鹿 ＊ゲイルーザツク）�１勝
［子］ ニシキファイター（93牝 アンバーシヤダイ）�２勝，紅葉賞３着

５代母 キシユーフアイター（72黒鹿 ゴールデンパス）２勝，阪神４歳牝馬特別２着，
若菜賞
［子］ ダンシングフアイタ（78牝 ＊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，etc.，�９勝
トキノキヤロル（84牝 ＊ダンシングキヤツプ）２勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2
３着，コスモス賞‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，etc.

［曾孫］ ゴーイングスズカ（93牡 ダイナガリバー）８勝，目黒記念‐Jpn2，福島記
念‐Jpn3，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.

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

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： ㈲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
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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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyブリリアントロビン ＊コマンダーインチーフ

��
��
�コマドリ鹿 2010 マルゼンファイター

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 プリンセスレジーナ（16黒鹿 トーセンジョーダン）不出走
初仔

２代母 マイネレジーナ（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２
着，函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
エーケーリープ（03牡 メジロライアン）�２勝�入着
ミヤビマサコ（05牝 ＊アラムシャー）��１勝�
エリカ（06牝 キングヘイロー）��３勝�入着４回
マイネイサベル（08牝 テレグノシス）４勝，府中牝馬Ｓ‐G2，中山牝馬Ｓ‐G3，新

潟２歳Ｓ‐G3，ヴィクトリアマイル‐G1 ３着，ローズＳ‐G2 ２着，etc.
シャチ（09牡 ＊アフリート）��５勝
アンジェーヌ（14牡 ジャングルポケット）入着，�１勝��２勝

３代母 フミノスキー（86黒鹿 マルゼンスキー）出走
ガンガディーン（90牡 アンバーシヤダイ）��９勝��入着２回，東京記念，報知

オールスターＣ，ＴＶ埼玉杯３着，etc.
ケイエフペガサス（91牝 タマモクロス）３勝，高山特別，阿寒湖特別２着，摺上特

別２着，etc.
ハコダテノホシ（97牝 トウカイテイオー）２勝，障害１勝
コハクジョー（06牡 ブラックタキシード）３勝，飯盛山特別，知床特別２着

マイネルスバル（03牡 アドマイヤベガ）１勝，二本松特別２着，�３勝�
ケイエフアクトレス（93牝 サクラユタカオー）��入着

ライフステップ（01牡 ＊アサティス）�３勝�，北海優駿３着
ラインウイナー（95牡 ニホンピロウイナー）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，樅の木

賞，��入着，全日本３歳優駿‐Jpn2 ３着
メガスターダム（99牡 ニホンピロウイナー）５勝，中京記念‐Jpn3，Ｒたんぱ杯２

歳Ｓ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
インスパイア（03	 ＊スキャターザゴールド）２勝，江坂特別３着

４代母 ベンドユウホウ（78栃栗 ＊ダイハード）不出走
［子］ グリーンガール（82牝 ホクトボーイ）５勝，北海Ｈ，会津特別，朝日岳特

別３着

販売申込者・所有者： イワミ牧場＝新冠町明和 �090-5076-6539
生 産 牧 場： イワミ牧場
飼 養 者： イワミ牧場＝新冠町明和 �090-5076-6539
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＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

ジャングルポケット

�
�
�
�
�

��
��

�トーセンジョーダン エヴリウィスパープリンセスレジーナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイネレジーナ黒鹿 2016 フミノスキー

＊プロポンチス 4d
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 プルクワパ（16鹿 ルーラーシップ）不出走
初仔

２代母 ＊マシュール（03 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
ナリタムーンライト（08牡 アグネスタキオン）１勝
セシリア（09牝 アグネスタキオン）２勝

セントセシリア（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，羊ヶ丘特別３着
ワールドリバイバル（18牡 エピファネイア）�２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3 ２着，あすなろ賞
センセーション（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，仲春特別，マカオＪＣＴ，御室特別

２着，猪名川特別３着

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

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

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.

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

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

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

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

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

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

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴプルクワパ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2016 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
ウインドインハーヘアS3×M4

価格： 購買者：



母 プルマージュ（06鹿 ＊フォーティナイナー）��入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
キョウワルナ（12牝黒鹿 ＊パイロ）��10 勝
ビックエイト（15牝鹿 アンライバルド）�２勝��入着４回�
トキノアストロ（18牡栗 ＊アポロキングダム）���入着

２代母 ＊キョウワジュテーム（90 USA鹿 Seattle Slew）２勝，アザレア賞，フリージ
ア賞２着

＊アサカガルチ（95� Gulch）１勝，�１勝
アサカライズ（96牡 Nureyev）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，もみじＳ‐OP ３着，

フェニックス賞‐OP ３着，マカオＪＣＴ，西日本スポーツ杯２着
アリシバクィーン（98牝 ＊キョウワアリシバ）１勝
アサカユウキ（99牡 ＊ザグレブ）２勝，若戸特別２着，鶴橋特別３着，熱田特別３着

３代母 アップザフラッグポールUp the Flagpole（78 USA黒鹿 Hoist the Flag）
USA７勝，デラウェアオークス‐G2，Anne Arundel H，クリサンシマムＨ
‐G3 ２着，バーバラフリッチーＨ‐G3 ３着
プロスペクターズディライト Prospectors Delite（89 牝 Mr. Prospector）USA６勝，

エイコーンＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，フェアグラウンズオークス‐G3，etc.
トミスーズディライト Tomisue's Delight（94 牝 A.P. Indy）USA７勝，ラフィ

アンＨ‐G1，パーソナルエンサインＨ‐G1，フォールズシティＨ‐G3，etc.
ミスターシドニーMr. Sidney（04牡 Storm Cat）USA５勝，メイカーズ
マークマイルＳ‐G1，ファイアクラッカーＨ‐G2，シャドウェルターフ
マイルＳ‐G1 ３着，種牡馬

マインシャフトMineshaft（99 牡 A.P. Indy）GB・FR・USA10 勝，ジョッキ
ークラブゴールドＣ‐G1，ピムリコスペシャルＨ‐G1，サバーバンＨ‐G1，etc.，
米年度代表馬，種牡馬

フラッグバード Flagbird（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE・ITY・USA・UAE６勝，
伊共和国大統領賞‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，グロット賞‐G3，etc.

ラナップザカラーズ Runup the Colors（94 牝 A.P. Indy）USA６勝，アラバマＳ
‐G1，Delaware Oaks‐L，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 渋谷牧場＝新冠町大狩部 �080-5599-2534
生 産 牧 場： 渋谷牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181
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＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト

�
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�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileプルマージュ
＊ Seattle Slew

��
��
�キョウワジュテーム鹿 2006 Up the Flagpole

1s
Tom Rolfe M4×M5

価格： 購買者：



母 プルメリアチャーム（07芦 キングカメハメハ）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
シグラップジュエル（12牝芦 タニノギムレット）�２勝�２勝
シグラップラテ（14牝芦 ＊ストーミングホーム）�１勝�
ブラックチャーム（16牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）��入着２回��
ツルオカシュネル（17牡芦 ＊プリサイスエンド）���１勝�入着
ミスターウラノフ（18牡芦 ＊スクワートルスクワート）���入着３回�１勝�入

着２回，たんぽぽ賞（Ｄ1400）２着
ウィラメット（19牝芦 ＊スクワートルスクワート）�出走

２代母 シルバーネックレス（96芦 ＊サンデーサイレンス）２勝，野苺賞，かきつばた
賞３着
シルバーガル（01牡 ＊カーネギー）２勝，寒狭川特別２着，障害１勝
シルバーブレイズ（04牡 タニノギムレット）５勝，ジューンＳ，鳴滝特別，尾頭橋

特別，三木特別２着，烏丸Ｓ３着，etc.，障害１勝
ロイヤルネックレス（06牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，三田特別，比叡Ｓ２着，ム

ーンライトＨ２着，御堂筋Ｓ３着，古都Ｓ３着
デルマトモエゴゼン（13牝 キングカメハメハ）不出走

デルマオニキス（17牡 オンファイア）�３勝，舞浜特別，黒竹賞，韓国馬事会
杯３着

デルマタモン（18牡 オンファイア）�１勝，ニセコ特別３着

３代母 ＊シルバードシルク（80 USA芦 Fire Dancer）USA12 勝，Meadowbrook Fa
rms H‐L，Aspidistra H (T)，Aspidistra H (D)，Begonia S，Gardenia S
，etc.

＊シルヴアード（87牝 Halo）USA８勝，ファンタジーＳ‐G2，ゴールデンハーヴェス
トＨ‐G3，Honey Fox H‐L，etc.

ブライダルスイート（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ‐OP ３着，
瀬戸内海特別２着，西海賞２着，etc.
インセンティブガイ（01牡 ＊エンドスウィープ）６勝，東風Ｓ‐L，京王杯スプリ

ングＣ‐G2 ２着，谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.
ボランタス（04牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，��４勝�入着，浦和記念

‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1 ３着，浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 中脇 満＝浦河町東幌別 �0146-28-1530
生 産 牧 場： 服部 文明
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584
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＊

ゴーンウェスト Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� GoneWest

�
�
�
�
�
�
�
�
� Secrettameケイムホーム ナイスアセイ Clever Trick

��
��
�Nice AssayUSA 黒鹿 1999 ＊インフルヴユー

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスプルメリアチャーム ＊サンデーサイレンス

��
��
�シルバーネックレス芦 2007 ＊シルバードシルク

8c
Mr. Prospector S3×M4

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：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
キングバーグ（17牡栗 スピルバーグ）���４勝�２勝
モントレージャック（18牡栗 ＊アイルハヴアナザー）��入着
ダイヴトゥブルー（19牡栗 ディープブリランテ）�出走

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

182 ブルーモントレー２０２０ 牡・鹿 ３／２０

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊

＊
＊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
Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 プロムクイーン（15鹿 ＊キングズベスト）出走
初仔

２代母 ＊ステージスクール（02 USA青鹿 ＊サンデーサイレンス）GB２勝
ウエストエンド（08牡 Pivotal）５勝，六甲アイランドＳ，久多特別，舞子特別，斑

鳩Ｓ２着，ファンタスティックＪＳＴ２着，etc.
エンジェヌー（11牝 ＊コマンズ）３勝

３代母 ＊ダンスールファビュルー（82 USA鹿 Northern Dancer）FR・USA入着７回，
ミネルヴ賞‐G3 ２着

＊アラジ（89牡 Blushing Groom）GB・FR・USA９勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，
仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，ロンポワ
ン賞‐G2，ロベールパパン賞‐G2，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

フォートローズ Fortrose（90 牝 ＊フォーティナイナー）FR１勝，P. des Lilas‐L
２着

＊ファントムクリーク（93牝 Mr. Prospector）GB・UAE１勝
＊アンノウンウォーターズ（98牝 Rahy）不出走

メイショウクオリア（05牡 マンハッタンカフェ）４勝，京都新聞杯‐Jpn2，
巴賞‐L，札幌日経ＯＰ‐LR ２着（２回），etc.

＊ヴリル（01牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，奥多摩Ｓ，
白秋Ｓ，etc.，障害２勝，種牡馬

バラッドBarad（94牝 RainbowQuest）不出走
スイートアズアローズ Sweet as a Rose（11牝 War Pass）USA２勝，Ast

ra S３着
＊プレスティジャス（96牝 RainbowQuest）不出走

プリーマルダル Premardal（06 牝 Shamardal）AUS５勝，WATC Jungle D
awn Classic‐L（２回），WATC Starstruck Classic‐L，WATC Bo
lton Sprint‐L ２着，etc.

ファラシー Fallacy（13 牝 ＊コマンズ）AUS１勝，ＡＴＣアドリアンノックスＳ
‐G3 ３着

ノヴェールNoverre（98 牡 Rahy）GB・FR・USA・UAE・HKG５勝，サセックス
Ｓ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，ジュライＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
生 産 牧 場： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

183 プロムクイーン２０２０ 牡・鹿 ３／ １

＊

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaプロムクイーン
＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�ステージスクール鹿 2015 ＊ダンスールファビュルー

7
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 エイシンシルダリア（13栗 キングカメハメハ）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
エイシンウクラン（19牝栗 ＊エイシンアポロン）��出走

２代母 ＊エーシンロレーン（06 USA栗 Rahy）�５勝
エイシンライナー（11牡 エイシンデピュティ）�１勝
エイシンアグライア（12牝 マンハッタンカフェ）�２勝�２勝�入着７回
エイシンダンシャク（17牡 ダノンシャンティ）��６勝�１勝�
エイシンシッソウ（18牝 ＊アジアエクスプレス）��１勝�１勝

３代母 ＊エイシンレマーズ（96 USA鹿 Phone Trick）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1
２着，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，もみじＳ‐OP，葵Ｓ‐OP ３着，紅梅
Ｓ‐OP ３着

４代母 インパーティネントレイディ Impertinent Lady（88 USA鹿 Sham）USA２勝
［子］ コッキー Cocky（97牡 Valiant Nature）USA３勝，サンラファエルＳ

‐G2 ３着，種牡馬
［孫］ ザヴァタ Zavata（00 牡 Phone Trick）USA５勝，アムステルダムＳ

‐G2，サラトガスペシャルＳ‐G2，トレモントＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイスペントイト I Spent It（12 牡 Super Saver）USA２勝，サラトガ
スペシャルＳ‐G2，ホープフルＳ‐G1 ２着，種牡馬

インパーティネントマン Impertinent Man（06牡 Compendium）CHI1
3 勝，P. Luis Larrain Prieto‐L ２着，トムソンマシューズ賞‐G3
３着，P. Carreras del '20‐L ３着

インパーティネントフィリー Impertinent Filly（07 牝 Ocean Terrace）
CHI４勝，P. Jorge Baraona Puelma‐L ２着，P. Luis Davila Lar
rain‐L ３着

５代母 シーズアタレント She's a Talent（83 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA１勝
［子］ シ－ズトップス She's Tops（89 牝 Capote）USA４勝，レイルバードＳ

‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3 ３着，ソレントＳ‐G3 ３着，etc.
［孫］ ディクシーユニオンDixie Union（97牡 Dixieland Band）USA７勝，ハ

スケル招待Ｈ‐G1，マリブＳ‐G1，ノーフォークＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
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

184 エイシンシルダリア２０２０ �・芦 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエイシンシルダリア
＊ Rahy

��
��
�エーシンロレーン栗 2013 ＊エイシンレマーズ

4m
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ヘヴンアンドアース（12鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヘヴンリーレイン（18牝鹿 ディープブリランテ）出走，�地方未出走

２代母 ＊ミズナ（02 USA鹿 Dubai Millennium）不出走
アドマイヤタイシ（07牡 Singspiel）４勝，鳴尾記念‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，

中日新聞杯‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ２着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害１勝
リリーファイアー（08牡 タニノギムレット）３勝
ディサイファ（09牡 ディープインパクト）９勝，ＡＪＣＣ‐G2，札幌記念‐G2，中

日新聞杯‐G3，エプソムＣ‐G3，金鯱賞‐G2 ２着，etc.
アンカーマン（13� ステイゴールド）入着２回，���３勝�７勝�１勝�入着２

回，オグリキャップ記念２着
ハートエンジェル（14牝 アドマイヤムーン）�入着２回

スターフェネック（18牝 ＊ディスクリートキャット）�２勝��入着４回，ラブ
ミーチャン記念３着

３代母 トリビュレイション Tribulation（90 USA鹿 Danzig）USA５勝，Ｑエリザ
ベス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリングズＨ
‐G3，イエローリボン招待Ｓ‐G1 ２着，ブラックヘレンＨ‐G3 ３着
コショクトン Coshocton（99牡 Silver Hawk）GB２勝，Predominate S‐L，

Autumn S‐L ２着
ボールドホーク Bold Hawk（04� Silver Hawk）USA３勝，ホーソーンダービー

‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ３着，レッドスミスＨ‐G2 ２着，etc.

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）USA４勝
［孫］ ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイア

ナＨ‐G1，ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，etc.
＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚

記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬
ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）USA５勝，ラカニャーダＳ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Sandy Blue H‐R，etc.

販売申込者・所有者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166
生 産 牧 場： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲
飼 養 者： ダーレー・ジャパン・ファーム㈲＝日高町富川東 �01456-3-1166

185 ヘヴンアンドアース２０２０ �・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊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アンドアース
＊ Dubai Millennium

��
��
�ミズナ鹿 2012 Tribulation

12c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ペニーブラック（08青鹿 Redoute's Choice）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ムゲンミライ（17牡青鹿 エピファネイア）���入着４回
ミコブラック（18牝青鹿 ＊パイロ）�１勝，�入着，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着
エースオブリターン（19牡鹿 ストロングリターン）���出走

２代母 ジェイズミラクル（96青鹿 フジキセキ）１勝
ミラクルレイザー（01牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，美濃特別２着，湯浜特別３着

レイズアスピリット（11牡 キングヘイロー）４勝，九十九里特別，グッドラッ
クＨ，グレイトフルＳ２着，陣馬特別３着，etc.，�１勝�入着３回，一
條記念みちのく大賞典２着

アドマイヤブルー（09牡 キングカメハメハ）４勝，ホープフルＳ‐LR，京成杯‐G3
３着，名古屋城Ｓ，北大路特別，御堂筋Ｓ２着

３代母 ＊アサーション（87 GB鹿 Assert）IRE１勝，愛オークス‐G1 ３着
プロモーション（94牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，クイーン

Ｃ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
トップセラー（02牝 スペシャルウィーク）３勝，スイートピーＳ‐L ３着，本栖

湖特別，信濃川特別３着，etc.
レジェンドセラー（14� ルーラーシップ）４勝，芙蓉Ｓ‐LR ２着，オリオ
ンＳ，横津岳特別，etc.，�１勝

テンバガー（18牡 モーリス）�２勝，京成杯‐G3 ３着，五頭連峰特別３着，
山吹賞３着

アドマイヤメイン（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯
‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

トップモーション（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着
レッドヴェロシティ（18牡 ワールドエース）�２勝，青葉賞‐G2 ３着，水
仙賞，駒ケ岳特別２着

アドマイヤバラード（09牡 ハーツクライ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，箱
根特別，駒ケ岳特別，etc.

ジェイズジュエリー（95牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，笹山特別３着
アドマイヤジュピタ（03牡 ＊フレンチデピュティ）７勝，天皇賞（春）‐G1，阪神

大賞典‐G2，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

186 ペニーブラック２０２０ 牡・鹿 ５／ ５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

ルドゥーテズチョイス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Redoute's Choice Shantha's Choiceペニーブラック フジキセキ

��
��
�ジェイズミラクル青鹿 2008 ＊アサーション

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

価格： 購買者：



母 ペパーミントラヴ（06芦 ＊シンボリクリスエス）３勝，粟島特別（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
カズノスイセイ（14牝黒鹿 ハーツクライ）��４勝
ゲンパチノーブル（17牝芦 オルフェーヴル）���１勝�４勝
トーホウサキ（18牝鹿 ロードカナロア）��２勝

２代母 ＊レッドチリペッパー（96 USA芦 Unbridled）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，富士
Ｓ‐Jpn3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ホワイトペッパー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，山科特別３着，夙川特別３着，

香春岳特別３着
アンプラグド（11� ジャングルポケット）３勝，天の川賞３着，箱根特別３着
スパイスマジック（15� ローエングリン）�２勝，津軽海峡特別２着
バルサミックムーン（17� ＊タートルボウル）�２勝，大通公園特別３着

バーニングレッド（03牝 アグネスタキオン）１勝
ミカルベウス（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，種市特別３着，�１

勝��入着�
カラクレナイ（14牝 ローエングリン）４勝，フィリーズレビュー‐G2，京阪杯‐G3

３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，オパールＳ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着，etc.
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，高千穂特別２着，ＨＢＣ賞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	
ジェイド（09牡 ハーツクライ）１勝
ハラペーニョペパー（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別，播磨Ｓ２着，リボ

ン賞２着

３代母 レイズアカーターRaise a Carter（90 USA芦 Dr. Carter）USA２勝
プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５勝，ホイム

ジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ‐G3 ２着，etc.
スライストブレッド Sliced Bread（11牝 Noonmark）不出走

カンタカ Kanthaka（15� Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィセン
テＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

187 ペパーミントラヴ２０２０ 牡・芦 ３／２０
＊

＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayペパーミントラヴ
＊ Unbridled

��
��
�レッドチリペッパー芦 2006 Raise a Carter

10a
Mr. Prospector S4×M5 Raise a Native S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ベレッツァ（03黒鹿 フジキセキ）２勝，紫川特別（芝 1200）２着，須賀川特別
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
リリアーナ（10牝鹿 ジャングルポケット）�１勝�１勝��入着７回
メイザフォース（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
ホウオウスティング（16牡鹿 ルーラーシップ）��３勝�

２代母 ＊ビアンキ（98 USA鹿 Gulch）GB入着３回
ダンツトゥルース（11牡 アドマイヤムーン）１勝
エニシイチダイ（12� ネオユニヴァース）１勝，�３勝�	

３代母 ノーザントリックNorthern Trick（81 USA栗 Northern Dancer）FR４勝，
仏オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，ノネット賞‐G3，凱旋門賞‐G1 ２着，
サンタラリ賞‐G1 ２着

＊ランジェリー（88牝 Shirley Heights）FR入着５回
シーヴァ Shiva（95牝 ＊ヘクタープロテクター）GB・IRE４勝，タタソールズゴー

ルドＣ‐G1，ブリガディアジェラルドＳ‐G3，アールオヴセフトンＳ‐G3，etc.
ライトシフト Light Shift（04 牝 Kingmambo）GB・FR・IRE４勝，英オーク

ス‐G1，Cheshire Oaks‐L，愛オークス‐G1 ２着，etc.
ユリシーズUlysses（13 牡 Galileo）GB・FR・USA５勝，ヨークインター
ナショナルＳ‐G1，エクリプスＳ‐G1，ゴードンリチャーズＳ‐G3，etc.，
種牡馬

ストローベリーフレッジ Strawberry Fledge（05牝 Kingmambo）FR入着
クロスオヴスターズ Cloth of Stars（13 牡 Sea The Stars）GB・FR・UAE
７勝，ガネー賞‐G1，アルクール賞‐G2，グレフュール賞‐G2，etc.，種牡馬

クリーチャーデュシエルCreature Du Ciel（92牝 Machiavellian）FR・USA入着２回
ノンノルイージNonno Luigi（02 牡 Dubai Dust）USA・BRZ２勝，ガヴェア

ＡＢＣＰＣＣ大賞‐G1
ジューヌターコ Jeune‐Turc（04 牡 Know Heights）USA・ARG・BRZ４勝，

ブラジル大賞‐G1，サンパウロ大賞‐G1，P. Justica do Trabalho‐L，etc.，
種牡馬

オンダノヴァOnda Nova（01牝 Keos）FR３勝，P. Imprudence‐L

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

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーベレッツァ
＊ Gulch

��
��
�ビアンキ黒鹿 2003 Northern Trick

4m
Mr. Prospector S4×M4×S5 Le Fabuleux M4×S5
Northern Dancer M4×S5×S5 In Reality S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ホウショウリヴ（03 USA芦 Holy Bull）２勝，ニセコ特別（芝 1200），ＴＶｈ賞
（芝 1200）２着，朝里川特別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（19）〕
ビッグディッパー（14牡芦 ＊サウスヴィグラス）���９勝�３勝
ショコラパフェ（15牝芦 ＊サウスヴィグラス）�３勝�３勝��１勝�

２代母 マリーゴーラウンドMari Go Round（93 USA芦 Mari's Book）USA４勝，
Trinity Meadows Futurity‐L，Petticoat S，Kachina S‐R ２着

＊ゲイリーマドンナ（00牝 Smoke Glacken）出走
ユキエンゼル（08牝 キングヘイロー）�４勝�，荒炎賞２着
リメンバーキング（11牡 ＊トワイニング）�１勝，知床賞３着

＊ゲイリースノーマン（01牡 Victory Gallop）５勝，太秦Ｓ，藤森特別，指宿特別，
カトレア賞，西陣Ｓ２着，etc.

＊ゲイリークイン（05牝 Victory Gallop）�13 勝��
＊ホウショウキング（08	 Eurosilver）�２勝�１勝
４勝���

３代母 レイシーヘイズ Lacey Haze（82 USA芦 Raise a Cup）USA１勝

４代母 クロノスKronos（75 USA芦 Decidedly）IRE 出走
［子］ カーヴァーズミル Carver's Mill（85 牝 Pass the Tab）USA２勝，Rh

ododendron H，Tucky Corbin Memorial S３着
［孫］ アコンカグア Aconcagua（94牝 Alhajras）VEN６勝，P. Mathieu Val

ery‐L ２着
［曾孫］ ビービーマンシーニ B. B. Mancini（04 牡 Mancini）USA・CAN10勝，

Indiana Futurity‐R，Hillsdale S‐R ２着，JimmyWinkfiel
d S３着，etc.

ハイウェイヒーロー Highway Hero（01	 Lac Ouimet）USA３勝，I
ndiana Futurity‐R ３着，South Bend S‐R ３着

販売申込者・所有者： ウィニング・アグリー㈱＝日高町旭町 �090-3232-4237
生 産 牧 場： ㈱Ｕ・Ｍ・Ａ
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

189 ホウショウリヴ２０２０ �・芦 ５／２３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊

ホーリーブル Great Above

�
�
�
�
�

��
��

�Holy Bull Sharon Brownホウショウリヴ マリーゴーラウンド Mari's Book

��
��
�Mari Go Round芦USA 2003 Lacey Haze

12b
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ポッドローザ（10黒鹿 ＊ホワイトマズル）入着，��３勝�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ピースダンス（18牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）����１勝�
ロザーナ（19牝栗 ＊ケープブランコ）�地方未出走

２代母 アルテシア（02栗 ＊サンデーサイレンス）２勝
ベリアル（08牡 タニノギムレット）１勝，湯沢特別２着
クシャトリア（09牝 ＊ワイルドラッシュ）�15 勝�４勝
ランドオブマヤ（11牝 ＊チチカステナンゴ）�１勝�入着６回
ミュゼダルタニアン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，長良川特別２着，水仙賞３着
ラインセイラ（13牝 ＊フレンチデピュティ）２勝
ロイヤルアイザック（14牡 ＊ハービンジャー）���５勝
パルティーレ（15牝 ローエングリン）	２勝

３代母 ＊バルドネキア（95 IRE 栗 Indian Ridge）FR・ITY４勝，プシュケ賞‐G3，
P. Archidamia‐L，P. Torricola‐L，伊オークス‐G1 ２着，オペラ賞‐G2
２着，etc.
タヤスターゲット（01牡 Ashkalani）３勝，成田特別，甲斐路特別，丹沢Ｓ２着，etc.，

��２勝�入着
プラジェラート（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，岡崎特別２着
イタリアンレッド（06牝 ネオユニヴァース）８勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉記念‐G3，

七夕賞‐G3，etc.
リンゴット（08
 デュランダル）３勝，ＴＶ山梨杯

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

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

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

販売申込者・所有者： スマートホーム㈱＝東京都新宿区 �03-6908-7828
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665
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＊

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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeポッドローザ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アルテシア黒鹿 2010 ＊バルドネキア

20c
ダンシングブレーヴM3×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ボルドグザグ（09 FR芦 Layman）FR３勝，レゼルヴォワール賞‐G3
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
コンボルド（14牡芦 ＊コンデュイット）１勝，燧ヶ岳特別（芝 2600）２着，開成山特

別（芝 2600）３着
マサハヤブリュッヘ（16牡芦 ＊ワークフォース）�出走，�３勝
ナリタアレス（17牡黒鹿 エピファネイア）入着５回，��１勝
ボルドグフーシュ（19牡栗 スクリーンヒーロー）�未出走

２代母 ベルガウッドBelgaWood（96 USA芦 Woodman）USA入着２回
ミスベルガバウンドMiss Belga Bound（01牝 Boundary）USA４勝
ボストンボルガBoston Belga（02牝 ＊ボストンハーバー）USA７勝
ミナルーシュMinnaloushe（04牝 Black Minnaloushe）FR３勝

ミチューカMitchouka（14� Creachadoir）�FR３勝，P. OmniumⅡ‐L ３着，
GB・IRE障害６勝

バラトムBaratom（06� Beaudelaire）FR６勝
ベオウルフBeowulf（08� Layman）FR１勝
ブシドーBushido（11� Bernebeau）FR１勝，FR障害２勝
ベラルガスBelargus（15� Authorized）�GB・FR２勝，GB・IRE障害３勝

３代母 マダムベルガMadame Belga（90 USA芦 Al Nasr）不出走

４代母 ベルガBelga（68 FR芦 Le Fabuleux）FR１勝
［子］ ランアンドデリヴァリー Run and Deliver（88 牡 Danzig）GB・PER４

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

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

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

ブリヤント Brillante（80 牝 Green Dancer）FR２勝，P. de la Seine
‐L，ロワイヨモン賞‐G3 ２着，フィユドレール賞‐G3 ３着

［孫］ バルロワ Balleroy（88牡 Kaldoun）FR・USA４勝，ギシュ賞‐G3，ジャ
ンプラ賞‐G1 ２着，コンデ賞‐G3 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560
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＊ 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

＊

レイマン ＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�Layman ＊ライールボルドグザグ ベルガウッド Woodman

��
��
�BelgaWood芦FR 2009 Madame Belga

16b
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 ポートレイト（13黒鹿 ＊ベーカバド）入着３回，万両賞（芝 1400）２着，�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サツキレッドスター（19牝黒鹿 レッドスパーダ）�出走

２代母 ピンクキャンドル（04鹿 マヤノトップガン）入着
ロセウス（11牝 ＊コンデュイット）�２勝
ラントゥユー（16牝 オネストジョン）�入着２回�，黒潮ジュニアＣｈＳ３着
リメンバーミー（17牝 ＊ダノンゴーゴー）�１勝��入着９回
プートワモナムール（18牝 ゴールスキー）�１勝�入着５回�

３代母 ピンクパピヨン（98青鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３
着，カーネーション特別，衣笠特別３着，福寿草特別３着
ウォーボネット（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，二本松特別２着
マナクーラ（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，萩Ｓ‐OP ３着，八神峰特別，弥彦

特別２着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３着，

小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
トウシンモンステラ（10牡 キングカメハメハ）５勝，ディープインパクトＣ，木曽

川特別，淡路特別，etc.，�１勝
キングパール（12牡 キングカメハメハ）２勝，飯盛山特別

４代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，ハニムーンＨ‐G3 ２着，リンダヴィス
タＨ‐G3 ２着，etc.
［子］ ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オー

クス‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダ
リア賞‐OP

［孫］ ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋
華賞‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.

ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着
［曾孫］ ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）�５勝，プロキオンＳ‐G3 ２

着，霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198
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Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

�ベーカバド Behkaraポートレイト マヤノトップガン

��
��
�ピンクキャンドル黒鹿 2013 ピンクパピヨン

＊マリスターⅡ 3o
Blushing Groom S5×M5

価格： 購買者：



母 マイネヴァリエンテ（11鹿 ＊コンデュイット）１勝，栗子特別（芝 1800）２着，青島
特別（芝 1700）２着，千歳特別（芝 1500）２着，つわぶき賞（芝 1400）２着，��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
マクレーン（19牡栗 スクリーンヒーロー）�未出走

２代母 コスモヴァレンチ（02青鹿 ＊マイネルラヴ）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3
ドリームバレンチノ（07牡 ＊ロージズインメイ）９勝，シルクロードＳ‐G3，函館ス

プリントＳ‐G3，etc.，�１勝��１勝�１勝��入着３回，ＪＢＣスプリン
ト‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.，種牡馬

マイネショコラーデ（08牝 ＊ロージズインメイ）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着，ラベ
ンダー賞‐OP ２着，北九州短距離Ｓ２着
マイネルグリット（17牡 スクリーンヒーロー）�３勝，小倉２歳Ｓ‐G3，フェ

ニックス賞‐OP
マイネルハートレー（09牡 ディープインパクト）１勝，	６勝�，球磨川賞，五ケ

瀬川賞，大淀川賞，仙酔峡賞，文月賞，etc.
ウインアキレア（12牝 ＊コンデュイット）３勝，紅梅Ｓ‐OP ３着，十勝岳特別３着，

茶臼山高原特別３着
ウインアキレウス（18牡 スクリーンヒーロー）�１勝

ウインムート（13牡 ＊ロージズインメイ）８勝，栗東Ｓ‐L，エニフＳ‐L，プロキオン
Ｓ‐G3 ３着，etc.，��１勝�１勝	入着
，さきたま杯‐Jpn2，兵庫ゴール
ドＴ‐Jpn3，etc.

ウインフォルティス（15牡 ステイゴールド）�３勝，甲南Ｓ，赤富士Ｓ２着，川西
特別２着，仲冬Ｓ３着，
３勝

３代母 イブキローマン（83芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，えのき賞２着
アイシンドックマン（92牡 ＊グリーンマウント）３勝，知多特別３着
マイネルグリズリー（97牡 ＊ナグルスキー）３勝，山桜賞２着，�１勝

４代母 シラフジビゼン（75芦 ＊バーバー）３勝，ひめさゆり賞
［子］ シラユリビゼン（86牝 ロングエース）２勝，黒松賞

ユーワフブキ（90牡 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，瀬波特別３着

販売申込者・所有者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601
生 産 牧 場： ㈲ビッグレッドファーム
飼 養 者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601
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＊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

＊ Dalakhani

�
�
�
�
�

��
��

�コンデュイット Well Headマイネヴァリエンテ ＊マイネルラヴ

��
��
�コスモヴァレンチ鹿 2011 イブキローマン

＊ユーレーシア 2n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メガミチャン（12鹿 ＊クロフネ）入着，�７勝�
初仔

２代母 ラッキーダイス（07栗 ネオユニヴァース）１勝
ジョーカナチャン（15牝 ロードカナロア）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，淀

短距離Ｓ‐L ２着，韋駄天Ｓ‐OP ２着，駿風Ｓ，飛翼特別

３代母 ＊ミスベガス（01 IRE 鹿 Efisio）ITY・USA７勝，セニョリータＳ‐G3，Fla
wlessly S‐L，P. Alessandro Perrone‐L，P. Ubaldo Pandolfi‐L，P. V
ittorio Crespi‐L，etc.
ダイワプリベール（06牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，芙蓉Ｓ‐OP，初日の出Ｓ３着，

�１勝�

４代母 ドウィンヘローDwingeloo（93 IRE 鹿 Dancing Dissident）GB１勝
［子］ ヴェガスクイーン Vegas Queen（02牝 Celtic Swing）ITY２勝，P. R

epubbliche Marinare‐L ３着
リアルトナマラRealt Na Mara（03� Tagula）GB・IRE８勝
インポーター Importer（06 牡 Efisio）GB・SAU・QAT２勝

５代母 サンクワンズスターズThank One's Stars（86 IRE 鹿 Alzao）不出走
［子］ サンクスギヴィング Thanksgiving（95 牝 Indian Ridge）GB１勝，C

harlotte Fillies S‐L ３着，Firth of Clyde S‐L ３着
スリス Suris（91 牡 Taufan）GB・ITY８勝
シークレットファンタジー Secret Fantasy（90 牝 Taufan）GB・TRI７勝
インチギーラ Inchigeelagh（04牝 Inchinor）GB・GRC３勝
オールソーツスターAll Sorts Star（00� Accordion）IRE２勝，IRE障
害１勝

スターオヴアラビア Star of Arabia（99 牝 Hamas）GB２勝
スターキャスト Star Cast（97 牝 In TheWings）GB２勝
ビーサンクスフルBe Thankfull（96 牝 Linamix）GB２勝

［孫］ プリンセスエリス Princess Ellis（04 牝 Compton Place）GB５勝，L
and O'Burns S‐L ２着，Rous S‐L ３着

販売申込者・所有者： 富田 恭司＝様似町朝日丘 �0146-36-4644
生 産 牧 場： 富田 恭司
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

194 メガミチャン２０２０ 牡・鹿 ４／２０
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

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

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューメガミチャン ネオユニヴァース

��
��
�ラッキーダイス鹿 2012 ＊ミスベガス

12b
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 モズエエヤン（13栗 ＊アグネスデジタル）�３勝
本馬の他に産駒あり

２代母 グランプリシリウス（03栗 アグネスタキオン）１勝，フェニックス賞‐OP ３
着，サフラン賞２着
ジーブラック（10牝 ＊クロフネ）１勝
ジーブラウン（11牝 タニノギムレット）�１勝�１勝��入着��
モズフウジン（12牡 ＊サウスヴィグラス）�11 勝���
ヨシノガッツ（16牡 グランプリボス）��２勝	入着３回

３代母 フライングカラーズ（92栗 ＊ジェイドロバリー）３勝，出雲崎特別
サイモンセッズ（99牡 バブルガムフェロー）６勝，ギャラクシーＳ‐L ３着，京葉Ｓ

‐OP ２着，神無月Ｓ，etc.
マルカキセキ（01牡 フジキセキ）７勝，アンドロメダＳ‐L，セントウルＳ‐Jpn3

３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，etc.，�３勝�
ツバサドリーム（04牡 アグネスタキオン）４勝，立春賞，初凪賞２着，下総Ｓ３着，etc.
フライトステージ（06牝 ネオユニヴァース）出走

アヴニールレーヴ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��12 勝�入着，ラブミーチャン
記念２着，兵庫若駒賞２着

ディアタイザン（17牡 ＊サウスヴィグラス）��10 勝，兵庫ダービー
カネスインバディル（08牝 ゼンノロブロイ）出走

チョウマイモン（17牝 ＊ロージズインメイ）���入着２回�２勝，ノトキリシ
マ賞３着

４代母 オオミシヤダイ（76栗 ＊リマンド）６勝，北九州記念，衣笠特別，祇園特別，
伊良湖特別
［子］ フライングコラム（90牡 ＊ジヤツジアンジエルーチ）４勝，晩春Ｓ，初霜

特別，多摩川特別２着
［孫］ グレイスナッキー（90牝 ＊ナトルーン）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着
［曾孫］ フューチャサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，

大沼Ｓ‐OP ３着，etc.，��入着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
リスティアエーデル（01牝 フジキセキ）１勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ３着，
紫苑Ｓ‐L ３着，きんせんか賞，�１勝

販売申込者・所有者： 中川 欽一＝日高町賀張 �01456-5-2485
生 産 牧 場： 中川 欽一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

195 モズエエヤン２０２０ �・鹿 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawモズエエヤン アグネスタキオン

��
��
�グランプリシリウス栗 2013 フライングカラーズ

＊フライングシヤツトル 1s
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 エイシンオルドス（11栗 フジキセキ）４勝，ＳＴＶ杯（芝 1200），りんどう賞
（芝 1400），ＨＴＢ杯（芝 1200）３着，ＵＨＢ杯（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンアヴァロン（17牡鹿 ロードカナロア）��入着２回
エイシンヌイトム（19牝鹿 エイシンフラッシュ）��１勝

２代母 ＊アルカイックレディ（04 USA鹿 Mr. Greeley）出走
エイシンキンチェム（09牝 フジキセキ）２勝，ダリア賞‐OP，フィリピンＴ２着，

天草特別３着
アルカイクスマイル（16牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ノーモアアイアニングNoMore Ironing（87 USA鹿 Slew o' Gold）USA１勝
スニーキークワイエト Sneaky Quiet（92 牝 Seeking the Gold）USA５勝，Florid

a Oaks‐L，Boca Raton S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
ヒドントルース Hidden Truth（00 牡 Danzig）USA３勝，ベルモントレキシ

ントンＳ‐G3 ２着，種牡馬
カーラカーラCara Cara（94牝 Gulch）USA入着３回

ファジーカジー Fuzzy Cuzzy（04� ＊ファスリエフ）SAF７勝，プロテアＳ
‐G3 ２着，Golden Loom H‐L ３着

エンサイレンスEn Silence（96牝 Rahy）GB１勝
オークスリリーOaks Lily（09 牝 Badge of Silver）USA１勝，O.B.S. Cha

mpionship S‐R ２着
アイアンマンデヒア Ironman Dehere（98 牡 ＊デヒア）USA６勝，Black Mount

ain H，Pleasanton S，Tempe H，etc.，種牡馬
ホワイルジアイアンズホットWhiletheiron'shot（99 牝 Smart Strike）USA４勝，

Seaway S‐L ３着，Truly Bound H３着
ワルシャワバレイWarsaw Ballet（07 牝 El Prado）GER１勝，Grafenber

ger Ladies Cup‐L ２着
ポリエステルPolyester（10 牝 TizWonderful）不出走

ハーパーズファーストライド Harpers First Ride（16� Paynter）�USA12 勝，
ピムリコスペシャルＳ‐G3，Richard W. Small S‐L，Deputed Te
stamony S（２回），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： 栄進牧場
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

196 エイシンオルドス２０２０ 牡・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーエイシンオルドス
＊ Mr. Greeley

��
��
�アルカイックレディ栗 2011 No More Ironing

21a
サンデーサイレンス S3×M3 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
初仔

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）��４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，栗東Ｓ‐L ２着，バレンタイン
Ｓ‐OP，端午Ｓ‐OP ３着，姫路Ｓ，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，�	入着７回��２勝�３勝


３勝�入着�，九州大賞典，はがくれ大賞典２着，佐賀王冠賞３着，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

４代母 ウイニングベット（85鹿 アローエクスプレス）２勝
［子］ エンズイギリ（00牡 ＊アサティス）
７勝���，九州ダービー栄城賞２着

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 �0146-28-1700

197 ワンダフルタイム２０２０ �・栗 ３／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊
＊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
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ポンデュガール（02栗 ＊フォーティナイナー）入着，�４勝�入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－８（29）〕
クラウンデザイナー（08牝栗 ＊タイキシャトル）�５勝
トキノベストマッチ（09牡栗 ゼンノロブロイ）入着２回，��１勝
セイントレガシー（11牡鹿 スズカマンボ）���１勝・２勝
スペシャルガール（12牝黒鹿 スペシャルウィーク）�８勝��１勝�入着２回
メサヴェルデ（13牝鹿 スリーロールス）��出走	２勝��１勝
シェアハッピー（14牝青鹿 ハイアーゲーム）�２勝��２勝，ロジータ記念
（Ｄ2100）２着，桜花賞（Ｄ1600）３着，リリーＣ（Ｄ1200）２着

ストロングヘヴン（16
青 ベルシャザール）入着，��出走�２勝�入着６回
クラモン（17牡栗 クラグオー）��１勝	１勝

２代母 ミヤシロオーバン（85黒鹿 アスワン）�出走
ミヤシロテュードオ（89牡 ＊マグニテユード）入着，�12 勝�，南部杯‐Jpn1 ５着，

シアンモア記念（２回），みちのく大賞典２着，北上川大賞典３着，東北サラ
３才Ｃｈ，etc.

ケイウンベスト（92牡 セントシーザー）１勝，�20 勝�，大天山賞，サラブレッドＧＰ
シアトルブリッジ（96牝 ＊スキャン）５勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，マリーンＳ‐OP ２

着，大阪スポーツ杯，花園Ｓ，豊前特別
ハジメレンジャー（06牡 ブラックタキシード）４勝，企救丘特別，唐津特別，

伊勢特別２着，飯坂温泉特別２着，中京スポーツ杯３着
ミルトプレスト（14牡 アドマイヤムーン）３勝，安房特別，フルーツラインＣ

２着，皿倉山特別２着，奥の細道特別３着，安房特別３着
クリスタルビーム（98牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，なでしこ賞
シアトルリーダー（99牡 ビワハヤヒデ）４勝，道新スポーツ賞，支笏湖特別，八甲

田山特別，グリーンチャンネルＣ２着，etc.，障害２勝，阪神スプリングジャ
ンプ‐JG2 ２着

ブリンダーレ（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走
ビーディフォース（10牝 ＊クロフネ）��３勝，ユングフラウ賞３着

ゴーアップドラゴン（06牡 キングカメハメハ）２勝，南九州特別３着，��１勝

３代母 タニノオーバン（75黒鹿 ＊オーバン）２勝

販売申込者・所有者： 門別 敏朗＝日高町門別本町 �01456-2-5158
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： Ｔ．Ｈ．Ｔステーブル＝日高町平賀 �090-2696-3120

198 ポンデュガール２０２０ �・栗 ４／ ７
＊ 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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileポンデュガール アスワン

��
��
�ミヤシロオーバン栗 2002 タニノオーバン

＊シーマン 12g
Mr. Prospector S3×M3 Nashua S5×S5×M5 Ribot S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 マイネウェリナ（11芦 キングカメハメハ）��３勝�３勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
ホワイトライガー（19牡芦 ディープスカイ）��入着

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

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

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

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

トーセンガラシャ（07牝 デュランダル）入着
トーセンスーリヤ（15牡 ローエングリン）�５勝，函館記念‐G3，新潟大賞典

‐G3，美浦Ｓ，富良野特別，初富士Ｓ２着，etc.，��１勝
マイネルフィエスタ（10牡 ＊シンボリクリスエス）障害３勝，京都ジャンプＳ‐JG3，

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

クインズエキシート（12牡 ＊クロフネ）�２勝�１勝
レジェンダリー（13牡 アドマイヤムーン）�１勝
ミツカネプリンス（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝

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

‐Jpn3，アンタレスＳ‐Jpn3，etc.，��入着２回���，種牡馬

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

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

販売申込者・所有者： シグラップ・マネジメント㈱＝日高町賀張 �090-1796-2929
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

199 マイネウェリナ２０２０ �・芦 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスマイネウェリナ ＊ステートリードン

��
��
�フェリアード芦 2011 ＊ユキグニ

1s
Nureyev M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 マイネペンタグラム（09栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（21）〕
ビマジョ（14牝栗 ＊アイルハヴアナザー）���７勝�４勝
コスモヘキサグラム（15牡栗 ＊コンデュイット）�６勝�
マジックブルーム（16牝鹿 メイショウサムソン）入着，��入着８回��２勝
グラムデイジー（17牝鹿 ジャングルポケット）��２勝
ナカハマチーク（18�栗 ＊グラスワンダー）�	入着４回

２代母 マイネソーサリス（01栗 ＊ブライアンズタイム）５勝，愛知杯‐Jpn3，ターコ
イズＳ‐L，紫野特別，千里山特別３着
マイネソルシエール（08牝 ＊ロージズインメイ）１勝，フローラＳ‐G2 ２着

コンステレーション（16牝 オルフェーヴル）���１勝
トゥールドマジ（17牝 スクリーンヒーロー）�２勝

マイネルストラーノ（10牡 ディープインパクト）２勝，ホープフルＳ‐LR ２着，共
同通信杯‐G3 ３着，九十九里特別２着，大雪Ｈ２着，調布特別３着

マイネグリンダ（11牝 ＊コンデュイット）�１勝�２勝
マイネルマーゴ（12牡 ＊コンデュイット）�１勝�入着４回
パラノーマル（13牝 ステイゴールド）１勝
マイネルハドソン（14牡 マンハッタンカフェ）��２勝	３勝

３代母 マイネマジック（91鹿 ギヤロツプダイナ）３勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，オ
ークス‐Jpn1 ５着，スイートピーＳ‐OP ２着，ルスツ特別
マイネルトリック（96牡 ＊スターオブコジーン）２勝
マイネルトランプ（97牡 ＊トニービン）１勝，土湯特別２着
マイネルジャグラー（00牡 ＊シルヴァーエンディング）
�３勝
マイネストレーガ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走

アルプスボッチ（13牝 ショウナンカンプ）�１勝��入着３回
ドリームマジシャン（07牡 ＊ロージズインメイ）３勝，不知火特別２着，�３勝�

���，東海ゴールドＣ，オータムＣ，etc.

４代母 レツドフラツシユ（84黒鹿 ビンゴガルー）１勝

５代母 ハシイワフラツシユ（77黒鹿 ＊フラツシユライト）４勝，犬山特別

販売申込者・所有者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431
生 産 牧 場： 原 弘之
飼 養 者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431

200 マイネペンタグラム２０２０ 牡・栗 ５／２７

＊

＊ 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

＊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イネペンタグラム ＊ブライアンズタイム

��
��
�マイネソーサリス栗 2009 マイネマジック

＊ステフアニア 8a
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 マキノチーフ（03栗 ＊チーフベアハート）��９勝，ロジータ記念（Ｄ2100），ニ
ューイヤーＣ（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（10）〕
ポッドギャング（11牡栗 ゴールドアリュール）��２勝�入着
マキノインプレス（12牝青鹿 ゼンノロブロイ）��１勝
タマモベルガモ（13牡栗 ＊クロフネ）１勝，磐梯山特別（芝 2600）３着，呼子特別
（芝 2600）３着，�２勝�１勝�入着�

マキノジュエラー（14牝黒鹿 ネオユニヴァース）���１勝・１勝�入着
タイセイチーフ（16牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回，����１勝

・１勝
マキノワールド（17牡栗 トゥザワールド）���入着２回
マキノファミリー（18牝栗 トゥザワールド）���入着３回
ピースイギー（19牝青鹿 トゥザワールド）�	出走

２代母 ＊アトリビューション（89 USA栗 Time for a Change）不出走
グラールダンサー（97牡 ＊グルームダンサー）１勝

３代母 ファビュラスフロード Fabulous Fraud（74 USA鹿 Le Fabuleux）USA４
勝，オープンファイアＳ‐G3 ３着

＊トップニュースⅡ（84牝 Danzig）USA２勝
マヤノライジン（01牡 マヤノトップガン）８勝，大阪城Ｓ‐L，巴賞‐L，函館記

念‐G3 ２着（２回），etc.
＊デユプリシト（85牝 Danzig）不出走

ニシノフラワー（89牝 Majestic Light）７勝，桜花賞‐Jpn1，スプリンターズ
Ｓ‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝，優短距

ニシノタカラヅカ（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着
＊ファビュラスクライム（88牝 Cox's Ridge）USA２勝

タガノファビュラス（94牝 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，京都牝馬特別
‐Jpn3 ３着，秋分特別，逆瀬川Ｓ３着，etc.

ファビュラスチャージャー Fabulous Charger（95 牡 Many aWish）USA４勝，
Rainbow S‐R ３着

販売申込者・所有者： 長浜 秀昭＝新冠町朝日 �0146-47-2972
生 産 牧 場： 長浜 秀昭
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

201 マキノチーフ２０２０ �・黒鹿 ５／２０
＊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

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartマキノチーフ
＊ Time for a Change

��
��
�アトリビューション栗 2003 Fabulous Fraud

2s
Danzig S4×M4 Damascus M4×S5 Bold Ruler M5×M5

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
初仔

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.，��入着�
２勝�入着��，利家盃

ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ
チ賞２着，etc.
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

202 マジェストゥーズ２０２０ �・黒鹿 ４／ ６
＊ 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

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
Mr. Prospector S3×M5 トニービンM4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 マルハチブルーム（14黒鹿 キングヘイロー）��４勝
初仔

２代母 ラストアウィン（96黒鹿 ＊ラストタイクーン）出走
シゲルシサンカブ（03牝 ジェニュイン）�７勝
ダブルヒーロー（04牡 キングヘイロー）４勝，八ヶ岳特別，利尻特別，阿武隈Ｓ２

着，立春賞２着，道新スポーツ賞２着，etc.
テイケイメルベイユ（06牡 ゴールドアリュール）入着３回，�９勝，園田ＦＣスプ

リント２着
アジェンダ（07牝 マンハッタンカフェ）１勝

トモジャボーン（13牡 ＊スタチューオブリバティ）１勝
オンドレースンドレ（18牝 キングヘイロー）��１勝

ネバーミスザマーク（08牡 ゴールドアリュール）入着，�４勝
ムサシキングオー（09牡 キングヘイロー）��14 勝，勝島王冠，京成盃グランドマイラ

ーズ２着，報知ＧＰＣ２着（２回），マイルＧＰ２着，川崎マイラーズ３着，etc.
フクノレクサス（10牡 ゴールドアリュール）��５勝�入着３回
キタサングットマン（12牡 ジャングルポケット）�５勝�
ミリオンロード（13牡 アドマイヤオーラ）��２勝
マルハチアポロン（17牡 ＊エイシンアポロン）��４勝�１勝

３代母 シャルムマイヤー（90鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
オペラシチー（01牡 ＊オペラハウス）５勝，目黒記念‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，

日経賞‐Jpn2 ３着，etc.
ナトリフレンド（06牝 ＊オペラハウス）��出走

イグレシアス（11牝 タイムパラドックス）�４勝���	，金沢ヤングＣｈ，
百万石ジュニアＣ

４代母 キヨウエイシエアー（78芦 ＊フオルテイノ）出走
［子］ オースミレパード（91牡 アンバーシヤダイ）６勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，

オパールＳ‐OP，アンドロメダＳ‐OP，etc.，
27 勝�

５代母 ＊グリーンパスチヤーズ（69 IRE 芦 Palestine）不出走
［子］ シバセン（85牝 リードワンダー）�７勝，東海ダービー３着，クイーン特別

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

203 マルハチブルーム２０２０ �・青 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローマルハチブルーム ＊ラストタイクーン

��
��
�ラストアウィン黒鹿 2014 シャルムマイヤー

＊グリーンパスチヤーズ 10b
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マルモリキャンディ（14黒鹿 エイシンサンディ）��１勝
初仔

２代母 ハレルヤ（96栗 ＊アルカング）�１勝
タマノダイキ（02牡 エイシンサンディ）�４勝�１勝��，九州皐月賞荒尾ダービ

ー，ロータスクラウン賞２着，飛燕賞２着，九州ジュニアＣｈ２着
キンシニューストン（05牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ディーズミッション（06牝 ＊ホワイトマズル）��４勝
キングオーディン（10牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝

３代母 ＊マロニア（86 FR栗 TheWonder）FR２勝

４代母 マルマーナMarmana（80 USA栗 Blushing Groom）FR入着２回
［子］ マースラマMasslama（88牝 ＊ノーパスノーセール）FR３勝，ヴァントー

賞‐G3，レゼルヴォワール賞‐G3
マルダニMardani（95� Fairy King）GB・IRE４勝，Goodwood Glo
rious S‐L ２着，GB障害４勝

［孫］ マッシガンMassigann（99牡 Selkirk）FR３勝，P. du Point du Jour‐L，
エドモンブラン賞‐G3 ３着

［曾孫］ マンジラManzila（03 牝 Cadeaux Genereux）GB・FR・IRE４勝，P
. Servanne‐L，Henry Gee Fillies S‐L ３着

キャプテンアメリカ Captain America（10� Academy Award）�NO
R・SWE・DEN17勝，Norsk Jockeyklubs Sprintlop‐L，Varsp
rint‐L（２回），ポーラーＣ‐G3 ２着（２回），etc.

５代母 ミルリヴァーMill River（75 FR鹿 Mill Reef）FR１勝
［子］ ＊マラキム（83牡 Blushing Groom）FR３勝，エドゥヴィル賞‐G3，フォ

ワ賞‐G3 ２着，ニエル賞‐G3 ２着，etc.，種牡馬
マダイーンMadaiyn（92牡 Shernazar）FR１勝，リス賞‐G3 ２着，P
. de l'Avre‐L ２着

［曾孫］ マヨンガMayonga（03牝 Dr Fong）GB・FR・IRE２勝，Fleur de Lys
S‐L，P. Luthier‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲センチュリースタッドファーム＝浦河町姉茶 �090-1525-6472
生 産 牧 場： ㈲センチュリースタッドファーム
飼 養 者： Ｐｉｎｅｔｒｅｅ Ｒａｎｃｈ＝浦河町姉茶 �080-9557-5600

204 マルモリキャンディ２０２０ �・青鹿 ５／３０
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードマルモリキャンディ ＊アルカング

��
��
�ハレルヤ黒鹿 2014 ＊マロニア

1w
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マンディスキュア（11黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
アミティス（19牝黒鹿 ベルシャザール）�地方未出走

２代母 マンリーポッケ（99黒鹿 タヤスツヨシ）�３勝��５勝�
カネマサハヤブサ（09牡 ＊クロフネ）�９勝
ロトスキャンダル（14牡 ＊カジノドライヴ）�６勝��，夏至賞，九州ジュニアＣｈ２着

３代母 カリビアンナイト（88鹿 アスワン）１勝
カリビアンダンサー（98牡 ＊グルームダンサー）入着６回，濃尾特別３着
ラリマー（02牝 ＊チーフベアハート）��７勝

ブラックオニキス（14牝 ブラックタイド）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，クロー
バー賞‐OP，札幌日刊スポーツ杯３着

４代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
［子］ ムーンセレナード（87牝 ミスターシービー）４勝，北九州短距離Ｓ‐OP，

野路菊Ｓ‐OP ３着，ゆうすげＳ，etc.
［孫］ ラッシュストリート（05� マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，etc.，�

１勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着
リキセレナード（98牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，ス
イートピーＳ‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着

ボードスウィーパー（01牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ‐L（２回），
コーラルＳ‐L ３着，ギャラクシーＳ‐L ３着，etc.

ワンモアバンクオン（98牡 ＊ノーザンテースト）５勝，大和特別，白百合
Ｓ，フリージア賞

ムーンクラフト（96牡 サクラバクシンオー）５勝，青梅特別，春風賞２着，
初風特別２着，etc.

ウッドカッター（99� ＊ティンバーカントリー）４勝，麒麟山特別，伊勢
佐木特別２着

［曾孫］ キングスレガリア（06牡 キングカメハメハ）２勝，デイリー杯２歳Ｓ
‐Jpn2 ３着，萩Ｓ‐OP ２着

シルクシュナイダー（08牡 ＊アグネスデジタル）４勝，アンタレスＳ‐G3
３着，平安Ｓ‐G3 ３着，アルデバランＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲広富牧場＝日高町広富 �01456-7-2156
生 産 牧 場： ㈲広富牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

205 マンディスキュア２０２０ 牡・鹿 ６／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayマンディスキュア タヤスツヨシ

��
��
�マンリーポッケ黒鹿 2011 カリビアンナイト

＊フリソデ A13
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミントフレッシュ（16 USA鹿 War Front）出走
初仔

２代母 ミノレットMinorette（11 USA栗 Smart Strike）IRE・USA２勝，ベルモン
トオークス‐G1，Wonder Again S２着，Flame of Tara S‐L ３着

＊モンゴリアンキング（19牡 Kingman）�１勝

３代母 シルクアンドスカーレット Silk And Scarlet（02 GB鹿 Sadler's Wells）GB
・FR・IRE・USA２勝，愛デビュターントＳ‐G2，Silver Flash S‐L

＊エイシンアポロン（07牡 Giant's Causeway）４勝，マイルＣｈＳ‐G1，京王杯２
歳Ｓ‐Jpn2，富士Ｓ‐G3，etc.，種牡馬

マスターオヴハウンズMaster of Hounds（08 牡 Kingmambo）GB・IRE・USA
・UAE・HKG・TUR３勝，ジェベルハッタ‐G1，トプカピトロフィ‐G2，レ
イシングポストトロフィ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

４代母 ダニロワDanilova（90 USA栗 Lyphard）不出走
［子］ デインジャーオーヴァDanger Over（97 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・I

TY・UAE・SIN５勝，セーネオワーズ賞‐G3，P. Cor de Chasse
‐L，P. Djebel‐L，etc.

［孫］ セカンドステップ Second Step（11� Dalakhani）GB・IRE・GER・C
AN８勝，ベルリン大賞‐G1，英ジョッキークラブＳ‐G2，Fred Ar
cher S‐L，etc.

プレイザゲイム Play The Game（13� Lawman）�IRE１勝，El Gra
n Senor S‐L ２着，Trigo S‐L ３着，GB・IRE障害４勝

ベルジャンヌ Belle Jeanne（06牝 Diableneyev）FR１勝，P. Roland d
e Chambure‐L ３着

ビッグハンター Big Hunter（07 牡 Green Tune）FR・GER４勝，G.P
. Anjou Bretagne‐L ３着

販売申込者・所有者： 社台ファーム＝千葉県富里市 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

206 ミントフレッシュ２０２０ 牡・栗 ４／１８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

ウォーフロント Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�War Front Starry Dreamerミントフレッシュ ミノレット Smart Strike

��
��
�Minorette鹿USA 2016 Silk And Scarlet

1l
Northern Dancer S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 ミスキララ（13黒鹿 ＊ファスリエフ）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
パールドブルム（19牝鹿 スピルバーグ）��出走

２代母 マルタカキララ（07青鹿 ＊バゴ）出走
プルメリア（12牝 カネヒキリ）��７勝
ミコキララ（14牝 キングヘイロー）�２勝�入着７回

３代母 ミススマコバ（96鹿 ＊スマコバクリーク）３勝
フィンマックール（03牡 ＊オース）３勝，若鮎賞，乙訓特別３着，�２勝�
ミリオンウェーブ（05牡 フジキセキ）３勝，葵Ｓ‐L，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，橘

Ｓ‐OP ２着，etc.

４代母 ＊キユーテイハニー（78 USA鹿 Wajima）FR出走
［子］ カミノマジック（91牡 ＊リヴリア）７勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，京都

大賞典‐Jpn2 ３着（２回），オールカマー‐Jpn2 ３着，etc.
アブサルート（93牡 ＊ゴライタス）１勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ３着

［孫］ ウルトラエナジー（92牡 ＊トレボロ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，黄菊賞３
着，障害１勝

５代母 ＊ハニーサツクルヴアイン（67 USA黒鹿 Tom Fool）USA１勝
［子］ ＊ミストウキヨウⅢ（72牝 Dewan）USA10 勝，シグネトＳ‐G3，ジュニア

リーグＳ‐G3，Santa Gertrudes H，etc.
［孫］ コンスーミングパッション Consuming Passion（82牝 Jackie Fires）U

SA２勝，A. M. Fisher S
［曾孫］ ユートピア（00牡 ＊フォーティナイナー）３勝，��１勝�３勝�入着，

マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1（２回），ダービーＧＰ‐Jpn1，全日本２歳
優駿‐Jpn1，etc.，USA・UAE２勝，種牡馬

アロハドリーム（93牡 ＊クリエイター）６勝，函館記念‐Jpn3，中京記念
‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ３着，etc.

レウカ Reuka（97牝 Premiership）PAN６勝，P. Sociedad de Criador
es‐L

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： ㈲坂東牧場
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

207 ミスキララ２０２０ 牡・鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessミスキララ ＊バゴ

��
��
�マルタカキララ黒鹿 2013 ミススマコバ

＊キユーテイハニー 23b
Nureyev M3×M5 Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ミスマリーン（11鹿 マヤノトップガン）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
サワセンマリザール（17牡栗 ロジユニヴァース）���入着２回
アローイアロイ（18牡黒鹿 トゥザワールド）��３勝
ネーレウス（19牡黒鹿 トーセンジョーダン）���出走

２代母 ピンポイントクロス（01鹿 マーベラスサンデー）出走
ブラックシップ（06牝 ＊クロフネ）�４勝��８勝

ウインベッスル（16牡 カネヒキリ）�１勝
クロスカサブランカ（07牝 タニノギムレット）�２勝�入着
ヤマチョウスパーク（09� ＊ケイムホーム）�３勝
シャトーブリアン（12牝 ＊クロフネ）入着，�３勝��

３代母 フラッシュシャワー（88黒鹿 アイノセントスキー）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，
ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，きんせんか賞
ハートフルシャワー（98牝 ＊ハートレイク）�	２勝

クロスマシェリ（04牝 ＊ヘクタープロテクター）�３勝
セイザ（06牝 ＊コロナドズクエスト）出走
タイムスリップ（15牝 ダノンシャンティ）�２勝��１勝

キングオブサンダー（08牡 マヤノトップガン）�１勝
ミストラルシャワー（10牝 ブラックタイド）�７勝

フォーナインクロス（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝
オンリーワンクロス（02牡 マヤノトップガン）４勝，佐渡特別，天の川Ｓ３着
インスパイアクロス（04牡 メジロライアン）
１勝�４勝
ロックフェラー（05牡 マンハッタンカフェ）�３勝
�入着４回

４代母 フトウベンチヤ（75鹿 ＊ヴエンチア）１勝

５代母 ＊サマーモーニング（66 FR鹿 Sayajirao）GB入着２回
［孫］ ロングセフティ（85牡 ロングエース）５勝，灘Ｓ，高瀬川特別，白川特別，etc.，

障害１勝
ゴールデンクロス（98牡 ウイニングチケット）３勝，米沢特別３着，美唄
特別３着，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411
生 産 牧 場： ㈲シンユウファーム
飼 養 者： ㈲シンユウファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-3411

208 ミスマリーン２０２０ �・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１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズミスマリーン マーベラスサンデー

��
��
�ピンポイントクロス鹿 2011 フラッシュシャワー

＊サマーモーニング 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ミッドキャップ（02 IRE 鹿 ＊アントレプレナー）GB１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（16）〕
トーセンチドリアシ（07牡黒鹿 Fusaichi Pegasus）１勝
ビオラフォーエバー（11�栗 スペシャルウィーク）３勝，唐戸特別（芝 2000），熱

田特別（芝 2000）２着，栄特別（芝 2000）２着，名古屋日刊スポーツ杯（芝 2000）
３着，玄海特別（芝 2000）３着，�５勝�入着

ミーアンドチー（13牝栗 マツリダゴッホ）�１勝�５勝�入着
ビックヒバリ（14牝栗 ナカヤマフェスタ）�５勝�
リャナンシー（18牝栗 トーセンラー）��	入着
ツクバビリーヴ（19牝栗 トーセンホマレボシ）��	出走

２代母 ティズジュリエット Tis Juliet（86 USA栗 Alydar）USA３勝，シュヴィーＨ
‐G1，エイグリームＨ‐G2 ３着，シルヴァーベルズＨ‐G2 ３着，Dark Star H
‐L ２着，Santa Lucia H‐LR ２着

＊ジュリエトウショウ（92牝 Wild Again）３勝
ダンスマイダンスDance My Dance（00牝 Sadler's Wells）不出走

ポサヴィナ Posavina（06牝 Tiger Hill）NZ２勝，ローランドＳ‐G3
ラーサリーラ Rasa Lila（10 牝 Darci Brahma）AUS・NZ７勝，ダルシーＳ

‐G2，カドルＳ‐G3，イースターＨ‐G1 ３着，ホーリックスプレイト
‐G1 ３着，レイディノーリーＳ‐G2 ３着，etc.

ダンスコープDance Corp（14� ＊スニッツェル）�MAC６勝，Macau Der
by Trial‐L ２着，MacauWinter Trophy‐L ３着，Macau Spring
Trophy‐L ３着，Macau Rising Star Cup‐L ３着

３代母 マイジュリエットMy Juliet（72 USA黒鹿 Gallant Romeo）USA24 勝，ヴ
ォスバーグＨ‐G2，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ‐G2，コティリオンＳ
‐G2，テストＳ‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.

＊ステラマドリッド（87牝 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，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： 寺井 文秀
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

209 ミッドキャップ２０２０ �・鹿 ６／１０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellマツリダゴッホ

＊ Bel Bolide

��
��
�ペイパーレイン鹿 2003 ＊フローラルマジック

＊

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�アントレプレナー Exclusive Orderミッドキャップ ティズジュリエット Alydar

��
��
�Tis Juliet鹿IRE 2002 My Juliet

6a
Exclusive Native M4×S5 Raise a Native M4×M5

価格： 購買者：



母 ミライポケット（08黒鹿 ジャングルポケット）入着２回，�７勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
マサタケミライ（14牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝
マインプリンセス（15牝鹿 ＊ワークフォース）��入着�１勝�入着
クリノユースフル（17牝鹿 アスカクリチャン）�	１勝�入着２回
トイソー（18牝黒鹿 ベルシャザール）��出走�出走

２代母 レディフューチャー（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
ロードキャニオン（04
 ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別，熊野特別２着，晩

秋特別３着，���入着３回，報知オールスターＣ２着
レディリバティー（05牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ロードオブザリング（07牡 ＊ホワイトマズル）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，アン

ドロメダＳ‐L ３着，垂水Ｓ，許波多特別，ドンカスターＣ，etc.
フューチャーセイル（09牝 ＊クロフネ）出走

ハリオアマツバメ（17牝 フリオーソ）��７勝，園田クイーンセレクション２着
プロテクション（11牝 ジャングルポケット）入着，�４勝��
ブリーズヴェール（12牝 ＊バゴ）入着，��２勝
ロードインスパイア（13
 ＊ロードアルティマ）１勝
ユメニカケル（14牝 ＊ロードアルティマ）�１勝�

３代母 アンフイニイ（82黒鹿 マルゼンスキー）３勝，エイプリルＳ‐OP ３着，上総
特別，里見特別，仲春賞２着，隅田川特別２着，etc.
マイヨジョンヌ（90牡 ＊リヴリア）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），福島記念

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スノーフレーク（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，ひいらぎ賞３着
ユーワケリガン（92牝 ＊カコイーシーズ）４勝，カーネーションＣ‐OP ２着，晩秋

特別，グローバルＣ，etc.
アンソレイユ（93牝 ＊リズム）出走

グラスポジション（99牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ホープフルＳ‐OP ２着，ニューマーケットＣ，etc.

メイショウデンゲキ（94牡 ＊リヴリア）４勝，石清水Ｓ，春菜賞，こぶし賞３着
シャワーパーティー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，京都３歳Ｓ‐OP，六甲アイ

ランドＳ，黄菊賞，etc.，�４勝��

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

210 ミライポケット２０２０ �・鹿 ４／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーミライポケット ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディフューチャー黒鹿 2008 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
Nureyev M4×S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンジルコン（13黒鹿 ディープインパクト）入着６回，石打特別（芝 1800）２着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊エーシンコンファー（05 USA青鹿 Dynaformer）４勝，豊明特別，利尻特別，
八坂Ｓ３着
エイシンアルファー（12牝 マンハッタンカフェ）入着，�１勝�入着２回
エイシンメイベル（15牝 スマートファルコン）��１勝�１勝
エイシンファイター（17牡 フェノーメノ）入着２回，��１勝

３代母 ＊エイシンシンシアナ（95 USA黒鹿 Storm Cat）３勝
＊セントルイスガール（03牝 Silver Hawk）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，フェニッ

クス賞‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
エーシンミズーリ（08牡 マンハッタンカフェ）６勝，米子Ｓ‐L，ポートアイラ

ンドＳ‐L ２着，難波Ｓ，etc.
エーシンセノーテ（10牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，フェニックス賞‐OP

エーシンマイェスタ（10牡 スペシャルウィーク）５勝，朱雀Ｓ，鷹ケ峰特別，知立
特別２着，etc.

４代母 バイランドバイシー By Land by Sea（84 USA鹿 Sauce Boat）USA10 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，ミレイディＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，エルエン
シノＳ‐G3，ルイヴィルＢＣＨ‐G3，etc.
［子］ ファハル Fahal（92 牡 Silver Hawk）GB・USA・UAE４勝，ローズオヴ

ランカスターＳ‐G3，Stardom S‐L，セレクトＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

［孫］ ボーブルクイーン Bauble Queen（08牝 Arch）USA３勝，ロバートＪフ
ランケルＳ‐G2，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，Sandy Blue H
‐L ２着，etc.

レミントン Leamington（05牝 Pleasant Tap）GB・USA４勝，Vood
oo Dancer S‐R

［曾孫］ ブリッツクリーク Blitzkrieg（15� War Front）�USA・UAE６勝，ア
メリカンＳ‐G3，サンフランシスコマイルＳ‐G3，ジョーヘルナンデ
スＳ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
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

211 エイシンジルコン２０２０ �・青鹿 ４／１８

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアエイシンジルコン
＊ Dynaformer

��
��
�エーシンコンファー黒鹿 2013 ＊エイシンシンシアナ

11
Halo M4×S5 Burghclere M4×S5 Northern Dancer S5×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ムーンスガタ（09鹿 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ダークディフェンダ（13牡栗 ＊カジノドライヴ）��１勝
ルデマレ（14牡栗 フリオーソ）��２勝
フラッシュアロー（16牝栗 ＊パイロ）���入着４回�１勝�１勝

２代母 イーエルブロッサム（98鹿 ＊ラストタイクーン）１勝，相川特別３着
モンスターパーク（05� ＊フォーティナイナー）１勝
キングアレキサンダ（06牡 ＊アグネスデジタル）２勝
アスタータイクーン（07� ＊バゴ）２勝
リュウノリボン（12牝 サムライハート）�１勝�１勝��入着３回
ペンタス（15牝 エスポワールシチー）��５勝���

３代母 エルプス（82栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞‐Jpn1，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優３牝
リヴァーガール（91牝 ＊リヴリア）１勝

テイエムオーシャン（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞
‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝
テイエムオペラドン（09牡 テイエムオペラオー）１勝，障害３勝，京都ハ
イジャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着

テイエムハヤブサ（02牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別，こけもも賞２着

４代母 ホクエイリボン（73栗 ＊イーグル）不出走
［子］ フジイーグル（81牝 ＊マグニテユード）１勝，日吉特別，五頭連峰特別３

着，����13 勝
ステルス（83牝 ＊マグニテユード）４勝，十和田湖特別，長良川特別２着，
太宰府特別２着，etc.

フェスティブゼウス（93牡 ＊プラウドデボネア）２勝，沓掛特別
［孫］ メイショウテゾロ（92牡 ＊アサティス）３勝，シンザン記念‐Jpn3，マイ

ルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，千両賞
コバノイーグル（90牡 ＊ナトルーン）２勝，奥尻特別２着，奥尻特別３着

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

212 ムーンスガタ２０２０ 牡・栗 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズムーンスガタ ＊ラストタイクーン

��
��
�イーエルブロッサム鹿 2009 エルプス

＊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×S5 Northern Dancer S5×M5
Mill Reef M5×M5
価格： 購買者：



母 メグリ（07青鹿 フジキセキ）入着２回，�７勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（20）〕
オトメノスガタ（14牝青鹿 フリオーソ）��２勝�３勝
トキノケリー（15牝鹿 ＊モンテロッソ）��５勝�３勝�入着
チャンピオンフジ（17牡黒鹿 ＊カジノドライヴ）���３勝�３勝
キュアグローリー（18牝黒鹿 トゥザグローリー）���１勝
ディスフルタール（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 トーヨーラクーン（88黒鹿 Green Desert）３勝，甲東特別３着，足立山特別３着
レヴリ（02牝 ＊ホワイトマズル）４勝，羊ヶ丘特別，ニセコ特別，まりも特別，ＴＶ

ユー福島賞２着，美利河特別２着，etc.
カンスタントリー（11牡 ＊バゴ）�１勝	15 勝��４勝�，長月賞，新涼賞

ブラックシャドウ（03牡 アドマイヤボス）４勝，御宿特別，貴船Ｓ２着，陽春Ｓ３
着，鳴門Ｓ３着

ラードロチェキラ（04牝 キングヘイロー）出走
コンドルダンス（12牡 アドマイヤオーラ）��入着４回�２勝��５勝	，サ

ンタアニタＴ２着，マイルＧＰ２着，平和賞２着，園田金盃３着，京成盃
グランドマイラーズ３着，etc.

３代母 ＊ラクーン（81 USA青鹿 Seattle Slew）GB２勝
グレンジョーダンGlen Jordan（86牡 Shareef Dancer）ITY10 勝，ナターレディ

ローマ賞‐G3，キウスーラ賞‐G3，P. Cascine‐L，etc.，種牡馬
ロゾリーダ Rosolida（87牝 Niniski）ITY４勝，P. Novella‐L

ロゾロー Rosolaw（97牡 Law Society）GER・ITY５勝，P. der Firma Erpo
‐L，ドイツ統一賞‐G3 ２着，Oettingen‐Wallerstein‐Memorial
‐L ３着

４代母 リアンガ Lianga（71 USA芦 ＊ダンサーズイメージ）GB・FR11 勝，ジャック
ルマロワ賞‐G1，ロベールパパン賞‐G1，ジュライＣ‐G2，ヘイドックスプリン
トＣ‐G2，アベイドロンシャン賞‐G2，etc.

販売申込者・所有者： スマートホーム㈱＝東京都新宿区 �03-6908-7828
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

213 メグリ２０２０ 牡・青鹿 ５／１５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーメグリ Green Desert

��
��
�トーヨーラクーン青鹿 2007 ＊ラクーン

22b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メデタイメデタイ（06栗 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（24）〕
タイシャ（12牡栗 ＊ルールオブロー）��７勝
ニシノグリヨン（13牝栗 ＊シニスターミニスター）１勝
ビーカーリー（14牝黒鹿 アドマイヤマックス）３勝，紅梅Ｓ‐OP（芝 1400）３着，

秩父特別（芝 1600）２着，六波羅特別（芝 1600）２着，柏崎特別（芝 1600）２着，
寺泊特別（芝 1600）３着

ブルベアカーキ（16牡鹿 ベルシャザール）�１勝，障害１勝，�６勝��３勝
ナリケイ（17牡栗 ローエングリン）���２勝
シェナキング（18牡鹿 ベルシャザール）��５勝�１勝�入着，菊水賞（Ｄ1700），

兵庫ダービー（Ｄ1870）２着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着，ＭＲＯ金賞
（Ｄ1900），スプリングＣ（Ｄ1800）２着

２代母 タイトルロウル（92栗 ヤマニンスキー）２勝，�１勝
エボリューション（01牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
レスト（04牡 マヤノトップガン）１勝
ユメノオツゲ（07牝 キングカメハメハ）	３勝�３勝
ワンダービゴローソ（11牡 チアズブライトリー）�５勝

３代母 ベロナスポート（73黒鹿 ＊テツソ）５勝，関屋記念，牝馬東タイ杯，金杯２着，
スプリンターズＳ２着，クイーンＣ２着，etc.
ハツピーベロナ（81牝 ＊ゼダーン）３勝，葉月賞
ラブシツクブルース（82牝 ＊バーバー）８勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，ダービー卿Ｃｈ

Ｔ‐Jpn3 ３着，パールＳ，etc.
シンメイライコウ（94牝 バンブーアトラス）４勝，郡上八幡特別，鈴鹿特別２

着，障害１勝，京都ジャンプＳ‐JG3 ３着
レツドスワン（83牝 ＊リマンド）不出走

ヒロユタカ（90牡 ＊ランズダーン）４勝，岩室特別２着，鷹取特別３着，
５勝
キョウエイカレラ（87牡 ＊ランズダーン）４勝，北総特別，周防灘特別，野地特別，etc.
シンメイリボーン（91牝 サツカーボーイ）３勝，鈴鹿特別２着，れんげ賞２着，萌

黄賞２着，etc.
スペシャルエイジ（96牝 ＊ランズダーン）４勝，河北新報杯，塩屋埼特別，ＴＵＦ杯

２着，etc.

販売申込者・所有者： 沼田 照秋＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2663
生 産 牧 場： 沼田 照秋
飼 養 者： 沼田 照秋＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2663

214 メデタイメデタイ２０２０ 牡・栗 ４／ ５
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューメデタイメデタイ ヤマニンスキー

��
��
�タイトルロウル栗 2006 ベロナスポート

＊カジヨール 16h
Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メモリーフェミナ（08栗 ＊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－２（６）〕
メモリーロイヤル（14牝鹿 ＊ホワイトマズル）�５勝�
メモリーコバルト（15牝栗 ＊プリサイスエンド）２勝
メモリーアトミック（18牡栗 マツリダゴッホ）�地方未出走
メモリーシェーク（19牝栗 トランセンド）��１勝

２代母 メモリーアイズ（99栗 ＊ブライアンズタイム）入着
メモリージャグラー（04牡 ＊スキャン）入着６回，�２勝�入着２回

３代母 ＊バラワキ（85 USA栗 Miswaki）FR３勝，ロベールパパン賞‐G2，P. Soya
‐L，モルニー賞‐G1 ３着
メモリージャスパー（91牝 ＊イルドブルボン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，

サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
メモリージュエル（95牝 ＊アーミジャー）１勝，サフラン賞３着

メモリーシャルマン（09牝 ＊アジュディケーティング）４勝，和布刈特別２着，
観月橋Ｓ３着，舞鶴特別３着

アイオシルケン（12牡 ＊ヴリル）１勝，鳥栖特別３着，国東特別３着，�７勝
メモリーキアヌ（00牝 ＊トニービン）３勝，愛知杯‐Jpn3，スイートピーＳ‐L，福

島牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 バラフナ Balakhna（79 FR黒鹿 Tyrant）FR３勝，グロシェーヌ賞‐G3 ３着
［孫］ ユトマジュールUt Majeur（03 牡 Brahms）FR・QAT７勝，G.P. du S

ud‐Ouest‐L ３着
［曾孫］ ランナーブル Runner Bull（14 牡 Victory Gallop）�TUR９勝，Adn

anMenderes S‐L，Topkapi Trophy‐L，Cevre ve Sehircilik B
akanligi S‐L，etc.

５代母 バルザミックBalsamique（73 FR鹿 Tourangeau）FR７勝，FR障害２勝
［孫］ ツィーテン Zieten（90牡 Danzig）入着，GB・FR６勝，ミドルパークＳ

‐G1，英チャレンジＳ‐G2，フォンテヌブロー賞‐G3，etc.，種牡馬

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

215 メモリーフェミナ２０２０ 牡・黒鹿 ５／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteメモリーフェミナ ＊ブライアンズタイム

��
��
�メモリーアイズ栗 2008 ＊バラワキ

16
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ユッカマウンテン（09栗 アグネスタキオン）２勝，桑折特別（芝 1800），三方ヶ原
特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（６）〕
デルマロンシャン（16牡栗 ＊カジノドライヴ）��６勝
ノヘア（17牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
エコロカナワン（18牡鹿 エイシンフラッシュ）�１勝

２代母 ＊ベガスナイト（00 USA栗 ＊コロナドズクエスト）３勝，立待岬特別，勝浦特
別２着
ライブインベガス（08牝 マンハッタンカフェ）１勝
オメガインベガス（10牝 スペシャルウィーク）２勝，��１勝，関東オークス

‐Jpn2 ２着，報知ＧＰＣ
カジノプレイヤー（12牡 ダイワメジャー）１勝，�１勝�
アメリカズカップ（14牡 マンハッタンカフェ）�４勝，きさらぎ賞‐G3，カシオペ

アＳ‐L，アンドロメダＳ‐L ３着，野路菊Ｓ‐OP
キングオブドラゴン（17牡 ハーツクライ）�１勝，荒川峡特別２着，金山特別２着，

メルボルンＴ２着，呼子特別３着

３代母 ワーズオヴウォーWords ofWar（89 USA鹿 Lord AtWar）USA９勝，
Mint Julep H‐L，Rachel Jackson S‐L，River Downs S‐L，Double
Delta S，Durazna S，etc.
ノーマターホワットNoMatter What（97 牝 Nureyev）FR・USA３勝，デルマー

オークス‐G1，P. des Lilas‐L
レインボーヴュー Rainbow View（06牝 Dynaformer）GB・IRE・USA・CAN

７勝，フィリーズマイル‐G1，愛メイトロンＳ‐G1，メイヒルＳ‐G2，etc.
アトリーUtley（08 牡 Smart Strike）GB・FR・USA・CAN・UAE６勝，デ

ィクシーＳ‐G2，キングエドワードＳ‐G2 ３着，European Free H‐L
３着，etc.，種牡馬

イーデュバイ E Dubai（98 牡 Mr. Prospector）USA・UAE５勝，サバーバンＨ
‐G2，ドゥワイアＳ‐G2，トラヴァーズＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

マニーフローズMoney Flows（11� Malibu Moon）USA６勝，ルーカスクラシ
ックＳ‐G3 ２着，Maxxam Gold Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

216 ユッカマウンテン２０２０ �・鹿 １／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラユッカマウンテン
＊

＊コロナドズクエスト

��
��
�ベガスナイト栗 2009 Words ofWar

17b
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ユメヲカナエテ（12 IRE 鹿 Arcano）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
トップランク（19牡鹿 シルバーステート）�出走

２代母 ドリームヴァリーDream Valley（01 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB出走
ランタヴァンウッドRantavanWood（06� One Cool Cat）IRE１勝
ドリームスピリットDream Spirit（11� Invincible Spirit）�GB・ITY８勝

３代母 ヴァレデレーヴVallee des Reves（96 USA鹿 Kingmambo）不出走
コーチェラCoachella（00 牝 ＊デインヒル）不出走

ロワシード Roicead（07� Giant's Causeway）GB・IRE・UAE７勝，フラ
イイングファイヴＳ‐G3 ３着

メイズコーズウェイMaids Causeway（02牝 Giant's Causeway）GB・IRE４勝，
コロネイションＳ‐G1，ロックフェルＳ‐G2，スイートソレラＳ‐G3，etc.
エリザベスウェイ ElizabethWay（16牝 Frankel）�IRE・USA・CAN３勝，

加ナッソーＳ‐G2，ガルフストリームザヴェリワンＳ‐G3，ダンススマ
ートリーＳ‐G2 ３着，etc.

イヴィーアリアハオンUimhir A Haon（04牝 Montjeu）IRE１勝，ラヴァラック
＆ランウェイズフィリーズＳ‐G3 ３着
アンサンチェアン An Saincheann（09牝 Dylan Thomas）IRE１勝，Trigo

S‐L ３着

４代母 ヴェニズVenise（85 USA栗 Nureyev）不出走
［子］ ヴェルヴェーヌ Verveine（89 牝 Lear Fan）FR・USA・HKG３勝，オペ

ラ賞‐G2，カルヴァドス賞‐G3，仏オークス‐G1 ３着，etc.
［孫］ ヴェスポン Vespone（00牡 Llandaff）GB・FR・ITY・USA・UAE４勝，

パリ大賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，ラフォルス賞‐G3，etc.，種牡馬
ヴァレアンシャンテ Vallee Enchantee（00 牝 ＊パントレセレブル）GB・
FR・HKG５勝，香港ヴァーズ‐G1，ポモーヌ賞‐G2，コンセイユド
パリ賞‐G2，etc.

ヴォルガ Volga（98牝 Caerleon）FR・USA７勝，ＥＰテイラーＳ‐G1，
ラプレヴォワイヤントＨ‐G2，マッチメイカーＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �0146-42-2820
生 産 牧 場： 谷藤 弘美
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

217 ユメヲカナエテ２０２０ 牡・鹿 ３／１０
＊ 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

＊

アルカノ Oasis Dream

�
�
�
�
�

��
��

�Arcano Tariyshaユメヲカナエテ ドリームヴァリー Sadler's Wells

��
��
�Dream Valley鹿IRE 2012 Vallee des Reves

19b
Nearctic 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：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）�入着

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）�３勝，葉山特別２着（２回），秩父特

別２着

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

218 ローズプラネット２０２０ �・栗 ４／１８
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ 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
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ロイヤルライン（06芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（23）〕
シゲルエチゴ（11牡芦 デュランダル）入着，��４勝�１勝�
コスモパープル（12牝芦 ステイゴールド）��９勝�５勝�４勝
バシレウス（18牡鹿 ルーラーシップ）�１勝
コンスタンティン（19牝鹿 オルフェーヴル）�出走

２代母 ロイヤルパートナー（99鹿 ＊エリシオ）３勝，熱田特別，金山特別，湯川特別
３着，桑折特別３着，胎内川特別３着
サンライズロイヤル（09牡 ＊クロフネ）入着，障害２勝，京都ハイジャンプ‐JG2 ２

着，阪神スプリングジャンプ‐JG2 ２着

３代母 ダンスパートナー（92鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，オークス‐Jpn1，エリ
ザベス女王杯‐Jpn1，京阪杯‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ２着，etc.，FR・HKG入着，優３牝，優古牝
ダンスオールナイト（03牝 ＊エルコンドルパサー）５勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，初

音Ｓ，パールＳ２着，etc.
ダンスアミーガ（11牝 サクラバクシンオー）５勝，ターコイズＳ（重賞）‐L ２着，

仲秋Ｓ，長岡Ｓ，etc.
フェデラリスト（07牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，中山記念‐G2，中山金杯‐G3，

産経大阪杯‐G2 ２着，etc.，��１勝�１勝，種牡馬
ロンギングダンサー（09牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，新潟記念‐G3 ３着，新潟

競馬場開設５０周年記念，テレ玉杯，etc.，障害２勝，種牡馬

４代母 ＊ダンシングキイ（83 USA鹿 Nijinsky）不出走
［子］ ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，

ヴィクトリアマイル‐Jpn1，etc.，USA・HKG１勝，キャッシュコー
ルＳ‐G3，etc.，優３牝，優古牝

ダンスインザダーク（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，菊花賞‐Jpn1，
京都新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬

エアダブリン（91牡 ＊トニービン）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，青葉賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922

219 ロイヤルライン２０２０ �・芦 ４／１４

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューロイヤルライン ＊エリシオ

��
��
�ロイヤルパートナー芦 2006 ダンスパートナー

＊ダンシングキイ 7
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ラグタイム（11鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ルージュクィーン（17牝鹿 エイシンフラッシュ）��１勝
バルドルブレイン（18牡鹿 ロードカナロア）�１勝
ルーラータイム（19牝鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ＊エーソングフォー（05 USA栗 More Than Ready）２勝，紅梅Ｓ‐OP
チェルカトーレ（12牝 ステイゴールド）入着３回，閃光特別３着，��３勝�入着
パラレルユニバース（13牝 ネオユニヴァース）�２勝�２勝
ミッシングリンク（14牝 ヴィクトワールピサ）４勝，柳都Ｓ，雄国沼特別，etc.，

��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ５着，京成盃グ
ランドマイラーズ３着

エーノキセキ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝�
ファストーゾ（17牝 ロードカナロア）���４勝

３代母 ミスガーランドMiss Garland（89 USA栗 ＊パレスミュージック）USA３勝，
Fleet Victress S‐L ２着
パンディットPundit（96 牝 Beau Genius）USA１勝

ブリーチブロンド Bleach Blonde（07牝 Marino Marini）USA７勝，Luthe
r Burbank H２着（２回），Golden Poppy S２着，Harvest S３着，etc.

モアパワートゥヒムMore Power to Him（14牡 Slew's Tiznow）�USA・C
AN６勝，Mt.Rainier S，エルカミノレアルダービー‐G3 ２着，Cal
ifornia Derby‐L ２着，etc.

アーニーボーゲン Ernie Bogen（03� ＊サザンヘイロー）USA１勝，World App
eal S３着

４代母 ミスアクトレスMiss Actress（79 USA黒鹿 Mr. Cockatoo）USA４勝，ガ
ーデニアＳ‐G3 ２着
［子］ アクティングサッシー Acting Sassy（96 牝 Cozzene）USA６勝，Car

ris Memorial H３着
［孫］ モンキートラブルMonkey Trouble（93 牡 Seattle Song）ITY４勝，

P. del Dado‐L，P. Toscana‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲三好牧場＝浦河町姉茶 �0146-25-2342
生 産 牧 場： ㈲三好牧場
飼 養 者： 三好 悠太＝浦河町姉茶 �090-7655-4081

220 ラグタイム２０２０ 牡・黒鹿 ５／１５

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊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グタイム
＊ More Than Ready

��
��
�エーソングフォー鹿 2011 Miss Garland

1j
Halo M4×S5×M5 Burghclere M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ラスイエットロス（13鹿 ディープインパクト）１勝，燕特別（芝 2200）３着，��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ポップコーントーン（19牝鹿 ＊グラスワンダー）�未出走

２代母 イットウリョウダン（99鹿 フサイチコンコルド）３勝，赤湯特別，喜多方特別，
新・白河市制施行記念３着，長岡特別３着
ドリームモモタロウ（07牡 ＊ロージズインメイ）２勝
マイネジャンヌ（08牝 ＊ロージズインメイ）４勝，野分特別，都井岬特別，マレーシ

アＣ２着，大原Ｓ２着，尼崎Ｓ３着，etc.
ナミブ（16� ナカヤマフェスタ）�１勝
ギンノサジ（18牝 ゴールドシップ）�１勝

マイネルシュハリ（09牡 ＊アグネスデジタル）��１勝���
コスモカトルカール（10牝 ＊アグネスデジタル）入着，��１勝	入着３回
コスモナオス（12牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 サクラユウビ（93黒鹿 ＊トニービン）出走

４代母 サクラシラユキ（84黒鹿 ＊リイフオー）不出走
［子］ イエローパワー（97牡 ＊アジュディケーティング）��５勝，ジャパンＤ

ダービー‐Jpn1 ２着，東京盃‐Jpn2 ３着，スーパーＣｈＳ，etc.

５代母 サクラジヨオー（70黒鹿 Alcide）３勝，芙蓉Ｓ‐OP，野島崎特別
［子］ サクラセカイオー（89牡 サクラユタカオー）５勝，エプソムＣ‐Jpn3，Ｎ

ＨＫ杯‐Jpn2 ３着，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.
［孫］ サクラエイコウオー（91牡 マルゼンスキー）５勝，弥生賞‐Jpn2，七夕賞

‐Jpn3，京成杯‐Jpn3 ３着，etc.
サクラケイザンオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，セントライト記
念‐Jpn2 ２着，菊花賞‐Jpn1 ４着，銚子特別，etc.，種牡馬

サクラアカツキ（95牝 ＊コマンダーインチーフ）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，ターコイズＳ‐OP，ユートピアＳ，etc.

［曾孫］ サクラセンチュリー（00牡 サクラローレル）７勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，
日経新春杯‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601

221 ラスイエットロス２０２０ �・鹿 ４／２３

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアラスイエットロス フサイチコンコルド

��
��
�イットウリョウダン鹿 2013 サクラユウビ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ラッキースプリント（12鹿 ＊トワイニング）��４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
コーミズアムール（19牝鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ＊マーゴーン（95 USA青鹿 Dayjur）GB・GER入着４回
クリスサルー（00牝 ＊スキャン）２勝
ジュンプリンセス（02牝 ＊タイキシャトル）�４勝��

スーパーアース（10牝 スパイキュール）２勝，千葉日報杯２着
スズカマジェスタ（08牡 スズカマンボ）１勝，こけもも賞３着，障害１勝
ハッピースプリント（11牡 アッミラーレ）�５勝��６勝��，全日本２歳優駿

‐Jpn1，浦和記念‐Jpn2，北海道２歳優駿‐Jpn3，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ２着，帝王賞‐Jpn1 ３着，etc.，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優２牡，
ＮＡＲ優３牡，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

エキドナ（13牝 ＊スタチューオブリバティ）３勝，鷹取特別３着

３代母 ホイスパードシークレットWhispered Secret（90 CAN黒鹿 Secretariat）
不出走

４代母 クラッシーンスマート Classy 'n Smart（81 CAN鹿 Smarten）USA５勝，
Bison City S‐R，Canadian Oaks‐R，Fury S‐R，Ontario Colleen
H‐R，Duchess S‐L ２着，etc.
［子］ ダンススマートリーDance Smartly（88 牝 Danzig）USA12 勝，ＢＣデ

ィスタフ‐G1，モルソンイクスポートミリオンＳ‐G2，Selene S
‐L，etc.

スマートストライク Smart Strike（92 牡 Mr. Prospector）USA６勝，フ
ィリップＨアイズリンＨ‐G1，サルヴェイターマイル‐G3，種牡馬

フルオヴワンダー Full of Wonder（98 牡 Mr. Prospector）USA５勝，
ナイアガラＨ‐G1

［孫］ ダンススルーザドーンDancethruthedawn（98牝 Mr. Prospector）US
A７勝，ゴーフォーワンドＨ‐G1，Doubledogdare S‐L，Que
en's Plate S‐R，etc.

ヘローシアトル Hello Seattle（97 牝 Deputy Minister）USA２勝，マザ
リーンＳ‐G1

販売申込者・所有者： 小田 誠一＝様似町朝日丘 �0146-36-4645
生 産 牧 場： 小田 誠一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

222 ラッキースプリント２０２０ �・栗 ３／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeラッキースプリント
＊ Dayjur

��
��
�マーゴーン鹿 2012 Whispered Secret

23b
Mr. Prospector S4×M4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラブフルーツ（14鹿 キングカメハメハ）�１勝��入着�
初仔

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

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

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

サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，
毎日王冠‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

223 ラブフルーツ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１４

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスラブフルーツ アドマイヤベガ

��
��
�アドマイヤトパーズ鹿 2014 ＊アドマイヤラピス

1l
Nureyev S3×M5 Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M4
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 ラブリーアモン（13青 ソングオブウインド）１勝，粟島特別（芝 1800）２着，糸魚
川特別（芝 2000）２着，西尾特別（芝 2000）３着，松浜特別（芝 1800）３着，桑折特
別（芝 2000）３着
初仔

２代母 ミスアモン（04鹿 メジロライアン）�２勝��入着２回
ソーワンダーフル（09牝 エアジハード）�２勝
イーグルアモン（11牝 ＊イーグルカフェ）２勝，ＨＢＣ賞３着，湯沢特別３着
ファンシーアモン（14牝 ソングオブウインド）入着

エムティコア（19牡 フェノーメノ）��１勝
ベリンダアン（17牝 フェノーメノ）入着２回，��１勝

３代母 クリアモン（92黒鹿 ＊バイアモン）１勝
ナンプーユウキ（99牝 ＊シャーディー）１勝，�２勝��１勝�

エンジェルサー（07牡 ＊ワレンダー）��３勝
オートキャロル（00牝 ＊キンググローリアス）�１勝
オートハーレー（01牡 ＊キンググローリアス）１勝，�２勝��入着２回
トップオブマジック（05牡 メジロライアン）１勝
ミスクリアモン（06牝 ＊イーグルカフェ）４勝，ＴＶｈ賞，勝浦特別，ニセコ特別，etc.
ミスバイアモン（08牝 タヤスツヨシ）出走

ルチオアンファン（12牝 ＊イーグルカフェ）�３勝��入着４回

４代母 クリヤング（82青鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）出走
［子］ クリトライ（89牡 ＊フオテイテン）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，アイビ

ーＳ‐OP ２着，山桜賞
スタボード（90牡 ＊クリスタルパレス）１勝，障害１勝

５代母 クリアミー（74黒鹿 ＊シーフユリユー）１勝
［子］ ブリージーラッド（81牡 ＊ボールドラツド）障害４勝，阪神障害Ｓ（春），

��３勝，青雲賞
ボーベルズ（83牡 ＊ブラヴオー）	４勝�３勝

［孫］ ショーファイト（94牡 ＊スリルシヨー）３勝，織姫賞２着，君津特別２着，
摺上特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 平岡牧場＝むかわ町宮戸 �090-3116-0236
生 産 牧 場： 平岡牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

224 ラブリーアモン２０２０ �・青鹿 ４／ ９
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ソングオブウインド メモリアルサマーラブリーアモン メジロライアン

��
��
�ミスアモン青 2013 クリアモン

＊アイリツシユアイズ 1c
サンデーサイレンス S4×M4 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 ラマルティーヌ（11鹿 マンハッタンカフェ）入着，��４勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊ポイズド（97 USA鹿 Rahy）FR入着
＊ペニーロイヤル（04牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝�入着２回
フミタツアーロン（13牡 ディープスカイ）��14 勝�
ポッドドナータ（14牝 ＊ストリートセンス）��１勝

３代母 ＊ダンスールファビュルー（82 USA鹿 Northern Dancer）FR・USA入着７回，
ミネルヴ賞‐G3 ２着

＊アラジ（89牡 Blushing Groom）GB・FR・USA９勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，
仏グランクリテリヨム‐G1，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，ロンポワ
ン賞‐G2，ロベールパパン賞‐G2，etc.，欧年度代表馬，種牡馬

フォートローズ Fortrose（90 牝 ＊フォーティナイナー）FR１勝，P. des Lilas‐L
２着

＊ファントムクリーク（93牝 Mr. Prospector）GB・UAE１勝
＊アンノウンウォーターズ（98牝 Rahy）不出走

メイショウクオリア（05牡 マンハッタンカフェ）４勝，京都新聞杯‐Jpn2，
巴賞‐L，札幌日経ＯＰ‐LR ２着（２回），etc.

＊ヴリル（01牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，奥多摩Ｓ，
白秋Ｓ，etc.，障害２勝，種牡馬

バラッドBarad（94牝 RainbowQuest）不出走
スイートアズアローズ Sweet as a Rose（11牝 War Pass）USA２勝，Ast

ra S３着
＊プレスティジャス（96牝 RainbowQuest）不出走

プリーマルダル Premardal（06 牝 Shamardal）AUS５勝，WATC Jungle D
awn Classic‐L（２回），WATC Starstruck Classic‐L，WATC Bo
lton Sprint‐L ２着，etc.

ファラシー Fallacy（13 牝 ＊コマンズ）AUS１勝，ＡＴＣアドリアンノックスＳ
‐G3 ３着

ノヴェールNoverre（98 牡 Rahy）GB・FR・USA・UAE・HKG５勝，サセックス
Ｓ‐G1，英シャンペインＳ‐G2，ジュライＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

225 ラマルティーヌ２０２０ �・栗 ５／１２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジラマルティーヌ
＊ Rahy

��
��
�ポイズド鹿 2011 ＊ダンスールファビュルー

7
サンデーサイレンスM3×S4 Halo M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 リンベスト（16鹿 ＊キングズベスト）出走
初仔

２代母 アンシャンテルール（08黒鹿 キングヘイロー）１勝
マルティウス（18牡 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 エリモシユーテング（84黒鹿 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP
エリモシック（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，秋華賞

‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬Ｓ

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

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

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

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

着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.
レッドアヴァンセ（13牝 ディープインパクト）４勝，ヴィクトリアマイル‐G1

３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，etc.
レッドオルガ（14牝 ディープインパクト）５勝，東京新聞杯‐G3 ２着，富士Ｓ

‐G3 ３着，紅葉Ｓ，etc.
レッドヴェイロン（15牡 キングカメハメハ）�４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，

キャピタルＳ‐L ２着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

４代母 ＊デプグリーフ（74 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ パッシングパワー（83牡 ＊ゼダーン）７勝，金鯱賞‐Jpn3，ＵＨＢ杯‐OP

２着，醍醐特別，etc.，種牡馬
［孫］ エリモダンディー（94牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，日経新春杯‐Jpn2，

京阪杯‐Jpn3，京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： スマートホーム㈱＝東京都新宿区 �03-6908-7828
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

226 リンベスト２０２０ �・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスロジユニヴァース Cape Cross

��
��
�アコースティクス鹿 2006 ＊ソニンク

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaリンベスト キングヘイロー

��
��
�アンシャンテルール鹿 2016 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 レイナクーバ（06鹿 アグネスタキオン）１勝，アネモネＳ‐L（芝 1600）３着，矢車
賞（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（８）〕
デルマサンダユウ（12牡栗 ＊フレンチデピュティ）入着５回，�１勝�２勝��
キューバンボーイ（13牡鹿 ＊コンデュイット）�１勝�４勝�入着２回
マサハヤスター（14牡栗 メイショウボーラー）１勝
テンワールドレイナ（15牝栗 ローエングリン）�２勝，木更津特別（芝 1600）３着

２代母 キューバリブレ（00鹿 Kingmambo）入着２回
オースミレジスタ（07牡 フジキセキ）３勝，三浦特別３着，�１勝��１勝	入着
ルイーザシアター（08牡 ハーツクライ）２勝，くちなし賞２着
アンティール（09牝 ネオユニヴァース）出走

ナガラエンカ（14牝 ジャングルポケット）２勝
ナガラリバー（15牝 ジャングルポケット）��出走�６勝
１勝��
ナガラスワロー（16牝 タニノギムレット）１勝

メオトボタル（10牝 ダイワメジャー）��４勝

３代母 ＊フェイマスディガー（94 USA黒鹿 Quest For Fame）USA６勝，デルマー
オークス‐G1，サンクレメンテＨ‐G2，ハニムーンＨ‐G3，Variety Queen H
‐L，Providencia S‐R

４代母 プロスペクトディガーProspect Digger（84 USA栗 Mr. Prospector）不出走
［子］ ナヴィエイターNaviator（89� Corridor Key）USA５勝，El Conquista

dor S２着，Promised City S２着，Spur H２着，etc.
ヒーキャンディギト Hecandigit（99 牡 Marlin）USA４勝，アスコットＨ
‐G3 ３着

メゲットMeggett（95 牡 Technology）USA３勝
ディッジパークDigge Park（00 牝 Capote）ITY２勝

［孫］ キュロット Culotte（09 牝 Sky Mesa）USA３勝，Mountaineer Juveni
le Fillies S‐L，Opelousas S

サステイナブル Sustainable（11 牝 Forestry）USA３勝，Cicada S
‐L ２着，Dearly Precious S２着

デヴィルズブラッシュDevil's Blush（09牝 Teuflesberg）USA４勝

販売申込者・所有者： ㈱社台ブラッドメア＝千歳市東丘 �0123-21-2311
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 社台ブルーグラスファーム＝日高町旭町 �01456-2-6560

227 レイナクーバ２０２０ 牡・鹿 ２／ 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スピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラレイナクーバ Kingmambo

��
��
�キューバリブレ鹿 2006 ＊フェイマスディガー

12b
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 レッドランタン（12青鹿 オレハマッテルゼ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ダンツアスカ（18牝黒鹿 ＊クリエイターⅡ）出走，�地方未出走

２代母 ＊メモリーズオブロニー（92 USA青鹿 Storm Cat）USA３勝，Bloomfield C
ollege S
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，白藤賞，秋川特別２着，etc.
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，つわぶき賞，秋風Ｓ２着，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，丹波特別２着，アクアマリンＳ３着，etc.
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，君子蘭賞２着，新春Ｓ３着
ツルマルローズ（03牝 ＊クロフネ）２勝
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
テイエムハヤブサ（13牡 ブラックタイド）１勝

３代母 パスアウェイ Pass Away（71 USA鹿 Swing Pass）USA９勝，Sunland P
ark Derby３着
プリンセスグレータPrincess Greta（81 牝 Buckaroo）USA１勝

パスタンピーズ Pasta n' Peas（88� Silent Review）USA７勝，Batty S
‐R ３着

ボナルド Bonaldo（82牡 Baldski）USA２勝，Victoria S３着
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
パッシングレリックPassing Relic（89 牝 Fifth Marine）USA２勝

パウダージェイ Powderjay（98 牝 With Approval）USA５勝，Pleasant T
emper S，Miss Moneypenny S‐R

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

販売申込者・所有者： 青藍牧場＝登別市来馬町 �0143-85-5883
生 産 牧 場： 青藍牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

228 レッドランタン２０２０ �・青鹿 ５／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルレッドランタン
＊ Storm Cat

��
��
�メモリーズオブロニー青鹿 2012 Pass Away

12c
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ロッツオブラブ（13栗 ステイゴールド）��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ティーファイブ（19牡栗 ＊アグネスデジタル）�地方未出走

２代母 ケイティラブ（04栗 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特
別，ＴＶユー福島賞３着，駿風Ｓ３着
マイネルエメ（15牡 ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��９勝��

３代母 ウイニングリバー（93鹿 ＊ムーンマツドネス）�４勝
ロッコウパレス（98牡 ＊エブロス）��１勝
サカモトスキャン（99牝 ＊スキャン）�８勝
マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹賞，

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

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

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

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

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

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

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

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

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614

229 ロッツオブラブ２０２０ �・黒鹿 ２／２６
＊ Known Fact

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ウォーニング

�
�
�
�
�
�
�
�
� Slightly Dangerousカルストンライトオ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�オオシマルチア黒鹿 1998 オオシマスズラン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュロッツオブラブ ＊スキャン

��
��
�ケイティラブ栗 2013 ウイニングリバー

＊ビーマイフアイア 1s
Hail to Reason S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ローズオブローズ（12栗 スマートボーイ）�１勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ローズオブセイコー（17牝鹿 ＊モンテロッソ）���１勝
ローズカルテット（18牝栗 アドマイヤジャパン）���入着３回
キクノメイストーム（19牝栗 ポアゾンブラック）�地方未出走

２代母 フルブルーム（05栗 ダンスインザダーク）��３勝�

３代母 ホワイトカーニバル（00芦 ＊ミシル）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーンＣ
‐Jpn3 ３着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着
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）�３勝，鳳雛Ｓ‐L ３着，香嵐

渓特別，咲花特別２着
サンビスタ（09牝 スズカマンボ）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，��３勝�

１勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，etc.

４代母 イエローブルーム（89栗 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，樅の木賞２着，寒桜賞３着
［子］ インターアプローズ（97牡 ＊トニービン）５勝，神鍋特別，伊丹特別，洲

本特別２着，etc.
テイエムミシルオー（99牡 ＊ミシル）３勝，摩周湖特別２着，ポプラ特別３着

［孫］ スマートアヴァロン（12牡 ＊サウスヴィグラス）７勝，コーラルＳ‐L，す
ばるＳ‐L，根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.，��１勝

ピンクドッグウッド（14牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��１勝�２勝，
エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬，京浜盃２着，etc.，
ＮＡＲ優２牝

メイショウダッサイ（13牡 スズカマンボ）�１勝，障害９勝，中山グラン
ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2，etc.，
優障害

テイエムシシオー（09牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�５勝，新涼賞，耶
馬溪賞２着，カンナ賞２着

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

230 ローズオブローズ２０２０ �・栗 ４／３０
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊アサティス

�
�
�
�
�

��
��

�スマートボーイ アンラブルローズオブローズ ダンスインザダーク

��
��
�フルブルーム栗 2012 ホワイトカーニバル

＊エリモルーシー 16h
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ワディラム（01青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，米子Ｓ‐L（芝 1600），乙訓特別
（芝 1600），東山特別（芝 1600）２着，伏見特別（芝 1600）３着，アサカオーメモリ
アル（芝 1500）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－４（14）〕
ハディージャ（11牝黒鹿 メイショウサムソン）�６勝
クリノウィンザー（13牡鹿 ＊ワークフォース）１勝
スターダストライト（14牝黒鹿 ＊バトルプラン）�１勝�２勝，大観峰賞（Ｄ1750）

２着，古伊万里賞（Ｄ1800）３着
ファニーバニー（15牝青 ＊パイロ）１勝
ワディアルヒタン（16牝青鹿 ＊タイキシャトル）２勝，�１勝�
アサナト（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��４勝

２代母 ＊ワディア（90 USA鹿 Lyphard）GB出走
テイクミーハイヤー（00牝 ＊トニービン）３勝，春日特別，リユウフオーレルメモリ

アル２着，花見小路特別３着，遊楽部特別３着
ハイリリー（09牝 アグネスタキオン）３勝，ミモザ賞，葉牡丹賞３着
メドウヒルズ（11牡 ダイワメジャー）４勝，古町特別，神奈川新聞杯，甲斐路

Ｓ２着，紅葉Ｓ３着，五頭連峰特別３着，障害１勝
ディープリンク（05牡 アグネスタキオン）２勝

３代母 イストワールHistoire（79 FR黒鹿 Riverman）FR１勝
ヒッティアス Hittias（84 牡 TouchingWood）FR・USA７勝，セネカＨ‐G3 ３

着，P. Tantieme‐L ３着，種牡馬
イスパノリア Hispanolia（85 牝 Kris）FR２勝，P. Melisande‐L，P. Charles

Laffitte‐L ２着，P. deMeudon‐L ２着
ウーマルダーヤOumaldaaya（89牝 Nureyev）GB・FR・ITY３勝，リディアテシ

オ賞‐G2，Lupe S‐L
ハーミ Haami（95 牡 Nashwan）GB・IRE・GER・USA５勝，デズモンドＳ

‐G3，Darley S‐L，Somerville Tattersall S‐L，etc.，種牡馬
＊エルハーブ（91牡 Chief's Crown）GB４勝，英ダービー‐G1，ダンテＳ‐G2，エク

リプスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

231 ワディラム２０２０ 牡・栗 ５／２０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellワディラム
＊ Lyphard

��
��
�ワディア青鹿 2001 Histoire

1w
Halo M3×S5 Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 ワンダフルキッス（13鹿 ゴールドプルーフ）�９勝��
初仔

２代母 ユウワプラチナ（03鹿 アグネスタキオン）�１勝
リッシンドラゴン（09牡 ＊マルカダイシス）�３勝

３代母 マヤノガルディーヌ（91鹿 ＊イルドブルボン）１勝
ミスズガルソンヌ（99牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

ワイエスオジョー（07牝 ＊コマンダーインチーフ）�11 勝�１勝，福山プリンセ
スＣ，福山王冠２着

ダンスヴィオレ（02牝 ダンスインザダーク）不出走
ハマノグレード（10牡 ＊オペラハウス）１勝

４代母 ナスノマドカ（77鹿 ＊ダイハード）出走
［子］ マヤノギャラクシー（90牡 ＊トレボロ）３勝，伊万里特別，きんもくせい

特別，etc.，障害４勝，京都障害Ｓ（秋），etc.
［孫］ ヤマショウプリンス（87牡 ＊ターナボス）２勝，山吹賞，もくれん賞２着

ウイニングウインド（01牡 ＊ペンタイア）１勝，�21 勝�１勝���，ス
プリング争覇，マーチＣ，姫山菊花賞，etc.

ボブビースト（01牡 ロイヤルタッチ）１勝，百日草特別３着

５代母 ナスノチグサ（70鹿 ＊パーソロン）８勝，オークス，京王杯オータムＨ，新潟
記念，ビクトリアＣ２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.
［子］ ナスノタイザン（82牡 ＊デイクタス）５勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，メトロ

ポリタンＳ‐OP ３着，メイＳ‐OP ３着，etc.，種牡馬
ナスノプリンス（81牡 ＊リアルム）６勝，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，福島記
念‐Jpn3 ３着，ラジオ福島賞，etc.

ナスノチハヤ（78牝 ＊グレートヘロン）２勝，狭山特別，	
１勝
［孫］ ナスノローラン（86牝 ＊ステイールハート）５勝，京王杯オータムＨ

‐Jpn3 ３着，多摩川Ｓ‐OP ３着，初富士Ｓ，etc.
パーテイジヨーク（85牝 ＊サテインゴ）２勝，湯沢特別２着
カイトウルパン（95牡 ＊ジェイドロバリー）入着４回，インディアＴ２着，
�１勝

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

232 ワンダフルキッス２０２０ 牡・鹿 ３／ ８

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲
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� Monsun
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�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

ゴールドレツト

�
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�
�

��
��

�ゴールドプルーフ サンウーマンワンダフルキッス アグネスタキオン

��
��
�ユウワプラチナ鹿 2013 マヤノガルディーヌ

＊ロゼツタ 13a
イルドブルボン S4×M4 Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 ワンモアアリュール（97栗 ＊ジェイドロバリー）４勝，西海賞（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－４（10）〕
ワンモアグリッター（05牝栗 ゴールドアリュール）２勝
ワンモアマイウエイ（06牡栗 ゴールドアリュール）１勝
ギオンショウリ（07牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
コスモピンチョス（11牡栗 スターリングローズ）１勝
シゲルマンタ（13牡鹿 オンファイア）入着，��３勝
カルサイトイモン（14牝栗 オンファイア）�３勝�２勝��入着
ミュウハッピー（15牝栗 スターリングローズ）���１勝
コウバコ（18牝栗 エスポワールシチー）�２勝
アイノフェアリー（19牝鹿 トゥザワールド）�地方未出走

２代母 ＊ボニーロツホ（85 GB鹿 Lomond）不出走
スーパーロッホ（91牡 シンボリルドルフ）３勝，乗鞍特別２着

３代母 ジョヴィアルジョジー Jovial Josie（69 USA黒鹿 Sea Bird）USA入着

４代母 オーレリズOle Liz（63 USA黒鹿 Double Jay）USA６勝，Debutante S，
Bewitch S，Lassie Trial S，アーリントンワシントンラッシーＳ２着
［子］ キティウェイク Kittiwake（68牝 Sea Bird）USA18 勝，コロンビアナＨ

‐G2，メイトロンＨ，フィレンツェＨ，etc.
オイルフィ－ルドOilfield（73 牡 Hail to Reason）FR・IRE・USA７勝，
ブライトンビーチＨ‐G3，ニッカボッカーＨ‐G3，ディクシーＨ
‐G2 ２着，etc.

［孫］ ミスオ－シャナMiss Oceana（81牝 Alydar）USA11 勝，エイコーンＳ
‐G1，フリゼットＳ‐G1，ガゼルＨ‐G1，etc.

サビン Sabin（80 牝 Lyphard）USA18 勝，イエローリボン招待Ｓ‐G1，
ゲイムリーＨ‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，etc.

キットウッド Kitwood（89牡 Nureyev）FR・USA５勝，ジャンプラ賞
‐G1，P. Matchem‐L，パリ大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ラリダ Larida（79牝 Northern Dancer）USA10 勝，オーキッドＨ‐G2，
ボイリングスプリングズＨ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 長浜 秀昭＝新冠町朝日 �0146-47-2972
生 産 牧 場： 長浜 秀昭
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

233 ワンモアアリュール２０２０ 牡・栗 ４／１４
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�ジェイドロバリー Numberワンモアアリュール
＊ Lomond

��
��
�ボニーロツホ栗 1997 Jovial Josie

4m
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 アヴェネンテ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
キキ（13牝鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝��１勝�入着４回�
ププ（15牡鹿 ＊アグネスデジタル）���３勝�２勝�入着２回

２代母 ロスマリヌス（97栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，白菊賞
ロスペトリュス（05牡 ＊タイキシャトル）２勝，ｔｖｋ賞２着，牡丹賞２着，百日草

特別２着，�２勝
ロスパンチョス（06牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
ロスグラシアレス（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

ロールボヌール（12牡 ＊フレンチデピュティ）�６勝，岩手ダービーダイヤモン
ドＣ，南部駒賞，若駒賞，種牡馬

ベニスビーチ（18牝 ＊ノボジャック）��２勝�１勝	２勝�入着��，サラブ
レッド大賞典，ＭＲＯ金賞２着，あやめ賞２着，新春ペガサスＣ２着

ラヴァズアゲイン（09牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ノービリス（11牝 ＊コマンズ）入着，�３勝

３代母 ＊アンブロジン（88 USA鹿 Mr. Prospector）FR・USA１勝
＊レイクアネシー（94牝 Capote）不出走

ジェントルフォーク（05牡 タニノギムレット）４勝，瀬戸特別，釜山Ｓ２着，
桶狭間Ｓ３着，etc.

サンタムール（96牝 Danzig）２勝
ヴァーチュ（02牝 ＊タイキシャトル）３勝，きんせんか賞２着，火打山特別３着，

鳥取特別３着，etc.
ワンアンドオンリー（11牡 ハーツクライ）４勝，日本ダービー‐G1，神戸
新聞杯‐G2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，UAE入着，種牡馬

ノーリーズン（99牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，神戸新聞杯
‐Jpn2 ２着，こぶし賞，種牡馬

グレイトジャーニー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，
シンザン記念‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.，種牡馬

ノータブルアート（04牝 ＊ブライアンズタイム）入着４回
マノワール（10牡 ゴールドアリュール）４勝，ＢＳイレブン賞２着，ＴＶＱ杯

２着，西日本スポーツ杯３着，etc.

販売申込者・所有者： 青森ホースファーム＝青森県青森市 �090-4163-6541
生 産 牧 場： 青森ホースファーム
飼 養 者： 青森ホースファーム＝青森県青森市 �090-4163-6541

234 アヴェネンテ２０２０ �・鹿 ５／ 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ウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodアヴェネンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロスマリヌス鹿 2008 ＊アンブロジン

A4
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M5 Northern Dancer S4×M5
Damascus S5×M5
価格： 購買者：



母 アスクザリーズン（12栗 キングカメハメハ）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
プレストハンター（18牡黒鹿 ＊パイロ）���１勝

２代母 ＊シンティー（00 IRE 栗 ＊サンデーサイレンス）FR１勝
チリトテチン（11牝 ＊コマンズ）�３勝�入着�
タイガーアイ（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��１勝�４勝�入着
ニッチモサッチモ（16	 ＊プリサイスエンド）���４勝

３代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
エルメスティアラ（98牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

ディーマジェスティ（13牡 ディープインパクト）４勝，皐月賞‐G1，セントラ
イト記念‐G2，共同通信杯‐G3，etc.，種牡馬

エルノヴァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，ス
テイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，オールカマー‐Jpn2 ３着，etc.

グレンイネスGlen Innes（01 牝 Selkirk）GB・FR１勝，ミュージドラＳ‐G3 ２着，
Swinley S‐L ２着

レイクトーヤ Lake Toya（02牝 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S‐L，P.
Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，etc.
ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノネッ

ト賞‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着
アイランドベイブ Island Babe（03牝 Kingmambo）GB出走

アウェイヒーゴーズ Away He Goes（16	 Farhh）�GB・FR・UAE３勝，
グッドウッドＣ‐G1 ２着，ドバイゴールドＣ‐G2 ３着，Dubai Racing
Club Classic‐L ３着

＊ブルーダヌーブ（04牝 Bahri）FR１勝
オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダイヤ

モンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.
＊スノーパイン（10牝 Dalakhani）FR２勝

タワーオブロンドン（15牡 Raven's Pass）７勝，スプリンターズＳ‐G1，セン
トウルＳ‐G2，京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，種牡馬

シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MAC２勝，
Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S‐L ３着

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

235 アスクザリーズン２０２０ 牡・黒鹿 ２／２９

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアスクザリーズン
＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�シンティー栗 2012 ＊シンコウエルメス

4n
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 アスクレピアス（02栗 ＊ヘクタープロテクター）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－４（16）〕
クラサヴィカ（07牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）�４勝�
セラミックガール（10牝栗 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ
（芝 1600）
タイソウ（18牡 モーリス）�２勝，プリンシパルＳ‐L ３着，メルボルンＴ

ヘイジームーン（11牝黒鹿 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR（芝 1800）
３着，葉山特別（芝 1600），カーネーションＣ（芝 1800），ＴＶ山梨杯（芝 1600）
３着，隅田川特別（芝 1600）３着，弥彦特別（芝 1800）３着

サブマリン（12牡栗 ステイゴールド）�９勝
エクセレントミスズ（13牡鹿 ナカヤマフェスタ）�３勝，兵庫特別（芝 2400），積

丹特別（芝 2600），メルボルンＴ（芝 2200）２着，早春Ｓ（芝 2400）３着，知床特
別（芝 2000）３着，横津岳特別（芝 2600）３着

ハクユウセンター（16牝栗 アドマイヤムーン）��入着�１勝
ルーチェディルーナ（19牝栗 アドマイヤムーン）�出走

２代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
ソリッドプラチナム（03牝 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，マーメイドＳ

‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオンＳ２着，etc.
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： ㈲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

236 アスクレピアス２０２０ �・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaアスクレピアス ＊クリエイター

��
��
�リザーブシート栗 2002 ＊インヴァイト

2f
Burghclere S4×M4 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5
Never Bend M5×M5
価格： 購買者：



母 アドマイヤトパーズ（05鹿 アドマイヤベガ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－５（11）〕
バレルウェーブ（10牡黒鹿 キングカメハメハ）入着，�１勝
ロックステップ（12牝鹿 キングカメハメハ）�４勝�１勝
ラブフルーツ（14牝鹿 キングカメハメハ）�１勝��入着�
カーリングストーン（16牡鹿 アサクサキングス）１勝，�３勝��
シフクユウヒ（17牡栗 ＊タートルボウル）�１勝
ベルスオパール（19牝鹿 サドンストーム）��１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

３代母 エレヴェイト Elevate（85 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB・IRE２勝，Bally
macoll Stud S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

237 アドマイヤトパーズ２０２０ 牡・鹿 ２／２９

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガアドマイヤトパーズ
＊ Be My Guest

��
��
�アドマイヤラピス鹿 2005 Elevate

1l
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アナコンダ（09鹿 フサイチコンコルド）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
ガンバレアナコンダ（14牝鹿 キングヘイロー）�１勝�３勝�入着
ヒマラヤミューズ（15牝鹿 スマートファルコン）�１勝
ログブック（16牡黒鹿 メイショウボーラー）��５勝�入着
ワイルドジャーニー（17牡青鹿 メイショウボーラー）��１勝
プロバブルチェンジ（19牝栗 ＊パイロ）�出走

２代母 ホッカイラヴ（98栗 ＊アフリート）１勝
ホッカイディウ（05牡 ＊ジェリ）１勝
ホッカイボンベイ（06牡 フサイチソニック）�２勝�２勝
ホッカイマリリア（07牝 アドマイヤボス）�１勝�入着�
ホッカイサイモン（08牡 ミラクルアドマイヤ）�５勝
ラブミートゥナイト（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��

３代母 ホッカイテースト（88鹿 ＊ノーザンテースト）入着
シンコウマルロー（93� シンボリルドルフ）４勝，いわき特別，古町特別，初風特

別２着，etc.
ホッカイアレス（94牝 シンボリルドルフ）不出走

セレブレーション（00牡 ＊アラジ）�１勝�，華月賞３着
マイネルプルート（04牡 ステイゴールド）３勝，小豆島特別，伏拝特別２着，

朱雀Ｓ３着，etc.
ホッカイマーカム（95牡 ＊クリミナルタイプ）障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ホッカイショコラ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，富里特別，富里特別３着

マイネルメリエンダ（11牡 ＊チーフベアハート）４勝，京都金杯‐G3 ３着，ジ
ュニアＣ‐OP ２着，野路菊Ｓ‐OP ３着，etc.

４代母 ニホンピロオーロラ（82鹿 ＊イングリツシユプリンス）１勝
［孫］ マルカチーノ（96牡 ＊リファーズウィッシュ）障害２勝，阪神ジャンプＳ

‐JG3 ２着，�７勝	
４勝�，新緑賞３着
［曾孫］ オークトルネード（00牡 ロイヤルタッチ）�５勝，ゴールドウィング賞２

着，ゴールドジュニア３着，新春ペガサスＣ３着

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

238 アナコンダ２０２０ �・芦 ４／ ５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンアナコンダ ＊アフリート

��
��
�ホッカイラヴ鹿 2009 ホッカイテースト

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M5×M5×M5
イングリツシユプリンスM5×M5
価格： 購買者：



母 アナザーガール（10栗 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
イマジンピース（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��５勝�１勝�
リヴォルバー（16牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，��２勝
ピースアンドリンゴ（18牡鹿 ルーラーシップ）入着２回，�地方未出走

２代母 クリアーチャンス（89栗 ＊デイクタス）３勝，恵庭岳特別３着
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
マッキーロイヤル（99牝 フジキセキ）�８勝

ホワイトアルバム（08牝 ＊クロフネ）２勝
クリスティ（17牝 キズナ）�５勝，六甲Ｓ‐L，アイビーＳ‐L ２着，トルマ
リンＳ，ブエナビスタＣ，�	入着，関東オークス‐Jpn2 ３着

ハニードント（11牝 ＊クロフネ）４勝，夙川特別２着，リボン賞３着
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，きさらぎ賞‐Jpn3 ３着，万葉
Ｓ‐L ３着，etc.

マッキーアイドル（02牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）出走
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，ムーニーバレーレーシングクラブ賞２着，エリカ賞３着
マッキーエルメス（04牡 ダンスインザダーク）２勝

３代母 ノーザンクリアー（83栗 ＊ノーザンテースト）不出走
クリアースター（92牝 ＊トニービン）２勝，石打特別２着，奥只見特別２着

ダイワオンディーヌ（03牝 ＊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
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，etc.

４代母 シヤダイクリアー（72栗 ＊ガーサント）�	２勝
［孫］ ダイナマイトダディ（88牡 サクラユタカオー）６勝，京王杯スプリングＣ

‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，京成杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
トゥナンテ（95牡 サクラユタカオー）８勝，毎日王冠‐Jpn2，北九州記念
‐Jpn3，愛知杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256
生 産 牧 場： 静内ファーム
飼 養 者： 静内ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2256

239 アナザーガール２０２０ �・鹿 １／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケアナザーガール ＊デイクタス

��
��
�クリアーチャンス栗 2010 ノーザンクリアー

＊クヰツクランチ 4r
ノーザンテーストM4×M4 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 アルテッツァ（10鹿 アグネスタキオン）�５勝�６勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レイワボーイ（17牡黒鹿 パドトロワ）��入着��

２代母 ＊ジュピターズビコー（02 AUS黒鹿 Singspiel）出走
ゼンノブショウ（11牡 ブラックタイド）１勝，�８勝
オンユアマーク（12牝 ゼンノロブロイ）１勝，�５勝�３勝
ヒマワリノヤクソク（14牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝
シスル（15牝 ＊ノボジャック）３勝，初風Ｓ２着，春風Ｓ２着，妙高特別３着
ユピテルルークス（17� アンライバルド）１勝，��１勝

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

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

４代母 ゴールドミストラルGold Mistral（71 AUS栗 Polmak）AUS３勝，SAJC Br
eeders' Matchmaker S２着，SAJC Bloodhorse Breeder's S２着
［子］ ダークスペックルDark Speckle（77 牝 ＊ハビアスコーパス）AUS入着，

SAJCMorphettville Plate‐L ２着

５代母 フレンチガーランド French Garland（49 AUS黒鹿 Beau Cheval）AUS10 勝
［子］ ジョーヴィアルナイト Jovial Knight（60 牡 Star of Baroda）AUS20 勝，

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

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

［曾孫］ フレンチサウンド French Sound（91牝 Ksar）AUS13 勝，ＷＡＴＣウィ
ンターボトムＳ‐G2，WATC Belmont Newmarket H‐L，WA
TC Cyril Flower S‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-6308
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
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＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
� サウスヴィグラス

�
�
�
�
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�
�
�
�

＊ダーケストスターナムラタイタン ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2006 ＊ジャビラバ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアルテッツァ
＊ Singspiel

��
��
�ジュピターズビコー鹿 2010 Willow Gold

8i
Mr. Prospector S4×S5 Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 イシノエストック（04鹿 ＊タバスコキャット）��３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（16）〕
リアルファイト（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）��３勝�４勝
マアトコウボウ（15牡黒鹿 スズカマンボ）��１勝��２勝�
バイオレットブーケ（16牝鹿 キングヘイロー）�１勝
カトゥール（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）��５勝�，園田ユースＣ（Ｄ1400）３着
アーバンヒーロー（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝
ライブリバンバン（19牡鹿 トゥザワールド）�地方未出走

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

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

ローレルソヒール（07牡 アドマイヤマックス）入着，��３勝

３代母 ヴェルーシュカVeroushka（73 USA栗 Nijinsky）USA入着５回
ブロードウェイリヴュー Broadway Review（78牡 Reviewer）USA10 勝，Alu

mni H３着
ルーセンス Lucence（79牡 Majestic Light）USA７勝，サンマルコスＨ‐G2，ラ

ウンドテイブルＨ‐G2，Exceller S，etc.，種牡馬
スコンス Sconce（81牝 Majestic Light）USA１勝

スリックオスカー Slick Oscar（92	 Waquoit）USA３勝，McKee City H
‐R ３着

ファインド Find（82牝 Mr. Prospector）USA３勝，Colleen S３着
ディスカヴァーDiscover（88 牡 Cox's Ridge）USA９勝，スティーヴンフォ

スターＨ‐G3，フェアマウントダービー‐G3，Thistledown Breeders' C
up H‐L，etc.，種牡馬

ギルドGild（86 牝 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ‐G2，デムワゼルＳ
‐G1 ３着
ポーカーブラッド Poker Brad（98	 Go for Gin）USA９勝，Mt. Rainier H

‐L（２回），Independence Day H，PortlandMeadowsMile H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

241 イシノエストック２０２０ �・栗 ２／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
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�
�
�
�

＊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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�タバスコキャット Barbicue Sauceイシノエストック
＊ Mr. Prospector

��
��
�イクスプロアー鹿 2004 Veroushka

3e
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 インタールナ（09青 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（10）〕
ペイシャルナ（15牝黒鹿 ＊タートルボウル）�７勝�１勝�２勝��
ワイエスファイター（18牡栗 ＊バゴ）��出走

２代母 ＊インターラプション（95 GB栗 Zafonic）不出走
マッチファスターMuch Faster（01 牝 ＊ファスリエフ）GB・FR４勝，ロベールパ

パン賞‐G2，ボワ賞‐G3，P. La Fleche‐L，モルニー賞‐G1 ２着
シュガーフリー Sugar Free（06 牝 Oasis Dream）GB・IRE２勝，Land O'

Burns S‐L，フライイングファイヴＳ‐G3 ３着
アペイスApace（08牝 Oasis Dream）GB２勝
ビョルン Bjorn（18牡 Acclamation）�ITY３勝，P. Gardone‐L，
P. Rumon‐L ３着

トーセンアーチャー（04牡 Barathea）５勝，トパーズＳ‐L ３着，観月橋Ｓ，上賀
茂Ｓ，内外タイムス杯２着，etc.，��入着２回，京成盃グランドマイラーズ
２着，KOR１勝

ファストワーカー（08牡 ネオユニヴァース）２勝

３代母 インターミッション Intermission（73 GB栗 Stage Door Johnny）GB３勝，
Cambridgeshire H‐L
インターヴァル Interval（84 牝 Habitat）GB・FR４勝，モーリスドゲースト賞

‐G2，Hackwood S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.
クリシアKrisia（92 牝 Kris）FR１勝
コンティネント Continent（97� Lake Coniston）GB・FR・HKG７勝，
ジュライＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，キングズスタンドＳ‐G2
２着，etc.

インテリム Interim（91牝 Sadler's Wells）GB・FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2，リヴァーシティーズＳ‐G3，Waya H‐L，etc.
ミッドシップスMidships（05 牡 Mizzen Mast）GB・USA５勝，チャールズ

ホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，サンフアンカピストラーノＨ‐G2，
サンルイスレイＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 横山 浩司＝浦河町荻伏町 �0146-25-2174
生 産 牧 場： 横山 浩司
飼 養 者： 横山 浩司＝浦河町荻伏町 �0146-25-2174

242 インタールナ２０２０ �・鹿 ４／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 キングカメハメハ
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＊マンファスミッキーロケット
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアインタールナ
＊ Zafonic

��
��
�インターラプション青 2009 Intermission

1p
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 アシドベリー（12鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブロ
ッサムＣ（Ｄ1200）３着
初仔

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

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

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

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

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

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

サンタアニタＴ２着

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

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

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

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

パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ
‐G3，キーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

243 アシドベリー２０２０ 牡・鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceアシドベリー フジキセキ

��
��
�ワイルドベリー鹿 2012 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊ヴァリュー（00 USA鹿 Belong to Me）不出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（８）〕
インプリシット（05牝鹿 Stephen Got Even）２勝
ローゲ（07牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��１勝
ヴァリュービジョン（09�黒鹿 マンハッタンカフェ）�２勝
ラフィネ（11牝鹿 ダンスインザダーク）��１勝�
ドンブルーローズ（13牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝���入着６回，背振

山賞（Ｄ1750）２着
テイエムバリバリ（16牡黒鹿 トーセンホマレボシ）１勝
ルドラクシャ（17牝鹿 ＊ベーカバド）	１勝
ロトプレジャー（18牡鹿 ＊ベーカバド）	�３勝

２代母 ヴェイルモントVailmont（89 USA栗 Diesis）GB・USA３勝
ジャズモント Jazzmont（94� Dixieland Band）USA２勝
ヴェルヴェットグレイドVelvet Glade（98牝 Kris S.）GB・USA２勝

ラヴィングラウル Loving Laur（04 牝 Not For Love）CAN１勝，Superna
turel H３着

ダイナモントDynamont（03� Dynaformer）USA５勝

３代母 アニーエッジ Annie Edge（80 IRE 栗 Nebbiolo）GB・IRE・USA６勝，ニ
ューヨークＨ‐G2，リッグズＨ‐G3，Kiveton Park S‐L，Nassau S，
Waltzsong H，etc.
セルカーク Selkirk（88 牡 Sharpen Up）GB・FR・USA６勝，クイーンエリザベス

二世Ｓ‐G1，セレブレイションマイル‐G2，英チャレンジＳ‐G2，ロッキンジ
Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

ローリークリーク Rory Creek（91� Silver Hawk）GB・USA５勝，エンデュラ
ンスＳ‐G3

シービ Seebe（94牝 Danzig）GB・FR・IRE・USA６勝，スワニーリヴァーＨ‐G3，
プリンセスマーガレットＳ‐G3，仏１０００ギニー‐G1 ２着，etc.

シンクライン Syncline（97 牡 Danzig）USA５勝，Sussex H‐L，種牡馬
リムロード Rimrod（00牡 Danzig）GB・FR・USA３勝，Surrey S‐L，Star

dom S‐L，ジャージーＳ‐G3 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652

244 ヴァリュー２０２０ 牡・鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラグランデッツァ

＊ Marju

��
��
�マルバイユ栗 2009 Hambye

＊

ビロングトゥミー Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Belong to Me Belongingヴァリュー ヴェイルモント Diesis

��
��
�Vailmont鹿USA 2000 Annie Edge

15a
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ウィローパドック（06黒鹿 ＊クロフネ）�３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ヤマカゲ（11�栗 フジキセキ）入着，�４勝�１勝
ビーハグ（12�黒鹿 ゼンノロブロイ）入着３回，障害１勝，��１勝��３勝
カヴァロディーオ（15牡栗 ハーツクライ）�１勝�１勝	入着
ハッピールーラ（17�鹿 ルーラーシップ）入着２回，��出走�
出走
テイエムタツマキ（18牡青鹿 キズナ）�１勝
ドゥラヴォーグ（19牝黒鹿 ドゥラメンテ）�出走

２代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，アレキサンドライトＳ２着，赤富士Ｓ２着，etc.

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走

トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮記念‐G1 ４着，福
島ＴＶＯＰ‐OP，etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３
着，斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉
Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.

販売申込者・所有者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945
生 産 牧 場： 三木田牧場
飼 養 者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945

245 ウィローパドック２０２０ �・鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューウィローパドック
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス黒鹿 2006 ＊フィールディ

2n
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 ウェディングソング（15鹿 ルーラーシップ）不出走
初仔

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

着，有松特別３着，千種川特別３着，���出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

246 ウェディングソング２０２０ 牡・黒鹿 ４／２４
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴウェディングソング
＊ Monsun

��
��
�モンスーンウェディング鹿 2015 Hyabella

13e
Halo S4×S5 Mill Reef S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴェレーナ（13栗 ＊アルデバランⅡ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キャトルレーヴ（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝

２代母 ビッグマリーン（01黒鹿 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，りんどう賞２着
ロイヤルデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）��３勝
マストバイアイテム（07牝 ＊アフリート）３勝

ヨハン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�４勝，ＴＶ静岡賞，カトレア賞３着
ノーリス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�２勝

サンライズポパイ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別，中京スポニチ賞２
着，喜多方特別２着，五色沼特別２着

サンライズカラー（09牡 キングカメハメハ）２勝
マリーンジャングル（10牝 ジャングルポケット）�２勝
サンライズセナ（15牡 ＊カジノドライヴ）�３勝，日進特別，花園Ｓ２着，花のみち

Ｓ３着，リボン賞３着
ビッグブルー（16牡 ＊タートルボウル）１勝，�地方未出走

３代母 ドラゴンマリーン（96鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，黄菊賞，りんどう賞２着
ティキマハロ（07牡 ＊バゴ）１勝，小倉城特別２着，岩船特別３着，白藤賞３着，�１勝

４代母 ＊パーフェクトポイント（82 USA鹿 Nijinsky）USA８勝，Rumson H‐L，
Susquehanna H，ダイアナＨ‐G2 ２着，ニューヨークＨ‐G2 ３着，クイー
ンシャーロットＨ‐G2 ３着，etc.

５代母 チャームスクールCharm School（70 USA栗 Dr. Fager）不出走
［孫］ パースエイシヴ Persuasive（88 牝 EndsWell）USA11 勝，Rosenna S

３着
［曾孫］ ジーナコーズ Zina Cause（00� Cause for Pause）USA８勝，Inau

gural H
ドライヴジアヴェニューDrive the Avenue（94� Avenue of Flags）
USA・CAN17勝，Ky Alta S２着

ベンデルボネット Bendel Bonnet（91 牝 Fred Astaire）USA６勝，B
ayou H‐L ３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

247 ヴェレーナ２０２０ �・鹿 １／１８

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomヴェレーナ フジキセキ

��
��
�ビッグマリーン栗 2013 ドラゴンマリーン

＊パーフェクトポイント 1l
Mr. Prospector M3×S5 Halo S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ウタヒメ（10 USA鹿 Mr. Greeley）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
タンバオー（18�鹿 ドゥラメンテ）��入着２回

２代母 ＊ミスエマ（00 IRE 黒鹿 Key of Luck）FR・IRE５勝，セーネオワーズ賞‐G3
（２回），グリーンランズＳ‐G3，Woodlands S‐L，サンジョルジュ賞‐G3 ２
着，P. du Cercle‐L ２着，etc.

＊カグラ（08牝 Vindication）FR２勝，Criterium de Vitesse‐L
＊シンボリエンパイア（09牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，ファイナルＳ‐OP ３着，

夏至Ｓ，錦秋Ｓ２着，オホーツクＨ３着
＊シンボリヘンリー（11牡 Henrythenavigator）��２勝
＊シンボリタピット（12牡 Tapit）３勝，高田城特別２着，三条特別２着，なずな賞２

着，いわき特別３着，赤倉特別３着，��２勝��
スマートエマ Smart Emma（13牝 Smart Strike）USA４勝，Kentucky Downs P

review Ladies Turf S３着
サトノファクト（16牡 ディープインパクト）１勝

３代母 ディスリガードザットDisregard That（90 IRE 黒鹿 Don't Forget Me）不出走
ミスセレンディピティMiss Serendipity（01 牝 Key of Luck）IRE２勝，Tipper

ary S‐L ３着

４代母 ペンデュリナ Pendulina（78 IRE 黒鹿 Prince Tenderfoot）IRE３勝，Cor
nelscourt S‐L
［子］ セジュラス Sedulous（86 牝 ＊タツプオンウツド）IRE・USA４勝，キラ

ヴランＳ‐G3，愛パークＳ‐G3 ３着
タポライト Tapolite（84 牝 ＊タツプオンウツド）IRE・USA２勝，Tyr
os S‐L

［孫］ アーティスティックブルー Artistic Blue（96 牝 Diesis）IRE１勝，Tyr
os S‐L，マクドナボランドＳ‐G3 ２着，Leopardstown 1000 Gui
neas Trial‐L ３着

クールクラリティ Cool Clarity（98 牝 Indian Ridge）IRE１勝，Atha
si S‐L，Belgrave S‐L ３着

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

248 ウタヒメ２０２０ �・鹿 ３／２５
＊ 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

＊

ミスターグリーリー GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Mr. Greeley Long Legendウタヒメ
＊ Key of Luck

��
��
�ミスエマ鹿USA 2010 Disregard That

2e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エクセルギー（10鹿 ＊ブライアンズタイム）�８勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
トゥラヴユーモア（16牝鹿 サイレントディール）�１勝�５勝�入着４回
ノールック（18牝栗 ＊トビーズコーナー）��３勝
タドマツリ（19牝鹿 マツリダゴッホ）���入着

２代母 ルナソルウィンク（98鹿 ＊ラムタラ）�２勝
ウィッシュラピス（04牝 ＊スキャット）�１勝�
セッカチセージ（05牡 アッミラーレ）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，�１勝
ドナルドバローズ（07牡 ＊ボストンハーバー）１勝
ユーピュアユー（08牝 ＊チーフベアハート）�１勝�４勝
プリュムローズ（09牝 マンハッタンカフェ）１勝，西尾特別２着，�入着２回�，

ノースクイーンＣ３着

３代母 ワコーチカコ（90鹿 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函館記
念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
アルゴリズム（96牡 ＊ラストタイクーン）３勝，信濃川特別３着
エアマディーナ（97牝 ＊トニービン）不出走

ブラックカイト（11牡 ブラックタイド）１勝，はなみずき賞３着
スマートサイクロン（03牡 ＊グラスワンダー）３勝，横手特別，門司Ｓ２着，甲南Ｓ３着

４代母 シバスキー（81鹿 マルゼンスキー）２勝，土湯特別
［子］ ヤングモンタナ（98牡 ＊フォーティナイナー）４勝，ＢＳＮ賞‐OP ２着，

アクアラインＳ，河口湖特別，etc.
［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.

ハヴアナイスディ（14牝 ＊ベーカバド）�３勝�１勝�１勝��３勝	２
勝，クイーンＣ

エオー（01牡 ＊ブロッコ）�３勝，新春ペガサスＣ２着
ナア（02牝 ＊マイネルラヴ）�５勝�４勝，フローラルＣ２着

販売申込者・所有者： 野島牧場＝日高町緑町 �01456-2-6557
生 産 牧 場： 野島牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

249 エクセルギー２０２０ 牡・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayエクセルギー ＊ラムタラ

��
��
�ルナソルウィンク鹿 2010 ワコーチカコ

＊クレイグダーロツチ 11c
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エアカリナン（09鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：５〕
アロハモーラ（19牝黒鹿 モーリス）�出走

２代母 ＊エポカブラヴァ（04 USA青 Point Given）出走
クーファゲルニカ（10牝 ディープインパクト）入着５回

シングンバズーカ（17牡 シングンオペラ）�１勝
スワーヴカイザー（11� ネオユニヴァース）３勝，鳥取特別２着，吹田特別３着
エアヴーヴレ（12牝 ジャングルポケット）�４勝
レッドゲルニカ（13� ＊カジノドライヴ）６勝，欅Ｓ‐L ３着，バレンタインＳ‐OP，

銀嶺Ｓ，フェアウェルＳ，夏至Ｓ２着，���出走�入着
ラヴィ（14牝 ダノンシャンティ）�１勝�７勝
レッドスプリンガー（16� ディープブリランテ）���３勝
サザンジンジャー（18牡 ＊シニスターミニスター）��３勝

３代母 アウチッラ Aucilla（91 USA鹿 Relaunch）USA９勝，ギャロレットＨ‐G3，
Drumtop S‐L，ボーゲイＨ‐G3 ３着，Suffolk H‐L ３着
パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）USA６勝，パーソナルエンサ

インＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ‐G1 ３着，etc.
ゲイムフェアーGame Fair（09 牝 Quiet American）USA３勝，ドクタージ

ェイムズペニーメモリアルＨ‐G3 ２着

４代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
［孫］ メジャーアスリート（09牡 ダイワメジャー）３勝，橘Ｓ‐OP ２着，斑鳩

Ｓ，�	入着２回��入着７回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着
テンザンデザート（98牝 Green Desert）３勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，菜の花賞‐OP，etc.

ヘンリーズポッシ Henry's Posse（07 牝 Posse）USA・CAN１勝，Ci
ncinnati Trophy S２着，Gowell S２着

タガノラフレシア（00牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ‐OP，マリーゴー
ルド賞‐OP，カンナＳ‐OP ２着，etc.

スマートブレード（01牡 ＊エリシオ）４勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，川中島Ｓ，etc.，
�１勝
１勝�入着�，オッズパークＧＰ２着，etc.

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

250 エアカリナン２０２０ �・鹿 ４／１９
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアエアカリナン
＊ Point Given

��
��
�エポカブラヴァ鹿 2009 Aucilla

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊エイシンアポロニア（12 IRE 芦 Dalakhani）�入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
エイシンパピルス（17牝芦 ディープブリランテ）��出走

２代母 ＊ケルヴィテッセ（06 GB鹿 Sadler's Wells）FR１勝
＊エイシンジーン（13牡 Sea The Stars）�２勝�
＊エイシンフレイヤ（14牝 Canford Cliffs）入着，�１勝���
エルカミーノ（18牡 ダイワメジャー）��１勝

３代母 ダニロワDanilova（90 USA栗 Lyphard）不出走
デインジャーオーヴァDanger Over（97 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・ITY・UAE

・SIN５勝，セーネオワーズ賞‐G3，P. Cor de Chasse‐L，P. Djebel
‐L，etc.

アシュリーリヴァーAshley River（99 牝 Ashkalani）FR出走
ベルジャンヌ Belle Jeanne（06牝 Diableneyev）FR１勝，P. Roland de Cha

mbure‐L ３着
ビッグハンター Big Hunter（07 牡 Green Tune）FR・GER４勝，G.P. Anjo

u Bretagne‐L ３着
シルクアンドスカーレット Silk And Scarlet（02 牝 Sadler's Wells）GB・FR・IR

E・USA２勝，愛デビュターントＳ‐G2，Silver Flash S‐L
＊エイシンアポロン（07牡 Giant's Causeway）４勝，マイルＣｈＳ‐G1，京王

杯２歳Ｓ‐Jpn2，富士Ｓ‐G3，etc.，種牡馬
マスターオヴハウンズMaster of Hounds（08 牡 Kingmambo）GB・IRE・U

SA・UAE・HKG・TUR３勝，ジェベルハッタ‐G1，トプカピトロフィ
‐G2，レイシングポストトロフィ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ミノレットMinorette（11 牝 Smart Strike）IRE・USA２勝，ベルモントオー
クス‐G1，Wonder Again S２着，Flame of Tara S‐L ３着

ニュートラルNeutral（04 牝 Beat Hollow）不出走
プレイザゲイム Play The Game（13� Lawman）�IRE１勝，El Gran Sen

or S‐L ２着，Trigo S‐L ３着，GB・IRE障害４勝
マイダークロザリーンMy Dark Rosaleen（05牝 Sadler's Wells）IRE 入着３回

セカンドステップ Second Step（11� Dalakhani）GB・IRE・GER・CAN８
勝，ベルリン大賞‐G1，英ジョッキークラブＳ‐G2，Fred Archer S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

251 エイシンアポロニア２０２０ 牡・鹿 ３／２９
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

＊

ダラハニ Darshaan

�
�
�
�
�

��
��

�Dalakhani Daltawaエイシンアポロニア
＊ Sadler's Wells

��
��
�ケルヴィテッセ芦IRE 2012 Danilova

1l
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 エナジーワイルド（05芦 ＊カリズマティック）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
ネオレグルス（13牡芦 アンライバルド）�１勝�入着３回
エナジーウェーブ（15牝栗 アンライバルド）�１勝�１勝��入着 12回
ヴァルラーム（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）���６勝
ミーアンザミニバー（18牝芦 ＊サウスヴィグラス）�３勝�

２代母 レグルスバンダム（95芦 マルゼンスキー）不出走
ピースオブレグルス（03牡 ＊ポリッシュパトリオット）１勝，わらび賞，瀬波温泉特

別２着，彦星賞２着，�３勝	入着，道営記念３着
プラチナチケット（04牝 テイエムオペラオー）	１勝�入着８回

３代母 スノートウシヨウ（82芦 トウシヨウボーイ）出走
バンダムマーフィー（92牡 タマモクロス）３勝，対馬特別，玄海特別３着

４代母 グレイトウシヨウ（74芦 ＊シルバーシヤーク）３勝
［子］ アテナトウシヨウ（81牝 トウシヨウボーイ）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着
［孫］ マチカネフクキタル（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，菊花賞

‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
アサクサキャノン（87牡 ＊ノーザンディクテイター）３勝，セントライト
記念‐Jpn2 ２着，赤倉特別，ＮＳＴ賞２着，etc.

シンショウフジ（96牡 ＊ラシアンルーブル）��２勝，しらさぎ賞２着
ユウキエトワール（88牝 ＊ステイールハート）３勝，白藤Ｓ
マチカネテマリウタ（99牝 ＊フォーティナイナー）４勝，御影特別３着，
若菜賞３着

［曾孫］ テイエムアモーレ（08牝 ＊タイキシャトル）２勝，飛揚特別２着
ナゲッツ（14牝 ＊ベーカバド）
６勝��，加賀友禅賞２着
ケルソン（12牡 ＊タイキシャトル）�３勝	１勝�入着��，ゴールドジ
ュニア３着

５代母 ローズトウシヨウ（65鹿 ＊テユーダーペリオツド）入着
［孫］ シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オー

クス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 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

252 エナジーワイルド２０２０ 牡・鹿 ４／１２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeエナジーワイルド マルゼンスキー

��
��
�レグルスバンダム芦 2005 スノートウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S4×M5×M5 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 エリモインプレス（03鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－４（５）〕
トミケンアルドール（09牡栗 ジャングルポケット）５勝，師走Ｓ（Ｄ1800），摩耶

Ｓ（Ｄ1800），ゴールデンブライドルＴ（Ｄ1800）３着，福島放送賞（Ｄ1700）３
着，オーロラ特別（Ｄ1700）３着

ブリリアント（10牡鹿 ハーツクライ）１勝，新緑賞（芝 2300）２着
サーストンカインド（12牝鹿 ディープスカイ）入着，��２勝
テイエムギフテッド（15牡黒鹿 ネオユニヴァース）２勝，��１勝，佐賀スプリン

グＣ（Ｄ1800）３着
ヒガシギンガ（17牝栗 ネオユニヴァース）��１勝�
テイエムプレスダン（18牡鹿 スマートファルコン）��１勝

２代母 エリモエキスプレス（94栗 サクラユタカオー）不出走
エリモエキスパート（00牡 ＊コマンダーインチーフ）��３勝�１勝
エクステンション（01牡 ＊ラムタラ）�１勝	２勝
１勝

３代母 パッシングピース（89黒鹿 ＊アーテイアス）出走
エリモセントラル（95牝 ＊ドクターデヴィアス）６勝，京都金杯‐Jpn3 ２着，渡月

橋Ｓ，ムーンライトＨ，etc.
エリモファイナル（02牝 ＊オペラハウス）４勝，紅梅Ｓ‐OP，ストークＳ，西宮

Ｓ２着，etc.
ハギノパトリオット（12� キングカメハメハ）入着４回，障害３勝，新潟
ジャンプＳ‐JG3 ２着

エリモロマンス（97牝 ＊サンシャインフォーエヴァー）３勝，矢車賞，れんげ賞２着
エリモサリュート（04� ＊ラムタラ）３勝，桑名特別３着
エリモラフィーネ（05牝 フジキセキ）１勝，まりも特別３着

４代母 ＊シインギング（72 USA鹿 Majestic Prince）USA２勝
［子］ ハリケーンアサ（81牡 ＊サドンソー）２勝，４歳中距離特別

エリモイースタン（77牡 ＊イースタンフリート）��８勝，北関東さつき
賞２着

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

253 エリモインプレス２０２０ 牡・黒鹿 ３／１６
＊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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルエリモインプレス サクラユタカオー

��
��
�エリモエキスプレス鹿 2003 パッシングピース

＊シインギング 2f
Nureyev S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エレクティオン（09鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
アスカダイヤモンド（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）���３勝�２勝�
ハーモニービート（16�鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝�２勝
グローリアスゾスマ（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）���	１勝・１勝
アテナ（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）��出走

２代母 インナモラータ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アヴォカート（05牝 ＊ファルブラヴ）
１勝�２勝
サーノ（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，
１勝�
トウケイワンダー（10牡 ＊グラスワンダー）入着，
１勝�

３代母 ＊クリスマスウィーク（95 USA鹿 Theatrical）入着
スペラーレ（02牡 ＊アフリート）３勝，猪苗代特別，スピカＳ３着，石打特別３着，


２勝��

４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.
［子］ 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

［孫］ 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

フェディナ Fedina（98牝 Shaamit）ITY５勝，P. Novella‐L ２着
ブリタニック Britannic（03� RainbowQuest）GB・FR・GER・SWI
２勝，リス賞‐G3 ３着，P. de l'Avre‐L ３着

［曾孫］ トゥアンバ Tuamba（08牡 Denon）ITY２勝，Criterium Labronico
‐L ２着，Criterium Varesino‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

254 エレクティオン２０２０ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエレクティオン ＊サンデーサイレンス

��
��
�インナモラータ鹿 2009 ＊クリスマスウィーク

16f
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 エンジェルファタル（00栗 ＊フォーティナイナー）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（２）〕
スモールキング（08牡鹿 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記念
（Ｄ1400）３着

ベルガド（15牡栗 スズカフェニックス）１勝，若菜賞（芝 1200）２着，�１勝
ノースキング（18牡鹿 キングヘイロー）���１勝

２代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，ニューイ

ヤーＣ２着，ゴールドジュニアー
シゲノタイトル（92牝 ニチドウアラシ）�５勝

アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，
栄冠賞

アサティスジョオー（02牝 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタ
ン賞２着

マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，マイラ
ーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，函館３歳Ｓ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３
着，etc.，優２牡，種牡馬

マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，飯坂特別，
�１勝�

マイネルスピード（97牡 ＊リズム）１勝
ミヤビセイコウ（98牝 ＊ティンバーカントリー）��１勝
ダンシングホーク（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，ＴＶ埼玉杯３着

３代母 ヤマノセーハ（80栗 ＊ダンデイルート）２勝

４代母 ＊トリーソング（61 GB青 Buisson Ardent）不出走
［曾孫］ トシザブイ（96牡 ＊ヴィジョン）６勝，目黒記念‐Jpn2（２回），ダイヤモ

ンドＳ‐Jpn3 ３着（２回），万葉Ｓ‐OP，etc.
インターシュプール（89	 ＊ワツスルタツチ）５勝，新潟記念‐Jpn3，北九州
記念‐Jpn3 ３着，ＢＳＮオープン‐OP ３着，etc.，
�入着����

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

255 エンジェルファタル２０２０ 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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileエンジェルファタル ハイセイコー

��
��
�サクセスウーマン栗 2000 ヤマノセーハ

＊トリーソング 9h
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 エスプリドゥルミエ（14鹿 ジャングルポケット）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 オーバーザウォール（94栗 ＊ドクターデヴィアス）５勝，福島記念‐Jpn3，山
中湖特別，九州スポーツ新聞杯，野苺賞
オーバーザスカイ（04牝 アグネスタキオン）出走

タガノスカイ（11牝 ＊チチカステナンゴ）３勝，乙訓特別２着，君子蘭賞２着
フェデラルホール（09牡 ステイゴールド）４勝，レジェンドトレーナーズＣ，九十

九里特別，南相馬特別，阿賀野川特別２着，青嵐賞２着，etc.
クラウディオス（10� ネオユニヴァース）３勝，不知火特別
ハミングライフ（11牝 スペシャルウィーク）出走

テイエムマジック（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝，わらび賞

３代母 アンデスレディー（86栗 ＊ノーザンテースト）１勝，シクラメンＳ‐OP ２着
フォルクローレ（99牝 ダンスインザダーク）６勝，ストークＳ，芦屋川特別，伏見

特別２着
アルバート（11牡 アドマイヤドン）９勝，ステイヤーズＳ‐G2（３回），ダイヤ

モンドＳ‐G3，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
サンバレンティン（01牡 スペシャルウィーク）８勝，七夕賞‐G3，福島記念‐Jpn3，

大阪スポーツ杯，etc.
インティライミ（02牡 スペシャルウィーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都新聞杯

‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3，etc.
ナスカ（03牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

レイナカスターニャ（08牝 キングカメハメハ）１勝
アンデスクイーン（14牝 ＊タートルボウル）５勝，��２勝�１勝，エンプ
レス杯‐Jpn2，Ｌプレリュード‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3，etc.

アロマティコ（09牝 キングカメハメハ）６勝，巴賞‐LR，秋華賞‐G1 ３着，エ
リザベス女王杯‐G1 ３着，etc.

４代母 ペルースポート（72栗 ＊ガーサント）３勝，ながつき賞
［子］ シヤダイチヤツター（80牝 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，

北九州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

256 エスプリドゥルミエ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３
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タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 Tapit
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� Tap Your Heelsラニ ＊サンデーサイレンス
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�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊トニービン
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�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエスプリドゥルミエ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�オーバーザウォール鹿 2014 アンデスレディー

＊レデイチヤツター 19
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エーシングリフォン（09 USA黒鹿 Street Cry）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
エイシンネメシス（15牝青鹿 キングヘイロー）１勝
エイシンゴーレム（16�黒鹿 ヴィクトワールピサ）��４勝�２勝
エイシンバビロン（17牝黒鹿 ネオユニヴァース）��１勝�１勝
エイシンキマイラ（18牡青鹿 ＊バゴ）��１勝
エイシンヌエ（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

２代母 ウインドフローWind Flow（01 USA黒鹿 Indian Charlie）USA５勝，A
noakia S‐L，Ahwatukee Express S，Bustles and Bows S
フローイングフォレスト Flowing Forest（06 牝 Forestry）不出走

グランヴァーティゴGran Vertigo（12牡 Indygo Shiner）PAN５勝，P. A.
P.P.U.C.A.P.A.‐L ２着

タイフーンチャーリーTyphoon Charlie（08 牡 Vindication）USA２勝
エアフォイルAirfoil（10� Bernardini）USA９勝
サーバランタイン Sir Ballantine（14� Stay Thirsty）�USA５勝
フローツァーノ Flowzano（17牝 Verrazano）�USA２勝

３代母 ビューティフルレジェンド Beautiful Legend（87 USA鹿 Lyphard）USA２
勝，Green Valley Training Center H３着
ビューティフルアカウントBeautiful Account（94 牝 Private Account）USA１勝

ファイヴスターアカウント Five Star Account（01� Patton）USA５勝，W
est Virgina Breeders' Classic S‐R，West Virginia Breeders' Classic S
‐R ２着，Robert G. Leavitt Memorial H‐R ３着

クアイエトリーエレガントQuietly Elegant（99 牝 Quiet American）USA１勝
ホワイテイクアチャンスWhy Take a Chance（09牝 Hook and Ladder）

USA３勝，AnneM. Clare S‐R ２着

４代母 ファストビューティ Fast Beauty（75 USA黒鹿 Fleet Nasrullah）不出走
［子］ ファストアカウント Fast Account（82 牡 Private Account）USA５勝，

El Monte H‐LR，Kennedy Road S‐R，サンタアニタダービ
ー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

257 エーシングリフォン２０２０ �・黒鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat
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��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊

ストリートクライ Machiavellian
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�Street Cry Helen Streetエーシングリフォン ウインドフロー Indian Charlie

��
��
�Wind Flow黒鹿USA 2009 Beautiful Legend

1m
Halo S4×M5 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エーシンシルビア（08栃栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（14）〕
エイシンビワウタ（13牝栗 キングカメハメハ）�７勝�２勝
エイシンユートピア（14牝鹿 カンパニー）�１勝�３勝��
エイシンフォーラン（16牡栗 ＊エイシンアポロン）入着３回，��入着�１勝�入

着２回
トミケンベレムド（18牡栗 ＊エスケンデレヤ）�１勝
エイシンユプケ（19牝鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

２代母 エイシンサンサン（92栗 ＊キャロルハウス）４勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，エリザ
ベス女王杯‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ト
パーズＳ‐OP ２着，etc.
エイシンニーザン（02牡 ＊フォーティナイナー）４勝，プリンシパルＳ‐L，メトロポ

リタンＳ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，信濃川特別，etc.，障害３勝，阪神
スプリングジャンプ‐JG2，etc.

エイシンテンリュー（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，青葉賞‐Jpn2 ３着，水仙
賞，青嵐賞３着，金山特別３着，障害１勝

エーシンサーフィン（04牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，有松特別２着，君子蘭賞３
着，障害１勝
エイシンチラー（18牝 リアルインパクト）�３勝，三面川特別，織姫賞，デイ

ジー賞３着
エーシンディーエス（05牡 ＊デヒア）入着，障害３勝，京都ハイジャンプ‐JG2，京

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

‐G2 ３着，関屋記念‐G3 ２着，チューリップ賞‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.
エーシンシャイナー（10牝 ＊グラスワンダー）出走

フォワードアゲン（17� ローズキングダム）�３勝，隅田川特別，三春駒特別，
二本松特別２着

エイシンクリック（14牡 ルーラーシップ）�３勝，ステイヤーズＳ‐G2 ３着，白鷺
特別３着，三春駒特別３着，障害２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
エイシンイットオー（93牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531
生 産 牧 場： 川端 英幸
飼 養 者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531

258 エーシンシルビア２０２０ �・栗 ４／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス
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�スペシャルウィーク キャンペンガールエーシンシルビア ＊キャロルハウス

��
��
�エイシンサンサン栃栗 2008 エイシンギヤロツプ

＊ホイスリングウインド 8c
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 エムオーパール（11黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
オイコイケ（16牝栗 ＊セイントアレックス）�１勝�，東海クイーンＣ（Ｄ1800）３着
エムオーゴールド（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��１勝��
ミヤビダンシロー（19牡芦 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ＊コンプトンエンジェル（96 IRE 鹿 Fairy King）GB・FR１勝
ガンサルート（03� ＊タイキシャトル）��２勝�５勝
ダッパージェム（06牝 ＊グランデラ）	３勝
フィールドポップ（07� フジキセキ）�14 勝
エクスビート（08牡 ネオユニヴァース）１勝
コンプトンジュエル（09牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��３勝

３代母 ＊エンブラ（83 GB黒鹿 Dominion）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，コロ
ネイションＳ‐G2 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
ゴーストトリーGhost Tree（90牝 Caerleon）GB１勝

ワンステップアトアタイムOne Step At A Time（97牝 Sabrehill）GB・SA
U２勝，Autumn S‐L ２着

ゴットトゥゴーGot To Go（98牝 Shareef Dancer）GB１勝，Valiant S
‐L ２着

＊カトリア（94牝 Caerleon）GB入着
マニエラ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝
マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝
，関東オークス
‐Jpn2 ３着，東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，etc.

アポロフェニックス（05牡 ＊アフリート）７勝，春雷Ｓ‐L（２回），アイビスサマ
ーダッシュ‐G3 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�入着６回，ＲＫＢ賞２着，イ
ンディアＴ３着，鷹取特別３着，�３勝

＊ゼンノエルシド（97牡 Caerleon）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，京成杯オータムＨ
‐Jpn3，摩周湖特別，etc.，種牡馬

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

259 エムオーパール２０２０ �・鹿 ３／ ５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲
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� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス
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�ステイゴールド ゴールデンサッシュエムオーパール
＊ Fairy King

��
��
�コンプトンエンジェル黒鹿 2011 ＊エンブラ

16g
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ウインファンタジア（02栗 ＊ヘネシー）３勝，香春岳特別（芝 1200）２着，播磨特
別（芝 1400）３着，鳥栖特別（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（６）〕
ボスコエフィーメ（10牡栗 アグネスタキオン）�２勝
ナンヨートゥループ（13牡黒鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
シャープスティーン（15牝栗 ハーツクライ）入着５回，���入着５回�１勝
フォークアート（16牝栗 オルフェーヴル）１勝
ファルーク（17�栗 ダイワメジャー）１勝，���出走
マルシャ（18牡鹿 ワールドエース）��２勝
ファング（19牡鹿 アドマイヤムーン）�出走

２代母 ＊ミナミノバレッツ（92 USA栗 Easy Goer）１勝，カトレア賞２着
カネツストーリー（98牡 ＊シアトルダンサーⅡ）１勝，��３勝
アンフィトリオン（99牡 ダンスインザダーク）６勝，オパールＳ‐OP，高雄特別，

西部日刊スポーツ杯，天の川Ｓ３着，夕月特別３着，etc.
ミリオンベル（01牝 ＊フォーティナイナー）７勝，ペルセウスＳ‐L，ＫＢＣ杯‐L，シ

リウスＳ‐Jpn3 ２着，霜月Ｓ‐L ２着（２回），ギャラクシーＳ‐L ２着，etc.
ウインステルス（04牡 スペシャルウィーク）１勝
キュルミナン（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 アイヴォリーウィングズ IvoryWings（78 USA栗 Sir Ivor）GB・FR・ITY
・USA４勝，P. des Tuileries，Ruffian H，リディアテシオ賞‐G1 ３着，
James Herbuveaux Mile H３着
ウィングズオヴウィッシズWings ofWishes（86 牝 Alydar）GB・FR４勝，P.

Panacee‐L ２着，P. Predicateur‐L ３着
サラティン Salatin（90 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）GB・AUS・UAE５勝，Europ

ean Free H‐L ３着，Gala S‐L ３着
ワイルドプラネットWild Planet（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE・USA３勝，

P. Coronation‐L，プレスティージＳ‐G3 ２着
スルヤ Surya（98牝 Unbridled）FR・USA５勝，ダリアＨ‐G2，ロイヤルヒロ

インＳ‐G3，Ballston Spa H‐L，etc.
アルーナ Aruna（07牝 Mr. Greeley）FR・USA７勝，スピンスターＳ
‐G1，シープスヘッドベイＳ‐G2，ミセズリヴィアＳ‐G2，etc.

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

260 ウインファンタジア２０２０ �・鹿 ２／２１
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＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲
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� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス
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�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ Storm Cat
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�ヘネシー Island Kittyウインファンタジア
＊ Easy Goer
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��
�ミナミノバレッツ栗 2002 IvoryWings

4m
Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キクノレヨン（12鹿 ＊エンパイアメーカー）�６勝�１勝�入着２回，園田クイー
ンセレクション（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
マウジュ（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 ゴールドコイン（05鹿 ＊デヒア）�11 勝�入着��
オールインワン（13牡 アドマイヤムーン）５勝，淀屋橋Ｓ（２回），戎橋特別３着
グランドディアマン（14牡 ルーラーシップ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ３着
ヒロシゲサンライズ（17牡 トゥザグローリー）��５勝
ゴールドフライト（18牡 ロードカナロア）�１勝

３代母 ＊インキュラブルロマンティック（91 USA黒鹿 Stop the Music）USA４勝，
San Jose Breeders' Cup H，Ribbonwood Farm H２着，Santa Clara H
‐R ２着，Alameda County Fillies andMares H‐L ３着，James Wiggins BC
H３着
キネティクス（99牡 ＊フォーティナイナー）８勝，富士Ｓ‐G3，キャピタルＳ‐L，東

京新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
フジノウェーブ（02牡 ＊ブラックタイアフェアー）入着２回，�２勝��21 勝�，Ｊ

ＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，東京スプリント‐Jpn3 ２着（２回），etc.，
ＮＡＲ優古馬，ＮＡＲ優短距（2回）

４代母 ワンアイラヴOne I Love（76 USA黒鹿 Sir Ivor）USA５勝
［子］ クリプトスター Crypto Star（94 牡 Cryptoclearance）USA５勝，アー

カンソーダービー‐G2，ルイジアナダービー‐G3，ホイットニーＨ
‐G1 ３着，etc.，種牡馬

アーノルドエス Arnold S.（89� Northern Jove）USA３勝，Alberta
Derby‐L ２着，Canadian Derby‐L ２着，Western Canad
a H３着

バンドリーダー Band Leader（85 牡 Mr. Leader）USA８勝，Fort Mc
Henry H‐L ２着，Broad Brush S‐L ２着

５代母 デルタエンプレスDelta Empress（70 USA黒鹿 Delta Judge）USA４勝，
フォールズシティＨ‐G3，Pocahontas S２着

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

261 キクノレヨン２０２０ 牡・芦 ４／１６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキクノレヨン ＊デヒア

��
��
�ゴールドコイン鹿 2012 ＊インキュラブルロマンティック

4j
Unbridled M3×S4 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 オレゴントレイル（00栗 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（16）〕
マイネフロンティア（06牝鹿 ＊クロフネ）�７勝�
スコッツブラフ（07牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝
ミヤリサンラビリー（11牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）��１勝�５勝
ナリタアマランサス（14牝栗 フリオーソ）��３勝
フレンドキョー（19牝黒鹿 トーセンジョーダン）���出走

２代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，毎

日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２

着，外房Ｓ，北海道新聞杯，立冬特別２着，etc.
＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，京成杯オータ

ムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，クリスマスＳ‐OP，新潟日報賞‐OP ２着，etc.
サンタフェトレイル（94牝 ＊ノーザンテースト）５勝，福島ＴＶ杯，長万部特別，若

潮賞，十勝岳特別２着，セプテンバーＳ３着，etc.
キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念‐Jpn2，

京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，オールカマー‐G2 ２着，京王杯２
歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

アドマイヤチャンプ（97牡 ＊ノーザンテースト）４勝，シャングリラ賞
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札幌日刊スポ

ーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，中山牝
馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２歳Ｓ

‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，皐月賞‐G1 ３着，弥生賞
‐G2 ３着，etc.

チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネＳ
‐LR，オークス‐G1 ２着

３代母 ＊ロイコン（75 GB鹿 High Top）GB・IRE２勝

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

262 オレゴントレイル２０２０ �・鹿 ３／２５
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイオレゴントレイル
＊

＊ポツセ

��
��
�ハッピートレイルズ栗 2000 ＊ロイコン

4d
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 オースミミズホ（10鹿 スペシャルウィーク）１勝，瓢湖特別（芝 2200）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
オースミヌーベル（16牡芦 ＊クロフネ）１勝，��１勝�
ニシノルーチェ（17牝鹿 ルーラーシップ）��１勝
ライジングサン（18牝鹿 ロードカナロア）��未出走�入着

２代母 オースミハルカ（00鹿 フサイチコンコルド）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイ
ーンＳ‐Jpn3（２回），チューリップ賞‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着
（２回），米子Ｓ‐L ２着，etc.
オースミアザレア（07牝 スペシャルウィーク）入着

アユツリオヤジ（14牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＴＶユー福島賞
ブルベアトリュフ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，白秋Ｓ，甲東特別，仲春

特別２着
ナリタキングロード（08牡 ディープインパクト）１勝，�２勝�
オースミイチバン（09� アグネスタキオン）２勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，�１勝

��１勝	入着
�，ダイオライト記念‐Jpn2，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，名古屋Ｇ
Ｐ‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

オースミフブキ（11牝 マンハッタンカフェ）入着２回，�２勝
オースミラナキラ（12牡 ハーツクライ）４勝，リボン賞２着，加古川特別３着，大

津特別３着，五条坂特別３着
オースミジョージ（15牡 ＊ノヴェリスト）��入着４回�３勝
オースミレーヴ（16牡 ＊ノヴェリスト）��７勝
ナリタサーガ（17� エピファネイア）��１勝

３代母 ホッコーオウカ（93鹿 ＊リンドシェーバー）入着７回
トーアコマンダー（98牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，樅の木賞，障害１勝，�１勝
オースミエルスト（99牡 ＊ウォーニング）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，シンザン

記念‐Jpn3 ３着，京都２歳Ｓ‐OP ２着，etc.
オースミグラスワン（02牡 ＊グラスワンダー）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），大阪

城Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L ３着，etc.
ラブジュリエット（09牝 フサイチコンコルド）不出走

ジュリーハーツ（15牝 ハーツクライ）２勝，閃光特別，飛翼特別２着
ローデッド（12牝 ディープインパクト）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

263 オースミミズホ２０２０ �・黒鹿 ４／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールオースミミズホ フサイチコンコルド

��
��
�オースミハルカ鹿 2010 ホッコーオウカ

＊フロリースカツプ 3l
Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 カツンダモン（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カイレイダディ（18牡青鹿 グランプリボス）���３勝

２代母 サクラダモン（04鹿 ＊ボストンハーバー）入着，�３勝
レザンドゥオール（12牡 ＊ケイムホーム）３勝

３代母 トウヨウロイヤル（95鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）出走
マイケルバローズ（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，富士Ｓ‐G3 ２着，富士Ｓ‐G3 ３

着，関屋記念‐G3 ３着，etc.
サトノプログレス（05牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2

４代母 ＊オーミディア（90 USA黒鹿 Riverman）FR１勝
［孫］ ライトグローリー（04牡 カリスタグローリ）１勝，礼文特別２着
［曾孫］ ベリートゥベリー（10牡 ＊イーグルカフェ）３勝，三陸特別２着，大島特

別３着

５代母 タイアボーTie a Bow（79 USA鹿 Dance Spell）USA入着２回
［子］ チャッケンラック Chuck n Luck（83牡 Stalwart）USA21 勝，Allianc

e H，Governor's H，Late Act S，etc.
［孫］ ＊ニコールファーリー（94牝 Pharly）GB・ITY５勝，伊オークス‐G1，伊１

０００ギニー‐G2
［曾孫］ レイディズアイランド Lady's Island（14牝 Greatness）�USA18 勝，シ

ュガースワールＳ‐G3（２回），Bob Umphrey Turf Sprint‐L，L
adies' Turf Sprint S，etc.

スキームティーム Skeem Team（97� Desert Team）SAF４勝，Co
nsolation H‐L，ロンズデイルスティラップＣ‐G3 ２着，KwaZu
lu‐Natal Breeders S‐L ３着

グランドサムGrand Sam（07牡 Grand Slam）ARG８勝，P. Orange
‐L，P. Embrujo‐L ２着

スターオヴザシー Star of the Sea（03牝 FortWood）SAF４勝，サウ
スアフリカンフィリーズクラシック‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700
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 �0146-28-1700

264 カツンダモン２０２０ 牡・鹿 ３／２５
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモグランプリボス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト鹿 2008 ＊ビューティフルベーシック

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudカツンダモン ＊ボストンハーバー

��
��
�サクラダモン黒鹿 2013 トウヨウロイヤル

＊オーミディア 5e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キアーロベルタ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：２〕
ディレットヴィータ（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）��入着２回
ローザキアーロ（19牝栗 トランセンド）��入着

２代母 レースオブスターズ（03栗 アグネスタキオン）出走

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.
ミルフィオリ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，木津川特別，アザレア賞，須磨特

別２着，etc.
ミルドリーム（09牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，若葉Ｓ‐LR ３着，すみれＳ

‐OP ３着，飛鳥Ｓ，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： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

265 キアーロベルタ２０２０ �・黒鹿 ３／２５
＊ 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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキアーロベルタ アグネスタキオン

��
��
�レースオブスターズ鹿 2012 ＊ミルレーサー

22d
Mr. Prospector S4×M5 Le Fabuleux M4×M5 In Reality M5×M5

価格： 購買者：



母 キスミーソフトリー（10黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ジェーマリン（18牝黒鹿 タニノギムレット）���入着
ジュリアドリーム（19牝鹿 トーセンジョーダン）�地方未出走

２代母 カモンマイハウス（93栗 ＊キャロルハウス）５勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，
衣笠特別２着，八坂特別３着，秋分特別３着，ＴＶＱ杯３着
ヒカルジェイエ（02� フジキセキ）２勝
ナリタコンコルド（04� フサイチコンコルド）１勝
ウイニングフルール（05牝 ＊ファルブラヴ）�５勝�

メタリフェル（17牝 アーネストリー）��４勝�，湾岸スターＣ２着，中京ペ
ガスターＣ２着

ミルテ（09牝 ＊アフリート）１勝

３代母 メイクアウイッシュ（87栗 ＊ノーザンテースト）１勝
ビゼンスバル（94牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，白百合Ｓ‐OP ３着，国際ＪＳ（２），

白藤Ｓ，etc.，障害１勝
クリールポイント（95牡 サクラユタカオー）４勝，寺泊特別，赤倉特別２着，隅田

川特別２着，etc.
ブレスマイスターズ（96牝 ＊ホワイトマズル）１勝

ゼンノグッドウッド（03牡 エアジハード）６勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，サン
シャインＳ，春日特別，etc.

テレグノシス（99牡 ＊トニービン）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，毎日王冠‐G2，
京王杯スプリングＣ‐G2，etc.，FR・HKG入着，種牡馬

ブローザキャンドル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回，��１勝�
フレイムオブピース（09牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，マーチＳ‐G3 ３着，伊

丹Ｓ，オークランドＲＣＴ２着，etc.
キャンドルグラス（14牡 ＊サウスヴィグラス）���10 勝	２勝，東京スプリント

‐Jpn3 ３着（２回），ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５着，船橋記念（２回），etc.
アサクサコンソメ（02牝 ダンスインザダーク）１勝

ヴェリタスマリコ（12牝 キングカメハメハ）不出走
アシャカトブ（16牡 ＊シニスターミニスター）�５勝，アハルテケＳ‐OP，
ポルックスＳ‐OP ３着，etc.，
入着，佐賀記念‐Jpn3 ２着

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

266 キスミーソフトリー２０２０ 牡・鹿 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスアンライバルド
＊ Sadler's Wells

��
��
�バレークイーン鹿 2006 Sun Princess

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceキスミーソフトリー ＊キャロルハウス

��
��
�カモンマイハウス黒鹿 2010 メイクアウイッシュ

＊メツシーナ 5h
Northern Dancer S4×M5 Aphonia M5×M5

価格： 購買者：



母 キテキ（07鹿 ＊スキャターザゴールド）�２勝��３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（16）〕
ニシケンマチェーテ（14牡黒鹿 アサクサキングス）�２勝��１勝
ムービンオン（15牝鹿 スズカコーズウェイ）��１勝�２勝
ノースヒビキ（16牝黒鹿 ベルシャザール）��１勝�２勝���
コウキトウライ（17牝鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝�入着，ロータスクラウン賞
（Ｄ2000）２着

アイラグピース（18牝鹿 スマートファルコン）�	４勝
エヴァンマール（19牝鹿 ダノンシャーク）���出走

２代母 クチブエ（94鹿 ＊アサティス）１勝，江差特別２着
グランドホイッスル（01牝 シアトルスズカ）３勝

ルイカズマ（11牡 ＊パイロ）２勝，ヤマボウシ賞３着，�２勝	１勝
パイロキネシスト（12牡 ＊パイロ）４勝，立川特別，丹沢Ｓ３着，鋸山特別３着，etc.，

��２勝，佐賀スプリングＣ，佐賀王冠賞２着，etc.
ドゥラリュール（13
 ゴールドアリュール）３勝，両津湾特別，鳥屋野特別２

着，麒麟山特別２着，��３勝，九州ＣｈＳ，佐賀王冠賞
ハヤブサナンデダロ（14牡 ＊パイロ）３勝，駒場特別，わらび賞３着

スーパーパワー（05牡 ＊スキャターザゴールド）入着，�２勝��12 勝�３勝�，金
盃，勝島王冠，赤レンガ記念，星雲賞，星雲賞２着

ハヤフエ（06牝 ＊グレートサクセス）�１勝�
フォッケウルフ（08牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�１勝�３勝
ハンドフルート（10牝 スズカマンボ）�４勝�入着�

３代母 アイシャドー（86鹿 ＊エンペリー）４勝，ＳＴＶ賞，ＨＢＣ杯２着，八重桜賞３着
アイビートユー（93牝 ヤマニンスキー）４勝，長万部特別３着
ダイワビーコン（96牡 ＊アサティス）入着５回，�３勝�３勝��，吉野ヶ里記念３着

４代母 スイートベルン（80鹿 ＊パーソロン）出走
［子］ ユーワジェームス（84牡 ＊モガミ）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，

有馬記念‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 元茂 修一＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3417
生 産 牧 場： 元茂 修一
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

267 キテキ２０２０ �・鹿 ３／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャターザゴールド Dance Smartlyキテキ ＊アサティス

��
��
�クチブエ鹿 2007 アイシャドー

＊スヰート 1s
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 キモンオレンジ（11鹿 ダンスインザダーク）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ラブミーピンク（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）２着

オレンジエンリ（17牝鹿 シビルウォー）��入着����
ロードレイライン（18牡鹿 ストロングリターン）�２勝

２代母 コパノプレゼント（06鹿 サクラバクシンオー）不出走
コパノハート（12牝 コパノフウジン）入着，�２勝�入着，フルールＣ

コパノキャッチング（18牡 コパノリチャード）�１勝
ラブミーリバティー（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�１勝�１勝�３勝	１勝��
コパノニューヨーク（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝��２勝	
キモンボーイ（16牡 キモンノカシワ）１勝，�	１勝���入着２回�
ラブミーパラダイス（17牝 コパノリチャード）��３勝�１勝��

３代母 ウルトラシートゥ（96鹿 Gulch）３勝
メイショウロフウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，はこべら賞３着

４代母 ＊シートゥシャイニングシー（91 USA青鹿 Devil's Bag）USA２勝，Rainbo
wMeadows Thoroughbreds H２着，Ribbonwood Farm H３着
［孫］ キモンレッド（08牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，内房Ｓ，etc.，

�１勝�２勝�入着２回���，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1
３着，etc.

ケンブリッジナイス（10牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝�１勝�入着�，
しらさぎ賞２着，東京シンデレラマイル２着，ロジータ記念２着，etc.

ドゥフトライネン（09牡 アドマイヤボス）��５勝	２勝�，戸塚記念３
着，福永洋一記念３着

モザイク（14牡 タニノギムレット）３勝，熱田特別，小牧特別２着，清洲
特別３着，障害１勝

キモンホワイト（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，なでしこ賞
リワードシャンヴル（07牡 ＊クロフネ）	16 勝
１勝���入着２回�，
福山ＣｈＳ２着，九州ダービー栄城賞３着

アイビスティ（10牝 メイショウサムソン）�１勝�８勝，新春ペガサスＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

268 キモンオレンジ２０２０ �・鹿 ３／２７

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイキモンオレンジ サクラバクシンオー

��
��
�コパノプレゼント鹿 2011 ウルトラシートゥ

＊シートゥシャイニングシー 2b
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 キープザサミット（10黒鹿 ＊チチカステナンゴ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ナロー（16牝黒鹿 ドリームジャーニー）��２勝
ゼンダンツバキ（18牝黒鹿 リアルインパクト）出走，�地方未出走
キタノキャスター（19牝栗 コパノリッキー）�未出走

２代母 キープクワイエット（01鹿 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着
カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR

リトミカメンテ（16牝 オルフェーヴル）�３勝，武田尾特別，桑折特別，清滝
特別２着，木曽川特別２着，福島放送賞２着，etc.

フェルマーテ（17牝 ゴールドシップ）�１勝
アンスポークン（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
セグレート（13牝 ＊ハービンジャー）�５勝
タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）�３勝，由比ヶ浜特別，二本松特別２着，

豊明Ｓ３着，脊振山特別３着

３代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98� トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），etc.，��５勝����	入着４回

マイクロス（00牝 タマモクロス）不出走

マルモセーラ（08牝 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
マルモレイナ（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，
合馬特別，タイランドＣ３着

マルモネオフォース（16牝 ＊ワークフォース）�２勝，北國新聞杯２着
インフィニットエア（06� ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，�２勝

４代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
［子］ アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，

大雪Ｈ，えりも特別，etc.
［孫］ エースインザホール（07牡 スペシャルウィーク）３勝，もちの木賞３着

販売申込者・所有者： ㈲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

269 キープザサミット２０２０ 牡・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラキープザサミット エアジハード

��
��
�キープクワイエット黒鹿 2010 ビーサイレント

＊ロイヤルアグリーメント 12f
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グッドモーメント（15青鹿 ゴールドアリュール）�２勝
初仔

２代母 エレガントタイム（09黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝，��１勝�入着

３代母 トーヨーサンバ（98鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，���入着２回，関東
オークス‐Jpn3 ２着，北海道３歳優駿‐Jpn3 ３着
アタゴオーラ（06牡 スペシャルウィーク）１勝，�１勝�３勝��，肥後の国ＧＰ２着
オリオンザムーン（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）３勝，八王子特別３着
ブルーボサノヴァ（11牝 ＊パイロ）３勝，霞ヶ浦特別３着

４代母 ＊サンダードーム（83 USA黒鹿 Lyphard）GB・USA６勝，Mint Julep S，
Valnor H
［子］ トーヨーリファール（90牡 Relaunch）６勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ

‐Jpn2，マーチＳ‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
メコンMekong（89� Riverman）IRE・UAE４勝，Orby S‐L，愛ナ
ショナルＳ‐G1 ３着，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着

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

トーヨーサンダー（93牝 サクラチヨノオー）３勝，インディアＴ，美濃特
別２着，梅花賞２着，etc.

トーヨーサイレンス（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九島特別，
利根川特別３着

トーヨーイナズマ（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，サイネリア賞２着，
��１勝�

トーヨーリアル（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，渥美特別３着
［孫］ ゴッドセンド（02牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，日向特別，etc.，��１勝

�４勝�２勝，赤レンガ記念，高知県知事賞，etc.
スパイナルコード（04牡 ＊デヒア）�28 勝	２勝�
，珊瑚冠賞，建依別
賞，黒潮ダービー，etc.

ラインフォーク（03牡 ＊グラスワンダー）�10 勝，黒潮ダービー，黒潮菊
花賞２着，黒潮皐月賞２着

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈲マリオステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

270 グッドモーメント２０２０ �・鹿 ５／２５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤグッドモーメント ＊ブライアンズタイム

��
��
�エレガントタイム青鹿 2015 トーヨーサンバ

＊サンダードーム 3d
Fall Aspen S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エポカローザ（04 USA栗 El Prado）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－５（11）〕
トーレデエルクレス（08牡鹿 ディープインパクト）��５勝
サンデーサプライズ（10牡鹿 フジキセキ）�１勝�
パラプリュイ（11牝栗 ゼンノロブロイ）入着，�１勝
ラインキュート（12牝栗 ハーツクライ）�３勝
シャンティローザ（14牝青鹿 ダノンシャンティ）４勝，北大路特別（芝 1800），ト

ルマリンＳ（芝 1800）２着，パールＳ（芝 1800）３着，垂水Ｓ（芝 1800）３着，初
音Ｓ（芝 1800）３着，堀川特別（芝 1800）３着

エイシンエポカル（15牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝�入着３回�
ギョクリュウ（19牝芦 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 マリーンケリーMarlene Kelly（85 USA栗 Irish Castle）FR１勝
モンダMonda（93牝 Konigsstuhl）GER４勝
マーヴェリックMaverick（94	 Acatenango）GER８勝
メルツェーデスMercedes（96 牝 Nebos）GER１勝

ファストレインリリ Fast Lane Lili（03 牝 ＊ファスリエフ）FR３勝，P. Belle
de Nuit‐L ３着
アンダーザレイダーUnder the Radar（11 牡 Footstepsinthesand）FR・
QAT３勝，P. Isonomy‐L

マリMali（97 牡 Lando）ITY８勝

３代母 アレグレッタ Allegretta（78 GB栗 Lombard）GB・USA２勝，リングフィ
ールドオークストライアルＳ‐G3 ２着
アーバンシーUrban Sea（89牝 Miswaki）GB・FR・GER・USA・HKG８勝，凱

旋門賞‐G1，アルクール賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，etc.
ガリレオGalileo（98 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA６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
シーザスターズ Sea The Stars（06 牡 Cape Cross）GB・FR・IRE８勝，英ダー

ビー‐G1，英２０００ギニー‐G1，凱旋門賞‐G1，etc.，欧年度代表馬，種牡馬
＊キングズベスト（97牡 Kingmambo）GB・IRE３勝，英２０００ギニー‐G1，Acomb

S‐L，クレイヴァンＳ‐G3 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 八田ファーム＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2066
生 産 牧 場： 八田ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

271 エポカローザ２０２０ 牡・栗 ５／１２
＊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

＊

エルプラード Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�El Prado Lady Capuletエポカローザ マリーンケリー Irish Castle

��
��
�Marlene Kelly栗USA 2004 Allegretta

9h
Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ギオンゴールド（06鹿 ゴールドヘイロー）�12 勝�５勝���１勝・２勝�入着
��，習志野きらっとスプリント（Ｄ1000）３着，荒炎賞（Ｄ1500），九州ダービー
栄城賞（Ｄ2000），荒尾ダービー（Ｄ2000），ル・プランタン賞（Ｄ1800），etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
トウケイゴコウ（15牝鹿 ＊ロージズインメイ）１勝
フェノゴールド（17牡黒鹿 フェノーメノ）	��１勝

２代母 マルタカウィーラ（96鹿 ＊アレミロード）�１勝
ツルマルオーカン（03牡 ＊アルカング）
３勝��入着，ウイナーＣ３着
ココロノオアシス（04牡 ＊ミシル）�６勝��
ダートチープ（05牡 ＊ジェリ）�５勝�
ゴールドチャッピー（08牝 ゴールドヘイロー）�１勝
ビービーマグレブ（09牡 ゴールドヘイロー）��２勝
キョウエイヘンケル（10牡 ゴールドヘイロー）��１勝
トップオーラ（11牝 マヤノトップガン）�２勝�入着
ダンストンウィーラ（12牡 ＊グラスワンダー）�１勝
ウメマツサクラ（13牝 ゴールドヘイロー）入着３回，なずな賞２着，つわぶき賞３

着，�２勝，兵庫若駒賞２着
キングリーフィスト（15牡 ゴールドヘイロー）入着２回，	�１勝�４勝�５勝

��入着４回

３代母 ロングセピア（87鹿 マルゼンスキー）出走

４代母 ロングドーター（79鹿 ＊ハードリドン）３勝
［子］ ロングカイウン（93牡 ＊トニービン）６勝，七夕賞‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1

５着，箱根Ｓ，etc.
ロングワールド（92牡 ＊トロメオ）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，七
夕賞‐Jpn3 ３着，福島民報杯‐OP ３着，etc.

ロングシャーマン（91牡 サツカーボーイ）３勝，エメラルドＳ‐OP ３着，
白鷺特別，白鷺特別２着，etc.

［孫］ エジソン（06牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，
ライラック賞，日高特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲道見牧場＝日高町清畠 �01456-5-6552
生 産 牧 場： ㈲道見牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

272 ギオンゴールド２０２０ �・黒鹿 ４／ ４
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドギオンゴールド ＊アレミロード

��
��
�マルタカウィーラ鹿 2006 ロングセピア

＊ノルマニア 5i
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 クインズジュエリー（13鹿 ＊ハービンジャー）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ヒカリガサスホウヘ（19牝芦 エイシンヒカリ）���出走

２代母 マイスイートホーム（06黒鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
マイグレートレルム（12牡 ＊エンパイアメーカー）��３勝
マイキャラット（15牝 オルフェーヴル）１勝
サトノパーシヴァル（17牡 ディープインパクト）�出走，�３勝

３代母 ＊ホームスイートホーム（99 USA鹿 Seeking the Gold）USA出走
バーディバーディ（07牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ユニコーンＳ‐G3，フェブラリ

ーＳ‐G1 ３着，etc.，�１勝��入着２回�，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬
バーディーイーグル（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，むらさき賞，浜松特別，府

中Ｓ３着，etc.

４代母 アワカントリープレイスOur Country Place（92 USA黒鹿 Pleasant Colony）
不出走
［子］ プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，

ＢＣディスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ
‐G1 ２着，etc.

カントリーハイドアウェイ Country Hideaway（96牝 Seeking the Gold）
USA10 勝，ファーストフライトＨ‐G2（２回），ベッドオーロージズＨ
‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.

［孫］ ポイントオヴエントリー Point of Entry（08 牡 Dynaformer）USA９勝，
マンノウォーＳ‐G1，マンハッタンＨ‐G1，ガルフストリームパー
クターフＨ‐G1，etc.，種牡馬

パインアイランド Pine Island（03牝 Arch）USA４勝，アラバマＳ‐G1，
ガゼルＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1 ２着，etc.

ボカグランデ Boca Grande（04牝 A.P. Indy）USA４勝，カムリーＳ
‐G2，デムワゼルＳ‐G2，テストＳ‐G1 ２着，etc.

ヴァケイション Vacation（05牡 Dynaformer）USA・CAN４勝，ハン
シンＣ‐G3，サラナクＳ‐G3 ２着，Pass the Tab S２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 曾我 博＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2221
生 産 牧 場： 曾我 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

273 クインズジュエリー２０２０ �・鹿 ４／ ２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlクインズジュエリー ＊ブライアンズタイム

��
��
�マイスイートホーム鹿 2013 ＊ホームスイートホーム

1g
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 クリムゾンブーケ（06栗 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－１（２）〕
ダノンロッソ（14牡青鹿 ダノンシャンティ）�３勝，障害１勝
クリムゾンティアーズCrimson Tears（15 牝栗 ハーツクライ）AUS２勝
ブーケルージュBouquet Rouge（17牝黒鹿 キズナ）�FR出走
サブロンカズマ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
セイルオンセイラー（19牡黒鹿 ＊ドレフォン）�出走

２代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
クリムズンハウス（93牡 ＊キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別，五頭連峰

特別２着，瀬波特別３着，八海山特別３着，etc.
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�
１勝��入着３回�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，マー
キュリーＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1
（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念
‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウ
スＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，ベテルギウスＳ‐OP，etc.，�入着
���，佐賀記念‐Jpn3 ３着

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，ブリリアント
Ｓ‐L，etc.，��１勝�１勝���入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキ
ュリーＣ‐Jpn3，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

スギノフォルモーザ（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２勝
ジュリアビコー（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

274 クリムゾンブーケ２０２０ 牡・鹿 １／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリムゾンブーケ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ栗 2006 ＊スカーレツトインク

4d
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 クリーペル（06鹿 ＊タイキシャトル）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（27）〕
ミヤノレジェンド（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝
リボンナイト（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）障害１勝，�11 勝�入着２回
ミスターバッハ（15牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝��３勝，クラウンＣ（Ｄ1600）

２着，イノセントＣ（Ｄ1200）２着，サッポロクラシックＣ（Ｄ1200）３着
イキザマ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝�６勝
コンモートフーガ（18牡黒鹿 フリオーソ）��１勝	２勝
ヒエンディー（19牡鹿 アドマイヤムーン）�	出走

２代母 ＊プチアノ（94 USA芦 Rubiano）USA１勝
ラストパートナー（01牝 ＊エリシオ）１勝，�３勝��

ヒダルマ（15牡 スクリーンヒーロー）入着３回，�	13 勝��，摂津盃２着，
摂津盃

グラッドリー（03牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 プチェカPucheca（74 USA鹿 Tom Rolfe）不出走
タブロー Tableaux（78牝 Round Table）USA５勝，クリサンシマムＨ‐G3 ２着，

Violet H２着
スカッフルバーグ Scuffleburg（89 牡 Cox's Ridge）USA５勝，ペガサスＨ

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，種牡馬
トゥラウエル Trowel（79
 Blade）USA７勝，Regaey Island H３着
プラセPurace（80牝 Forli）IRE 入着３回

チェックパサー Checkpasser（93
 Silver Buck）USA８勝，Winter Quarte
rs S，Albany S‐R ３着，Alex M. Robb H‐R ３着，etc.

トレンディジェント Trendy Gent（81 牡 Nijinsky）GB・GER・NOR・SWE・D
EN７勝，Noble Dancer Vandrepremie‐L，Bergen Bank Aerespremie
‐L，Danish Eclipse S‐L ２着

バックビーン Buckbean（85牡 Buckfinder）USA17 勝，Cardinal H，Colu
mbus Classic H，Indiana S，etc.，種牡馬

４代母 リーガルグリーム Regal Gleam（64 USA黒鹿 Hail to Reason）USA８勝，
フリゼットＳ，セリマＳ，Blue Hen S，メイトロンＳ３着

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907

275 クリーペル２０２０ �・鹿 ２／２５

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンクリーペル
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ鹿 2006 Pucheca

1s
Tom Rolfe M4×S5 Hail to Reason M5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 コパノバウンシ（11栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��２勝�１勝�入着�，留守
杯日高賞（Ｄ1600），若草賞（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
ゲットイットサブ（18�青鹿 コパノリチャード）��入着２回

２代母 トリックアート（01黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
ハカタドンタク（10牡 ＊フレンチデピュティ）�７勝	入着�，オパールＣ，はまな

す賞，やまびこ賞，ＯＲＯＣ２着，桂樹杯２着，etc.
キモンイーグル（12牝 コパノフウジン）�３勝�	入着６回，若鮎賞

３代母 サクラギヤル（83鹿 ＊ノーザンテースト）１勝，おけさ特別３着
サクラエキスパート（93牡 サクラチヨノオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，函館記念

‐Jpn3 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.
レーヌダンサー（95牝 サクラホクトオー）３勝，相模湖特別，水郷特別２着，五泉

特別２着，etc.
ジョーテンオン（98牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ジョーイロンデル（05牝 ＊クロフネ）入着，�１勝�１勝��10 勝
，しらさぎ賞
ノーキディング（11牡 ＊パイロ）��６勝，戸塚記念２着，東京湾Ｃ２着

ウインジーニアス（00牡 バブルガムフェロー）２勝，京都新聞杯‐Jpn2 ３着，ドン
カスターＳ‐L ２着，ムーニーバレーレーシングＣ賞，etc.

４代母 シヤダイアンブリー（76黒鹿 ＊モデルフール）��１勝
［子］ アンブローシア（85牝 ＊ノーザンテースト）２勝，白菊賞

ダイナプリズム（84牝 ＊ノーザンテースト）２勝，さくらんぼ賞３着
バロール（87牡 ＊ノーザンテースト）３勝，豊後特別３着

［孫］ エアチャリオット（91� サクラユタカオー）４勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，
ＢＳＮオープン‐OP，ジュニアＣ‐OP，etc.

キングファラオ（90牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，神戸新聞杯‐Jpn2 ３着，
菊花賞‐Jpn1 ４着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.

チゴイネルワイゼン（97牝 ＊ティンバーカントリー）５勝，オーロＣ‐OP
２着，ＴＶ埼玉杯，清里特別，etc.

［曾孫］ セレスロンディー（07牡 ＊プリサイスエンド）３勝，シンザン記念‐G3 ３
着，こぶし賞３着，千両賞３着

販売申込者・所有者： 伊藤 敏明＝新ひだか町静内浦和 �090-8901-4217
生 産 牧 場： 伊藤 敏明
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

276 コパノバウンシ２０２０ �・栗 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターコパノバウンシ ダンスインザダーク

��
��
�トリックアート栗 2011 サクラギヤル

＊アンブリー 7
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 サンデーメモリー（02栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－９（25）〕
バトルロワイヤル（07牡鹿 ＊クロフネ）��１勝�５勝�
ナスノハクホウ（08牡芦 アドマイヤコジーン）��２勝
ドンペリブルー（09牝栗 ジャングルポケット）�１勝
ドレミ（10牡芦 ＊クロフネ）�３勝�３勝�入着２回��
ダンディドライブ（12牡栗 マイネルセレクト）��１勝
フリフリバード（14牝栗 フリオーソ）��１勝�
ミスマンマミーア（15牝栗 タニノギムレット）４勝，日経新春杯‐G2 ２着，大阪

―ハンブルクＣ‐OP（芝 2600），コスモス賞‐OP（芝 1800）２着，烏丸Ｓ
（芝 2400），木曽川特別（芝 2200），六社Ｓ（芝 2400）３着，三田特別（芝 2400）
３着，�２勝��入着，黒潮盃（Ｄ1800）３着，フローラルＣ（Ｄ1600）

ステイサム（16牡鹿 ルースリンド）��入着７回	１勝��入着２回�
ドリームアイ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��５勝

２代母 タヤスメモリー（91栗 Woodman）不出走
タヤスバラード（96牡 ＊トニービン）３勝，烏丸Ｓ２着，松前特別３着
タヤスアストレア（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
タヤスカラベル（98牡 トウカイテイオー）２勝
タヤスリビエラ（00
 タヤスツヨシ）障害１勝，�１勝�
ヒカリマーガレット（04牝 ＊フレンチデピュティ）３勝

ヒカリトップメモリ（13牝 ＊ハービンジャー）２勝，八海山特別３着
トップオブパンチ（06牡 ダンスインザダーク）４勝，大島特別３着，成田特別３着
ケンタッキーロード（08牡 タヤスツヨシ）１勝

３代母 ＊アストレアⅡ（81 FR芦 ＊ベリフア）ITY・USA６勝，P. Po‐L，P. Torri
cola‐L，P. Sette Colli‐L，伊オークス‐G1 ３着，伊１０００ギニー‐G1 ３着，etc.
ドンドゥークDondook（90
 Woodman）FR２勝，P. Nimbus‐L ２着

４代母 オリージャHollydja（71 FR黒鹿 Djakao）FR１勝，FR障害３勝
［孫］ ゴールドアンドスティールGold and Steel（92 牡 Shining Steel）FR・

USA８勝，ディクシーＨ‐G2，サンフランシスコマイルＨ‐G2，アメ
リカンダービー‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲スイートファーム＝様似町田代 �0146-36-4609
生 産 牧 場： ㈲スイートファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

277 サンデーメモリー２０２０ �・栗 ３／２３

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellサンデーメモリー Woodman

��
��
�タヤスメモリー栗 2002 ＊アストレアⅡ

9f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ケージーホマレ（06黒鹿 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（19）〕
ケージーモンブラン（10牡鹿 ＊クロフネ）入着，��入着��７勝
ケージープリサイス（11牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）入着２回，��１勝
ウッチーイモン（14牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��１勝
パラレルワールド（15牝鹿 エスポワールシチー）�１勝�入着
ムーランアジュール（17牝鹿 キングヘイロー）���４勝�３勝
ベニノサンフラワー（18牝鹿 ＊ノボジャック）���１勝

２代母 ＊ケージービューティ（93 USA鹿 Private Account）不出走
ケージープリンセス（97牝 ＊ティンバーカントリー）出走

ケージーフジキセキ（01牡 フジキセキ）４勝，若葉Ｓ‐L ３着，若草Ｓ‐OP ２
着，若駒Ｓ‐OP ２着，春日特別，つばき賞，etc.

ケージーダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，加古川特別，ながつきＳ２
着，納屋橋Ｓ２着，八坂特別３着，沈丁花賞３着，�２勝

ケージーエリシオ（01牡 ＊エリシオ）１勝，�３勝
テイエムグンカン（12牡 カネヒキリ）４勝，伊勢特別，愛宕特別，初夢Ｓ２着

３代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着
スカイビューティ Sky Beauty（90 牝 Blushing Groom）USA15 勝，エイコーンＳ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，アラバ
マＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，ゴー
フォーワンドＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，etc.

アワカントリープレイスOur Country Place（92牝 Pleasant Colony）不出走
プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ

ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.
サイレンスビューティ Silence Beauty（97 牝 ＊サンデーサイレンス）IRE入着

テイルオヴエカティ Tale of Ekati（05 牡 Tale of the Cat）USA５勝，ウッド
メモリアルＳ‐G1，シガーマイル‐G1，ジェロームＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

278 ケージーホマレ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２８

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイケージーホマレ
＊ Private Account

��
��
�ケージービューティ黒鹿 2006 ＊メイプルジンスキー

1g
Nijinsky M4×M4 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クレールドリュヌ（09栗 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ノースガッツ（14牡栗 ディープスカイ）���２勝
ケイティーセキトバ（15牡栗 ＊ヘニーヒューズ）���８勝
ロマンエクスプレス（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）���１勝
アフリカンサウンズ（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ＊ルークラティブ（98 USA栗 Seeking the Gold）FR２勝
プロフィタビリティ Profitability（05 牝 Cherokee Run）GB・USA３勝，City o

f Phoenix S２着，Chandler S２着
カロライナジャスミン Carolina Jasmine（12牝 Line of David）USA６勝，

Letellier Memorial S２着
プラータオプローモ Plata O Plomo（14� Paddy O'Prado）�UAE・SWE９勝，

Norra Skanska Regementets Minneslopning‐L，PrammsMemorial
‐L，Nickes Minneslopning‐L ２着，Norra Skanska Regementets M
inneslopning‐L ３着，PrammsMemorial‐L ３着

バンクマージャー Bank Merger（07 牡 Consolidator）USA・UAE４勝，Galla
nt Bob S‐L，キングズビショップＳ‐G1 ２着，IslandWhirl S２着

バンカーズギャル（16牝 アドマイヤムーン）�５勝

３代母 バンカーズレイディ Banker's Lady（85 USA栗 Nijinsky）USA８勝，トッ
プフライトＨ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ベッドオーロージ
ズＨ‐G2，ロングルックＨ‐G2，etc.
バンカーズゴールド Banker's Gold（94 牡 ＊フォーティナイナー）USA６勝，トムフ

ールＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，メトロポリタンＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ソサイエティコラム Society Column（96牝 Seeking the Gold）USA出走

レイテストスクープ Latest Scoop（05牝 Tiznow）USA１勝
＊パーソナルダイアリー（11牝 City Zip）USA・CAN３勝，デルマーオーク

ス‐G1，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，リグレットＳ‐G3
２着，etc.

スイートチャリティ Sweet Charity（99 牝 A.P. Indy）USA１勝
チャリティーベル Charity Belle（06 牝 ＊エンパイアメーカー）GB・FR２勝，

ノネット賞‐G3

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

279 クレールドリュヌ２０２０ 牡・栗 ３／２５

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズクレールドリュヌ
＊ Seeking the Gold

��
��
�ルークラティブ栗 2009 Banker's Lady

1l
Seeking the Gold S3×M3 Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5
Buckpasser S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 クールアイランド（15青鹿 ハットトリック）出走
初仔

２代母 ＊シェイクズセレナーデ（06 USA芦 Unbridled's Song）USA３勝
ショウナンバビアナ（16牝 ディープインパクト）�３勝，ＴＶ山梨杯，多摩川Ｓ３着
ハーツラプソディ（18牝 ハーツクライ）�１勝

３代母 デザートストーマーDesert Stormer（90 USA鹿 Storm Cat）USA７勝，Ｂ
Ｃスプリント‐G1，ラスフローレスＨ‐G3，ランチョベルナルドＨ‐G3，Cami
lla Urso H‐L，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
サハラゴールド Sahara Gold（97牝 Seeking the Gold）USA４勝，ボーモントＳ

‐G2，Eliza S‐L，Hurricane Bertie S‐L ２着，etc.
フォレストシティガール Forest City Girl（02 牝 Deputy Minister）不出走
アウトスカートレイディOutskirt Lady（07牝 Purge）USA・PAN２勝，
P. Jose A. Perez y Bernabe Perez F.‐L，P. German Ruiz Barrancos
‐L ２着

サハラヒート Sahara Heat（04 牡 A.P. Indy）USA・CAN３勝，マリーンＳ
‐G3，種牡馬

エンリッチメントEnrichment（08 牝 Ghostzapper）USA入着４回
リブレータ Libreta（13 牝 Girolamo）USA２勝，New York Stallion S‐R
エスティダーフ Estihdaaf（16 牡 Arch）�GB・UAE２勝，ＵＡＥ２０００ギ
ニー‐G3

ベターラッキー Better Lucky（09牝 Ghostzapper）USA６勝，メイトリアー
クＳ‐G1，ファーストレイディＳ‐G1，サンズポイントＳ‐G2，etc.

ファイナルフロンティア Final Frontier（15� Ghostzapper）�USA４勝，B
elmont Turf Sprint Invitational S‐L，Lucky Coin S‐R ２着

エンセナダ Ensenada（01牝 Seeking the Gold）USA３勝，Phoenix S２着
レンディションRendition（07牝 A.P. Indy）USA１勝
ブラックオプス Black Ops（13� ＊ハードスパン）�USA７勝，Budwe
iser Special H（２回），Winsham Lad H３着

カシノホスト Casino Host（08 牡 Dynaformer）USA４勝，デルマーＨ‐G2，マ
ーヴィンＨムニスメモリアルＨ‐G2，エディリードＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011

280 クールアイランド２０２０ 牡・青 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハットトリック ＊トリッキーコードクールアイランド
＊ Unbridled's Song

��
��
�シェイクズセレナーデ青鹿 2015 Desert Stormer

21a
サンデーサイレンス S3×M3 Damascus M5×M5

価格： 購買者：



母 グレースローラ（12栗 ＊アサクサデンエン）�１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
カガヤキファイター（19牡栗 トゥザグローリー）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

マレボシメモリアル２着，堀川特別３着，障害１勝

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

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

セノエシンゲキ（85牡 ＊マラケート）１勝，須賀川特別３着

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

281 グレースローラ２０２０ �・栗 ５／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�リンダムーン栗 2012 グレースシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×M5 Halo S4×M5 Nureyev S4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 コハルタイム（04鹿 ＊キャプテンスティーヴ）��３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
コハルボルト（10牡黒鹿 ＊ケイムホーム）��３勝
ユウワン（11牡黒鹿 フサイチリシャール）��２勝
コスモシュアー（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�４勝��
サーチライト（16牝青鹿 ＊ロージズインメイ）��２勝�入着８回��
コハルポケット（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��入着６回�入着
ソーラーストーム（18牡黒鹿 リアルインパクト）出走，�地方未出走
ハーモニーオリオン（19牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 シーウォリアー（95黒鹿 Clever Trick）入着

３代母 ＊クレアーズオピニオン（90 USA鹿 Devil's Bag）USA入着
アフリートダンサー（96牝 ＊アフリート）不出走

シルクレセプション（05牡 マーベラスサンデー）３勝，駒場特別３着
パインアヤカ（97牝 アンバーシヤダイ）１勝

シゲルエボシダケ（06牡 ＊チーフベアハート）３勝，陸奥湾特別，湯川特別２着，
金山特別２着，etc.

クリサンテーム（99牝 ＊コマンダーインチーフ）出走
エーティーボス（04	 ナリタトップロード）５勝，関ケ原Ｓ，名古屋日刊スポ

ーツ杯，太宰府特別，etc.
ゴールドハリアー（14牝 ネオユニヴァース）�８勝�，石川ダービー２着，加

賀友禅賞３着，北日本新聞杯３着，etc.

４代母 デューティダンスDuty Dance（82 USA鹿 Nijinsky）USA７勝，ダイアナ
Ｈ‐G2，ボーゲイＨ‐G3，Martha Washington H‐L，マンノウォーＳ‐G1
２着，ロングアイランドＨ‐G2 ２着，etc.
［子］ パーティマナーズ Party Manners（91 牡 Private Account）USA６勝，

ワイドナーＨ‐G3，種牡馬
［孫］ プロシードビー Proceed Bee（06	 Bernstein）USA20 勝，ホーソーン

ダービー‐G3，Prairie Meadows H‐L，John Battaglia Memori
al S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 木田 茂雄＝新ひだか町静内神森 �0146-42-0139
生 産 牧 場： 林 博道
飼 養 者： 林 博道＝新冠町万世 �090-7050-3381

282 コハルタイム２０２０ 牡・栗 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteコハルタイム Clever Trick

��
��
�シーウォリアー鹿 2004 ＊クレアーズオピニオン

8h
Halo S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コーリングオブラブ（07栗 キングカメハメハ）１勝，�２勝��２勝�入着７回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 フローレス（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，古町特別３着，�１勝
クリールタイラント（08牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
プリモアモーレ（09牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
マテリアライズ（10牝 キングカメハメハ）��１勝
エリーザベスト（11牝 ＊クロフネ）２勝
フローレススカイ（13牝 ＊クロフネ）入着，�２勝

３代母 ＊シジェームサン（92 USA黒鹿 Septieme Ciel）FR・USA７勝，サンゴルゴニ
オＨ‐G2，ダリアＨ‐G2，アシーニアＨ‐G3，P. de Bagatelle‐L，Hanshin
H‐L ２着，etc.
セレブ（98� GoneWest）４勝，竜飛崎特別，晩秋特別２着
ボールドブライアン（99� ＊ブライアンズタイム）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，函館ス

プリントＳ‐Jpn3 ２着，石清水Ｓ，etc.
メイクヒストリー（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，エルフィンＳ‐OP ３着

ティリアンパープル（10牝 ジャングルポケット）障害２勝，新潟ジャンプＳ
‐JG3，新潟ジャンプＳ‐JG3 ３着

アサギリジョー（14牡 ジャングルポケット）１勝，山吹賞３着，葉牡丹賞３着
ミルフィアタッチ（06牝 キングカメハメハ）３勝，小名浜特別２着

カサーレ（15牝 マンハッタンカフェ）�１勝，四国新聞杯３着，夕月特別３着，
�３勝

ルージュマジック（08牝 ＊アフリート）��２勝
ヒメタチバナ（13牝 ナカヤマフェスタ）２勝，南相馬特別，フルーツラインＣ

２着，桑折特別２着，etc.

４代母 サマレクス Samalex（82 GB鹿 Ela‐Mana‐Mou）FR２勝，ペネロープ賞
‐G3 ３着，サンロマン賞‐G3 ３着

５代母 パンパスミスPampas Miss（74 USA栗 Pronto）GB・FR出走
［孫］ ムドゥドゥMdudu（91牡 Mtoto）FR・SPA10 勝，サンセバスティアン金

杯‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

283 コーリングオブラブ２０２０ 牡・栗 ４／１９

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスコーリングオブラブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フローレス栗 2007 ＊シジェームサン

9f
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊ゴールドフェスタ（08 USA黒鹿 Medaglia d'Oro）�入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
セクシーセディー（13牝鹿 スズカマンボ）���５勝�１勝�２勝
デフィ（14牡鹿 ＊タートルボウル）�１勝
ラストマンボ（16牝黒鹿 スズカマンボ）��入着３回��１勝
ゴールドハイウェイ（17牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝
スティールフェスタ（18牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��３勝
モモサン（19牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

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

＊トゥービーハッピー（10牝 Bernardini）��４勝
ハヤブサザムライ（14牡 ＊サウスヴィグラス）�９勝��３勝�１勝
テイクユアハート（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��１勝	３勝��３勝
ハクナマタタ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，��３勝��
ディーエスノレッジ（17牡 ゴールドアリュール）���１勝
スティールストーム（18牡 ＊シニスターミニスター）���３勝�２勝

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

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

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

着，etc.
スリーケープ（97牝 ＊ミシル）１勝

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

サントシエロ（98� ＊アサティス）２勝，千歳特別３着，�２勝

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

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

販売申込者・所有者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
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 �0146-45-0189

284 ゴールドフェスタ２０２０ �・芦 ４／３０
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�フェスティバル黒鹿USA 2008 ノースケープ

＊アマリテユード 2f
Damascus S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 サクラメガマックス（04鹿 ＊クロフネ）�１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－６（29）〕
サクラビクトワール（10�鹿 サクラローレル）１勝，�13 勝�入着���
サクラエルカミーノ（11牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��１勝
ガールズ（12牝鹿 ＊グラスワンダー）��４勝
ワンダフルワンダー（13牡鹿 サクラオリオン）��２勝
イヴレア（14牡栗 ローエングリン）��８勝
ハシュマル（18牝鹿 ＊ベーカバド）�	入着２回
ピロコギガマックス（19牝鹿 ホッコータルマエ）��１勝

２代母 サクラメガ（98栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記念‐G3，鳴

尾記念‐Jpn3，Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，カシオペアＳ‐L，etc.，種牡馬
サクラメガスター（06牡 サクラローレル）１勝
サクラアンプルール（11牡 キングカメハメハ）４勝，札幌記念‐G2，中山記念‐G2

２着，日経賞‐G2 ３着（２回），函館記念‐G3 ２着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.，

２勝，種牡馬

３代母 サクラクレアー（82鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着
サクラヤマトオー（88牡 サクラユタカオー）４勝，オールカマー‐Jpn3 ２着，共同

通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，ホープフルＳ‐OP，etc.
サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣＣ‐Jpn2，

中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラヒーロー（91牝 サクラユタカオー）不出走

サクラローズマリー（06牝 サクラプレジデント）３勝，スイートピーＳ‐L ２着，
忘れな草賞‐OP ３着，御室特別，etc.

サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

サクラプレステージ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，ＵＨＢ杯‐OP ３着，おお
ぞら特別２着
サクラプレジール（10牝 サクラプレジデント）２勝，フラワーＣ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2036
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

285 サクラメガマックス２０２０ �・栗 ４／ ６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサクラメガマックス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラメガ鹿 2004 サクラクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊サセッティ（03 IRE 栗 Selkirk）GB出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－６（20），地方－２（16）〕
レッドセインツ（08牡鹿 ディープインパクト）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ３着，北辰

特別（芝 2000），はなみずき賞（芝 1800），逢坂山特別（芝 1800）２着，筥崎特別
（芝 2000）２着，春日特別（芝 1800）３着

レッドセシリア（10牝黒鹿 ハーツクライ）５勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
３着，ユートピアＳ（芝 1600），ＨＴＢ杯（芝 1800），ＴＶ山梨杯（芝 1600），
レインボーＳ（芝 2000）２着，初音Ｓ（芝 1600）２着（２回），五稜郭Ｓ（芝 1800）
３着，十和田湖特別（芝 1800）３着

レッドカイザー（11�黒鹿 ゼンノロブロイ）３勝，小倉城特別（芝 2000），英彦山
特別（芝 2000），玄海特別（芝 2000）２着，宮崎特別（芝 2000）２着，兵庫特別
（芝 2400）３着，エリカ賞（芝 2000）３着

レッドライジェル（12�鹿 ディープインパクト）４勝，立冬特別（芝 1600），山吹
賞（芝 2200），元町Ｓ（芝 1600）３着，障害１勝

レッドゼルク（13牡栗 ＊カジノドライヴ）入着，�１勝�４勝�10 勝
レッドルチア（14牝黒鹿 ディープインパクト）２勝，須賀川特別（芝 1200）３着
レッドクレオス（16牡栗 ハーツクライ）�３勝
フローラルキスミー（17牝栗 スピルバーグ）�１勝

２代母 マイポターズMy Potters（87 USA鹿 Irish River）IRE１勝，McDonagh
Boland S‐L ３着
カーライルベイ Carlisle Bay（94牡 Darshaan）GB・IRE１勝，キラヴランＳ‐G3

３着
ウィノナWinona（95牝 Alzao）GB・FR・IRE・USA２勝，愛オークス‐G1，コ

ロネイションＳ‐G1 ３着，愛パークＳ‐G3 ２着
アザラウアク Azarouak（01� ＊デインヒル）IRE・USA２勝，Walnut Creek S

２着

３代母 マイビューパーズMy Bupers（67 USA黒鹿 Bupers）USA入着４回

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： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

286 サセッティ２０２０ �・栗 ５／ ２
＊ 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

＊

セルカーク Sharpen Up

�
�
�
�
�

��
��

�Selkirk Annie Edgeサセッティ マイポターズ Irish River

��
��
�My Potters栗IRE 2003 My Bupers

6a
Sharpen UpM3×S4

価格： 購買者：



母 サワヤカムスメ（12鹿 ネオユニヴァース）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ディーバダンス（17牝鹿 トーセンジョーダン）入着，��２勝��入着
エグゼクティブラン（19牝鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 サワヤカスズカ（97鹿 サクラバクシンオー）２勝
サワヤカラスカル（05牝 ラスカルスズカ）５勝，道頓堀Ｓ，うずしおＳ，君子蘭賞，

うずしおＳ２着，道頓堀Ｓ２着
スズカジョンブル（09牡 ジャングルポケット）３勝
サンレイロッキー（11牡 ゼンノロブロイ）１勝
サワヤカフェスタ（14牝 ナカヤマフェスタ）入着２回，�２勝
サワヤカタイド（15牡 ブラックタイド）�４勝
マイネルチューダ（17牡 マツリダゴッホ）�１勝，大牟田特別２着

３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，etc.
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

４代母 ダンシングフアイタ（78黒鹿 ＊ダンシングキヤツプ）５勝，中山牝馬Ｓ，京王杯
オータムＨ２着，ニューイヤーＳ‐OP，福島民報杯‐OP，アクアマリンＳ，�９勝
［子］ 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.
［孫］ 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
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

［曾孫］ ウインガナドル（14牡 ステイゴールド）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3
２着，関越Ｓ‐OP ２着，むらさき賞，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

287 サワヤカムスメ２０２０ �・鹿 ３／２７

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスサワヤカムスメ サクラバクシンオー

��
��
�サワヤカスズカ鹿 2012 ダンシングスズカ

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

価格： 購買者：



母 ジーエスレインボー（01鹿 ＊トーヨーレインボー）�７勝��５勝�入着，サラ・
クイーンＣ（Ｄ1600）２着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－７（51）〕
ジーエスガガ（08牝鹿 ＊アジュディケーティング）��１勝
シンゼンレインボー（09牡鹿 ＊スタチューオブリバティ）��８勝
ハルイチバン（10牡黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）�12 勝�13 勝，六甲盃
（Ｄ2400）（２回），園田金盃（Ｄ1870）２着，姫山菊花賞（Ｄ1700）２着，兵庫大
賞典（Ｄ1870）２着，菊水賞（Ｄ1700）３着

シンゼンジャイアン（12牡鹿 ＊ジャイアントレッカー）�４勝��入着２回�
シンゼンスタチュー（13�黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）４勝，橿原Ｓ（Ｄ1200）３着
シンゼンキング（14�黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着４回，�２勝��
シンゼンアイル（15牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着３回，�３勝
シンゼンブースター（16�栗 オルフェーヴル）�２勝
シンゼンハッピー（17牡黒鹿 ＊パイロ）��８勝
シンゼンミラクル（18�鹿 ホッコータルマエ）�１勝

２代母 ハッピーマドンナ（97栗 ＊アフリート）不出走

３代母 コンアモール（92栗 ＊アサティス）入着７回
ペルファヴォーレ（97牝 ＊アフリート）�入着

サチノスイーティー（03牝 カリスタグローリ）５勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3，オーシャンＳ‐Jpn3 ２着，etc.，	１勝�
入着２回，かきつ
ばた記念‐Jpn3 ２着

ナニハトモアレ（06牡 ＊ブラックホーク）４勝，アンタレスＳ‐G3 ２着，マー
チＳ‐G3 ２着，霜月Ｓ‐L ２着，etc.

ビーボーン（03牝 ＊テンビー）１勝，呉竹賞３着，�３勝��，リリーＣ，赤レンガ
記念３着，etc.

パルパディア（04牡 ＊カリズマティック）�１勝��２勝�入着３回，戸塚記念２着

４代母 ブロケード（78栗 ＊イエローゴツド）６勝，桜花賞，阪神４歳牝馬特別，スプ
リンターズＳ，牝馬東タイ杯，安田記念２着（２回），etc.
［孫］ マイシーズン（96牡 ＊ホワイトマズル）３勝，�１勝�入着����，グラ

ンシャリオＣ‐Jpn3，名古屋優駿‐Jpn3 ２着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

288 ジーエスレインボー２０２０ �・鹿 ５／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�トーヨーレインボー DoubleWiggleジーエスレインボー ＊アフリート

��
��
�ハッピーマドンナ鹿 2001 コンアモール

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ショウナンダズル（15青鹿 ＊シャンハイボビー）�２勝
初仔

２代母 ＊パスオブドリームズ（10 USA栗 Giant's Causeway）USA１勝
クラヴァシュドール（17牝 ハーツクライ）�１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，サウジアラビアＲＣ‐G3 ２着，米子
Ｓ‐L ３着，桜花賞‐G1 ４着

ノースザワールド（18牡 ディープインパクト）�２勝

３代母 パスオヴサンダー Path of Thunder（01 USA鹿 ＊サンダーガルチ）USA６
勝，Golden Pond S‐R，Princess Mora S２着
イキサイティッド Excited（08牝 Giant's Causeway）USA３勝，ヴァージニアオ

ークス‐G3，Hilltop S，リグレットＳ‐G3 ２着，etc.
スリルド Thrilled（13牝 Uncle Mo）USA・CAN２勝，Sunland Park Plum Pr

etty S，デムワゼルＳ‐G2 ２着，ミスグリジョＳ‐G3 ２着，etc.
ウェイトティルドーンWait Til Dawn（09牝 Giant's Causeway）USA・CAN２

勝，Suncoast S

４代母 ドリナDrina（88 USA鹿 Regal and Royal）USA11 勝，Vizcaya H‐L，
Aspidistra H‐L ２着，Miss Tropical H‐L ２着
［子］ スペイン Spain（97 牝 ＊サンダーガルチ）USA９勝，ＢＣディスタフ‐G1，

ラブレアＳ‐G1，フルールデリスＨ‐G2，etc.
プエルトバヌス Puerto Banus（99 牡 Supremo）USA５勝，サンルイス
オビスポＨ‐G2，サンセットＨ‐G2，Sham S‐R ２着，種牡馬

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

［孫］ プラン Plan（05牡 Storm Cat）GB・IRE・USA２勝，愛インターナショ
ナルＳ‐G3，セクレタリアトＳ‐G1 ２着，種牡馬

ドリームザインポッシブルDreamtheimpossible（06牝 Giant's Causeway）
GB・IRE１勝，Flame of Tara S‐L，フィリーズマイル‐G1 ３着

［曾孫］ レイディガロア Lady Galore（17 牝 Raven's Pass）�FR２勝，P. Rev
es d'Or‐J. Bouchara‐L

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

289 ショウナンダズル２０２０ �・黒鹿 ４／ ６
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

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

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Harlan's Holiday

�
�
�
�
�

��
��

�シャンハイボビー Steelin'ショウナンダズル
＊ Giant's Causeway

��
��
�パスオブドリームズ青鹿 2015 Path of Thunder

9f
Storm Cat M4×M5

価格： 購買者：



母 シャンパンカクテル（15鹿 ＊ワークフォース）不出走
初仔

２代母 シャンパンフルート（05芦 ＊クロフネ）１勝
オーヴィレール（13牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，鞍馬Ｓ‐OP ２着，彦根Ｓ，瀬

戸内海特別，駿風Ｓ２着，長篠Ｓ２着（２回），etc.
ブレーメン（14牝 ＊コンデュイット）�１勝�１勝
シャンパンクーペ（16牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，伊勢Ｓ，鷹取特別，甲南Ｓ

２着，與杼特別２着，鈴鹿Ｓ３着，etc.
シャルドネ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

３代母 トランシーフレーズ（98鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
トーキングドラム（10牡 キングカメハメハ）５勝，阪急杯‐G3，新春Ｓ，トリトン

Ｓ２着，etc.

４代母 ＊アンスチユアート（80 USA鹿 Lyphard）不出走
［子］ ベイトン Beyton（89牡 Alleged）GB・GER・USA５勝，キングエドワ

ード七世Ｓ‐G2，サンセットＨ‐G2 ３着，オイローパシャンピオナ
ート‐G3 ２着，etc.，種牡馬

アンアレッジド Ann Alleged（85牝 Alleged）USA５勝，ビウィッチＳ
‐G3 ３着，Penn National BC H３着

［孫］ オブセッシヴObsessive（93 牝 Seeking the Gold）GB・IRE１勝，O
h So Sharp S‐L ２着，ミュージドラＳ‐G3 ３着

イツアシークレット It's A Secret（98 牝 Polish Precedent）GB２勝，
Virginia S‐L ２着

［曾孫］ エクセレントアート Excellent Art（04 牡 Pivotal）GB・FR・IRE・USA
・HKG４勝，セントジェイムズパレスＳ‐G1，ミルリーフＳ‐G2，
Sandown National S‐L，etc.，種牡馬

シークレットウィットネス SecretWitness（06� Pivotal）GB・IRE５
勝，Golden Rose S‐L ２着，ベンゴーフＳ‐G3 ３着

カスレ Cassoulet（05 牡 Distorted Humor）USA５勝，Donald Levin
e Memorial H‐L ２着

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

290 シャンパンカクテル２０２０ �・鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonシャンパンカクテル ＊クロフネ

��
��
�シャンパンフルート鹿 2015 トランシーフレーズ

＊アンスチユアート 23b
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サンアイブライト（04鹿 スペシャルウィーク）１勝，桑折特別（芝 1800）２着，ゆ
りかもめ賞（芝 2400）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（４）〕
グローリアスレーブ（13牡栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ミヤコギムレット（14�鹿 タニノギムレット）障害１勝
ハーモニーフェイズ（16牡栗 ＊クロフネ）��１勝
グローリアスフィル（17牝鹿 ＊キングズベスト）���１勝��入着５回
グローリアステレサ（18牝鹿 フリオーソ）��１勝�

２代母 パルブライト（92鹿 ＊ペイザバトラー）３勝，函館記念‐Jpn3，新潟記念
‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ３着，巴賞‐OP，etc.，��５勝，大井記念，etc.
パルキセキ（01牡 フジキセキ）�４勝
チヨノビンコ（02牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

ルナロッソ（06牝 キングヘイロー）３勝，十日町特別３着
アティロン（08牝 サクラプレジデント）１勝，�６勝��，嘉瀬川賞，唐津湾

賞，六角川賞２着
フクノグリュック（12牡 ダンスインザダーク）４勝，桑園特別，檜山特別２着，

天の川賞２着，	２勝�入着，高知県知事賞３着
サインオブゴッド（03牡 スペシャルウィーク）４勝，ホンコンＪＣＴ，筑前特別３

着，陸奥湾特別３着，湯川特別３着，水仙賞３着，etc.，
１勝
サンデーギャロップ（05牝 マーベラスサンデー）�２勝�入着４回��
パルクエスト（06牝 ＊コロナドズクエスト）３勝，メルボルンＴ３着
マイネルアズワン（13牡 ブラックタイド）�１勝

３代母 マチカネイナナキ（84鹿 ＊モガミ）入着２回

４代母 ビンテージ（75鹿 ＊ミンスキー）５勝，４歳抽せん馬特別‐OP，鷹取特別，西
日本新聞杯
［子］ マチカネヒメギミ（86牝 ＊ノーアテンシヨン）２勝，米沢特別２着

５代母 タカハロウ（65鹿 ＊ハロウエー）不出走
［子］ エビチカラ（73牡 ＊マロツト）��11 勝，東京大賞典，東京盃，東京大賞

典２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453
生 産 牧 場： ㈱ホース・マネジメント・ボス
飼 養 者： ㈱ホース・マネジメント・ボス＝新冠町万世 �0146-49-5453

291 サンアイブライト２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールサンアイブライト ＊ペイザバトラー

��
��
�パルブライト鹿 2004 マチカネイナナキ

＊フリツターサン 9e
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 サンジャンドリュズ（13青鹿 スクリーンヒーロー）�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ペイバスク（18牝栗 トーセンジョーダン）��１勝�

２代母 エイシンサンデリー（00黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�入着２回
ファイアアロー（08牡 オンファイア）１勝
マンオブザマッチ（09牡 ＊エイシンワシントン）�１勝��１勝
ケープオブホープ（11牝 エイシンサンディ）１勝，�６勝��
ノンストップダイヤ（15牝 アサクサキングス）��出走�１勝

３代母 ＊エイシンシンシアナ（95 USA黒鹿 Storm Cat）３勝
＊セントルイスガール（03牝 Silver Hawk）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，フェニッ

クス賞‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
エーシンミズーリ（08牡 マンハッタンカフェ）６勝，米子Ｓ‐L，ポートアイラ

ンドＳ‐L ２着，難波Ｓ，etc.
エーシンセノーテ（10牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，フェニックス賞‐OP

＊エーシンコンファー（05牝 Dynaformer）４勝，豊明特別，利尻特別，八坂Ｓ３着
エイシンジルコン（13牝 ディープインパクト）入着６回，石打特別２着

エーシンマイェスタ（10牡 スペシャルウィーク）５勝，朱雀Ｓ，鷹ケ峰特別，知立
特別２着，etc.

４代母 バイランドバイシー By Land by Sea（84 USA鹿 Sauce Boat）USA10 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，ミレイディＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，エルエン
シノＳ‐G3，ルイヴィルＢＣＨ‐G3，etc.
［子］ ファハル Fahal（92 牡 Silver Hawk）GB・USA・UAE４勝，ローズオヴ

ランカスターＳ‐G3，Stardom S‐L，セレクトＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

［孫］ ボーブルクイーン Bauble Queen（08牝 Arch）USA３勝，ロバートＪフ
ランケルＳ‐G2，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，Sandy Blue H
‐L ２着，etc.

レミントン Leamington（05牝 Pleasant Tap）GB・USA４勝，Vood
oo Dancer S‐R

販売申込者・所有者： 野表 俊一＝浦河町野深 �0146-27-4327
生 産 牧 場： 野表 俊一
飼 養 者： 野表 俊一＝浦河町野深 �0146-27-4327

292 サンジャンドリュズ２０２０ �・芦 ４／１８

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊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サンジャンドリュズ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エイシンサンデリー青鹿 2013 ＊エイシンシンシアナ

11
サンデーサイレンス S3×M4 Roberto M4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 サンマルセイコー（03黒鹿 ビワタケヒデ）４勝，関越Ｓ‐L（Ｄ1800）３着，東北Ｓ
（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
サンマルトゥーレ（13牡芦 キャプテントゥーレ）入着３回，�３勝�１勝
サンマルライバル（14牡青鹿 アンライバルド）１勝，��入着
サンマルスター（15牡栗 トーセンホマレボシ）��２勝�２勝�入着３回
サンマルエトワール（16牝黒鹿 トーセンホマレボシ）�１勝
サンマルサクセス（17牡青鹿 マツリダゴッホ）��入着
サンマルアン（18牝栗 アンライバルド）��出走
ジュンツーポイント（19牡黒鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ワンセイコー（93栗 アスワン）入着，�７勝�11 勝�３勝�，佐賀競馬ＬＪ特別
サンマルアタック（04牡 ＊ホークアタック）�３勝�	
サンマルキング（07牡 ＊デザートキング）�	２勝�入着４回
サンマルヴィエント（08牡 オンファイア）入着９回，�２勝
サンマルミニスター（09牡 ＊シニスターミニスター）�２勝
サンマルタイム（11牝 タイムパラドックス）�４勝�１勝

３代母 ワカセイコー（83栗 ハイセイコー）３勝，阿寒湖特別３着，
11 勝�１勝
マンナセイコー（91牝 ミナガワマンナ）�９勝
ゴールセイコー（92牡 ウインドストース）�６勝�１勝�１勝�
ジャストセイコー（94牡 ＊ラシアンルーブル）�４勝�
エンブレムセイコー（97牡 ＊ヒシマサル）�２勝�１勝
グレートセイコー（99牡 ロングニュートリノ）�２勝�４勝�９勝

４代母 ワカチドリ（74鹿 ＊ペトロス）１勝，�	
７勝
［子］ プリンセスセイコー（89牝 ハイセイコー）�５勝�５勝

○ナルコマオー（82牡 ○キタノダイオー）
３勝

５代母 スズロング（69鹿 ＊ナデイア）不出走
［子］ ポットハード（76牡 ＊ダイハード）３勝，あすなろ賞，野菊賞，障害２勝

ロングシヤーク（77牡 ＊シルバーシヤーク）�	１勝

販売申込者・所有者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
飼 養 者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003

293 サンマルセイコー２０２０ 牡・栗 ４／２１

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�ビワタケヒデ ＊パシフィカスサンマルセイコー アスワン

��
��
�ワンセイコー黒鹿 2003 ワカセイコー

＊ステツプシスター 16g
Damascus S4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 サンマルフェアー（08黒鹿 アドマイヤドン）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
サンマルアルティマ（14牡黒鹿 ＊ロードアルティマ）入着，�１勝�１勝
リンノストーン（15牝青鹿 スマートロビン）�３勝��１勝，平和賞（Ｄ1600）
フェアースカイ（16牝鹿 グランプリボス）�３勝
ハクサンフルリール（17牡鹿 ディープブリランテ）入着，��入着２回��
ゴールドオーロラ（18牝鹿 エピファネイア）出走，�地方未出走
イチフジプリンス（19牡黒鹿 コパノリッキー）���入着

２代母 ＊シアトルフェアー（91 USA黒鹿 Capote）２勝，ききょうＳ‐OP
シアトルフレーム（97牡 ＊ポリッシュネイビー）３勝，アイビーＳ‐OP，灘Ｓ‐OP

３着，大原Ｓ
ステラクィーン（98牝 ダンスインザダーク）�４勝��２勝

シゲルハスラット（05牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジュライＳ，須磨特別，雪割
草特別，心斎橋Ｓ３着，千里山特別３着，etc.

シゲルトンカーン（05牝 フサイチコンコルド）１勝
アドバンスウェイ（06牡 ネオユニヴァース）７勝，すばるＳ‐L，マリーンＳ‐LR ２

着，ギャラクシーＳ‐LR ２着，トパーズＳ‐L ２着，ＢＳＮ賞‐OP，etc.

３代母 フランプトンダンサー Frampton Dancer（70 USA黒鹿 Jig Time）USA１勝
ディスタントダンサーDistant Dancer（75 牡 Distant Day）USA11 勝，Florida

Breeder's Futurity‐R
ディスタントローズDistant Rose（76牝 Distant Day）USA10 勝，Marica H，

Miss Mommy H，Cinderella S３着
ベンアリズルーラー Ben Ali's Rullah（89牡 Clever Trick）USA９勝，Sec

ondWind S‐R ２着
トロピコシエロ Tropico Cielo（90 牝 ＊セクレト）USA１勝，Moccasin S

‐L ３着
プラムタイム Plum Time（82牝 Plum Bold）USA２勝，Minnesotan S‐R ３着
ドッツシスDot's Sis（89 牝 Conquistador Cielo）USA１勝

アシエンダデルマル Hacienda Del Mar（00 牝 Jumron）USA４勝，Czaria
H２着

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

294 サンマルフェアー２０２０ 牡・黒鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊ティンバーカントリー

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤドン ベガサンマルフェアー
＊ Capote

��
��
�シアトルフェアー黒鹿 2008 Frampton Dancer

1o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サーストンララア（10鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（５）〕
マースゴールド（15牡栗 ゴールドアリュール）２勝
サンデープリンセス（17牝青鹿 キズナ）��４勝�１勝
メイショウウネビ（19牡鹿 メイショウサムソン）�出走

２代母 シャイニングスルー（02青鹿 スペシャルウィーク）１勝，湯浜特別３着
ヴァンガードシチー（12牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
パッキーノ（14牡 ＊ファルブラヴ）�２勝
リョウランレーヴ（15牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝
ドーベルフラッシュ（17牡 エイシンフラッシュ）��４勝�１勝�

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

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

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

ブリガドーン（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，京成杯
‐Jpn3 ３着，館山特別，etc.

マコトキンギン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーションＣ３着
ダイバーシティ（05	 ジャングルポケット）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ３

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

檜原湖特別２着，etc.

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

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

販売申込者・所有者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

295 サーストンララア２０２０ �・栗 ４／１１

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスサーストンララア スペシャルウィーク

��
��
�シャイニングスルー鹿 2010 ＊メインスルー

8c
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラカンパネラ（02鹿 サクラバクシンオー）１勝，�２勝���
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（17）〕
モリトビャクミ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝
ハクユウビクトリー（12牡鹿 ブラックタイド）�２勝
モリトフラッシュ（13牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���８勝
シゲルヒョウ（14牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
パドックキラー（15牡鹿 ゴールドアリュール）�４勝�
コパノアダムス（16牡鹿 ゴールドアリュール）入着，�２勝
ホークケプカ（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）��１勝
アンテイア（19牝鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 サクラフアミリー（82鹿 マルゼンスキー）２勝
ヤマトスフィンクス（88牡 ＊モーニングフローリツク）２勝，神戸新聞杯‐Jpn2 ３

着，比良山特別２着，北大路特別２着，かえで賞２着，新涼特別３着
ミスターハリケーン（90牡 サクラシンゲキ）３勝
ドリームファミリー（91牝 バンブーアトラス）１勝

ドリームシンデレラ（98牝 ＊パークリージエント）３勝，驀進特別２着，田舎館
特別２着，鳥羽特別３着

ケンゴウザン（99牡 ＊パークリージエント）４勝，初凪賞，江戸川特別２着，etc.，
�19 勝�１勝，オータムスプリントＣ（２回），スプリングＣ，マーチＣ，etc.

ドリームセレナーデ（02牝 サクラチトセオー）	21 勝
４勝�，黒潮皐月賞３着
リンガスドリーム（93牝 サクラホクトオー）３勝，白山特別，小千谷特別，長岡特

別２着，ローズマリー賞２着

３代母 ＊バイマイラブ（74 USA鹿 Forli）不出走
サリーナス（80牝 ＊ホープフリーオン）出走

サクラサエズリ（87牝 ＊サウスアトランテイツク）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，
朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，フローラＳ‐OP，etc.，優２牝

サクラハツスル（83牝 マルゼンスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，巴賞‐OP
３着，セプテンバーＳ，etc.
サクラスピードオー（93牡 サクラホクトオー）４勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，

京成杯‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： 伊藤 敏明＝新ひだか町静内浦和 �090-8901-4217
生 産 牧 場： 伊藤 敏明
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

296 サクラカンパネラ２０２０ 牡・鹿 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラカンパネラ マルゼンスキー

��
��
�サクラフアミリー鹿 2002 ＊バイマイラブ

16g
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クレヨンルージュ（03黒鹿 フジキセキ）３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（７）〕
モラルタ（12牡鹿 ＊スニッツェル）��１勝�２勝
オーブルージュ（14牝鹿 ルーラーシップ）�１勝�
ラインアストリア（15牝鹿 ＊ワークフォース）１勝
キービジュアル（16牡鹿 ＊ワークフォース）��３勝
ショウナンアレス（18牡鹿 リオンディーズ）�１勝

２代母 ＊マハーブ（95 USA黒鹿 Nureyev）GB・FR１勝
マレーシアMalaysia（01 牝 Quiet American）USA２勝，My Charmer S２着

バルマー Balmat（11 牡 Kitten's Joy）FR２勝，P. Ridgway‐L ３着
ドックスフォリーDox Folly（14� Paddy O'Prado）�USA11 勝，Hoosie

r Breeders Sophomore S‐R ３着
ダイワモナーク（04牡 サクラバクシンオー）１勝，�３勝
マハーバリプラム（05牝 フジキセキ）６勝，室町Ｓ‐OP，ＢＳＮ賞‐OP，千葉Ｓ

‐OP ３着，岩室温泉特別，円山特別，etc.
コロマンデル（12牡 キングカメハメハ）５勝，神無月Ｓ，日吉特別，鈴鹿特別

２着，大島特別２着，立川特別２着，etc.
デイトユアドリーム（06牝 ＊トワイニング）４勝，苗場特別，プラタナス賞，仲冬Ｓ

２着，ブラッドストーンＳ２着，立夏Ｓ２着，etc.
ユアマイラブ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，�	７勝
�入着，船橋記念３着

マハーバーラタ（08牝 ディープインパクト）１勝
ヒンドゥタイムズ（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，大阪城Ｓ‐L，チャレンジＣ

‐G3 ３着，京成杯‐G3 ３着，下鴨Ｓ，フォーチュンＣ，etc.

３代母 パーソナルビジネス Personal Business（86 USA鹿 Private Account）US
A５勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1 ２着，Mom's Command S
‐LR ２着，アフェクショニトリーＨ‐G3 ３着
インコンフェレンス In Conference（92牝 Dayjur）USA４勝，ヒューマナディス

タフＨ‐G3，オナラブルミスＳ‐G3 ３着
クランデスティンリーClandestinely（93 牝 ＊フォーティナイナー）USA１勝

エニーリミット Any Limit（03 牝 Limit Out）USA９勝，ファーストフライト
Ｈ‐G2，オノラブルミスＨ‐G2，ハリケインバーティＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

297 クレヨンルージュ２０２０ �・鹿 ３／２８
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサークレヨンルージュ
＊ Nureyev

��
��
�マハーブ黒鹿 2003 Personal Business

2s
Nureyev M3×S5 Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 シアヌークビル（13黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
カラハリ（18�鹿 ＊アジアエクスプレス）入着，���入着２回
ヒトマル（19牡黒鹿 コパノリチャード）���入着２回

２代母 ミツワオーロラ（02鹿 メジロマックイーン）出走

３代母 ミツワロード（91鹿 ＊アレミロード）��２勝

４代母 リツチフイールド（79鹿 ＊シルバーシヤーク）１勝
［子］ ミスターゼベット（89牡 ＊ターゴワイス）３勝，喜多方特別，糸魚川特別，

ジョッキーズＧＰ２着，etc.
タイガージヤージ（84牡 プレストウコウ）２勝，栗子特別３着，霞ヶ城特
別３着，�６勝

ルイジアナボーイ（92牡 ＊イルドブルボン）１勝，山吹賞３着
［孫］ トネノキング（03牡 ニューイングランド）入着，ゆりかもめ賞２着，��

３勝�，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
ヌーベルオルレアン（94牝 ＊トニービン）４勝，織姫賞
クレオールクイーン（93牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，ミモザ賞２着，桃
花賞３着

ストリートジャズ（98牡 ＊ペルジノ）２勝，アベリア賞２着

５代母 ミヨトウコウ（70黒鹿 ＊ムーテイエ）４勝，クイーンＳ３着，瓢湖特別，白百合賞
［子］ キリノトウコウ（84牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，クリスタルＣ

‐Jpn3，菜の花賞‐OP
トウコウダンサー（80牝 ＊ノーザンテースト）６勝，新春牝馬特別，江戸
川特別，つくし賞

［孫］ オフサイドトラップ（91牡 ＊トニービン）７勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，新潟
記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

ゲストハウス（87牡 ホスピタリテイ）１勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
��１勝��

［曾孫］ ナンヨーリバー（05牡 ＊スキャン）４勝，しらかばＳ‐OP，etc.，	１勝
��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

298 シアヌークビル２０２０ 牡・黒鹿 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュシアヌークビル メジロマックイーン

��
��
�ミツワオーロラ黒鹿 2013 ミツワロード

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×M5

価格： 購買者：



母 シゲルハチマンタイ（06鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
エムエイティグラン（12牝鹿 マンハッタンカフェ）��３勝
レーヌミラクル（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着３回，�３勝�入着２回
テンノビロク（16牝青鹿 パドトロワ）��３勝
アンジェロース（17牝鹿 ヴァンセンヌ）���２勝

２代母 レインボーファスト（92栗 レインボーアンバー）��２勝
エースインザレース（00牡 ＊ディアブロ）３勝，東風Ｓ‐L，マイラーズＣ‐G2 ３着，

ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，etc.，�１勝��入着�，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

レーゲンボーゲン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
アニメイトバイオ（07牝 ゼンノロブロイ）３勝，ローズＳ‐G2，秋華賞‐G1 ２

着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，京
王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

ホーマンフリップ（08牝 フジキセキ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
フォントルロイ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，積丹特別２着，富良野特別３着，

鳥栖特別３着
ドラゴンレジェンド（10牡 ステイゴールド）３勝，恵山特別
レインボーソング（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，ポプラ特別
レインボーライン（13牡 ステイゴールド）５勝，天皇賞（春）‐G1，阪神大賞典

‐G2，アーリントンＣ‐G3，菊花賞‐G1 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

シルクウィザード（03牡 ＊リンドシェーバー）５勝，安達太良Ｓ，ＴＶ埼玉杯，噴火
湾特別，なでしこ賞，etc.，�７勝	��，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着，etc.

スマートグリッド（07牡 タニノギムレット）３勝，高千穂特別
サカジロオー（09牡 アドマイヤムーン）３勝，トキノミノルＣ，高雄特別３着，山

吹賞３着
ファストクリス（12牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 レインボーローズ（79鹿 ＊フアーストフアミリー）３勝，富里特別
セキテイリュウオー（89牡 トウシヨウボーイ）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，金杯

‐Jpn3，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着（２回），etc.，種牡馬

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

299 シゲルハチマンタイ２０２０ �・黒鹿 ５／ ８

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayシゲルハチマンタイ レインボーアンバー

��
��
�レインボーファスト鹿 2006 レインボーローズ

＊プテイツトアミ 19
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S4×M5

価格： 購買者：



母 シャドークイーン（10青鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：５〕
サンチャタヌーガ（18�栗 ＊タートルボウル）出走，�地方未出走
ダイバタンジロウ（19牡栗 フリオーソ）���入着

２代母 ＊シーズババズディライト（01 USA栗 Distorted Humor）USA３勝
ケイアイカミノユメ（07牡 Lion Heart）�６勝�１勝
ドリームスカイハイ（11牡 ディープスカイ）�６勝��８勝
クリムゾンスカイ（12牝 ディープスカイ）�１勝��入着３回
ブラウンヘルシャー（14牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝��２勝
テクノマインド（15牡 アドマイヤムーン）��７勝，兵庫ダービー３着，園田ジュ

ニアＣ２着
テクノディライト（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝

３代母 ビヘイヴィングダンサー Behaving Dancer（87 USA栗 Green Dancer）U
SA７勝，ゴールデンハーヴェストＨ‐G3，Locust Grove H‐L，Old South H
‐L，Lyrique H‐L，Capital Holding S‐L ２着，etc.

４代母 ビヘイヴィングレイディ Behaving Lady（75 USA黒鹿 Ambehaving）USA
10 勝，Aspidistra H，Zippy do H，Ruddy Belle H２着，Begonia H
３着
［子］ ジェントルマンズオナーGentleman's Honor（85� L'Enjoleur）USA５勝，

Orange County H‐L ２着，Phil D. Shepherd S‐L ２着
リヴァーゴ Rivergo（86牡 Riverman）USA８勝，Wiley Post H２着，
Crossroads H３着，Remington Cup H３着，etc.，種牡馬

ミスワードフォーワードMisswordforword（88牝 Verbatim）USA２勝，
Remington Park Oaks‐L ３着

グランシエクルGrand Siecle（84 牡 Text）BEL６勝，Les Guineas
‐L ３着

［孫］ ジャーニートゥアファンタシー Journeytoafantasy（89牝 Great Charmer）
USA・PER４勝，P. Augusto N. Wiese‐L ３着

［曾孫］ モーディネロMoDinero（95� Lord AtWar）USA10 勝，Catchme
ifyoucan S，IslandWhirl H，King's Court S２着

販売申込者・所有者： 佐竹 学＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1585
生 産 牧 場： 佐竹 学
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

300 シャドークイーン２０２０ 牡・黒鹿 ４／１７
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジシャドークイーン
＊ Distorted Humor

��
��
�シーズババズディライト青鹿 2010 Behaving Dancer

10a
Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 シレーナ（11黒鹿 アドマイヤムーン）入着，�３勝�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
クレーナ（19牝青鹿 レッドスパーダ）�地方未出走

２代母 ユキノマーメイド（03栗 スペシャルウィーク）４勝，おおぞら特別，駒ケ岳特
別，ＨＢＣ賞２着，大倉山特別２着，太宰府特別３着，etc.
ベステンダンク（12牡 ＊タイキシャトル）�７勝，都大路Ｓ‐L，米子Ｓ‐L，マイラー

ズＣ‐G2 ２着，カシオペアＳ‐L ２着，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，etc.
サンキュー（13牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＲＫＢ賞，西日本スポーツ杯２着，��

入着２回��１勝��入着２回，赤松杯２着，兵庫ウインターＣ３着
ハルカノテソーロ（14牡 ＊ハービンジャー）２勝
フラッシュスタイル（15牡 エイシンフラッシュ）１勝
サクセスファイター（16牡 ＊ハービンジャー）１勝
ユキノグローリー（17牡 ＊ノヴェリスト）�２勝
ユキノフラッシュ（18牡 エイシンフラッシュ）�１勝
トウシンマカオ（19牡 ビッグアーサー）�１勝

３代母 ＊サスペンスクイーン（91 USA栗 Woodman）３勝，帆柱山特別
アチーブフィート（99牡 ＊トニービン）３勝，朝日岳特別，むらさき賞２着，ロベリ

ア賞２着，etc.，障害１勝

４代母 クリスタルカップCrystal Cup（81 USA栗 Nijinsky）USA出走
［子］ イクタマル Iktamal（92 牡 Danzig Connection）GB・FR・USA７勝，

ヘイドックスプリントＣ‐G1，ビーズウィングＳ‐G3，Abernant S
‐L ２着，etc.，種牡馬

ファーストマグニチュード First Magnitude（96牡 ＊アラジ）FR・USA
５勝，ジャンドショードネイ賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，エド
ゥヴィル賞‐G3，etc.

ロッカマンド Rockamundo（90牡 Key to the Mint）USA２勝，アーカ
ンソーダービー‐G2，アーリントンＷフュチュリティ‐G2 ３着，A
k Sar Ben Juvenile S２着，etc.，種牡馬

［孫］ コンクエスト Conquest（04� Invincible Spirit）GB・FR・UAE５勝，ジ
ムクラックＳ‐G2，ベンゴーフＳ‐G3，Hever Sprint S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338
生 産 牧 場： ゼットステーブル
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

301 シレーナ２０２０ �・鹿 ４／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシレーナ スペシャルウィーク

��
��
�ユキノマーメイド黒鹿 2011 ＊サスペンスクイーン

4i
Mr. Prospector S4×M5×M5 サンデーサイレンスM4×M4 Nureyev S5×S5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 シンメイゲイルス（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
モンサンカーラ（13牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝�４勝
エコロレインボー（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）�５勝��
アペタイザー（16牡鹿 ＊ケープブランコ）１勝，��出走��入着
レイワンダー（17牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝

２代母 ＊ジャウンティング（94 USA鹿 Seattle Slew）IRE１勝
サンデープラチナム（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝
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
イエスドラゴン（04牝 ダンスインザダーク）出走

コウギョウデジタル（10牝 ＊アグネスデジタル）�８勝，ＯＲＯＣディスタフ，
フェアリーＣ，あすなろ賞，不来方賞，ひまわり賞，etc.

タンスチョキン（10牝 ＊ストラヴィンスキー）２勝，�２勝

３代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３勝，

Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）�IR

E１勝，Polonia S‐L ２着
シルクジュリエット（99牝 マーベラスサンデー）１勝

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

ダイヤモンドピサ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），

中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，etc.
スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Honeybee S，

Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.
シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）USA

４勝，Omnibus S２着

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

302 シンメイゲイルス２０２０ �・鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイシンメイゲイルス
＊ Seattle Slew

��
��
�ジャウンティング黒鹿 2006 ＊ジョード

1s
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ジーシスター（12黒鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
モズジャイキリ（17牡鹿 ショウナンカンプ）��３勝
シクラメンテソーロ（18牝黒鹿 ストロングリターン）出走，�地方未出走

２代母 ロージーミスト（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミステリーゲスト（02牡 メジロライアン）３勝，九十九島特別，新涼特別２着，由

布院特別３着
ミスティフォレスト（05牝 ジャングルポケット）１勝
グランプリボス（08牡 サクラバクシンオー）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1，マイラーズＣ‐G2，スワンＳ‐G2，京王杯２歳Ｓ‐G2，etc.，
GB・HKG入着，優２牡，種牡馬

アドマイヤキュート（09牝 キングカメハメハ）３勝
キスオブザビーナス（11牝 メイショウサムソン）�１勝
グランプリアクセル（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�入着

３代母 ＊ビューティフルベーシック（89 USA栗 Secretariat）USA入着２回
ウインディグニティ（01牡 スペシャルウィーク）５勝，甲斐駒特別，ＴＶ山梨杯，

南港特別，etc.

４代母 ナーヴァスピローNervous Pillow（75 USA栗 Nervous Energy）USA２勝，
Special Goddess S
［子］ ファインスピリット Fine Spirit（82 牝 Secretariat）USA４勝，Casca

pedia H‐L，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
アートオヴリヴィング Art of Living（90 牡 Alydar）USA３勝，Santa
Catalina S‐R，West Twelve Ranch H２着，種牡馬

ストームアトナイト Storm At Night（88� Storm Bird）GB・USA７勝，
Sirenia S‐L ３着

［曾孫］ ザナッツ The Nutz（04� Chester House）USA13 勝，Gus Fonner S
‐L，Omaha S２着（２回）

ファニーミーティング Funny Meeting（99 牡 General Meeting）USA
８勝，Bill Thomas Memorial H，Downs At Albuquerque H
‐L ２着，Camino Real Mile H２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 惣田 英幸＝浦河町西幌別 �0146-28-7522
生 産 牧 場： 惣田 英幸
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

303 ジーシスター２０２０ 牡・鹿 ３／２５

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマージーシスター ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト黒鹿 2012 ＊ビューティフルベーシック

8c
Nureyev S3×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



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

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

レッド大賞典，ＭＲＯ金賞３着，北日本新聞杯３着

３代母 ホラーHorah（96 USA鹿 ＊ミシエロ）USA２勝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

304 ステイハッピー２０２０ 牡・栗 ４／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスハタノヴァンクール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2009 ハヤベニコマチ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュステイハッピー
＊ Bianconi

��
��
�スプレッドスマイル栗 2012 Horah

12g
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートガーデン（11鹿 ブラックタイド）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
アーモンドラブ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走
スーパーショット（19牡栗 ＊ラニ）�未出走

２代母 スイートリヴァー（02栗 ＊パラダイスクリーク）１勝
シンデンアラタ（09牡 オンファイア）１勝，�５勝���
スウィートアゲン（10牝 ブラックタイド）�７勝
フォルサ（12牡 ブラックタイド）１勝
ネコダンサー（13牡 ブラックタイド）１勝
ネコディール（14牡 サイレントディール）��１勝�３勝�２勝
マナカ（16牝 ＊タイキシャトル）入着，�２勝

３代母 ニシノコマチ（96栗 Miswaki）１勝
シゲルジュウヤク（08牡 ＊グラスワンダー）１勝，障害４勝，阪神スプリングジャン

プ‐JG2，新潟ジャンプＳ‐JG3，中山グランドジャンプ‐JG1 ３着，etc.

４代母 ＊サレラ（88 USA鹿 Danzig）GB出走
［子］ オーミヤボレロ（97牡 ＊ジェイドロバリー）��12 勝�７勝�，吉野ヶ里

記念，はがくれ大賞典３着

５代母 サンティアゴスイーティ Santiago Sweetie（74 USA鹿 Boldnesian）USA１勝
［子］ フラメンコ Flamenco（80牝 Dance Spell）GB・FR・IRE３勝，カンデ

ラブラＳ‐G3，チャイルドＳ‐G3 ２着
ポルティオ Portio（83 牝 Riva Ridge）USA４勝，White Rose S‐R，
Blue Bonnet S‐R ２着

［孫］ ブラックビューティディー Black Beauty D.（89 牝 Procida）PR17 勝，
C. Prensa Hipica‐L，C. Roberto Clemente‐L，C. Wiso G.
‐L ２着，etc.

［曾孫］ アンビヴァレント Ambivalent（09 牝 Authorized）GB・FR・IRE・AUS
・UAE・TUR５勝，愛プリティポリーＳ‐G1，ミドルトンＳ‐G2，
Chalice S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

305 スイートガーデン２０２０ �・鹿 ３／２４

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアスイートガーデン ＊パラダイスクリーク

��
��
�スイートリヴァー鹿 2011 ニシノコマチ

＊サレラ 1j
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 スウィートマフィン（06青 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
クイックブレッド（10牡鹿 サクラバクシンオー）�２勝�１勝��
ショコラシュクレ（13牝鹿 ＊カジノドライヴ）��１勝��入着９回�
アンヴェルス（14牡黒鹿 ローエングリン）�２勝�３勝��
ヴァイスシュテルン（15牡青 ＊ヨハネスブルグ）��１勝�
フユロック（16牝青 スクリーンヒーロー）	��入着３回
サンマッハ（18
黒鹿 ＊バゴ）出走，	地方未出走
ダイセンストーム（19牡黒鹿 ＊ダンカーク）	�出走

２代母 ＊ウェルシュマフィン（87 GB鹿 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000
Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着

＊タイキフォレスト（93牝 Green Forest）３勝
タイキアルファ（00牡 バブルガムフェロー）６勝，ブリリアントＳ‐L ２着，東京

競馬場新スタンドＯＰ記念，渡島特別，メイズイメモリアル，知床特別，etc.
＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1

（２回），スプリンターズＳ‐Jpn1，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，スワンＳ‐Jpn2，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

＊タイキチェイサー（95牡 ＊ジェイドハンター）４勝，北摂特別，早鞆特別，日光特別，
御宿特別２着，野島崎特別３着

＊タイキファイヤー（97牡 Miswaki）２勝，種牡馬
＊タイキミルフィーユ（00牝 Devil's Bag）出走

エイシンナナツボシ（07牡 ＊クロフネ）４勝，もちの木賞２着，きんもくせい特
別２着，�１勝�１勝�入着４回����，道営記念２着，瑞穂賞２着
（２回），六甲盃２着，etc.

タイキマドレーヌ（03牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，秋風Ｓ，野分特別，祇園特別，
三面川特別２着，宝ケ池特別２着，etc.

３代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
＊ビバムール（92牝 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

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

306 スウィートマフィン２０２０ �・青鹿 ３／２１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスウィートマフィン
＊ Caerleon

��
��
�ウェルシュマフィン青 2006 Muffitys

4d
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×M4

価格： 購買者：



母 スズカリーガル（03鹿 ＊ホワイトマズル）�６勝�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ショウサンミーベル（11牝鹿 フジキセキ）１勝

スピリットワンベル（15牡 ロードカナロア）�４勝，春風Ｓ，箕面特別，初春
Ｓ３着

サヨノイチバン（18牝鹿 ミッキーアイル）���入着５回

２代母 ＊リーガルソリューション（90 USA栗 Mr. Prospector）USA４勝，Floral P
ark H‐L ３着
メルシーアージュ（98牝 ＊ラムタラ）出走

メルシーラスカル（09牡 ラスカルスズカ）１勝，小名浜特別２着
シルクメガヒット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，桑折特別３着

３代母 ロイヤルソルーションRoyal Solution（82 USA栗 Sir Ivor）不出走
リーガルグラントRegal Grant（91 牝 Mr. Prospector）不出走

ゴールドクラスターGold Cluster（01 牡 Formal Gold）USA７勝，Hoove
r S‐L ３着，Fire Plug S３着

クリュスタセオ Crustaceo（02牡 Royal Anthem）PR・PAN20勝，C. Jose
de Diego‐L，C. Verset's Jet‐L ２着，Copa C.I.T.G.O.‐L ２着，etc.

ディヴァイドアンドコンカーDivide and Conquer（94 牡 Danzig）USA６勝，ケル
ソＨ‐G2 ２着，ディクシーＳ‐G2 ３着，フォースターデイヴＨ‐G3 ２着，etc.

ロイヤルリザーヴズRoyal Reserves（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA入着
ライツリザーヴド Rights Reserved（00� With Approval）USA１勝，Co

lin S‐L
シーズローデド She's Loaded（04牝 Deputy Minister）USA出走
イアンズドリーム Ian's Dream（10牡 Speightstown）GB１勝，英ノーフ
ォークＳ‐G2 ３着

マイナーズリザーヴMiner's Reserve（07 牡 Mineshaft）USA２勝，ジムダン
ディＳ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲水上牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3039
生 産 牧 場： 水上 習孝
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

307 スズカリーガル２０２０ 牡・鹿 ４／ ３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeスズカリーガル
＊ Mr. Prospector

��
��
�リーガルソリューション鹿 2003 Royal Solution

5f
Mr. Prospector M3×S4 Sir Ivor M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スターアクトレス（11鹿 ＊フレンチデピュティ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
グラングリシーヌ（19牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�出走

２代母 マザーリーフ（03黒鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
シシャモクイーン（08牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝
ダンスディレクター（10牡 ＊アルデバランⅡ）７勝，シルクロードＳ‐G3（２回），阪

神Ｃ‐G2 ２着（２回），セントウルＳ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，高松宮
記念‐G1 ４着，etc.，種牡馬

３代母 スカラシップ（94黒鹿 ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，知床特別
メンデル（02牡 ＊デヒア）４勝，ＫＢＣ杯‐L ２着，灘Ｓ，雅Ｓ２着，etc.，�１勝
スノーモンキー（10牡 ＊ファスリエフ）４勝，マーヴェラスＪＳＴ，白馬岳特別，伊

丹Ｓ２着，etc.

４代母 パワフルレデイ（81黒鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ ウイニングチケット（90牡 ＊トニービン）６勝，日本ダービー‐Jpn1，京

都新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬
ロイヤルタッチ（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，
Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

マルブツパワフル（88牡 ＊プルラリズム）４勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，
ジョッキーズＧＰ，中京日経賞，etc.

サイボーグ（02牡 ＊タバスコキャット）５勝，なにわＳ，アクアラインＳ
２着，白鳥大橋特別２着，etc.

リボンストライプ（92牝 ＊トニービン）１勝，奥尻特別３着
［孫］ エアセレソン（00牡 ＊チーフベアハート）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，難波

Ｓ（２回），寿Ｓ，etc.
ラインスピリット（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）８勝，淀短距離
Ｓ‐L，オパールＳ‐LR，スプリンターズＳ‐G1 ３着，etc.

サクラサクラサクラ（06牝 アッミラーレ）２勝，�２勝��２勝�１勝，
クイーン賞‐Jpn3 ２着，東京シンデレラマイル２着，東京シンデレ
ラマイル３着，etc.

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

308 スターアクトレス２０２０ 牡・鹿 ３／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandスターアクトレス ＊サンデーサイレンス

��
��
�マザーリーフ鹿 2011 スカラシップ

＊クレイグダーロツチ 11c
トニービン S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スターキャスト（12芦 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ブローディア（18牝鹿 ホッコータルマエ）��入着�２勝
ブレイク（19牡鹿 ＊モンテロッソ）�未出走

２代母 ＊ライムライトⅡ（05 USA芦 Dalakhani）GB入着５回
ダノンロンシャン（11牡 Medicean）入着７回，�２勝
キーライム（13牝 ドリームジャーニー）�２勝�入着３回
レーヌアグリュム（15牝 オルフェーヴル）�１勝��入着

３代母 ラストセカンド Last Second（93 IRE 芦 Alzao）GB・FR・IRE４勝，英ナッソ
ーＳ‐G2，サンチャリオットＳ‐G2，愛パークＳ‐G3，コロネイションＳ‐G1 ２着
アプローチ Approach（00牝 Darshaan）GB・FR・USA３勝，Ballymacoll Stu

d S‐L，ギャラクシーＳ‐G2 ２着，メイヒルＳ‐G3 ２着
ミダースタッチMidas Touch（07牡 Galileo）GB・FR・IRE・AUS２勝，愛

ダービートライアルＳ‐G2，愛ダービー‐G1 ２着，英セントレジャー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロネット Coronet（14 牝 Dubawi）GB・FR・IRE６勝，サンクルー大賞
‐G1，ジャンロマネ賞‐G1，ミドルトンＳ‐G2，etc.

イントリーグド Intrigued（02牝 Darshaan）GB・FR・GER１勝，Chalice S
‐L ３着，Pinnacle S‐L ３着
ミケランジェロMichelangelo（09� Galileo）GB・AUS２勝，Cocked Hat

S‐L，英セントレジャー‐G1 ３着，ゴードンＳ‐G3 ３着，etc.
キュリアスマインドCurious Mind（10牝 Dansili）GB１勝
ガリレオクロームGalileo Chrome（17牡 Australia）GB・IRE４勝，英
セントレジャー‐G1，Yeats S‐L，種牡馬

プライヴェトセクレタリー Private Secretary（16 牡 Kingman）�GB・HKG
４勝，Cocked Hat S‐L

オーシールールズ Aussie Rules（03 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA４勝，
仏２０００ギニー‐G1，シャドウェルターフマイルＳ‐G1，サマーヴィルタタソー
ルＳ‐G3，etc.，種牡馬

グースベリーフールGooseberry Fool（09 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE・
GER・SWE１勝，シルヴァーフラッシュＳ‐G3 ３着

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

309 スターキャスト２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 キングカメハメハ
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＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスターキャスト
＊ Dalakhani

��
��
�ライムライトⅡ芦 2012 Last Second

9c
Alzao M4×M4

価格： 購買者：



母 スリーパール（13黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
プレストパール（18牝鹿 ＊キングズベスト）��出走���出走

２代母 スリーローマン（97青 ＊ブライアンズタイム）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，
忘れな草賞‐OP ３着，ポプラ特別，衣笠特別，遊楽部特別，etc.
スリーラジアル（04牝 ＊ラムタラ）�９勝�
スリーロールス（06牡 ダンスインザダーク）４勝，菊花賞‐Jpn1，野分特別，はな

みずき賞２着，種牡馬
スリーロビンソン（08牡 フジキセキ）�９勝��入着
スリーヴェローチェ（09牡 ダイワメジャー）１勝，横津岳特別２着，燧ヶ岳特別３

着，霊山特別３着，積丹特別３着，�３勝�入着２回�
スリーマキシマム（11牡 スズカマンボ）２勝，赤倉特別，浄土平特別，蓬莱峡特別

２着，２０１８ＷＡＳＪ第４戦３着，�８勝��

３代母 アコニットローマン（90黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��３勝，東京プリ
ンセス賞
オペラハット（96牡 ＊オペラハウス）��３勝	，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，

東京大賞典‐Jpn1 ４着，東京王冠賞，etc.
サムタイム（02牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，障害１勝
アコニットライアン（05牡 ＊ブライアンズタイム）３勝

４代母 カミモリレデイー（81青鹿 ＊ネプテユーヌス）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
５着，長万部特別
［子］ トキノクンショウ（89牡 ＊ラツキーソブリン）��６勝
３勝��２勝	

入着��，かしわ記念，旭岳賞２着，東京盃２着，etc.
フタバキング（87牡 ＊イエローゴツド）	12 勝，不来方賞２着
カミモリオーカン（95牡 シンボリルドルフ）入着，湯川特別３着，
３勝
��２勝

５代母 カミモリダイテン（73鹿 ＊セダン）不出走
［子］ プロフィール（85牝 ＊マンオブビイジヨン）２勝，小樽特別２着
［孫］ ミネノソシアル（86牡 リキタイコー）�５勝��入着６回，平和賞３着

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

310 スリーパール２０２０ �・黒鹿 ３／１０
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Broom Danceアドマイヤムーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlスリーパール ＊ブライアンズタイム

��
��
�スリーローマン黒鹿 2013 アコニットローマン

＊アコニツト 7d
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 スパンコール（11鹿 ダイワメジャー）�16 勝��，ビューチフルドリーマーＣ
（Ｄ1900）２着，フェアリーＣ（Ｄ1800）３着（２回），ビューチフルドリーマーＣ
（Ｄ1900）３着
初仔

２代母 ＊マックスイマージュ（03 USA鹿 Tiznow）１勝
マイプレシャス（08牝 アドマイヤコジーン）�１勝
サトノハンナ（12牝 ダイワメジャー）�３勝
サトノオマージュ（13牡 ダイワメジャー）�３勝

３代母 ポーリッシュトイメージPolished Image（94 USA黒鹿 Unbridled）USA出走
ロイヤルワンRoyal One（05牝 Tiznow）USA入着２回

クアルコサQualcosa（13牝 Tiger Heart）BRZ１勝，P. Alo Ticoulat Guim
araes‐L

４代母 クワイエトチャームQuiet Charm（71 USA黒鹿 Nearctic）USA１勝
［子］ ヴィリリファイ Virilify（76 牡 Minnesota Mac）USA８勝，レキシント

ンＨ‐G2，種牡馬
アガスリー Agacerie（81 牝 Exclusive Native）USA９勝，ヴァインラ
ンドＨ‐G3，Eatontown H‐L，Pucker Up S‐L，etc.

［孫］ デアアンドゴーDare and Go（91牡 Alydar）FR・USA７勝，パシフィ
ッククラシック‐G1，ストラブＳ‐G1，TheWicked North S‐L，etc.，
種牡馬

ゴーデピュティGo Deputy（00 牡 Deputy Minister）USA・CAN６勝，
ソードダンサーＳ‐G1，ボーリンググリーンＨ‐G2，マンノウォー
Ｓ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

クワイエトアメリカンQuiet American（86牡 Fappiano）GB・USA４
勝，ＮＹＲＡマイルＨ‐G1，サンディエゴＨ‐G3，チャールズＨスト
ラブＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ノーミーコートニーNoMecourtney（89牝 Jeblar）USA６勝，Novel
Sprite H，Inaugural S，Pacifica H‐L ２着，etc.

カパルア Kapalua（84� Caro）USA６勝，R. J. Speers H，Canter
bury Turf Classic２着

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 西野 春樹
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

311 スパンコール２０２０ 牡・鹿 ４／２９

＊

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

＊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スパンコール
＊ Tiznow

��
��
�マックスイマージュ鹿 2011 Polished Image

16a
Northern Dancer S5×M5 Relaunch S5×M5

価格： 購買者：



母 ストロベリーズ（12青鹿 ＊コマンズ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ミキノイチゴ（17牡黒鹿 タニノギムレット）��４勝
ネイキッドハート（19牝青鹿 モーリス）�未出走

２代母 ＊ストロベリーフェア（01 GB青鹿 Kingmambo）GB入着
ミッドサマーフェア（09牝 タニノギムレット）３勝，フローラＳ‐G2，クイーンＳ

‐G3 ３着，東風Ｓ‐L ３着，ターコイズＳ‐L ３着，君子蘭賞，etc.
＊サマーエモーション（17牝 Dubawi）�２勝，石狩特別，恵山特別２着

メンデンホール（13牝 アドマイヤムーン）３勝，新発田城特別
フラガリア（14牝 タニノギムレット）２勝
ソフトフルート（17牝 ディープインパクト）�４勝，秋華賞‐G1 ３着，シドニーＴ，

夕月特別，矢車賞，町田特別３着
フィアスプライド（18牝 ディープインパクト）�１勝

３代母 ＊ストームソング（94 USA鹿 Summer Squall）USA４勝，フリゼットＳ‐G1，
ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，メイトロンＳ
‐G1 ２着，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
アナザーストームAnother Storm（99牝 GoneWest）USA１勝

アスペリティ Asperity（04 牡 War Chant）GB・FR・USA７勝，ポールドム
サック賞‐G3，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ３着，種牡馬

エインジェルテラス Angel Terrace（09牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，
ヴァリーヴューＳ‐G3，Kentucky Downs Ladies Marathon S，Rob
ert G. Dick Memorial S‐L ２着，etc.

オーダーオヴセントジョージOrder of St George（12牡 Galileo）GB・FR・
IRE13 勝，アスコットゴールドＣ‐G1，愛セントレジャー‐G1（２回），英
ＢＣロングディスタンスＣ‐G2，etc.，種牡馬

バラッドリー Balladry（08 牡 Unbridled's Song）USA・UAE・CHA３勝，サンフ
ェルナンドＳ‐G2 ２着，クーガーザセカンドＨ‐G3 ３着，Prove It S３着

トロージャンネイション Trojan Nation（13牡 Street Cry）USA１勝，ウッドメ
モリアルＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277

312 ストロベリーズ２０２０ 牡・鹿 ３／１２
＊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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseストロベリーズ
＊ Kingmambo

��
��
�ストロベリーフェア青鹿 2012 ＊ストームソング

1o
Danzig M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイセレッソ（09青鹿 キングカメハメハ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
ギンザモヒート（15牝黒鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝��
フォルトゥーレ（16�芦 キャプテントゥーレ）��３勝��４勝
サンマルセレッソ（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）�１勝

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

トウカイパシオン（15牝 ＊ヨハネスブルグ）３勝，浦安特別３着
トウカイセレブ（06牝 キングカメハメハ）２勝

トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着
トウカイレジーナ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，��２勝
トウカイベルタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走

ハルクンノテソーロ（14牡 ＊ファスリエフ）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，青竜
Ｓ‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着（２回），銀蹄Ｓ２着，麦秋Ｓ３着，etc.，障害１勝

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

３代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
トウカイテイオー（88牡 シンボリルドルフ）９勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，産經大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，
優３牡，優父内，特別賞，種牡馬

トウカイテネシー（94牝 シンボリルドルフ）２勝，陸奥湾特別，高山特別２着，臥
牛山特別２着
トウカイメガミ（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着
ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�２勝，神戸新聞杯‐G2 ３着

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

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

販売申込者・所有者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

313 トウカイセレッソ２０２０ �・黒鹿 ３／２０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファストウカイセレッソ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ青鹿 2009 トウカイナチユラル

＊星友 19b
Nureyev S3×M5 Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M4
Halo M4×S5
価格： 購買者：



母 スナークスマイル（08鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（18）〕
スナークエンジェル（12牝黒鹿 タニノギムレット）入着，��１勝�６勝
マサノスマイル（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝���入着６回，プリンセス

Ｃ（Ｄ1400）２着，フルールＣ（Ｄ1000）２着
キタノマナザシ（17牝青鹿 ＊ベーカバド）���３勝�５勝
キープクライミング（19牝栗 フリオーソ）�	１勝

２代母 サンデーアイ（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，十勝岳特別，ガーベラ賞３着
アイポッパー（00牡 サツカーボーイ）８勝，阪神大賞典‐G2，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，万葉Ｓ‐L，天皇賞（春）‐Jpn1 ３着，etc.，AUS入着，ＭＲＣコール
フィールドＣ‐G1 ２着

インマイアイズ（01牡 サクラバクシンオー）６勝，難波Ｓ，伏見特別，皆生特別，
東山特別，下鴨Ｓ２着，etc.

ツルマルアイ（04牝 ＊タイキシャトル）入着２回
コウエイダリア（14牝 ジャングルポケット）４勝，千種川特別，庄内川特別，

紫川特別３着，戸畑特別３着，由布院特別３着，etc.
サンライズアイ（05牡 ＊フレンチデピュティ）入着２回，��２勝
２勝�
サンライズスカイ（06牡 キングカメハメハ）２勝，英彦山特別２着，牧園特別２着

３代母 ＊ヒコ（79 USA鹿 Nijinsky）不出走
ナリタファースト（90牡 ＊トニービン）３勝，コスモス賞‐OP，みなみ北海道Ｓ，嵐

山Ｓ３着，etc.
ナリタシルバー（91牝 ＊トニービン）１勝，コスモス賞‐OP ２着，雪割草特別２着，

りんどう賞３着
ナリタコマンダー（92牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，君子蘭賞２着
リキパラダイス（93牝 ＊ヘクタープロテクター）�２勝

スイートアリッサム（02牡 フジキセキ）２勝，山藤賞，立冬特別３着，山桜賞３着
ステラパラダイス（04牡 フジキセキ）２勝，�23 勝�入着��
�，珊瑚冠賞２着
コーニングストーン（05牝 アグネスゴールド）１勝，矢車賞２着

４代母 ファニーファニーエイク Funny Funny Ache（68 USA栗 Jester）USA８勝，
Osunitas S，Bel Air Claiming S３着，California Jockey Club H３着

販売申込者・所有者： ㈲見上牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2617
生 産 牧 場： ㈲見上牧場
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

314 スナークスマイル２０２０ 牡・鹿 ５／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandスナークスマイル ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーアイ鹿 2008 ＊ヒコ

9b
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 スパイチャクラ（13鹿 Shamardal）３勝，蒲郡特別（芝 1200）２着，桑名特別
（芝 1200）２着
初仔

２代母 ＊グリーンアイズⅡ（03 IRE 芦 Green Desert）不出走
エイトマイル（16牡 スクリーンヒーロー）１勝，��出走

３代母 カルラフシャ Karlafsha（87 IRE 芦 Top Ville）FR２勝，P. des Lilas‐L，
P. Edellic‐L ３着
カルリーカ Karliyka（92牝 ＊ラストタイクーン）FR４勝，G.P. de la Teste‐L ２

着，P. de Saint‐Cyr‐L ２着
カラスタ Karasta（98 牝 Lake Coniston）GB・FR・IRE２勝，メイヒルＳ

‐G3，マルセルブサック賞‐G1 ２着
カスタリ Kasthari（99� Vettori）GB２勝，ドンカスターＣ‐G2，ドンカスタ

ーＣ‐G2 ３着，ヘンリー二世Ｓ‐G2 ３着，etc.，GB障害４勝
カルキーラKarkiyla（00 牝 Darshaan）不出走
カラン Kalann（07� Barathea）GB・IRE３勝，ドンカスターＣ‐G2 ３
着，Loughbrown S.‐L ３着，GB・IRE障害２勝

カルリーナ Karliyna（02牝 RainbowQuest）GB１勝，Lord Weinstock Me
morial S‐L ２着

カルガリ Kargali（05 牡 Invincible Spirit）GB・FR・IRE４勝，グラッドネス
Ｓ‐G3，Heritage S‐L，グラッドネスＳ‐G3 ３着

カリマーKalimar（98 牝 Bigstone）FR出走
ティボーキナTibouchina（03牝 Daylami）GB・IRE２勝
ウイッシュカムトルーWish Come True（10� Aussie Rules）ITY・A
US４勝，伊ダービー‐G2 ２着，タッツＱＬＤタタソールズＣ‐G3 ２
着，Kilmore TC Kilmore C‐L ２着，etc.，AUS障害１勝

４代母 カロサ Karosa（75 FR芦 Caro）FR１勝，アランベール賞‐G3 ２着，グロシ
ェーヌ賞‐G3 ３着
［孫］ プラウドネイティヴ Proud Native（94� Imp Society）GB・FR・IRE

・HKG・SWE18勝，バリーオーガンＳ‐G3，テビーオープンスプリ
ント選手権‐G3，Achilles S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 鮫川 啓一＝浦河町野深 �0146-27-4665
生 産 牧 場： 鮫川 啓一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

315 スパイチャクラ２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊ 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

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiスパイチャクラ
＊ Green Desert

��
��
�グリーンアイズⅡ鹿 2013 Karlafsha

14f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スパークルレディー（06鹿 ＊フォーティナイナー）入着２回，��１勝�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
スパークストリーム（13牝黒鹿 ネオユニヴァース）���５勝
ダテノライトニング（15牝栗 ゴールドアリュール）１勝，���１勝
ミモザアカシア（17牝黒鹿 ＊グラスワンダー）��２勝
フエキ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 アジュディケーター（93鹿 ＊アジュディケーティング）３勝，京成杯３歳Ｓ
‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，サフラン賞
プライムマイナー（01牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�10 勝���入着２回�
ダテノスイミー（07牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
セヴェルス（09牡 アグネスタキオン）１勝
バクソクワイルダー（10牝 ネオユニヴァース）�２勝
ミラクルゲート（14牡 ネオユニヴァース）入着，���２勝

３代母 アロープリンセス（83栗 ＊クラウンドプリンス）	３勝
ビッグオーシャン（88牝 ＊ノノアルコ）３勝
コンフェッティ（92牡 ＊アジュディケーティング）１勝，福島３歳Ｓ‐OP ２着，韓

国騎手招待（１）２着，朱竹賞３着
ミヤギアロー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）不出走

セイリュウザクラ（06牡 ＊アグネスデジタル）�８勝��２勝，サラブレッド大賞典
ジュリーマン（99牡 ＊アジュディケーティング）２勝，�１勝��

４代母 エイアロー（68鹿 ＊ナスアロー）２勝
［子］ ニツポーヒーロ（84牝 ＊ゼダーン）
７勝�３勝，中津ダービー

カルストンテイオー（85牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，端午賞３着

５代母 エイ（55栗 ＊トリプリケート）出走
［子］ ベルボーイ（65牡 ＊エイトラツクス）７勝，生田特別，名古屋特別，立春

特別，�１勝
エイサカ（59牝 ＊ヤサカ）12勝，不知火賞

［孫］ エイサカジヨー（67牝 ＊ダラノーア）５勝，スプリングＨ
［曾孫］ ヤマカサーペン（83牡 ＊サーペンフロ）１勝，桧山特別３着

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

316 スパークルレディー２０２０ �・青鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileスパークルレディー ＊アジュディケーティング

��
��
�アジュディケーター鹿 2006 アロープリンセス

＊ビユーチフルドリーマー 12
Raise a Native M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スプリングシーズンⅡ（05 GB鹿 Dansili）GB出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），海外－１（１），地方－１（４）〕
ルスキーレモンRusskiy Lemon（10 USA牝栗 Lemon Drop Kid）USA１勝
インボルク（15牡栗 ステイゴールド）��４勝
ポイントオブオナー（16牡栗 トーセンホマレボシ）入着３回，���入着
ローレリスト（17牡鹿 ブラックタイド）�１勝
ヴルカーノ（18牡鹿 スピルバーグ）�１勝
リグレイオ（19�鹿 ゼンノロブロイ）���出走

２代母 ミッドサマーMidsummer（00 GB栗 Kingmambo）GB１勝，Lingfield O
aks Trial S‐L ２着
ミッドデイMidday（06牝 Oasis Dream）GB・FR・IRE・USA９勝，ヴェルメイ

ユ賞‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，英ナッソーＳ‐G1（３回），ＢＣターフ
牝馬‐G1，ミドルトンＳ‐G2，etc.
ミッドタームMidterm（13� Galileo）�GB・FR・AUS５勝，ＡＴＣＮＥマ

ニオンＣ‐G3，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3，ニエル賞‐G2
２着，ＭＲＣイースターＣ‐G3 ２着，アストンパークＳ‐G3 ３着，etc.

モリーMori（14 牝 Frankel）GB２勝，Height of Fashion S‐L，リブルズデ
イルＳ‐G2 ２着

ヌーンスターNoon Star（18 牝 Galileo）�GB２勝，ミュージドラＳ‐G3 ２着
ミッドサマーサンMidsummer Sun（08� Monsun）GB・AUS６勝，Gosford

Gold C‐L，ＡＴＣスカイハイＳ‐G3 ２着，ＡＴＣサマーＣ‐G3 ２着，V
RCMelbourne Cup Day Plate‐L ２着，ATC Frank Underwood C‐L ３着

ポピュラーPopular（09 牝 Oasis Dream）GB１勝
インフェイヴァー In Favour（16 牡 Frankel）�FR・IRE２勝，P. Michel Ho

uyvet‐L ３着
ホットスナップ Hot Snap（10牝 Pivotal）GB・IRE２勝，ネルグウィンＳ‐G3，

英ナッソーＳ‐G1 ３着，ブランドフォードＳ‐G2 ２着
サンメイデン Sun Maiden（15牝 Frankel）�GB３勝，ホッピングズＳ‐G3，N

ottinghamshire Oaks‐L，英ＢＣフィリーズ＆メアズＳ‐G1 ３着，ミドルト
ンＳ‐G2 ３着，リブルズデイルＳ‐G2 ３着，etc.

３代母 モデナModena（83 USA鹿 Roberto）不出走

販売申込者・所有者： ㈲大西興産＝青森県八戸市 �0178-25-3020
生 産 牧 場： ㈲大西興産
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

317 スプリングシーズンⅡ２０２０ 牡・栗 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊

ダンシリ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dansili HasiliスプリングシーズンⅡ ミッドサマー Kingmambo

��
��
�Midsummer鹿GB 2005 Modena

9e
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 スプリングルーシー（05鹿 ＊チーフベアハート）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ウインヒストリオン（15牡鹿 スクリーンヒーロー）１勝，���６勝
エムワンリーフ（17牝鹿 ベルシャザール）�２勝��，ひまわり賞（Ｄ1800）２着

２代母 ヤクモサワヤカ（96鹿 シンボリルドルフ）３勝，基坂特別，霞ケ城特別，登別
特別３着
ヤクモオーカン（03牡 ＊フォーティナイナー）３勝
スプリングユノー（06牝 ＊オペラハウス）�２勝
スプリングアルタ（07牡 ステイゴールド）１勝，�６勝�

３代母 ヤクモマジック（91鹿 ＊マグニテユード）入着

４代母 ＊マジックマジックマジック（84 USA鹿 Northern Prospect）USA２勝

５代母 ヴァーセットホリデイ Verset Holiday（74 USA黒鹿 Ribots Holiday）PR1
1 勝，C. Eduardo Cautino Insua‐L，C. Santiago Iglesias Pantin‐L ２着，
C. Mariano Abril‐L ３着
［子］ ボールドスキーズホリデイ Baldski's Holiday（81牝 Baldski）USA10 勝，

ナタルマＳ‐G3，Hendrie H‐L，Duchess S‐L，etc.
［孫］ イレリア Illeria（87 牝 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，etc.
＊ミラクルタイム（95牡 Silver Hawk）４勝，京都４歳特別‐Jpn3，毎日杯

‐Jpn3，ゆりかもめ賞
［曾孫］ 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

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 Cham
pionship S‐R，etc.

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

販売申込者・所有者： ㈲様似共栄牧場＝様似町岡田 �0146-36-4676
生 産 牧 場： ㈲様似共栄牧場
飼 養 者： ㈲様似共栄牧場＝様似町岡田 �0146-36-4676

318 スプリングルーシー２０２０ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartスプリングルーシー シンボリルドルフ

��
��
�ヤクモサワヤカ鹿 2005 ヤクモマジック

＊マジックマジックマジック 19
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スマイルジュノ（08鹿 ステイゴールド）��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
キクノプルス（14牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）�４勝�入着
マナラプレ（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
クリー（16牡鹿 ショウナンカンプ）入着３回，��７勝
イノセントグラム（17牡鹿 ＊グラスワンダー）��入着２回
フラッシュヒーロー（18牡鹿 エイシンフラッシュ）��１勝

２代母 チャームトウショウ（88鹿 ＊コインドシルバー）１勝
イサミテイオー（96牡 ＊ポリッシュネイビー）１勝
コウユーラヴ（97牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

サンダルフォン（03牡 サクラバクシンオー）９勝，北九州記念‐G3，オースト
ラリアＴ‐L，北九州記念‐G3 ３着，バーデンバーデンＣ‐L ３着，アンコ
ールＳ‐OP（２回），etc.

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

セフティーミキオー（01牡 フジキセキ）４勝，麒麟山特別，名古屋城Ｓ２着，三峰
山特別２着，瀬波特別２着，両津湾特別３着

ハッピーチケット（04牝 バブルガムフェロー）出走
ハッピーティア（08牝 ＊ホワイトマズル）障害１勝，中山大障害‐JG1 ２着，�４勝

３代母 ガールトウシヨウ（75栗 ＊チヤイナロツク）７勝，丹沢特別
カメリアトウシヨウ（82牝 ＊ハンザダンサー）不出走

トウショウファルコ（86牡 グリーングラス）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，金杯
‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.

オーロラトウショウ（94牝 ＊キンググローリアス）入着３回
トウショウヴォイス（02牡 ＊ラストタイクーン）２勝，新潟記念‐G3 ２着，
福島民報杯‐L ３着，新潟日報賞，etc.，��１勝�１勝�１勝�入着

ブリストウショウ（94牝 ビゼンニシキ）不出走
イゾラトウショウ（03牝 ＊ティンバーカントリー）出走
ラブミーブルー（11牝 ＊サウスヴィグラス）	３勝��入着，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3 ２着，北斗盃，ブロッサムＣ

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

319 スマイルジュノ２０２０ �・黒鹿 ４／ ３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスマイルジュノ ＊コインドシルバー

��
��
�チャームトウショウ鹿 2008 ガールトウシヨウ

＊ソシアルバターフライ 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スマイルユー（10青鹿 ＊スタチューオブリバティ）��入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
アノマリー（15牡青鹿 ＊ベーカバド）�入着３回，�４勝��２勝�入着６回
ウエディングパーク（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）���入着２回�１勝

２代母 カワカミパウダー（02黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
メイショウウズシオ（07牡 ＊オペラハウス）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，大阪―ハン

ブルクＣ‐L ２着，巴賞‐LR ３着，丹頂Ｓ‐OP ３着，すみれＳ‐OP ３着，etc.
メイショウアサアケ（09牡 ＊シニスターミニスター）２勝

３代母 パウダースノー（93鹿 ＊スキャン）４勝，嵯峨野特別，美濃特別
ブランピュール（00牝 アンバーシヤダイ）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ３着，コスモス賞‐OP
マイネルジェネシス（06牡 ＊ムーンバラッド）１勝
フミノミリオン（08牡 キングヘイロー）１勝
ノースパストラル（10牝 キングヘイロー）１勝，あすなろ賞３着，ビオラ賞３着
メイショウムラクモ（18牡 ネオユニヴァース）�４勝，レパードＳ‐G3，
伏竜Ｓ‐OP ２着，いわき特別，etc.

メルヴィンカズマ（14牡 ヴィクトワールピサ）２勝，茶臼山高原特別，信濃川
特別２着，野分特別３着

ワンダーアフィラド（16牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，仲春特別２着，�１勝
ミスポーラ（01牝 ＊タイキシャトル）不出走

アクアブルーフライ（07牡 アグネスフライト）３勝，香住特別２着，霊山特別
２着，蔵王特別２着，etc.

ラッキーマンボ（10牝 スズカマンボ）１勝

４代母 タカサークル（87鹿 ＊クリスタルパレス）不出走

５代母 トクノパーシア（72鹿 ＊パーシア）��３勝
［子］ チェリーフィールド（90牝 ＊アンフイールド）２勝，須賀川特別３着
［孫］ カネトシパッション（00� ＊リンドシェーバー）１勝，�９勝�，姫山菊

花賞，摂津盃２着
ライヴリードータ（91牝 ＊リフアーズスペシヤル）２勝，印旛沼特別３着

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

320 スマイルユー２０２０ �・黒鹿 ３／２３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieスマイルユー ＊ブライアンズタイム

��
��
�カワカミパウダー青鹿 2010 パウダースノー

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 スマートブライト（09栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
スマートギャツビー（15�鹿 スマートロビン）１勝，障害１勝
カヴァーチャ（18牝栗 ミュゼスルタン）�出走

２代母 アサヒブライト（96黒鹿 ＊ジェイドロバリー）�入着
トーセンブライト（01牡 ＊ブライアンズタイム）７勝，マリーンＳ‐L（２回），ペルセ

ウスＳ‐L，etc.，�１勝�１勝�２勝��入着４回�	，兵庫ゴールドＴ
‐Jpn3（２回），黒船賞‐Jpn3，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬

トーセンオマージュ（03牝 ダンスインザダーク）�２勝
トーセンレラ（08牡 ＊ロージズインメイ）２勝
ジュネス（17牝 ＊ロージズインメイ）１勝，��	出走
ジェフリー（18牡 トーセンジョーダン）��未出走�	２勝�１勝，ウイナーＣ

トーセンファルコン（07牡 ＊ロージズインメイ）�１勝
ブライトモーメント（10牝 マヤノトップガン）�１勝�	
ルールブルー（12牝 マツリダゴッホ）
４勝

３代母 コスモローマン（85黒鹿 ＊ナイスダンサー）４勝，函館記念‐Jpn3 ３着，関
門橋Ｓ‐OP ２着，巴賞‐OP ２着，津軽海峡特別，尾張特別，etc.
コールミークイーン（98牝 サクラバクシンオー）１勝

４代母 ジエラルレツド（75黒鹿 ＊フアバージ）４勝，赤富士賞，御岳特別，知床特別
［子］ トーワオーシャン（95牡 ＊イブンベイ）２勝，西脇特別３着

５代母 ＊ジエラルデインツウ（64 GB鹿 ＊パーシア）GB１勝，英ナッソーＳ３着
［孫］ フレツシユエプソム（86牝 ビンゴガルー）�１勝�14 勝，上山優駿樹氷賞２着

ロングマイテイ（82牡 ＊リイフオー）３勝，穂高特別
エプソムフェアリー（89牝 エプソムペガサス）３勝，猪苗代特別２着
マイネルスナイパー（93牡 ＊イブンベイ）１勝，舞鶴特別２着

［曾孫］ フェザーケープ（04� キングヘイロー）２勝，ムーニーバレーレーシング
クラブ賞

ミュージックロマン（99牡 ＊ミュージックタイム）�２勝�	２勝，さつ
き賞３着，若葉賞３着

販売申込者・所有者： 坂本 春信＝新ひだか町静内西川 �0146-46-2675
生 産 牧 場： 坂本 春信
飼 養 者： 坂本 智広＝新ひだか町静内西川 �090-9082-6145

321 スマートブライト２０２０ �・栗 ４／１３

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Devil His Due

�
�
�
�
�
�
�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラスマートブライト ＊ジェイドロバリー

��
��
�アサヒブライト栗 2009 コスモローマン

＊ジエラルデインツウ 5j
Halo S4×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 スリーサンハーツ（09鹿 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
スリーコーズクライ（17牡栗 スズカコーズウェイ）�１勝，�２勝
スリーマイトコーズ（18牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝

２代母 ＊スリーサンナイナー（96 USA鹿 ＊フォーティナイナー）４勝，葵Ｓ‐OP ２着，
天草特別，瀬戸特別，鳥栖特別
スリーサンフレンチ（03牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，高田城特別，鶴ヶ城特別３

着，障害１勝
スリーサンカリスマ（05牡 ＊カリズマティック）１勝，�２勝
スリーボストン（07牡 ＊ボストンハーバー）８勝，栗東Ｓ‐L ２着，室町Ｓ‐OP，天

保山Ｓ‐OP，太秦Ｓ‐OP，西陣Ｓ，etc.

３代母 ＊サン（88 USA鹿 Danzig）不出走
ドリームフォートゥーDream for Two（92牝 Devil's Bag）BRZ４勝，P. Presi

dente Joao Tobias de Aguiar‐L ２着
カスタニエ Kastanie（99 牝 Minstrel Glory）BRZ５勝，州知事大賞‐G3 ２着，

ブラジルＪＣ大賞‐G3 ３着，P. Profissionais do Turfe‐L ３着
オメリョールOMelhor（03 牡 Exile King）BRZ８勝，P. Itajara‐L ２着，

P. Nelson Pereira‐L ２着，P. Breno Caldas‐L ３着（２回）
クオリフォートゥーQuari for Two（05牡 P. T. Indy）BRZ２勝，アウグス

トＳケイロス会長大賞‐G3 ３着
ドラマティックライトDramatic Light（93 牝 Majestic Light）USA出走

リーガリーライト Reagally Light（00 牝 Regal Classic）USA・CAN２勝，
Penny Ridge S２着

ライトオヴゴールド Light of Gold（02� Banker's Gold）USA・CAN12勝，
Red Diamond Express H‐R ２着

４代母 アルーヴィアルAlluvial（69 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ スルーオゴールド Slew o' Gold（80 牡 Seattle Slew）USA12 勝，ジョ

ッキークラブゴールドＣ‐G1（２回），ウッドメモリアルＳ‐G1，ホイ
ットニーＨ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村中牧場＝浦河町野深 �0146-27-4337
生 産 牧 場： 村中牧場
飼 養 者： 村中牧場＝浦河町野深 �0146-27-4337

322 スリーサンハーツ２０２０ �・鹿 ４／１４
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンススリーサンハーツ
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�スリーサンナイナー鹿 2009 ＊サン

9f
Northern Dancer S4×S5×M5 Lyphard S4×M5

価格： 購買者：



母 チャームアップ（06芦 ＊シルバーチャーム）�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
セイカヒカワザカ（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�７勝

２代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，冬至Ｓ２着，オクトーバーＳ２着，etc.
ホットキャスケード（97牝 ＊フォーティナイナー）１勝
サンデーブレーヴ（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３
着，福島記念‐G3 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，スピカＳ，etc.

コウギョウマシーン（01牡 ＊デヒア）１勝
ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走

サンデームーティエ（14� タニノギムレット）３勝，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，
稲城特別，箱根特別２着，本栖湖特別３着

トーセンキンボシ（05� ＊ボストンハーバー）１勝

３代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.

＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，プリーク
ネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，スーパーダービー‐G1，サンタアニタダー
ビー‐G1，カリフォルニアンＳ‐G1，サンフェリペＨ‐G2，etc.，種牡馬

＊サンデーズシス（90牝 Halo）USA１勝
セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂津特

別２着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂Ｓ
‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

＊サンデーウィッシュ（96牝 Sadler's Wells）不出走
パワーブリッツ Power Blitz（05� Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，N

ew Year Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲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

323 チャームアップ２０２０ 牡・芦 ３／１１

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerチャームアップ
＊ Halo

��
��
�ペニーアップ芦 2006 WishingWell

3e
Hail to Reason M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 セラミスト（14青鹿 ＊パイロ）入着３回
〔産駒馬名登録数：２〕
サンドアラバスタ（18牡黒鹿 フリオーソ）���入着４回
パイロスパー（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��出走

２代母 ＊ジャパニーズウィスパー（01 UAE黒鹿 Machiavellian）USA１勝
サムライソード Samurai Sword（08牡 Motivator）GB・UAE４勝，BenMarsh

all S‐L ２着
ショーグン（10牡 Doyen）３勝，嵯峨野特別３着
キンゲン（16牡 ゴールドアリュール）２勝，カトレア賞２着

３代母 サワラ Sawara（94 GB鹿 Danzig）不出走
メイデンタワーMaiden Tower（00 牝 ＊グルームダンサー）FR・USA５勝，サン

ドリンガム賞‐G2，グロット賞‐G3，P. La Camargo‐L，etc.
ピクチャーハット Picture Hat（06 牝 El Prado）FR・GER・USA１勝，P. d

e Bagatelle‐L ２着
ハットボックスHat Box（08牝 Street Cry）不出走
エルブエンコンセホ El Buen Consejo（12 牡 Corinthian）PAN１勝，
P. Ernesto N Diaz，Ramon y Ernesto N Diez‐L ３着，P. Arquitecto G
erman Ruiz B.‐L ３着

クリエイティヴシンキング Creative Thinking（14牝 Creative Cause）USA
・CAN３勝，Keertana Overnight S，Flaming Page S３着

ペンライパヴィリオン Penglai Pavilion（10牡 Monsun）GB・FR・AUS・U
AE５勝，P. Turenne‐L，ドーヴィル大賞‐G2 ２着，GB障害３勝

トーキョーローズ Tokyo Rose（03牝 ＊ジェイドロバリー）FR４勝，P. Ceres‐L
サルサビール Salsabeel（14� Exceed And Excel）GB・FR・UAE２勝，ク

インシー賞‐G3 ２着，Flying Scotsman S‐L ２着，シングスピールＳ
‐G3 ３着

４代母 ナルワラNarwala（87 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・USA３勝，プリンセスロ
イヤルＳ‐G3，ロングアイランドＨ‐G2 ２着
［子］ アフィデイヴィト Affidavit（92 牡 Affirmed）GB・FR４勝，ユベールドシ

ョードネイ賞‐G2，ベルトゥー賞‐G3，P. de l'Avre‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2700
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

324 セラミスト２０２０ �・青鹿 ３／２４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellハーツクライ ＊トニービン

��
��
�アイリッシュダンス鹿 2001 ＊ビユーパーダンス

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionセラミスト
＊ Machiavellian

��
��
�ジャパニーズウィスパー青鹿 2014 Sawara

6d
Halo S3×M5 Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイビビッド（15鹿 ヴィクトワールピサ）出走
初仔

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

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

特別３着
サルビア（18牝 ダイワメジャー）�２勝，りんどう賞，新発田城特別３着

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

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

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

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

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

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

４代母 ロイヤルハウスRoyal House（95 FR鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）IRE２勝
［子］ ビーコンロッジ Beacon Lodge（05� Clodovil）GB・FR・IRE６勝，

シュマンドフェルデュノール賞‐G3，ホーリスヒルＳ‐G3，Haydo
ck Spring Trophy‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

325 タイセイビビッド２０２０ 牡・黒鹿 ３／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスタイセイレジェンド メジロマックイーン

��
��
�シャープキック栗 2007 ペッパーキャロル

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�リップスポイズン鹿 2015 Lips Plane

14c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ティアップアリア（15栗 ＊ヘニーヒューズ）入着２回
初仔

２代母 ティアップダイヤ（07鹿 ゼンノロブロイ）�１勝
ティアップジェイド（13牝 タニノギムレット）�１勝�４勝�入着３回�
ティアップジャンコ（14牝 ジャングルポケット）��４勝�７勝
プリサイスショット（17牡 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝�
レッドアーチャー（18牡 フリオーソ）��	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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 小林 正仁＝浦河町野深 �0146-27-4356
生 産 牧 場： 小林 正仁
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

326 ティアップアリア２０２０ 牡・鹿 ５／ ９

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerティアップアリア ゼンノロブロイ

��
��
�ティアップダイヤ栗 2015 ポンパドール

＊パッショナリアⅡ 9f
Northern Dancer S5×S5×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

327 ディアナムラ２０２０ 牡・栗 ４／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

ダンスインザダーク

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�フローラルマジック栗 2007 Rare Lady

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

価格： 購買者：



母 ソトーグラシオ（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ナマシボリ（13牝栗 ＊カジノドライヴ）��１勝
メイショウラプター（14牡鹿 ルーラーシップ）障害１勝
トライエヴリシング（17牝鹿 ストロングリターン）��未出走�１勝
スズノスケ（18牡栗 スズカコーズウェイ）��４勝�入着２回
グランジャンブ（19牡鹿 ビッグアーサー）�出走

２代母 ＊ガゼルロワイヤル（94 FR黒鹿 Garde Royale）GB・FR・GER１勝，英オー
クス‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，サンクルー大賞‐G1 ３着，サンタラ
リ賞‐G1 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，etc.
エルダンジュ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，甲斐路特別３着

アドマイヤテンクウ（07牡 キングカメハメハ）２勝，京成杯‐G3 ２着，北山Ｓ，
障害１勝

アドマイヤスピカ（10牡 キングカメハメハ）５勝，セントライト記念‐G2 ３着，
松籟Ｓ，境港特別，鶴橋特別，アザレア賞，etc.

カゼルタ（12牝 ＊ハービンジャー）４勝，西海賞，四国新聞杯，パールＳ３着
エルデュクラージュ（14� ＊クロフネ）�７勝，ブリリアントＳ‐L，スレイプニ

ルＳ‐OP，赤富士Ｓ，八王子特別，etc.，��入着�，ダイオライト記念
‐Jpn2 ２着

パルマリア（15牡 ロードカナロア）�２勝，ジュニアＣ‐LR ２着，秩父特別２
着，豊川特別２着

バトーデュシエル（17牝 ロードカナロア）�１勝，小樽特別３着
グランロワイヤル（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，福寿草特別２着，渡島特別３

着，奥只見特別３着，梅花賞３着
アドマイヤダーリン（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，石打特別２着，摩周湖特別

３着，若鮎賞３着
マッハロッド（06牡 アグネスタキオン）１勝
レッドルーラー（10牡 キングカメハメハ）４勝，若葉Ｓ‐LR，境港特別，梅花賞，

博多Ｓ３着，白川特別３着，障害１勝
パープルセイル（11牝 フジキセキ）２勝

３代母 ビューティワルBeautywal（89 FR栗 Magwal）FR１勝

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

328 ソトーグラシオ２０２０ 牡・鹿 ４／ ９

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラソトーグラシオ
＊ Garde Royale

��
��
�ガゼルロワイヤル栗 2008 Beautywal

1o
Mr. Prospector S4×S5

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：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
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）��４勝��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

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

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

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

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

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

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，ホープ

フルＳ‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着（２回），etc.

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： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

329 ステラビスティー２０２０ �・青鹿 ３／３０
＊ 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 スターギャル（11鹿 ＊ヨハネスブルグ）�６勝��１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
オルターナ（19牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）���入着

２代母 スターダンサー（92青鹿 ＊ルション）不出走
マルサンキンノホシ（99牡 ＊ポリッシュネイビー）�１勝��
クラブブラック（00牝 ＊ブランコ）�７勝�５勝�
ミナモトコジロウ（01牡 ＊スキーキャプテン）�５勝��入着
ジルディーディー（04牡 ＊ブラックホーク）��10 勝
シゲルラブスカイ（05牝 ＊ボストンハーバー）出走

シゲルゴホウサイ（12牝 ＊パイロ）３勝，大須特別３着
ブルーマーサー（07牝 ＊アジュディケーティング）��１勝
カンユウ（08牡 アドマイヤマックス）��５勝
クラウンガルーダ（09牡 ＊ブラックホーク）�９勝
トーイキララ（13牝 アドマイヤコジーン）�１勝�	��

３代母 マーサレツド（81鹿 ＊ボールドリツク）４勝，函館３歳Ｓ３着，Ｒたんぱ３歳
牝馬Ｓ‐OP，京都３歳Ｓ‐OP，すずらん賞‐OP，優２牝
ホクトクレバー（87牝 ＊ラツキーソブリン）３勝，洞爺湖特別２着，白河特別３着，

久慈川特別３着

４代母 タケノダンサー（71栗 ＊チヤイナロツク）不出走
［子］ リーゼングロス（79牝 アローエクスプレス）４勝，桜花賞，サンスポ４歳

牝馬特別，オークス２着，etc.
タケノベルベット（89牝 ＊パドスール）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
鳴尾記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.

タケノコーリー（84牝 アローエクスプレス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ
‐Jpn3 ３着，クローバー賞‐OP，京都３歳Ｓ‐OP ２着

［孫］ リーゼンシュラーク（87牡 ＊ハードツービート）６勝，七夕賞‐Jpn3，ジ
ューンＳ，安房特別，etc.

［曾孫］ エンゲルグレーセ（97牡 ＊プラウドデボネア）６勝，エルムＳ‐Jpn3，ガ
ーネットＳ‐Jpn3 ２着，etc.，
１勝��，クラスターＣ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 木田 茂雄＝新ひだか町静内神森 �0146-42-0139
生 産 牧 場： 林 博道
飼 養 者： 林 博道＝新冠町万世 �090-7050-3381

330 スターギャル２０２０ 牡・黒鹿 ４／１１
＊ 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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythスターギャル ＊ルション

��
��
�スターダンサー鹿 2011 マーサレツド

＊ラダンスーズ 2f
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 チーズマヨ（09鹿 ＊シンボリクリスエス）入着３回，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（４）〕
ハイチーズ（15牡鹿 ＊タートルボウル）�入着，���１勝�入着
デンコウハピネス（16牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
キタノコマチ（17牝黒鹿 ＊タートルボウル）�１勝�入着���
メンタイマヨ（19牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）���２勝

２代母 マルカコマチ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪
杯‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，小倉大賞
典‐Jpn3 ３着，etc.
マルカアイチャン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう賞２着，

あけび賞３着
シルバーウエイブ（09牡 ジャングルポケット）２勝，水仙賞
セトノフラッパー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，西郷特別，瀬戸内海特別２着，

太宰府特別２着，粟島特別２着，久多特別３着，etc.
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュリテ

ィＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP
アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L

３着，ウェルカムＳ，尖閣湾特別２着，鳥屋野特別２着
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイ

ルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬
スマートパスポート（10牝 メイショウサムソン）�４勝��入着３回

３代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，札幌日

経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝	２勝
１勝，種牡馬
ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福島ＴＶＯ

Ｐ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.
ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，織姫賞，

西郷特別２着，etc.
ナショナルホリデー（04牝 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �0146-49-5113
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �0146-49-5113

331 チーズマヨ２０２０ �・栗 ３／ ４
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayチーズマヨ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカコマチ鹿 2009 ナショナルフラッグ

＊ハニードリーマー 23b
サンデーサイレンスM3×S4 Roberto M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 チェストケハーツ（13鹿 ハーツクライ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ブレイクザアイス（19牡芦 ＊ラニ）�未出走

２代母 ＊アーチスト（99 IRE 黒鹿 In TheWings）FR１勝
サントスシチー（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ディオーサシチー（10牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 グレイスノートGrace Note（82 FR黒鹿 Top Ville）GB１勝，リングフィ
ールドオークストライアルＳ‐G3 ２着
ベルメス Belmez（87牡 El Gran Senor）GB・FR・IRE５勝，Ｋジョージ六世＆Ｑ

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

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

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

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

オペラコミックOpera Comique（01牝 Singspiel）GB・IRE１勝，愛パークＳ
‐G3 ３着
ドゥビュッシーDebussy（06 牡 Diesis）GB・FR・USA・UAE６勝，アーリント

ンミリオンＳ‐G1，ウジェーヌアダム賞‐G2，ハクスリーＳ‐G3，etc.，種牡馬
＊リリク（08牝 Iffraaj）FR１勝

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

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

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

販売申込者・所有者： 沼田 照秋＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2663
生 産 牧 場： 沼田 照秋
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

332 チェストケハーツ２０２０ �・鹿 ４／１０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスチェストケハーツ
＊ In TheWings

��
��
�アーチスト鹿 2013 Grace Note

16b
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 チャーミングメイト（14鹿 ＊エンパイアメーカー）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
チャームポイント（19牝黒鹿 シルバーステート）�入着

２代母 マジックシアター（06鹿 ネオユニヴァース）１勝，フラワーＣ‐G3 ３着，赤
松賞２着
キューティクル（12牝 ＊ブライアンズタイム）��５勝
イッツマイシャウト（13牡 ＊ワイルドラッシュ）入着，��１勝�１勝��入着２回

３代母 マジカルウーマン（97栃栗 ＊パラダイスクリーク）１勝
ナイキアースワーク（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，��入着

２回�，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着，etc.
ドラゴンファイヤー（04� ＊ブライアンズタイム）５勝，シリウスＳ‐G3，アンタレ

スＳ‐G3 ２着，オークランドＲＣＴ，etc.
グロリアスメモリー（05牝 アドマイヤベガ）入着３回

ワンダフルメモリー（14牝 ＊パイロ）�７勝��１勝�，黒潮皐月賞３着
フェルゼンハント（19牡 ＊ロージズインメイ）��１勝，若鮎賞２着

４代母 ブレイブウーマン（85鹿 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，弥彦特別，おけさ
特別２着，隅田川特別３着，くちなし賞３着
［子］ ＊コクトジュリアン（92牡 Machiavellian）７勝，クリスタルＣ‐Jpn3，朝

日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ３着，etc.
ブラボーグリーン（94牡 ＊タイトスポット）７勝，京阪杯‐Jpn3，新潟記
念‐Jpn3 ２着，ニューイヤーＳ‐OP，etc.，種牡馬

ナイキアフリート（96牡 ＊アフリート）６勝，京葉Ｓ‐OP ３着，ブラッド
ストーンＳ，etc.，�４勝��入着	，珊瑚冠賞，etc.

＊ブレイブスペシャル（99牡 ＊デヒア）５勝，豊明特別，西郷特別，初風特
別，etc.

５代母 チヨダフジ（75栗 ＊フアバージ）１勝
［孫］ ホーマンウイナー（99牡 トウカイテイオー）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2

２着，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，ききょうＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 桑原牧場＝むかわ町宮戸 �080-6060-4012
生 産 牧 場： 桑原牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

333 チャーミングメイト２０２０ �・鹿 ３／１１
＊ 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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudチャーミングメイト ネオユニヴァース

��
��
�マジックシアター鹿 2014 マジカルウーマン

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

価格： 購買者：



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

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

スプリングＣ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ
‐Jpn3 ３着，オーシャンＳ‐OP，etc.

タイキトゥインクル（96牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，タ
ーコイズＳ‐OP，ユートピアＳ２着
エイシンフェアリー（06牝 ＊タイキシャトル）２勝，あやめ賞，八幡特別２着
ヒットジャポット（07牡 フジキセキ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，富士Ｓ

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

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

タイキマーズ（01	 ＊タイキシャトル）２勝，礼文特別，庄内川特別２着
タイキミューズ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，仁山特別，函館日刊スポーツ杯

２着，鏑矢特別２着，知立特別３着，鈴鹿特別３着
スーパーミッション（05牡 ＊ブラックホーク）１勝，��４勝�４勝�

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

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

ピアＳ２着，etc.

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

334 タイキエリーゼ２０２０ 牡・鹿 ４／２６
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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�サブミッション鹿 2004 Yes My Dear

21a
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 シャルマンウーマン（11鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
シャルマンニシキ（16牝鹿 ＊ワークフォース）��５勝
ドリームバンドーム（17牝黒鹿 トゥザグローリー）��３勝

２代母 フォーリアクイーン（97鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
クイーンテレージア（04牝 テイエムジャンボ）�７勝���
トップオバマ（06牡 ＊マリエンバード）�７勝��４勝，ＭＲＯ金賞３着
マツノグーセン（07牡 ＊マリエンバード）�１勝�２勝
イトククリ（08牝 サクラバクシンオー）３勝，長万部特別，刈谷特別，河北新報杯

２着，吾妻小富士賞２着
シニスタークイーン（09牝 ＊シニスターミニスター）３勝
シャインエタニティ（10牝 ＊グラスワンダー）入着，��１勝

グロリオーソ（18牝 フリオーソ）���２勝�１勝�入着，桜花賞２着，ユン
グフラウ賞３着，留守杯日高賞３着

ピエノフィオレ（12牝 キングカメハメハ）１勝
ラブロイ（13	 ＊シンボリクリスエス）��４勝

３代母 ＊フォーリア（89 GB鹿 Sadler's Wells）GB３勝

４代母 ドゥヌーフDunoof（83 GB芦 Shirley Heights）GB・ITY１勝
［子］ セルティチュード Seltitude（96牝 Fairy King）GB・FR３勝，セーネオワ

ーズ賞‐G3，グロシェーヌ賞‐G2 ３着，サンジョルジュ賞‐G3 ３着
［孫］ シャルロットオーフレーズ Charlotte O Fraise（04 牝 Beat Hollow）F

R２勝，カルヴァドス賞‐G3
ディアマントヴェーレDiamantwelle（02 牝 ＊ザール）FR・GER・ITY２
勝，P. Baggio‐L

ラヴァーマン Lover Man（09	 Lawman）GB・FR・GER・BEL３勝，
P. Hampton‐L

ラックマニー Luck Money（05牡 Indian Ridge）GB・IRE・USA３勝，
Majestic Light S‐R，コヴェントリーＳ‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

335 シャルマンウーマン２０２０ �・鹿 ３／２１
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

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

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモシャルマンウーマン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フォーリアクイーン鹿 2011 ＊フォーリア

9e
Sadler's Wells S3×M4 Northern Dancer S4×S5×M5×M5
Princely Gift S5×M5
価格： 購買者：



母 ツインテール（08栗 Tale of the Cat）１勝，足立山特別（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
レッドラファーガ（15牡黒鹿 ディープインパクト）��２勝���入着６回
バレットドゥオール（17牝栗 オルフェーヴル）���入着４回

２代母 ＊ゲイリーレディ（94 USA栗 Silver Hawk）２勝，三宮特別３着
エースオブハート（00牡 ＊カーネギー）１勝，水仙賞３着，セントポーリア賞３着，

白梅賞３着
スターズトゥシャイン Stars to Shine（07牝 Tale of the Cat）USA・CAN６勝，

オンタリオメイトロンＳ‐G3，Trillium S‐L，Belle Mahone S‐L，
カナディアンＳ‐G2 ３着（２回）

３代母 ゲイリーゲイリ－Gaily Gaily（83 IRE 栗 Cure the Blues）FR・IRE・USA
14 勝，フラワーボ－ルＨ‐G1，ゴールデンハーヴェストＨ‐G2，オーキッドＨ
‐G2，モデスティＨ‐G3（２回），ビウィッチＳ‐G3，etc.
プロパープロトコルProper Protocol（92 牝 Deputy Minister）不出走

サザンプロトコル Southern Protocol（03 牝 Dixieland Band）USA２勝，
Trenton S３着
ストームクイリティ Stormquility（11 牝 After Market）USA９勝，Jers
ey Lilly Turf S，WilmaMankiller Memorial S，Houston Distaff
S２着，etc.

ベストリガーズBest Regards（04 牝 Street Cry）USA出走
ボナコール Bon Accord（11牡 Showing Up）USA３勝，Calder Turf
Dash S，バーボンＳ‐G3 ３着，Lincoln S３着

ミスゲイリーMiss Gaily（95 牝 Dayjur）不出走
ディエガDiega（00牝 Diesis）ITY４勝
ミスターサンドロMister Sandro（09牡 Dane Friendly）ITY４勝，P.
Regione Toscana‐L，P. Merano‐L ３着

ゾーナ Zona（01牝 Mr. Greeley）FR・ITY・USA４勝，P. Seregno‐L，
P. Pietro Bessero‐L ２着
ヴァーグヌヴェル Vague Nouvelle（11 牝 Mastercraftsman）ITY４勝，
伊１０００ギニー‐G3，P. Tadolina‐L，P. Royal Mares‐L，etc.

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

336 ツインテール２０２０ 牡・鹿 ３／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

テイルオヴザキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Tale of the Cat Yarnツインテール
＊ Silver Hawk

��
��
�ゲイリーレディ栗 2008 Gaily Gaily

6e
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ディスコルディア（12青鹿 ＊ウォーエンブレム）入着２回，�３勝��入着
初仔

２代母 アズサユミ（95黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
アルバレスト（02牡 ＊スターオブコジーン）４勝，東北Ｓ２着，渡月橋Ｓ２着，ブラ

ジルＣ２着，みちのく特別２着，遠州灘Ｓ３着，etc.
クランエンブレム（04牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，大原Ｓ，福島市制施行１００周年

記念，伏見Ｓ３着，アクアラインＳ３着，障害２勝，阪神ジャンプＳ‐JG3
ラルケット（05牝 ＊ファルブラヴ）４勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，洞爺湖特別，サ

フラン賞，スピカＳ２着，市川Ｓ３着
ステルヴィオ（15牡 ロードカナロア）�４勝，マイルＣｈＳ‐G1，スプリング

Ｓ‐G2，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，スワンＳ‐G2 ２着，京王
杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.

ヒシゲッコウ（16牡 ルーラーシップ）�３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，阿寒湖
特別，御堂筋Ｓ３着

グランパラディーゾ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，岩室温泉特別３着
クリーバレン（06牡 ＊シンボリクリスエス）入着４回，障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
フェイルノート（07� ＊シンボリクリスエス）３勝，阿賀野川特別２着
ムーンザムーン（14牝 ローエングリン）２勝，スイートピーＳ‐LR ３着，青島特別

３着，若竹賞３着

３代母 ファーストクラス（89栗 トウシヨウボーイ）不出走
タカオサクセス（96牝 ＊ラストタイクーン）２勝，ダリア賞‐OP ２着，芙蓉Ｓ‐OP

３着，サフラン賞
タカオルビー（00牝 ＊テンビー）５勝，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２着，

福島民報杯‐OP ３着，新潟日報賞，etc.
タカオファースト（01牡 ＊オペラハウス）１勝，いちょうＳ‐L ３着，ひいらぎ

賞２着
フライトソング（98牝 ＊アルカング）５勝，三春駒特別，早春賞，小名浜特別，etc.
シノブホマレ（01牡 タマモクロス）�７勝�１勝�入着���	，東海ゴールドＣ

３着，六甲盃，ＭＲＯ金賞２着，etc.
マサノウイズキッド（06牡 ゴールドヘイロー）２勝，留萌特別，ＴＶ山梨杯２着，

�３勝

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

337 ディスコルディア２０２０ �・青鹿 ２／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyディスコルディア ＊サンデーサイレンス

��
��
�アズサユミ青鹿 2012 ファーストクラス

＊ダンスタイム 11c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 デットオアアライブ（05栗 ＊グランデラ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ヒルノマンダレー（16牡青鹿 ヒルノダムール）��１勝
ブルラッシュ（17牡青鹿 ヒルノダムール）���１勝�２勝
リュウノイチモンジ（19牡栗 ワールドエース）�未出走

２代母 ＊クィーンズダガー（95 USA鹿 Rahy）GB１勝
＊ダガーズアラベスク（03牝 ＊ジェイドロバリー）��４勝，東京２歳優駿牝馬，ロー

レル賞
メイショウアンデス（06牝 ダンスインザダーク）�入着

ドラグーンシチー（15牡 ロードカナロア）�３勝，オーストラリアＴ，再度山
特別２着，六波羅特別２着，八丈島特別３着

メイショウスズラン（07牝 キングカメハメハ）２勝
メイショウアリソン（14牡 マンハッタンカフェ）�５勝，河原町Ｓ，やまびこ

Ｓ３着，戸畑特別３着
メイショウショウブ（16牝 ダイワメジャー）�１勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，

デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，阪神Ｃ‐G2 ３着

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代
表，優古牡，種牡馬

ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー
Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯‐G3，

日本ダービー‐G1 ２着，etc.

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： サカイファーム＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2236
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

338 デットオアアライブ２０２０ 牡・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊ Grand Lodge

�
�
�
�
�

��
��

�グランデラ Bordigheraデットオアアライブ
＊ Rahy

��
��
�クィーンズダガー栗 2005 ＊ケイティーズファースト

7f
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 テレキネシス（11鹿 ダイワメジャー）�入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ミユキアウグストス（17牡栗 ＊シニスターミニスター）���２勝�３勝
マイユリシス（18牝栗 ジャングルポケット）��出走�１勝�
アダラ（19牝青鹿 ＊ロージズインメイ）��入着

２代母 ＊シンプリーラヴリー（02 CAN黒鹿 Bold Executive）USA・CAN３勝，F
anfreluche S‐R，Muskoka S‐R，Victorian Queen S‐R，Jammed Lo
vely S‐R ２着，La Prevoyante S‐R ２着，etc.
コンフィデンシャル（07牝 Fusaichi Pegasus）出走

タイガートゥーレ（15牡 キャプテントゥーレ）１勝
ラプレシオーサ（13牝 ダノンシャンティ）�２勝	２勝
１勝���入着２回，プ

リンセスＣ２着
イナロア（15牝 ロードカナロア）	５勝
タイセイアルディ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）��入着��１勝
マルカアドラビーレ（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝	

３代母 ベルアフェアBelle Affair（95 CAN芦 Stalwart）USA２勝
ガリペットGalipette（04 牝 Bold n' Flashy）USA・CAN３勝，La Prevoyante

S‐R ２着

４代母 サザンアフェア Southern Affair（88 USA芦 Spectacular Bid）USA出走
［子］ ミュージカルアフェアMusical Affair（93� Stop the Music）USA13 勝，

Briartic H３着
［孫］ ワンモアディールOne More Deal（09� Survivalist）CAN２勝，Bu

ll Page S‐R ３着

５代母 フィフスアヴェニューレイディFifth Avenue Lady（78 USA黒鹿 Rising Market）
USA１勝
［子］ ヘイルアキャブ Hail a Cab（83牝 Hail the Pirates）USA11 勝，スピン

スターＳ‐G1，Fairway Fun S‐L，Dogwood S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

339 テレキネシス２０２０ �・鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケテレキネシス
＊ Bold Executive

��
��
�シンプリーラヴリー鹿 2011 Belle Affair

8f
Bold Ruckus M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊テレフォニカ（01 USA鹿 Distant View）GB入着２回
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（16）〕
ナムラアレグロ（07牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝
キャニオンシャイン（11牝鹿 メイショウサムソン）�１勝�３勝���
リーネアロッサ（13牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝�１勝
レソルテ（14牝栗 メイショウボーラー）�３勝��３勝
キンジトー（16牡栗 ヴィクトワールピサ）入着２回，�	出走��１勝
フラウボウ（17牝鹿 ＊ダンカーク）��２勝	１勝
スタービート（18牡芦 ＊ダンカーク）���入着３回

２代母 コールアカウント Call Account（92 USA鹿 Private Account）USA５勝，
ファーストフライトＨ‐G2 ３着
ダイアリングトーンDialing Tone（00牝 Distant View）GB１勝

アヴェニュモンテーニュ Avenue Montaigne（12牝 Showcasing）GB・IRE
１勝，Tipperary S‐L ３着

ハンドセットHandset（04 牝 Distant View）GB・BHR２勝
ストライクバロット Strike Ballot（06 牡 Smart Strike）FR・SAU１勝
アズラグAzrag（08牡 Mizzen Mast）GB・BHR４勝

３代母 キ－ダンサ－Key Dancer（81 USA黒鹿 Nijinsky）USA６勝，マッチメイ
カーＳ‐G2，アシーニアＨ‐G3，Caltha S‐L，ベルダムＳ‐G1 ３着，レイデ
ィーズＨ‐G1 ３着，etc.

＊キーブギー（94牝 Lyphard）GB・IRE１勝，Lupe S‐L ３着
スマートロビン（08牡 ディープインパクト）６勝，目黒記念‐G2，メトロポリ

タンＳ‐L，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，etc.，種牡馬

４代母 キーパートナーKey Partner（76 USA黒鹿 Key to the Mint）USA２勝
［孫］ ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，

ヴィクトリアマイル‐Jpn1，etc.，USA・HKG１勝，キャッシュコー
ルＳ‐G3，etc.，優３牝，優古牝

ダンスパートナー（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，オークス‐Jpn1，
エリザベス女王杯‐Jpn1，京阪杯‐Jpn3，etc.，FR・HKG入着，優３
牝，優古牝

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

340 テレフォニカ２０２０ 牡・鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊

ディスタントヴュー Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Distant View Seven Springsテレフォニカ コールアカウント Private Account

��
��
�Call Account鹿USA 2001 Key Dancer

7
Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイネオ（12黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キタノスイセイ（17牡黒鹿 ジャングルポケット）��２勝

２代母 トウカイパステル（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，福島放送賞２着，相
馬特別２着，二本松特別２着，りんどう賞２着
トウカイエール（00� ＊ソウルオブザマター）５勝，関ケ原Ｓ，安房特別，万代特別

２着，桜木特別２着，金山特別２着，etc.，�２勝
トウカイカムカム（01牡 トウカイテイオー）６勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，天皇賞

（春）‐Jpn1 ５着，琵琶湖特別，許波多特別，高千穂特別，etc.
トウカイルナ（02牝 ＊エルコンドルパサー）５勝，大原Ｓ，西海賞，門司特別，清水

Ｓ２着
トウカイマーチ（03牝 ＊アフリート）１勝
トウカイオーロラ（07牡 トウカイテイオー）４勝，ゴールデンブーツＴ，淡路特別，

鶴橋特別，寿Ｓ２着，精進湖特別２着，etc.
トウカイルノン（10牡 ジャングルポケット）�８勝
トウカイフォーゲル（14牝 トウカイテイオー）�１勝�入着５回

３代母 トウカイミヤビ（90青鹿 マルゼンスキー）不出走
トウカイツクオー（97牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，西郷特別，遠賀川特別，紫川

特別２着，etc.
トウカイトニー（98� ＊トニービン）３勝，美濃特別，新津特別，佐渡特別２着，etc.，

�２勝
トウカイトレンド（99牡 ダンスインザダーク）２勝，陣馬特別３着，白川特別３着，

淡路特別３着
トウカイドリーム（00牡 サツカーボーイ）１勝，荒川峡特別２着，瓢湖特別２着，

富里特別３着
トウカイハッスル（01牡 ＊トワイニング）４勝，漁火特別，湯川特別，恵庭岳特別，etc.，

障害２勝
トウカイパラダイス（07牡 ゴールドアリュール）６勝，巴賞‐LR，産経大阪杯‐G2

２着，目黒記念‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

341 トウカイネオ２０２０ 牡・鹿 ３／１１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlトウカイネオ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイパステル黒鹿 2012 トウカイミヤビ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

342 タイセイティグレス２０２０ �・栗 ３／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスタイセイレジェンド メジロマックイーン

��
��
�シャープキック栗 2007 ペッパーキャロル

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ホットレディ青鹿 2011 ＊グレースアンドグローリー

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

価格： 購買者：



母 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－４（７）〕
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）�出走

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： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

343 ノーブルビューティ２０２０ 牡・鹿 ５／２２
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファス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
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 トゥルヴァーユ（10芦 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
アグリシュブール（19牡芦 ロゴタイプ）�出走

２代母 グランバザール（99芦 タマモクロス）２勝
ディーエスジャック（06牡 ＊マイネルラヴ）入着２回，��２勝
ダルニム（07牝 ＊ワイルドラッシュ）２勝
コスモアメシスト（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�１勝��
セレッソブランコ（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝

３代母 マルゼンカーニバル（93鹿 マルゼンスキー）不出走
ロクコーピロウイナ（97牡 ニホンピロウイナー）４勝，帆柱山特別，伊吹山特別３着
グレカーレ（10牝 サムライハート）２勝，種市特別，驀進特別２着，邁進特別３着

４代母 ＊カーニバルⅡ（85 NZ青鹿 Racing Is Fun）NZ４勝
［子］ サーストンフライト（95牡 ＊ダンシングブレーヴ）６勝，アメジストＳ，

寿Ｓ，宝ケ池特別，etc.，障害２勝

５代母 モルトMalt（78 NZ黒鹿 Moss Trooper）不出走
［子］ ホーリックス Horlicks（83 牝 Three Legs）１勝，AUS・NZ16勝，ＤＢ

ドラフトクラシック‐G1（２回），ＴＶニュージーランドＳ‐G1（２回），
ＶＲＣＬＫＳマッキノンＳ‐G1，etc.

［孫］ ブルー Brew（94� Sir Tristram）AUS・NZ７勝，ＶＲＣメルボルンＣ
‐G1，ＶＲＣホザムＨ‐G2，VRC Japan Trophy‐L，etc.

バブル Bubble（93 牝 Sir Tristram）AUS・NZ４勝，エイヴォンデイル
ギニーズ‐G2，オークランドクラシック‐G1 ２着，エイヴォンデイ
ルＧＣ‐G1 ２着，etc.

ジエンパシー The Embassy（05� Danasinga）AUS・NZ・SIN・MA
L８勝，ＡＴＣランドウィックシティＳ‐G3，Perak Derby‐L，
Piala Emas Sultan Selangor‐L ２着，etc.

［曾孫］ フィウミチーノ Fiumicino（03� Zabeel）AUS７勝，ＡＴＣＨＥタンクレド
Ｓ‐G1，ＡＴＣオーストラリアンダービー‐G1，ＡＴＣヒルＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700
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 �0146-28-1700

344 トゥルヴァーユ２０２０ 牡・青鹿 ３／２６
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケトゥルヴァーユ タマモクロス

��
��
�グランバザール芦 2010 マルゼンカーニバル

＊カーニバルⅡ 10d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ドナマコン（14鹿 ＊ハービンジャー）入着２回
初仔

２代母 ビッグエリザベス（98黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，チューリップ賞
‐Jpn3 ３着
ファンドリアスカ（07牡 キングカメハメハ）入着２回，�２勝，黒潮菊花賞２着
ハワイアンリズ（11牝 キングカメハメハ）�５勝
サンエイファントム（17牡 ＊エスケンデレヤ）�１勝

３代母 モルゲンロート（87鹿 マルゼンスキー）入着
ビッグモンロー（94牝 ＊トニービン）４勝，カーネーションＣ‐OP，スイートピーＳ

‐OP ３着，天王寺特別，etc.
ビッグウルフ（00牡 ＊アフリート）４勝，�１勝�１勝��１勝�入着２回，ジ

ャパンＤダービー‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3，etc.
ビッグフラワー（02牝 ビッグサンデー）２勝，矢車賞，�９勝�１勝��１勝

�入着
ビッグハッピー（97牝 ＊アフリート）５勝，なにわＳ２着

ヤサシイキモチ（05牝 ビッグサンデー）２勝，桑折特別２着，堀川特別３着，
十勝岳特別３着，etc.

パワーストラグル（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，ラジオ日本賞‐OP ２着，etc.，
�１勝�入着��，白山大賞典‐Jpn3，マーキュリーＣ‐Jpn3 ３着

ミリオンハッピー（07牝 アグネスタキオン）入着２回
カイシュウキリシマ（13牡 ＊グラスワンダー）入着，飯盛山特別２着，�11
勝�１勝��入着２回

ゴールデンヒーラー（18牝 ＊タートルボウル）	�７勝，ひまわり賞，やま
びこ賞，あやめ賞，etc.

ハッピーグラス（08牝 ディープインパクト）４勝，忘れな草賞‐OP ２着，駒場
特別，あずさ賞

タンクティーエー（16牡 ブラックタイド）１勝，	�入着�６勝����，ダ
ービーＧＰ２着，サラブレッド大賞典，金沢スプリングＣ３着

ハーストーリー（00牝 ＊トニービン）出走
ダノンイチロー（06
 アグネスタキオン）１勝，安城特別３着

販売申込者・所有者： 酒井 亨＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2573
生 産 牧 場： 酒井 亨
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

345 ドナマコン２０２０ 牡・鹿 ３／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlドナマコン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビッグエリザベス鹿 2014 モルゲンロート

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky S4×M5

価格： 購買者：



母 ドナメジャー（09栗 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
クリノイコライザー（17�栗 ＊プリサイスエンド）�１勝
クリノハーベスト（18牡鹿 ＊ケイムホーム）�出走

２代母 メイショウマキバコ（95鹿 ヤマニンゼファー）２勝
ドンクール（02牡 ジェニュイン）４勝，�２勝�１勝����入着４回，兵庫Ｃｈ

Ｓ‐Jpn2，名古屋大賞典‐Jpn3，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1
３着，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，etc.

ドナラーク（03牝 ＊スキャン）１勝
ドナプレミア（04牝 ＊スキャターザゴールド）２勝

ドンアルフォンス（12牡 ダンスインザダーク）１勝，障害１勝
ドンサルート（05牡 ＊ブラックホーク）�３勝
ローレルマキバオー（08牡 ＊クロフネ）入着，	１勝
ワンダーブライド（10牝 ゴールドアリュール）�８勝
ワイエムポーター（11牡 ゴールドアリュール）�２勝�５勝
ミスロンリーハーツ（12牝 メイショウサムソン）�５勝

３代母 メイショウサユリ（86鹿 ＊ラツキーソブリン）３勝，伊達特別，勿来特別，柳
川特別２着，本宮特別２着，千種川特別３着，etc.
メイショウワカシオ（94牡 ＊モガンボ）３勝，障害４勝，京都ジャンプＳ‐JG3，中

山大障害‐JG1 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ２着，etc.

４代母 ＊フアビユリシマ（71 FR栗 Le Fabuleux）不出走

５代母 ＊ラシアマード（65 FR鹿 Blockhaus）FR出走
［孫］ ダイナセンチユリー（82牝 ＊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
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
グレイトビクトリ（84牡 ＊ロンバード）２勝，ひめさゆり賞，障害１勝
シンセイボールド（85牡 ＊ボールドリツク）２勝，豊前特別３着

［曾孫］ 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.

販売申込者・所有者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109
生 産 牧 場： ㈲日西牧場
飼 養 者： ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ＝浦河町西幌別 �080-1516-4877

346 ドナメジャー２０２０ 牡・栗 ４／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケドナメジャー ヤマニンゼファー

��
��
�メイショウマキバコ栗 2009 メイショウサユリ

＊フアビユリシマ 7
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

���，白銀争覇３着
ライジングエース（08牡 ジャングルポケット）１勝

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

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

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

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

347 ドリームバラード２０２０ �・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルドリームバラード
＊ Woodman

��
��
�フジャブ黒鹿 2009 Winters' Love

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

価格： 購買者：



母 ジョア（14鹿 ＊カジノドライヴ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ギブス（97 USA鹿 Boundary）USA２勝
イシヤクカイザー（01牡 Devil's Bag）入着，�20 勝�入着
クルミ（02牝 アドマイヤベガ）不出走

プレミアムストーン（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着
ジルヴァンクール（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）��９勝
ゴールデンリング（05牡 ＊トワイニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ２着，飛翔

特別，飛翔特別２着，飛竜特別３着
オースミトラスト（06牡 ＊グラスワンダー）�３勝
ハクサンアース（09牡 ＊バゴ）１勝，��１勝�入着２回
ファンブレイク（12牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�１勝
ローカルロマン（13牝 スペシャルウィーク）�３勝���
リグーリア（15牝 ＊モンテロッソ）	２勝
３勝

３代母 ケリー Kelly（86 USA鹿 Secretariat）USA３勝，ハリウッドオークス‐G1
２着，ヴァニティＨ‐G1 ３着，ミレイディＨ‐G1 ３着，プリンセスＳ‐G2 ２着，
エルエンシノＳ‐G2 ３着，etc.
インターヴァル Interval（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA１勝

クリスザコーチChris the Coach（03牝 Boundary）USA３勝
アランサ Alanza（10牝 Privately Held）PER８勝，パンプローナ賞‐G1，
アウグストＭバレラ賞‐G3，P. Frau Astrid‐L，etc.

スーエレン Sue Ellen（12牝 Minister's Joy）PER２勝，ミゲルＦマゴト賞
‐G3，オスカルＢパソス賞‐G3

サマーズピース Summers Peace（06牝 Orientate）USA６勝，Washingto
n State Legislators H，Golden Poppy S‐L ２着，Sweepida S３着

４代母 シリア Syria（78 USA黒鹿 Damascus）USA５勝，Mistletoe H，Gle
naris S２着，プリンセスＳ‐G3 ３着
［子］ アンカー Anchor（90 牡 ＊ポリッシュネイビー）USA８勝，Mardi Gras H

‐L，Fleet Host H‐L，Golden Eagle Farm H‐R，etc.
エイジャ Asia（87� Danzig）USA６勝，El Cajon S‐LR

販売申込者・所有者： ㈲スイートファーム＝様似町田代 �0146-36-4609
生 産 牧 場： ㈲スイートファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

348 ジョア２０２０ 牡・芦 ３／２０

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourジョア
＊ Boundary

��
��
�ギブス鹿 2014 Kelly

1j
A.P. Indy S4×M4 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Damascus M5×M5
価格： 購買者：



母 ナムラジュエル（08栗 マーベラスサンデー）３勝，妙高特別（Ｄ1200），大阪スポ
ーツ杯（Ｄ1400）３着，越後Ｓ（Ｄ1200）３着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ディーズファンシー（16牝栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝，��入着�１勝�入着�
プチトリアノン（18牝鹿 キズナ）�地方未出走
ナムラジュリア（19牝栗 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ネクストタイム（95栗 ＊アフリート）不出走
トップザフェラーリ（99牡 タマモクロス）�１勝
タマモディスタイム（00牡 ダンスインザダーク）３勝，甲斐路特別３着，障害１勝
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，欅Ｓ‐L，コーラルＳ‐L，etc.，�12 勝�入着�	，種牡馬
ナムラタイショウ（10
 アドマイヤジャパン）�10 勝�２勝
エストレーモシチー（16牡 レッドスパーダ）�３勝�	

３代母 ＊ジャビラバ（89 CAN栗 Majestic Light）USA１勝
タオルミーナ（00牝 ＊タイキシャトル）�７勝

ハートイズハート（13牡 アンライバルド）２勝，湯沢特別，飛竜特別３着
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： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436
生 産 牧 場： ㈲野坂牧場
飼 養 者： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436

349 ナムラジュエル２０２０ 牡・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーナムラジュエル ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2008 ＊ジャビラバ

1e
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナロウゲート（12栗 ＊フォーティナイナーズサン）�４勝
本馬の他に産駒あり

２代母 エスタブリッシュ（04黒鹿 ＊タイキシャトル）入着，�１勝
ナーゴナーゴハツエ（11牝 ネオユニヴァース）�５勝�４勝

３代母 インディペンデンス（95黒鹿 A.P. Indy）３勝
サンビーム（08牡 ネオユニヴァース）３勝，清滝特別，梅花賞

４代母 ＊インディアリングクオリティ（91 USA黒鹿 Danzig）不出走
［子］ ジョリーズシンジュ Jolie's Shinju（05 牝 ＊ジョリーズヘイロー）AUS・S

IN９勝，Singapore Derby‐L，Patrons' Bowl‐L，Singap
ore Derby Trial‐L，etc.

シマノショウグン（96� ウイニングチケット）３勝，嵯峨野特別３着，筑
前特別３着

［孫］ フォーマリティ Formality（14 牝 Fastnet Rock）AUS５勝，ＡＴＣシル
ヴァーシャドーＳ‐G2，ＮＳＷタッツフュリアスＳ‐G2，ＭＲＣブル
ーサファイアＳ‐G3，etc.

５代母 ソーインディアリング So Endearing（78 USA鹿 Raise a Native）USA１勝
［子］ クオリファイQualify（84 牡 Danzig）USA２勝，デルマーフュチュリティ

‐G1，ＢＣジュヴェナイル‐G1 ２着，ノーフォークＳ‐G1 ４着，etc.
［孫］ ノトライエティNotoriety（93� Affirmed）USA12 勝，ジャイプールＨ‐G3，

ボーリンググリーンＨ‐G2 ３着，アップルトンＨ‐G3 ２着，etc.
マイニューレイディMy New Lady（06牝 Your Eminence）USA８勝，
Ma Kettle S‐L

デュバイディスティンクションDubai Distinction（05� E Dubai）US
A16 勝，Eillo S，Parlay Me S３着

［曾孫］ ピサノクウカイ（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，プリンシパルＳ‐L，
白富士Ｓ‐L ２着，冬至Ｓ，etc.

チェブレキ Cheburek（15 牡 Sidney's Candy）�ARG６勝，P. Lord A
t War H‐L ２着，P. Asociacion Argentina de Fomento Equino
‐L ２着，P. Rio de La Plata‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲丸幸小林牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1909
生 産 牧 場： ㈲丸幸小林牧場
飼 養 者： 天馬ステーブル＝浦河町上杵臼 �090-8898-9750

350 ナロウゲート２０２０ 牡・栗 ５／１０

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoナロウゲート ＊タイキシャトル

��
��
�エスタブリッシュ栗 2012 インディペンデンス

＊インディアリングクオリティ 1s
Seattle Slew S3×M5 Northern Dancer S5×S5 Danzig M5×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（24）〕
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）��９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

351 ニシノバニーガール２０２０ 牡・鹿 ４／２１
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

＊ 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
Nureyev S4×S5 Hail to Reason M4×S5 Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 ニシノリアン（10栗 ハーツクライ）�５勝�１勝�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ピコリーヌ（17牝鹿 エピファネイア）�１勝�
レイデエルドラド（18牡鹿 トーセンラー）���出走

２代母 ＊ナドラ（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB入着
ナドラシャーンNadrashaan（96牝 Darshaan）FR入着７回

ティッケリーTickery（05 牝 Anabaa Blue）不出走
シギラリア Sigillaria（14 牝 Silent Times）BRZ２勝，ジョゼＢＣノゲイ
ラ会長大賞‐G2

クリアーコースト Clear Coast（07 牝 Lando）FR５勝，P. Joubert‐L ３着
アルダンパシヨン Ardent Passion（97牡 Bering）FR・ITY８勝，P. Saraca‐L

３着
マスターデイヴィドMaster David（01 牡 Grand Slam）GB・USA２勝，Sham

S‐L，ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，レムゼンＳ‐G2 ２着，ピーターパン
Ｓ‐G2 ３着，サンタカタリーナＳ‐G2 ３着

ニシノアルバトロス（04牡 アグネスタキオン）１勝
ニシノエモーション（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，山吹賞
ニシノメルモ（07牝 スペシャルウィーク）２勝，十勝岳特別２着
ニシノキミヨ（08牝 ＊バゴ）１勝

３代母 ビントパシャ Bint Pasha（84 USA栗 Affirmed）GB・FR・IRE・USA４勝，
ヴェルメイユ賞‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，
Lupe S‐L ２着
リヴィア Revere（90 牡 ＊ダンシングブレーヴ）GB・FR・IRE・ITY７勝，ナポリ市

大賞‐G3，Gala S‐L，Goodwood Foundation S‐L，etc.，種牡馬
ザフォニウム Zafonium（97牡 Zafonic）GB１勝，キングエドワード七世Ｓ‐G2

２着，種牡馬
アーミンシー Ermine Sea（03� RainbowQuest）GB・FR１勝，クイーンズヴァ

ーズ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

352 ニシノリアン２０２０ �・鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスニシノリアン
＊ Sadler's Wells

��
��
�ナドラ栗 2010 Bint Pasha

16c
サンデーサイレンス S3×M3 Sadler's Wells M3×S4 Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 バタラバ（00鹿 バンブービギン）２勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－６（21）〕
イチエイクリッパー（07牡鹿 ＊スキャン）４勝
クィーンジラソーレ（09牝栗 サツカーボーイ）�６勝
マウントプリサイス（10�栗 ＊プリサイスエンド）�１勝��
マウントマズル（11牡鹿 ＊ホワイトマズル）入着４回，�３勝��
ラブオールミー（13牝鹿 メイショウボーラー）�２勝�３勝
ベリーグレート（14牝鹿 ＊タイキシャトル）入着，�２勝
ユーシオ（17牡鹿 キングヘイロー）���２勝�１勝�１勝
エレグア（18牡鹿 ジョーカプチーノ）�１勝

２代母 ＊アウントヘップ（90 USA鹿 Seattle Slew）USA出走
バンブーポパイ（98牡 ＊ポリッシュネイビー）	
６勝
バンブーロナウド（01牡 ＊キンググローリアス）�８勝�
ルンバメモリー（03牝 バンブーメモリー）９勝�入着２回

３代母 ＊インメモリー（85 USA鹿 Alydar）USA出走
クラウネット Crownette（89 牝 Seattle Slew）USA４勝，Santa Ysabel S‐R，

La Centinela S‐R ２着，Miesque S‐L ３着
クラウニングストーム Crowning Storm（96牡 Storm Cat）USA２勝，イロ

クオイＳ‐G3 ２着，アファームドＨ‐G3 ３着，種牡馬
チョコレトキャンディ Chocolate Candy（06牡 Candy Ride）USA４勝，エ

ルカミノレアルダービー‐G3，California Derby‐L，Real Quiet S
‐L，etc.

４代母 ウォントテルユーWon't Tell You（62 USA鹿 Crafty Admiral）USA５勝
［子］ アファームド Affirmed（75牡 Exclusive Native）USA22 勝，ケンタッキー

ダービー‐G1，ベルモントＳ‐G1，プリークネスＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ セニョールピート Senor Pete（87 牡 Green Dancer）USA２勝，米フュ

チュリティＳ‐G1，米シャンペインＳ‐G1 ３着，ゴーサムＳ‐G2 ２
着，種牡馬

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： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

353 バタラバ２０２０ 牡・鹿 ３／２４
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

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

��
��
�タニノクリスタル鹿 1999 ＊タニノシーバード

バンブーアトラス

�
�
�
�
�

��
��

�バンブービギン フオローバンブーバタラバ
＊ Seattle Slew

��
��
�アウントヘップ鹿 2000 ＊インメモリー

23b
Graustark S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ハタノフォルトゥナ（14鹿 ＊グラスワンダー）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ヤマイチリッキー（19牝鹿 コパノリッキー）��入着

２代母 アイルゴーバック（09黒鹿 アッミラーレ）�２勝��入着
ティーズブラッド（13� ＊タイキシャトル）�１勝��３勝
フロイデ（15� カネヒキリ）�入着４回，��３勝
アイアス（16� カネヒキリ）��１勝�１勝��１勝
カイザークリスエス（17牡 ＊シンボリクリスエス）���１勝�２勝
ノーヴイー（18牡 ハタノヴァンクール）��３勝

３代母 ブッチ（00黒鹿 ヤシマソブリン）出走
サンマルクリス（06牝 ＊クリストワイニング）�２勝
パワークラウン（07牡 スターリングローズ）�２勝�１勝
マヤリッシュ（08牝 ＊イーグルカフェ）１勝

クラールハーモニー（14牡 フリオーソ）���４勝�１勝�入着，北國王冠２着
リンダーホーフ（15牝 フリオーソ）���１勝
ワークアンドリッチ（16牡 ＊パイロ）入着，�６勝��
ガイストフォル（17牡 キングヘイロー）���４勝
ピエールジャガー（18牡 ＊モンテロッソ）�１勝�

リュウトステラ（10牡 ＊ルールオブロー）��３勝
サーベイヤー（14牡 フリオーソ）��２勝�１勝

４代母 シンディーメモリー（87鹿 トウシヨウルチエー）不出走
［子］ キングメモリー（03牡 ＊テンビー）�１勝

スーパーアクセス（97牝 ＊ヒシマサル）��１勝
イクゼーゲンサン（95牡 ＊ビシヨツプボブ）��１勝

５代母 ヒカリパンパード（80鹿 ＊パーソロン）不出走
［子］ アイドルキング（88牡 ＊ダンサーズイメージ）２勝

ヒカリソーブオー（85牡 ＊ソーブレスド）	
５勝
［孫］ ジーナ（97牝 ＊モガンボ）入着２回，�１勝�５勝	
５勝��，端午賞３着

クニノカネオー（88牡 ＊カジユン）１勝

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

354 ハタノフォルトゥナ２０２０ �・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraハタノフォルトゥナ アッミラーレ

��
��
�アイルゴーバック鹿 2014 ブッチ

＊パンパードメリー 13e
サンデーサイレンス S3×M4 Danzig S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートマイハート（09鹿 キングカメハメハ）�３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
キャプテンムーン（14牡黒鹿 オリオンザサンクス）��２勝�入着２回
ヒカルノマッキー（17牝鹿 ＊カジノドライヴ）��４勝
シンゼンシャイン（18牡鹿 ミッキーアイル）�入着２回
シェナハート（19牝黒鹿 ＊エスケンデレヤ）���入着

２代母 レモンキャンディー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ネヴァデザート（05牡 ＊ティンバーカントリー）�15 勝��４勝�１勝，北國王冠３

着，百万石賞３着
トモロポケット（06牡 ジャングルポケット）４勝，ＨＴＢ賞，臥牛山特別，尼崎Ｓ

２着，大文字Ｓ２着，垂水Ｓ２着，etc.
トモロレジェンド（10牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝
アスクヴェリウェル（15牡 ＊ハードスパン）入着，���２勝

３代母 ＊ヤングマザー（86 FR鹿 Youth）FR５勝，ヴェルメイユ賞‐G1，マルレ賞
‐G2，P. de la Porte de Passy‐L，凱旋門賞‐G1 ４着，アルクール賞‐G2 ３着，etc.

４代母 サンタティナ Santa Tina（67 IRE 鹿 Santa Claus）FR・IRE・USA７勝，
愛オークス，ポモーヌ賞，ロワイヨモン賞
［孫］ イクワライズ Equalize（82 牡 Northern Jove）USA13 勝，ユナイテドネ

イションズＨ‐G1，カナディアンターフＨ‐G2（２回），レッドスミス
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

モードリンMaudlin（78 牡 Foolish Pleasure）USA11 勝，ボールドルー
ラーＳ‐G3，フォアゴーＨ‐G3，Sport Page H‐L，etc.，種牡馬

スイートペアアダイス Sweet Pair a Dice（89 牝 Wolf Power）USA４
勝，Fairfield S，Camellia S‐R ２着，Fair Director's H
２着

［曾孫］ シークレットプロスペクト Secret Prospect（93 牝 Allen's Prospect）U
SA13 勝，Francis Scott Key S‐L，Primonetta S‐L，Virgini
a Gentleman H‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

355 ハートマイハート２０２０ 牡・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハートマイハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�レモンキャンディー鹿 2009 ＊ヤングマザー

5e
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ネオフェリーク（07芦 キングカメハメハ）���入着９回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ネオヴァモス（13�鹿 ＊キンシャサノキセキ）�５勝
ネオヴァヴェル（14�芦 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
ネオシャンドマルス（15牡芦 ネオヴァンドーム）��２勝�３勝�入着

２代母 ＊オーベルゲイド（96 FR芦 Kaldoun）FR２勝，P. Rose deMai‐L，ポモー
ヌ賞‐G2 ３着，ペネロープ賞‐G3 ２着，P. Joubert‐L ３着
グッドネイバー（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP

２着，赤倉特別３着，北野特別３着，小牧特別３着，etc.
オーソリティバイオ（04牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
プラチナベール（05牝 アグネスタキオン）出走

ウェディングベール（15牝 ＊タートルボウル）２勝，栗子特別２着
カルカソンヌ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，夏木立賞，フリージア賞２着
ラレッサングル（13牝 キングカメハメハ）入着 12回，汐留特別２着，�３勝�

３代母 アンナエドAnna Edes（85 FR鹿 Fabulous Dancer）FR入着
アバティアール Abbatiale（95 牝 Kaldoun）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，P. Ros

e deMai‐L，仏オークス‐G1 ２着
ビウィッチト Bewitched（07牝 Dansili）GB・FR・IRE・CAN８勝，バリー

コーラスＳ‐G3，ルネサンスＳ‐G3（２回），ベンゴーフＳ‐G3，etc.
パブロエスコバル Pablo Escobarr（16� Galileo）�GB・UAE３勝，グ
ッドウッドグローリアスＳ‐G3，Wild Flower S‐L，Dubai Racin
g Club Classic‐L ２着，etc.

アンナデエスAnna Deesse（03 牝 Anabaa）不出走
シンギングバード Singing Bird（09 牝 Excellent Art）IRE１勝，ミンストレル

Ｓ‐G3 ２着
アルタアンナAlta Anna（05牝 Anabaa）不出走

サザンフランス Southern France（15� Galileo）�GB・IRE・AUS４勝，ＭＲ
Ｃサンダウンクラシック‐G2，バリーカレンＳ‐G3，Yeats S‐L，etc.

ボリショイバレエ Bolshoi Ballet（18 牡 Galileo）�GB・FR・IRE・USA４勝，ベ
ルモントダービー‐G1，愛ダービートライアルＳ‐G3，バリーサックスＳ‐G3

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

356 ネオフェリーク２０２０ 牡・鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスネオフェリーク
＊ Kaldoun

��
��
�オーベルゲイド芦 2007 Anna Edes

8f
Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナリタカサブランカ（08鹿 ディープインパクト）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
スターオブジーン（16牡鹿 ドリームジャーニー）入着２回，��未出走�２勝�，

佐賀皐月賞（Ｄ1800）２着，カペラ賞（Ｄ1800）３着
プレイイットサム（18牡芦 ＊クロフネ）�２勝，山藤賞（芝 2000）
ヒアーズルッキング（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ロングディライト（94鹿 ＊ミルジヨージ）不出走
グルメシャープ（98牡 ダンスインザダーク）１勝
コインオブスター（00牝 ダンスインザダーク）３勝，ひめさゆり賞，飯坂特別３着，

あすなろ賞３着
トウエンクィーン（01牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝
ナリタプレリュード（02牡 フジキセキ）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，しらかばＳ

‐OP ３着，丹沢Ｓ，渡島特別，木古内特別，etc.
ナリタテイオー（06牡 ダンスインザダーク）入着，�３勝
エスペランサナナ（11牝 フジキセキ）入着，�１勝�３勝�	入着４回

３代母 ノーザンミンクス（81鹿 ＊ノーザンテースト）４勝
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.
テセウスクラージュ（92牡 ＊ミルジヨージ）５勝，阿武隈Ｓ２着，早春賞２着，昇仙

峡特別２着，etc.，
９勝�
タヤスオドリコ（93牝 ＊ミルジヨージ）４勝，彦星賞，柏崎特別，野島崎特別３着
ロングオペラ（96牝 ＊オペラハウス）出走

コメディアデラルテ（02牡 ＊ホワイトマズル）２勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，
はなみずき賞

フジノプロテクター（97牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，会津特別，勿来特別２着，
小名浜特別３着，etc.

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
［子］ ノースフライト（90牝 ＊トニービン）８勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1，マイラーズＣ‐Jpn2，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： ㈲広富牧場＝日高町広富 �01456-7-2156
生 産 牧 場： ㈲広富牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

357 ナリタカサブランカ２０２０ �・鹿 ４／ ２
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアナリタカサブランカ ＊ミルジヨージ

��
��
�ロングディライト鹿 2008 ノーザンミンクス

＊フオーワードフライト 12c
ノーザンテースト S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ノボレインボー（06芦 ＊ノボジャック）３勝，仲冬Ｓ（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ノボサプライズ（15牝栗 ＊ノボトゥルー）��３勝�１勝
ノボノンノン（17牝鹿 ワールドエース）��２勝��１勝
シルキー（18牡芦 ダノンシャーク）���１勝
レインボーサミット（19牝栗 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 ガルデーニエ（98芦 タマモクロス）２勝
カミンスルーザライ（03牡 ＊アジュディケーティング）�３勝
ジェットコマチ（04牝 ＊ホワイトマズル）��８勝�入着
ユノエスクード（08牝 ＊トワイニング）�４勝，若駒賞３着
カシノレインボー（09牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�20 勝��４勝，新涼賞２着
カシノグリップ（10牡 ＊ブラックホーク）�３勝

３代母 ＊クラシーグリーン（86 USA栗 Vice Regent）USA出走
クラシーグロー（97牝 ＊キンググローリアス）不出走

オフィシャル（03牡 ＊ダンツシアトル）１勝，釧路湿原特別，�３勝，札幌ダー
ビー北斗盃３着

ケイティグリーン（00牝 ＊タイトスポット）�８勝�，サラブレッドヤングＣｈ，日
本海ダービー３着

ケイティクラシー（03牝 ＊キンググローリアス）�13 勝	５勝�入着，読売レディス
杯２着，サラブレッドヤングＣｈ２着，読売レディス杯３着，etc.

４代母 ターソスThasos（82 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
［子］ センターフォ－ルドミス Centerfold Miss（87 牝 Explodent）USA７勝，

Great Plains S，Guthrie S，Life's Magic H，etc.

５代母 カミシア Kamicia（74 FR黒鹿 Kashmir）FR・USA４勝，ヴェルメイユ賞
‐G1，クリテリヨムデプーリッシュ‐G1，ノネット賞‐G3，クリサンシマムＨ
‐G3 ２着，グロット賞‐G3 ２着，etc.
［孫］ テイプデック Tape Deck（93牝 Provideo）AUS３勝，WATC All Sta

rs Quality S‐L，WATC Lindsay Rosenthal S‐L

販売申込者・所有者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �080-1891-1913
生 産 牧 場： サンバマウンテンファーム
飼 養 者： サンバマウンテンファーム＝日高町富川北 �080-1891-1913

358 ノボレインボー２０２０ �・栗 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�ノボジャック ＊フライトオブエンジェルスノボレインボー タマモクロス

��
��
�ガルデーニエ芦 2006 ＊クラシーグリーン

9e
Vice Regent M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ノーブルストーン（04 AUS栗 Hussonet）入着８回，桑名特別（芝 1200）２着，飛
竜特別（芝 1000）３着，医王寺特別（芝 1200）３着，鳥栖特別（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
イロハ（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
ウォーターロレンス（15牡黒鹿 キングカメハメハ）１勝
カノア（17牝鹿 キングカメハメハ）入着２回，���出走

２代母 レイスウィング LaceWing（97 GB栗 Caerleon）GB１勝
ボラデイルBorradaile（01� Green Desert）AUS５勝
リヴェッテドRiveted（05� Hussonet）AUS７勝
ダニッシュレイスDanish Lace（10牝 Manton）AUS９勝

３代母 カポディモンテ Capo Di Monte（82 IRE 鹿 Final Straw）GB・FR・USA
５勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，マッチメ
イカーＳ‐G2 ２着，サンチャリオットＳ‐G2 ２着，etc.
ドリームティケットDream Ticket（92 牝 Danzig）GB１勝

マジックミッションMagic Mission（98牝 Machiavellian）FR・USA４勝，
ロイヤルヒロインＳ‐G3，メイトリアークＳ‐G1 ３着，パロマーＢＣＨ
‐G2 ２着，etc.

＊タリスマニック（13牡 Medaglia d'Oro）FR・USA・UAE・HKG８勝，
ＢＣターフ‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，ゴントービロン賞‐G3，etc.，
種牡馬

＊ドリームモーメント（05牝 Machiavellian）出走
ロジクライ（13牡 ハーツクライ）�５勝，富士Ｓ‐G3，シンザン記念‐G3，
六甲Ｓ‐LR，etc.

グリーンディライトGreen Delight（95 牝 Green Desert）FR出走
バーリンズソード Balin's Sword（00� Spectrum）GB・FR・USA３勝，ジ

ョンシェール賞‐G3 ３着
ガーデンシティGarden City（05 牝 Majorien）FR３勝，Criterium de Vites

se‐L ２着
コンプリメンタリーパスComplimentary Pass（96 牝 ＊デインヒル）GB入着

グイーバラGweebarra（04� Lomitas）GB・USA２勝，エイコムＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 藤本ファーム＝日高町美原 �090-8908-2903
生 産 牧 場： 藤本ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

359 ノーブルストーン２０２０ �・青鹿 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

フソネット Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Hussonet Sacahuistaノーブルストーン レイスウィング Caerleon

��
��
�LaceWing栗AUS 2004 Capo Di Monte

2f
Burghclere S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ビービーリアン（10鹿 ゼンノロブロイ）��１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ビービーアヴァン（16牝鹿 ビービーガルダン）��入着�１勝��
ビービーモノローグ（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）入着，���１勝

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

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

ンＪＣＴ３着
アピールプレイ（08牡 ゴールドアリュール）１勝

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

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

Ruthless S‐L ３着
クイーンオヴアメリカQueen of America（00 牝 Quiet American）USA出走
ウェルマニードWell Monied（06牝 Maria's Mon）USA４勝，ハニムー
ンＨ‐G2，アメリカンオークス‐G1 ２着，デルマーオークス‐G1 ３着

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

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

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

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

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

360 ビービーリアン２０２０ �・鹿 ５／ ７
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルビービーリアン
＊ Copelan

��
��
�コープランズナニー鹿 2010 ＊ナニーズアピール

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

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

トウショウカムイ（08牡 アドマイヤドン）１勝

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

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

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

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

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

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

361 パレストウショウ２０２０ 牡・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�レトロトウショウ鹿 2010 メルヘントウショウ

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

価格： 購買者：



母 バクシンヒロイン（04栗 サクラバクシンオー）１勝，紅梅Ｓ‐OP（芝 1400）２着，
すずらん賞‐OP（芝 1200）２着，小樽特別（芝 1500）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（18）〕
コパノハリー（11牡栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝
マッシヴランナー（12牡黒鹿 ハーツクライ）４勝，障害１勝
エスプリベルテ（13牡栗 アドマイヤムーン）�６勝��２勝
バクシンスカイ（14牝栗 ディープスカイ）�２勝�入着
コウエイゴールド（15�栗 ゴールドアリュール）�１勝
コウエイスパークル（16�栗 ゴールドアリュール）��５勝
ナガタゴールド（17牡栗 ゴールドアリュール）��２勝	
センスオブユニティ（18牝栗 ドゥラメンテ）��出走�出走
トーケンヒロイン（19牝栗 ドゥラメンテ）��出走

２代母 カズサヒロイン（95栗 ＊ゴールデンフェザント）５勝，中京スポーツ杯，御在
所特別，アジアＪＳ（１），豊明特別２着，三河特別２着，etc.
グリーンスターズ（06牡 ＊シルバーチャーム）��６勝
ブルーメリディアン（09牝 フジキセキ）２勝
マイネルテゾーロ（10牡 ゴールドアリュール）
５勝��４勝�入着９回
エステーイプシロン（11牡 キングカメハメハ）�２勝�
カミングクィーン（13牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝	入着４回�
アイヅヒリュウ（14牡 ＊パイロ）１勝

３代母 タケノアロー（84栗 アローエクスプレス）入着
ハイシーズン（89� ＊リフアーズスペシヤル）２勝，すずかけＳ‐OP ２着，高塔山

特別２着，竜飛崎特別２着，etc.，障害１勝
ベストホープ（90牡 ＊ノーパスノーセール）２勝，瓢湖特別，野分特別３着
ミナミノフェザント（94牡 ＊ゴールデンフェザント）２勝，京都４歳特別‐Jpn3 ３

着，道新スポーツ賞２着，阿寒湖特別２着，etc.
ムッシュアロー（97牡 ＊カーネギー）２勝，グラジオラス賞，若潮賞３着
カズサヴァンベール（00牝 ＊チーフベアハート）２勝，初茜賞３着

販売申込者・所有者： 佐竹 学＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1585
生 産 牧 場： 佐竹 学
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

362 バクシンヒロイン２０２０ �・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サトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモバクシンヒロイン ＊ゴールデンフェザント

��
��
�カズサヒロイン栗 2004 タケノアロー

＊フロリースカツプ 3l
Halo S4×S5

価格： 購買者：



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

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

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

奥の細道特別２着，etc.

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

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

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

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

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

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

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

363 パフュームボム２０２０ �・鹿 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyパフュームボム Wild Again

��
��
�ジェミーブロッサム鹿 2011 ＊パレイシャルアフェア

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

価格： 購買者：



母 ハヤブサピクシー（14鹿 ジャングルポケット）�１勝
初仔

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.

ミスマース（98牝 ＊ジェネラス）３勝，生田特別，木曽川特別３着
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： 市正牧場＝浦河町富里 �0146-25-2124
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

364 ハヤブサピクシー２０２０ �・黒鹿 ３／２０

＊

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

＊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
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バラッドレディ（09栗 ＊ムーンバラッド）��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
タイムパワー（16牡栗 タイムパラドックス）���２勝
エクスプレス（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）��出走�１勝
セクシーマインド（19牝鹿 シルバーステート）�地方未出走

２代母 イシノビリーヴミー（00鹿 ＊ジェイドロバリー）�１勝
シルクブリッツ（06牡 マーベラスサンデー）１勝，�２勝
キングアルファ（11牡 ＊バゴ）�３勝�入着２回
サンダルース（15牝 ヒルノダムール）���２勝

３代母 アスクイメージ（88栗 ＊ターゴワイス）�１勝

４代母 ライトスピード（70鹿 ＊ラークスパー）��１勝
［子］ ミスターボーイ（82牡 ＊ターゴワイス）８勝，マイラーズＣ‐Jpn2，セン

トウルＳ‐Jpn3，安田記念‐Jpn1 ３着，etc.，��15 勝
ニホンピロブレイブ（85牡 ＊テユデナム）６勝，エプソムＣ‐Jpn3，京阪
杯‐Jpn3，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.

スズノライジン（84牡 ＊ジヨツギング）１勝，きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，す
みれ賞‐OP ２着

ニホンピロスコアー（90� ＊ゴライタス）２勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，
山桜賞，	１勝

スピードジヨギング（78牡 ＊ジヨツギング）��
�４勝，黒潮盃，戸塚
記念３着

［曾孫］ アドマイヤカスタム（02牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，国東特別３着

５代母 イチキヨサチ（57鹿 タカクラヤマ）��，キヨフジ記念２着
［子］ スピードパーシア（71牡 ＊パーシア）入着，���13 勝，東京大賞典，戸

塚記念，黒潮盃，etc.
チヤイナスピード（66牝 ＊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，etc.

［孫］ トサエンド（70牝 トサミドリ）��６勝，平和賞，ダイオライト記念２着，
キヨフジ記念２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ヒカル牧場＝新冠町高江 �0146-47-2762
生 産 牧 場： ㈲ヒカル牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

365 バラッドレディ２０２０ 牡・鹿 ２／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ムーンバラッド Velvet Moonバラッドレディ ＊ジェイドロバリー

��
��
�イシノビリーヴミー栗 2009 アスクイメージ

＊チツプトツプ 4m
Halo S4×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：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ステラピンク（15牝鹿 ＊バトルプラン）��１勝�２勝��３勝
シーバックソーン（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）���入着５回
フレーゲル（18牡鹿 トゥザワールド）�入着，��１勝
ネンキン（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）���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 Thor
oughbred 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. Hi

podromo 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）�USA２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： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

366 ハルトリーゲル２０２０ �・青鹿 ４／ ７

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ 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
Nureyev M3×S5 Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Fappiano S4×M4

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ハッピーチケット鹿 2008 チャームトウショウ

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

価格： 購買者：



母 ＊ハートフル（13 IRE 黒鹿 Shamardal）IRE１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 マッドアバウトユーMad About You（05 IRE 鹿 Indian Ridge）FR・IRE
・USA３勝，グラッドネスＳ‐G3，Garnet S‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛
プリティポリーＳ‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1 ３着，etc.
マリンカMalinka（12牝 Pivotal）IRE２勝
ソウルシーカー Soul Seeker（17� Oasis Dream）�GB・IRE２勝
アマシェール AMa Chere（18 牝 Kodiac）�IRE１勝，シルヴァーフラッシュＳ

‐G3 ３着

３代母 イリジスティブルジュエル Irresistible Jewel（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・FR
・IRE３勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G3，オペラ賞‐G1 ２着
ロイヤルダイアモンド Royal Diamond（06� ＊キングズベスト）GB・IRE・AUS

・UAE９勝，愛セントレジャー‐G1，バリーカレンＳ‐G3，英ＢＣロングディ
スタンスＣ‐G3，etc.

プリンセスハイウェイ Princess Highway（09牝 Street Cry）GB・FR・IRE・CAN３
勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，愛オークス‐G1 ３着，etc.

ミッドナイトソーツMidnight Thoughts（10 牝 Henrythenavigator）不出走
トモローズドリーム Tomorrow's Dream（17牝 Oasis Dream）�GB・FR３

勝，Rosemary S‐L ３着

４代母 インアンティシペイション In Anticipation（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE２勝
［子］ ダイアモンドトリムDiamond Trim（98牝 Highest Honor）IRE・ITY

５勝，Finale S‐L
［孫］ プロファウンドビューティ Profound Beauty（04 牝 ＊デインヒル）IRE・

AUS９勝，バリーローンＳ‐G3（２回），カラＣ‐G3，Challenge S
‐L（３回），etc.

メイキングライトMaking Light（14 牝 Tamayuz）IRE５勝，パークイク
スプレスＳ‐G3，キラヴランＳ‐G3，Platinum S‐L，etc.

［曾孫］ カーラビアンカ Carla Bianca（11牝 Dansili）IRE・USA５勝，メルド
Ｓ‐G3，ダンスディザインＳ‐G3，Hurry Harriet S‐L，etc.

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

368 ハートフル２０２０ 牡・鹿 ３／２４

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiハートフル マッドアバウトユー Indian Ridge

��
��
�Mad About You黒鹿IRE 2013 Irresistible Jewel

1l
Danzig S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

京記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

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

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodディアベビードール ＊ビシヨツプボブ

��
��
�アイネスターキン鹿 2011 ジユウジターキン

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

価格： 購買者：



母 フェレット（97鹿 ＊サンデーサイレンス）入着３回
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－７（17），地方－３（８）〕
ホクセツキングオー（07牡鹿 ＊サウスヴィグラス）５勝，大阪スポーツ杯（Ｄ1400），

伊良湖特別（Ｄ1400），鳴門Ｓ（Ｄ1400）２着，播磨Ｓ（Ｄ1400）２着，円山特
別（Ｄ1400）３着

クラウンビアンコ（09牡鹿 ＊ホワイトマズル）��１勝�３勝
フレンドスイート（11牝黒鹿 ＊バゴ）３勝，鈴鹿特別（Ｄ1400），福島放送賞
（Ｄ1700）３着，�２勝��１勝

ウインフェルベール（13牡青鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
フレンドパリ（14牝黒鹿 ＊アグネスデジタル）１勝，�１勝��入着８回
セパヌイール（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）３勝，ごぎょう賞（Ｄ1200）３着，�

��入着２回
ニシノフルバンク（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，���入着
ニシノホライゾン（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦安特別（Ｄ1200）３着

２代母 ＊フェルモイ（89 USA鹿 Irish River）GB２勝
＊アバンダンメント（95牝 Caerleon）IRE１勝，Rochestown S‐L ２着

メッサーシュミット（05� ＊スクワートルスクワート）２勝，ひまわり賞‐OP，
フェニックス賞‐OP ３着

パリスドール（07牝 サイレントハンター）２勝，ひまわり賞‐OP
ブラックウォーター（96牡 Bluebird）１勝，�３勝�入着３回
フェルヴォーレ（99牝 ＊エリシオ）２勝
フェリシア（02牝 ＊グラスワンダー）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，ファルコンＳ

‐Jpn3 ２着，赤松賞２着，サフラン賞２着
レプラコーン（05牡 ゴールドアリュール）３勝，�２勝�
ブラーニーストーン（07� ＊クロフネ）４勝，宗像特別２着，芦屋川特別２着，有明

特別２着，大牟田特別２着，心斎橋Ｓ３着

３代母 ヴィクトレスVictoress（84 USA鹿 Conquistador Cielo）FR１勝
グインGwynn（97牝 Darshaan）不出走

プールモワ Pour Moi（08 牡 Montjeu）GB・FR３勝，英ダービー‐G1，グレ
フュール賞‐G2，ラフォルス賞‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 藤巻 則弘＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2536
生 産 牧 場： 藤巻 則弘
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

370 フェレット２０２０ 牡・栗 ３／１５

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellフェレット
＊ Irish River

��
��
�フェルモイ鹿 1997 Victoress

22b
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

特別３着，障害１勝

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

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

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

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

千穂特別，etc.

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

371 ピアノコンクール２０２０ �・鹿 ４／２６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ピアノレッスン栗 2011 サングリーン

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

価格： 購買者：



母 ＊ビヴァレッジクイーン（10 USA黒鹿 Indygo Shiner）USA１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：海外－２（７）〕
ブルーメッシーナ Blue Messina（16 USA牝黒鹿 Blame）�PAN５勝，P. Erne

sto y Ramon Navarro Diaz‐L ２着
ホイスキーファクターWhiskey Factor（17 USA�鹿 ＊ザファクター）�USA２勝
カルペベルムCarpe Bellum（19 USA牡栗 Carpe Diem）�海外未出走

２代母 ビアバロネスBeer Baroness（03 USA黒鹿 Mr. Greeley）USA・CAN出走
ライトオンルネRight On Renee（08牝 Stormy Atlantic）USA１勝

＊リアアントニア（11牝 Rockport Harbor）USA・CAN２勝，ＢＣジュヴェナイル
フィリーズ‐G1，スピンスターＳ‐G1 ２着，サンタアニタオークス‐G1 ２着，
アイオワオークス‐G3 ２着
リアアメリア（17牝 ディープインパクト）�３勝，ローズＳ‐G2，アルテミス

Ｓ‐G3，オークス‐G1 ４着
リアグラシア（19牝 キングカメハメハ）�１勝

クロスザライン Cross the Line（12� Line of David）USA・CAN４勝，Calif
ornia Derby‐L，エルカミノレアルダービー‐G3 ２着

３代母 ラヴィッシュナンバーズ Lavish Numbers（95 USA黒鹿 Polish Numbers）
USA３勝，Maid of the Mist S‐R

４代母 タイムリーネスTimeleighness（87 USA黒鹿 Sir Raleigh）不出走
［子］ ビヘイヴィングバッドリー Behaving Badly（01 牝 Pioneering）USA９

勝，サンタモニカＨ‐G1，ジェニュインリスクＢＣＨ‐G2，ランチョ
ベルナルドＨ‐G3（２回），etc.

ライトアップザタウン Light Up the Town（94� Citidancer）USA８
勝，C. Edmund O'Brien S‐R ３着，Mister Diz S‐R ３着，
Skip Trial S３着

［孫］ タイムアンドタイズ Time and Tides（11 牝 Colonel John）USA６勝，
Wine Country S２着

［曾孫］ フローモーション Flowmotion（14� Warrior's Reward）�USA・CA
N７勝，Display S‐L ２着

＊ジャスパーウィン（15牡 Jimmy Creed）�３勝，安芸Ｓ３着，清里特別３着

�01456-2-2737販売申込者・所有者：㈱白井牧場＝日高町福満
生 産 牧 場： Beverage Queen Syndicate（USA)
飼 養 者︓ �01456-2-2737

372 ビヴァレッジクイーン２０２０ 牡・黒鹿 ２／２０
ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

�
�
�
�
�
�
�
�
� Christmas in Aikenグッドサマリタン

Good Samaritan プルダンサー Pulpit

��
��
�Pull DancerUSA 鹿 2014 Mayhavebeentheone

＊

インディゴシャイナー A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Indygo Shiner Navarraビヴァレッジクイーン ビアバロネス Mr. Greeley

��
��
�Beer Baroness黒鹿USA 2010 Lavish Numbers

A1
A.P. Indy M3×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：

　㈱白井牧場＝日高町福満



母 ピジョンオネスト（13栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ズーム（18牡黒鹿 ベルシャザール）出走，�地方未出走

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

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

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

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

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

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

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

４代母 ミスターピーズガールMr. P.'s Girl（78 USA黒鹿 Mr. Prospector）USA２勝
［孫］ パールオヴラヴ Pearl of Love（01牡 ＊パントレセレブル）GB・FR・IR

E・ITY・UAE４勝，伊グランクリテリウム‐G1，愛フュチュリティ
Ｓ‐G2，Chesham S‐L，etc.，種牡馬

ソーシャルチャーター Social Charter（95 牡 Nureyev）GB・FR・USA
７勝，エクリプスＨ‐G3，ファイエットＳ‐G3，ケンタッキーＣクラ
シック‐G2 ２着，etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

373 ピジョンオネスト２０２０ 牡・鹿 ５／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ワイルドダンス栗 2013 ＊サンダードーム

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

価格： 購買者：



母 ピースフルデイズ（15青鹿 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
クロカン（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊ストーミーウェザー（02 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ドリームアーサー（08牡 Eddington）�６勝
トーセンブリザード（09牡 ハーツクライ）�１勝
テイエムライオネス（10牝 フジキセキ）１勝
タケノローマン（11牝 キングカメハメハ）��３勝

アナゴサン（18牡 ミッキーアイル）�１勝，白百合Ｓ‐L ２着
トラストマヴィア（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
フォリオール（16� オルフェーヴル）１勝，��入着３回�１勝

３代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，

Awad S２着，Forestry H２着，種牡馬
＊クロスウォーターⅡ（05牝 Storm Cat）USA１勝

フミノメモリー（10牡 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別
ウォーターエデン（16牝 ＊ハービンジャー）�４勝，下関Ｓ，ＨＴＢ杯２着，函

館日刊スポーツ杯２着，etc.
ジャスパーイーグル（17牡 オルフェーヴル）�３勝，伊万里特別

デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN
８勝，Chris Loseth H，Count Lathum H，River Rock Casino S，etc.，
種牡馬

４代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着
［子］ ＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，

ブリーダーズフュチュリティ‐G2，バシュフォードマナーＳ‐G3，etc.，
種牡馬

クラウドバースト Cloudburst（05 牝 Storm Cat）USA２勝，Mardi Gr
as S

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

374 ピースフルデイズ２０２０ 牡・鹿 ３／１２

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアピースフルデイズ
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミーウェザー青鹿 2015 Bay Harbor

6a
Deputy Minister S4×S5 Vice Regent S5×M5 Mr. Prospector S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ピッチニーニ（09鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
スターリーウォリア（15牡鹿 アッミラーレ）１勝，沈丁花賞（Ｄ1400）２着，�２勝
ナンヨーアイリス（19牝栗 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 フランチェスカ（00鹿 ＊ブラックタイアフェアー）入着
ボニータシチー（06牝 アッミラーレ）入着，�17 勝��１勝�入着，新春盃３着
カルロスバローズ（07牡 ＊ホワイトマズル）１勝
ハピシン（08牝 ＊ルールオブロー）２勝，鞍手特別，かささぎ賞３着，白菊賞３着，

りんどう賞３着
クリノリーチソク（12牝 ＊パイロ）��８勝�
スズカフリオーソ（14牡 フリオーソ）４勝，西日本スポーツ杯，指宿特別，梅田Ｓ

２着，摩耶Ｓ２着
イルルーメ（15牡 エイシンフラッシュ）１勝，��１勝
ムーンライトリバー（17牝 アドマイヤムーン）�	２勝

３代母 ローマステーション（87黒鹿 Law Society）１勝
ショーザランニング（94牡 ランフォーエバー）５勝，オーシャンＳ‐OP ３着，山城

Ｓ，乗鞍特別，etc.
ニシオセーラム（96牝 ＊ホワイトマズル）６勝，福島民友Ｃ‐OP，小倉日経ＯＰ‐OP

３着，やまなみＳ，etc.
スカイジャンプ（97牡 ＊ポリッシュパトリオット）２勝，秋元湖特別２着
ローマンエンパイア（99牡 サクラローレル）４勝，京成杯‐Jpn3，大阪城Ｓ‐L，弥

生賞‐Jpn2 ２着，etc.，�１勝，種牡馬
メイショウユウゼン（01牝 ＊タイキシャトル）不出走

タツミリュウ（08牡 ＊チーフベアハート）４勝，魚野川特別，きんもくせい特別，
武庫川Ｓ２着，etc.，�12 勝��

シラヤマヒメ（09牝 サクラローレル）�１勝��１勝，関東オークス‐Jpn2 ３
着，戸塚記念２着

ピンゾロ（10牡 アドマイヤムーン）２勝，萌黄賞，かささぎ賞２着
カッパツハッチ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，アイビスサマーダッシュ‐G3

２着，ルミエールオータムダッシュ‐L ２着，ＵＨＢ賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 小林 和幸＝釧路市音別町海光 �090-8897-0677
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

375 ピッチニーニ２０２０ �・芦 ４／２３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeピッチニーニ ＊ブラックタイアフェアー

��
��
�フランチェスカ鹿 2009 ローマステーション

＊アルパインスウイフト 2d
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

２代母 ＊ファンアンドゲイムス（01 IRE 栗 Rahy）GB２勝，Zetland S‐L，Ston
ehenge S‐L ３着
ファンハウス Funhouse（06牝 Pivotal）FR３勝
サマーパーティ（11牡 ＊コマンズ）�１勝��入着２回
ヤマノルミナス（12牝 ディープスカイ）１勝
アップビート（14牝 ＊パイロ）１勝
ゲイムスパン（15牝 ＊ハードスパン）�２勝�１勝��入着２回
バカラクイーン（16牝 アドマイヤムーン）�２勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３

着，朝日岳特別，大濠特別２着，喜多方特別２着，長万部特別３着，etc.
アイグローリー（18	 トゥザグローリー）��２勝

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

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

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

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

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

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

376 ファンフェア２０２０ �・栗 ３／２３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナファンフェア
＊ Rahy

��
��
�ファンアンドゲイムス栗 2008 ＊シャープウィッテッド

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

価格： 購買者：



母 ファーマクリーム（08鹿 ＊スニッツェル）３勝，クリスマスローズＳ‐OP
（芝 1200）２着，橘Ｓ‐OP（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハナズクリーム（14牝鹿 ブラックタイド）�１勝

２代母 オーブシュプレーム（03鹿 サクラバクシンオー）入着
アストロフォンテン（09牡 ローエングリン）�７勝��
マインユアーズ（10牝 ローエングリン）�５勝�１勝
エマーブルクラルテ（14牝 デュランダル）�１勝
コトホギ（15牝 ＊ヨハネスブルグ）���３勝
コスモオーブ（17牡 ゼンノロブロイ）���３勝
ディーノランページ（18牡 ベルシャザール）���３勝

３代母 ＊オーブアンディアンヌ（90 FR栗 Bluebird）FR・USA５勝，イエローリボン
招待Ｓ‐G1，ラスパルマスＨ‐G2，P. de la Seine‐L，メイトリアークＳ‐G1
２着，サンタアナＨ‐G1 ３着，etc.
タガノガルチ（97牡 Gulch）５勝，羊蹄山特別，障害２勝
マルカハンニバル（04牡 スペシャルウィーク）４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

京都２歳Ｓ‐L ３着，萩Ｓ‐OP ２着，etc.，�８勝
ボヘミアン（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝�１勝��入着２回，

ジュニアＧＰ

４代母 サルヴォーラ Salvora（82 USA栗 Spectacular Bid）FR１勝
［子］ マーレイノストラムMare Nostrum（98牝 Caerleon）FR２勝，ヴァン

トー賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着
スペシャルギャラリー Special Gallery（89 牝 Tate Gallery）GB・IRE・B
RZ６勝，P. Tiradentes‐L，コルデイロデグラーサ大賞‐G2 ３着

［孫］ イラプト Erupt（12 牡 Dubawi）GB・FR・USA・CAN５勝，パリ大賞‐G1，
カナディアンインターナショナルＳ‐G1，リス賞‐G3，etc.，種牡馬

コモンワールド CommonWorld（99 牡 ＊スピニングワールド）GB・FR
・IRE・GER・UAE・NOR８勝，グラッドネスＳ‐G3，ヴェストラ
ンデスバンク大賞‐G3，Ruby S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 増尾牧場＝日高町豊郷 �090-3779-1721
生 産 牧 場： 増尾牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

377 ファーマクリーム２０２０ 牡・黒鹿 ４／２７

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassファーマクリーム サクラバクシンオー

��
��
�オーブシュプレーム鹿 2008 ＊オーブアンディアンヌ

4g
Storm Bird S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ファーマレッド（07鹿 ネオユニヴァース）入着，�３勝�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ドスコイ（13牡鹿 ＊グラスワンダー）入着，�５勝��入着５回�
ムーンファースト（14牡青鹿 ＊グラスワンダー）��８勝�入着�	
，金沢スプリ

ングＣ（Ｄ1900），ＭＲＯ金賞（Ｄ1900），金沢スプリングＣ（Ｄ1900）２着，百万
石賞（Ｄ2100）２着，西日本ダービー（Ｄ2000）２着，イヌワシ賞（Ｄ2000）３着

レッドルーシッド（17牡青 ローズキングダム）�１勝

２代母 ＊マチカネエンムスビ（94 IRE 鹿 Caerleon）４勝，桃山特別，賢島特別，西日
本スポーツ杯２着，城崎特別２着，有松特別２着，etc.
マチカネセイカイハ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ミッシングナンバー（06牡 アグネスタキオン）１勝，�１勝�１勝
トウカイインパルス（10牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 ファラオズディライト Pharaoh's Delight（87 IRE 鹿 Fairy King）GB・FR・I
RE３勝，フィーニクスＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1 ２着，ナンソープＳ‐G1 ３着，ヘイドックスプリントＣ‐G1 ３着，etc.
ファーマシスト Pharmacist（96 牝 Machiavellian）IRE１勝，Rochestown S

‐L，Rockingham H‐L ２着
メディシナルMedicinal（01� Linamix）FR・IRE３勝，Silver S‐L，愛ダ

ービートライアルＳ‐G2 ３着，ロイヤルホイップＳ‐G2 ３着，GB・FR
・IRE障害４勝

レッドロックス Red Rocks（03 牡 Galileo）GB・FR・IRE・USA・UAE・H
KG６勝，ＢＣターフ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，ゴードンリチャーズＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊ファリシーク（99牝 RainbowQuest）IRE１勝，Celebration S‐L ２着，Pl
atinum S‐L ３着

ドゥークスDookus（05 牝 Linamix）FR出走
ユーエスローUs Law（10� Lawman）FR・NZ・HKG５勝，トーマスブラ

イアン賞‐G3，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1 ３着，フォンテヌ
ブロー賞‐G3 ３着，etc.

フランクース Frankuus（14� Frankel）�GB・FR・IRE４勝，ローズオヴラ
ンカスターＳ‐G3，コンデ賞‐G3，Ascendant S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高山牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6114
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

378 ファーマレッド２０２０ �・黒鹿 ３／ ８
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスファーマレッド
＊ Caerleon

��
��
�マチカネエンムスビ鹿 2007 Pharaoh's Delight

A29
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 フラワータッチ（09鹿 バブルガムフェロー）�１勝�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミッツヒメ（18牝鹿 トーセンホマレボシ）��１勝
サカチュウオービー（19牡鹿 トーセンラー）��出走

２代母 アクセスイオウ（89鹿 ＊スイフトスワロー）��８勝，しもつけオークス３着
オリオンファイヤー（95牡 ＊アロングオール）�	３勝
ピンクオブハート（97牝 ＊アロングオール）�	１勝
カネミスワロー（98牝 ＊ノーリユート）�２勝
パッションキャリー（00牝 ヤマニンゼファー）１勝，石狩特別，香取特別３着，�

１勝�	２勝，ニューイヤーＣ
ミワクノコドウ（02牡 ニホンピロウイナー）�	４勝
レモドール（04牝 ゴールドヘッド）�３勝�	２勝�入着２回
スターゲイズ（05牡 ゴールドヘッド）�１勝�	２勝
セビリア（07牡 ＊エアエミネム）�１勝
ブラックソルジャー（08牡 ブラックタキシード）
２勝�入着

３代母 ネイチヤガール（80鹿 ＊フアラモンド）�出走
シャーリー（97牝 ＊ソヴィエトスター）１勝，遊楽部特別２着，函館日刊スポーツ杯

３着，�３勝�	１勝

４代母 カブラヤヒメ（71鹿 ヒロイサミ）１勝，�６勝

５代母 カブラヤ（65黒鹿 ＊ダラノーア）５勝，江差特別（２回），障害１勝
［子］ カブラヤオー（72牡 ＊フアラモンド）11勝，日本ダービー，皐月賞，ＮＨ

Ｋ杯，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
ミスカブラヤ（76牝 ＊フアラモンド）３勝，エリザベス女王杯，金杯２着，
４歳牝馬Ｓ‐OP

マイホース（75牡 ＊モニター）４勝，４歳Ｓ‐OP，アカシヤＳ，五稜郭特別
シルバーカブラヤ（78牝 ＊シルバーシヤーク）３勝，伊達特別

［孫］ イシノスイング（95牝 ＊リズム）４勝，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，Ｈ
ＴＢ杯，江差特別，etc.

［曾孫］ スイングロウ（04牝 ダンスインザダーク）３勝，クローバー賞‐L ３着

販売申込者・所有者： 原田 新治＝平取町荷菜 �01457-2-2585
生 産 牧 場： 原田 新治
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

379 フラワータッチ２０２０ �・鹿 ４／２１
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

�
�
�
�
�
�
�
�
� Severn Bridgeジャングルポケット

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーフラワータッチ ＊スイフトスワロー

��
��
�アクセスイオウ鹿 2009 ネイチヤガール

＊スタイルパツチ 8g
Northern Dancer S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 ビクトワールイゾレ（08栗 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ユッセ（13牝栗 ＊グラスワンダー）１勝，�２勝�２勝
サバイバルルージュ（16牝鹿 エイシンフラッシュ）��２勝
ベストトウマ（17牡鹿 ＊ハービンジャー）��出走�３勝

２代母 エアシビュラ（96鹿 ＊トニービン）入着３回
フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，�２勝�入着２回�
ホーリーオラクル（02� バブルガムフェロー）１勝，�２勝	１勝�
バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
ゲイルカフェ（05牡 ＊トワイニング）３勝
フラムスティード（11� ゼンノロブロイ）
�２勝	１勝

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

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
アイシーサイレンス（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アペリティフ（03� ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，清
滝特別，府中Ｓ２着，etc.，障害２勝

ノーリプライ（04� ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，御影Ｓ２着，鎌倉Ｓ
３着，サンタクロースＳ３着

ビーインラプチャー（10牝 ＊アフリート）１勝，
�11 勝，しらさぎ賞３着
レッドサバス（12牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ２着，丹沢Ｓ３着，晩秋

Ｓ３着，etc.
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着

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

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

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬
［曾孫］ プレシャスカフェ（99牡 ＊ハートレイク）８勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，シルク

ロードＳ‐Jpn3，札幌日刊スポーツ杯‐L，etc.，種牡馬

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

380 ビクトワールイゾレ２０２０ 牡・栗 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイビクトワールイゾレ ＊トニービン

��
��
�エアシビュラ栗 2008 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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

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

特別２着，箱根特別３着，障害１勝
ラウンドロビン（09牡 タニノギムレット）２勝，箱根特別２着
チムニースイーパー（15牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，���２勝
ポップアップレーヌ（16牝 ストロングリターン）���２勝

３代母 ＊セトフローリアンⅡ（90 AUS黒鹿 Bellotto）AUS５勝，ＡＴＣアドリアンノ
ックスＳ‐G3，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1 ２着，Bendigo JC Bendi
go Cup‐L ３着，GOSRC Belle of the Turf S‐L ３着
タイガーカフェ（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，エイプリルＳ‐L，皐月賞

‐Jpn1 ２着，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬
マルカフローリアン（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，矢車賞，鶴橋特別２着，玄

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

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

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

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

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

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

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

381 フウコウメイビ２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモフウコウメイビ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フウレイカ鹿 2010 ＊セトフローリアンⅡ

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

価格： 購買者：



母 フェリシダーデス（12鹿 ディープインパクト）�６勝�９勝
初仔

２代母 ブリスクウェザー（03鹿 ＊クロフネ）１勝
ヒワラニ（13牝 ディープインパクト）１勝
レランパゴ（14牡 ＊ハービンジャー）�３勝
ハイオソラール（16牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊ビーモル（91 USA栗 Lyphard）FR２勝
カデンツァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝

インプロヴァイズ（10牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３
着，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，韓国馬事会杯，etc.

ツルマルヨカニセ（00牡 ダンスインザダーク）７勝，小倉日経ＯＰ‐L，北九州記念
‐Jpn3 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.

エクスペディション（07牡 ステイゴールド）６勝，小倉記念‐G3，新潟記念‐G3 ２
着，鳴尾記念‐G3 ２着，etc.

４代母 ビーミスハイツ Bemis Heights（75 USA鹿 Herbager）USA５勝，ルースレス
Ｓ‐G3，Busanda S，Rosetown S２着，リトルシルヴァーＨ‐G3 ３着
［子］ ビーミスト Bemissed（80牝 Nijinsky）USA５勝，セリマＳ‐G1，ミスグ

リジョＳ‐G3，Japan Racing Association H‐LR，etc.
デザ－トティ－ムDesert Team（90牡 Blushing Groom）GB・IRE２勝，
プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，Feilden S‐L ２着，Eyref
ield 2‐Y‐ORace‐L ２着，etc.，種牡馬

ハイリーイクスクルーシヴ Highly Exclusive（82 牝 Exclusive Native）
USA１勝，Hibiscus S２着

［孫］ ジェットスキ－レイディ Jet Ski Lady（88牝 Vaguely Noble）GB・FR
・IRE４勝，英オークス‐G1，Ballysax Race‐L，愛オークス‐G1
２着，etc.

ディスミストDismissed（93牡 Dayjur）GB・ITY・USA１勝，ソラリオ
Ｓ‐G3 ３着，種牡馬

［曾孫］ ノーティNaughty（96 牝 River Special）USA８勝，Merry Time S
‐R，Rose Debartolo Memorial S‐R，Queen City Oaks‐R，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2067
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

382 フェリシダーデス２０２０ �・栗 ３／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアフェリシダーデス ＊クロフネ

��
��
�ブリスクウェザー鹿 2012 ＊ビーモル

2f
Lyphard M4×M5 Deputy Minister S5×M5

価格： 購買者：



母 ブリトン（02栗 サクラローレル）３勝，オークス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP
（芝 2000）２着，摂津特別（芝 1600），君子蘭賞（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（30）〕
バンブーチェルシー（08牡青鹿 ネオユニヴァース）２勝
マイアイステラ（09牝青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
バンブーバッジョ（10牡栗 デュランダル）入着，�２勝�４勝���
バンブーカッサーノ（11牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�３勝
ペッシュカネル（13牝栗 ダンスインザダーク）入着，�３勝�１勝�入着�
クリノヒビキ（15	栗 バンブーエール）
�未出走�５勝�１勝�入着，ダービー

ＧＰ（Ｄ2000）２着，兵庫ダービー（Ｄ1870）２着，岐阜金賞（Ｄ1900），園田オ
ータムＴ（Ｄ1700）

ロンギングルック（16牝栗 グランプリボス）
�９勝，徽軫賞（Ｄ1500），加賀友
禅賞（Ｄ1400），石川ダービー（Ｄ2000），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500）２着，中
日杯（Ｄ2000）３着，サラブレッド大賞典（Ｄ2000）３着，北日本新聞杯
（Ｄ1700）３着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）３着

サムライバカンス（19牝栗 バンブーエール）
地方未出走

２代母 スイートバンブー（94栗 ＊スキャン）４勝，浦安特別，江戸川特別２着，釧路
特別２着，噴火湾特別３着，駒ケ岳特別３着，etc.
チリビリビン（01牝 ＊ブロッコ）入着，�１勝��

バンブーリバプール（08牡 マンハッタンカフェ）２勝，雅Ｓ２着，鳥取特別２
着，北山Ｓ３着，皆生特別３着，�８勝�１勝��，九州オールカマー

バンブージェイ（03牡 ＊デザートキング）２勝
バンブーアズーリ（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，大津特別２着，�１勝��，尾

張名古屋杯
バンブーレアル（06	 ジャングルポケット）入着３回，��３勝

３代母 ＊サブリーナ（84 USA栗 Green Forest）FR入着
タイセイブレーヴ（01牡 サクラバクシンオー）３勝，すずらん賞‐OP，バイオレッ

トＳ‐OP ２着，�１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

383 ブリトン２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ６

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラブリトン ＊スキャン

��
��
�スイートバンブー栗 2002 ＊サブリーナ

3d
Blushing Groom S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 プリマビスティー（07鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），しらさぎ賞（Ｄ1400）２着，東京シン
デレラマイル（Ｄ1600）２着，ロジータ記念（Ｄ2100）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（21）〕
セイシュプリーム（13牝鹿 ＊シニスターミニスター）入着，�６勝
ホープライズ（14牡栗 ＊トビーズコーナー）�５勝�４勝���入着２回�，知床

賞（Ｄ1400）３着
コスモビスティー（15牡鹿 ＊トビーズコーナー）２勝，富嶽賞（Ｄ1400）３着，��

入着５回
スズカビステー（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）�３勝�
プリマガリーナ（17牝栗 ジョーカプチーノ）��１勝��２勝
プリマルーチェ（19牡栗 ＊トビーズコーナー）���入着

２代母 ロングプリマ（89栗 ＊ロイヤルスキー）３勝
キララ（96牝 ＊モガミ）	２勝
シンセイアイドル（97牝 シンボリルドルフ）１勝
ケイタイガー（98牡 ＊シアトルダンサーⅡ）２勝，
�３勝��入着，エメラルドＣ２着
ダイワミズリー（99牡 ＊スキャン）��３勝，羽田盃２着
ビジンサン（02牝 マヤノトップガン）入着，�２勝
トゥインクルバード（04牡 ＊マリエンバード）��２勝
シンセイサクラ（06牝 キングヘイロー）�８勝�

３代母 アカリエンジエル（78栗 ＊イエローゴツド）４勝，樽前山特別

４代母 フシミアカリ（72栗 ＊ムーテイエ）出走
［孫］ ロンスパーク（82牡 ＊シーホーク）３勝，鳴尾記念‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2 ２着，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，etc.
グレートユーティー（85牡 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，大阪城Ｓ
‐OP ３着，淡路特別，梅花賞２着

５代母 ＊コンスタントチエンジ（59 GB鹿 Never Say Die）GB１勝
［子］ コーヨーチカラ（73牡 ＊ミラルゴ）４勝，ＮＨＫ杯，菊花賞４着，オリー

ブ賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲伏木田牧場＝浦河町姉茶 �0146-27-4150
生 産 牧 場： ㈲伏木田牧場
飼 養 者： �ヒルヴァレーファーム＝浦河町絵笛 �090-5895-7141

384 プリマビスティー２０２０ 牡・鹿 ４／２７

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyプリマビスティー ＊ロイヤルスキー

��
��
�ロングプリマ鹿 2007 アカリエンジエル

＊コンスタントチエンジ 19c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 フリージアコート（11栗 タニノギムレット）�入着５回��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ヴェルサイユコート（16牝黒鹿 ベルシャザール）��１勝�４勝
スクード（17�鹿 ＊シニスターミニスター）��未出走�入着��
クイーンオブチェコ（19牝鹿 ストロングリターン）�未出走

２代母 フローリッドコート（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着４回
アドマイヤウイナー（03牡 ＊クロフネ）１勝
フロールデセレッソ（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝

ポトマックリバー（12牡 ＊ハービンジャー）４勝，グレイトフルＳ，オリエンタ
ル賞，夏木立賞３着

ハナゴロモ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着
ロケットボール（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��１勝�８勝，

桂樹杯３着，かきつばた賞３着
ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日王冠‐G2

３着，中京記念‐G3 ２着（２回），毎日杯‐G3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.
カールトンガーデン（12牡 ＊スニッツェル）��７勝
アドマイヤロマン（13牡 キングカメハメハ）１勝，こぶし賞２着，羊ヶ丘特別３着，

城崎特別３着，��５勝
レヴェンスホール（14牡 ＊クロフネ）	７勝


３代母 スプリングコート（91鹿 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジャ
ニュアリーＳ，北大路特別，奥尻特別，白嶺Ｓ２着，etc.
パーシャンブルー（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

オリオンザジャパン（10� ＊クロフネ）５勝，ブラジルＣ‐LR ２着，七夕賞
‐G3 ３着，ベテルギウスＳ‐OP ２着，etc.

コンドルクエスト（01牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ賞，タマモ
クロスメモリアル，etc.

４代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

販売申込者・所有者： 佐藤 勝秀＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2024
生 産 牧 場： 佐藤 勝秀
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

385 フリージアコート２０２０ �・鹿 ５／１２

＊

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 タニノクリスタルフリージアコート ＊サンデーサイレンス

��
��
�フローリッドコート栗 2011 スプリングコート

＊クリアアンバー 4m
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 プリミティブラブ（11鹿 ゼンノロブロイ）入着，�１勝
初仔

２代母 サンセットバレー（98鹿 ＊グルームダンサー）出走
カウントオンミー（03牝 バブルガムフェロー）１勝，�２勝

ドライヴナイト（13� ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L，福島民友Ｃ‐L ２
着，ギャラクシーＳ‐OP ３着，貴船Ｓ，etc.，��１勝�入着���，兵
庫大賞典３着，etc.

ケイサンフリーゼ（18牝 リオンディーズ）�１勝，寒椿賞２着
クリムゾンベガ（04牡 アドマイヤベガ）４勝，若潮賞，汐留特別，天竜川特別２着，

浦佐特別２着，ひめさゆり賞２着，etc.，	２勝

ブライドムーン（05牝 ＊ムーンバラッド）	８勝
セトノメジャー（07牡 ゴールドアリュール）４勝，ＨＴＢ賞３着

３代母 スカーレットリボン（85栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，紅梅賞，etc.
リボンアンドボウ（93牡 ＊クリエイター）４勝，玄海特別，英彦山特別
タヤスアンティーム（95牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，関越Ｓ‐OP ２

着，北陸Ｓ‐OP ２着，etc.
リボンアート（01牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，西部日刊スポーツ杯，小

郡特別，etc.
リボントリコロール（10牝 ＊チチカステナンゴ）２勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，秋華

賞‐G1 ５着，出雲崎特別

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットブーケ（88牝 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，

京都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
［孫］ ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣ

ｈＳ‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬
ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，etc.，優３牝，優父内

ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，
阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： 新井昭二牧場＝日高町豊郷 �090-8708-5922

386 プリミティブラブ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルプリミティブラブ ＊グルームダンサー

��
��
�サンセットバレー鹿 2011 スカーレットリボン

＊スカーレツトインク 4d
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊プリンセスオブザスターズ（12 IRE 栗 Sea The Stars）GB１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１）〕
ショウナンラスボス（18牡栗 ダイワメジャー）�１勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）２着
カーディオプリンセスCardio Princess（19 牝栗 ハーツクライ）�CAN１勝

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

レスＳ‐G3，愛オークス‐G1 ２着
イグゾティックExotic（10 牝 Galileo）IRE１勝
カピターナ Capitana（16牝 Captain Al）�SAF５勝，Olympic Duel S
‐L，シャンペインＳ‐G3 ２着

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

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

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

‐G3 ３着
ダンシングデュードDancing Dude（07� Danehill Dancer）GB１勝，GB障害２勝
ワンダラスライトWonderous Light（08 牝 Montjeu）FR１勝

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

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

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

ダバウィヤDabawiyah（04牝 Intikhab）GB入着
キャレイグアノエアCarraig Anoair（11 牝 Fastnet Rock）不出走
リヴァーズタウン Riverstown（16� Byword）�SAF４勝，グラハムベッ
クＳ‐G3 ３着

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

387 プリンセスオブザスターズ２０２０ �・栗 １／３０
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellダイワメジャー ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ栗 2001 ＊スカーレツトインク

＊

シーザスターズ Cape Cross

�
�
�
�
�

��
��

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

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

8c
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 プリンセスプライド（09黒鹿 マンハッタンカフェ）��３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（３）〕
ケイティクラウン（16�栗 ＊タイキシャトル）入着２回，�３勝
プリンスリターン（17牡黒鹿 ストロングリターン）�３勝，シンザン記念‐G3 ２

着，アーリントンＣ‐G3 ３着，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，六甲Ｓ‐L（芝 1600）３
着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ５着，小倉日経ＯＰ‐OP（芝 1800），きき
ょうＳ‐OP（芝 1400）

フルコース（18牝黒鹿 ジャングルポケット）��出走
プリンセスロージー（19牝鹿 ＊ロージズインメイ）�未出走

２代母 エンゼルプリンセス（91鹿 ＊ロイヤルスキー）�７勝��１勝，いで湯賞
ダンストーンタイム（99牝 サニーブライアン）�３勝�入着�	

ダンストンリアル（04牡 ＊ジョリーズヘイロー）�19 勝
入着，岩鷲賞，桐花賞３着
オンナヨコヅナ（00牝 ＊ジェイドロバリー）��１勝
マイネルエンゲル（01牡 アンバーシヤダイ）２勝
ブルーホーク（04牡 ＊ブラックホーク）��12 勝，サンタアニタＴ
プリンセスビジュー（06牝 ＊ホワイトマズル）�６勝��

ポピュラーソング（17牝 アンライバルド）���２勝�入着�
�，ユングフ
ラウ賞３着，ジュニアＧＰ３着

エンゼルグロリア（08牝 リンカーン）
２勝��

３代母 エンゼルスキー（83鹿 マルゼンスキー）��５勝，こまくさ賞
ツキノイチバン（89牡 ＊ミルジヨージ）��11 勝，アフター５スター賞，金盃，ベイ

サイドＣ
グリドルボーン（94牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，��１勝�入着

シルクマンハッタン（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，悠久山特別

４代母 ミスカイリユウ（68鹿 ＊マロツト）不出走
［子］ マルホミンシオ（77牡 ＊ミンシオ）４勝，４歳抽せん馬特別‐OP，節分賞，

椿賞，���１勝
［孫］ ワンモアマイハート（85牝 ニチドウアラシ）４勝，石和特別，北海Ｈ３着

ポールシッター（88牡 ＊ノーザンアンサー）３勝，シドニーＴ３着，１勝�

販売申込者・所有者： ㈲中館牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6107
生 産 牧 場： ㈲中館牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

388 プリンセスプライド２０２０ �・黒鹿 ４／ ９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジプリンセスプライド ＊ロイヤルスキー

��
��
�エンゼルプリンセス黒鹿 2009 エンゼルスキー

＊フリヂデイテイー 9d
Nijinsky S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 プレイアップ（10鹿 Redoute's Choice）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊プレイサイレンス（01 AUS鹿 ＊サンデーサイレンス）AUS１勝
アルトサックス（12牡 メイショウサムソン）��６勝�
カスタネット（13牝 ＊パイロ）入着，��７勝
スレイベル（15牝 ＊キングズベスト）�２勝��入着６回�
ミラキュラスパワー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）入着，���２勝
テナーサックス（17牡 ＊キングズベスト）�	出走��１勝

３代母 ＊センセーション（93 GB鹿 ＊ソヴィエトスター）GB・FR・ITY・USA４勝，
ファルマスＳ‐G2，サンドリンガム賞‐G3，P. de Bagatelle‐L
システマティック Systematic（99 牡 RainbowQuest）GB・GER８勝，オーモン

ドＳ‐G3，カンバーランドロッジＳ‐G3，Troy S‐L，etc.，種牡馬
＊サンデースマイルⅡ（03牝 ＊サンデーサイレンス）GB１勝

フルーキー（10牡 Redoute's Choice）７勝，チャレンジＣ‐G3，ポートアイラ
ンドＳ‐L，エプソムＣ‐G3 ２着，etc.

ルガールカルム（16牝 ロードカナロア）２勝，アネモネＳ‐L，クロッカスＳ‐L
２着，秋風Ｓ２着

マンオブスピリット（17
 ルーラーシップ）�２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，つ
ばき賞

４代母 アウトスタンディングリーOutstandingly（82 USA鹿 Exclusive Native）
USA10 勝，ハリウッドスターレットＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，
ラスパルマスＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G2，エイグリームＨ‐G3，etc.
［子］ スピリオリティ Superiority（96
 ＊アラジ）GB・IRE・USA・UAE11 勝，

National Day Cup‐L，ジェベルハッタ‐G3 ３着
［孫］ フォーティチュード Fortitude（93牡 Cure the Blues）USA５勝，ベル

モントＢＣＨ‐G3，ホールオヴフェイムＳ‐G2 ２着，フォートマー
シーＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ エルカバル Elkhabar（14 牡 Exchange Rate）�ARG６勝，ブエノスア
イレス馬主協会賞‐G3，P. Julio Corte‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907

389 プレイアップ２０２０ �・黒鹿 ３／２７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

ルドゥーテズチョイス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Redoute's Choice Shantha's Choiceプレイアップ
＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�プレイサイレンス鹿 2010 ＊センセーション

1s
Northern Dancer S5×M5 His Majesty S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊フレイミングクリフス（02 USA栗 Kingmambo）FR入着２回
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：海外－２（12），地方－１（１）〕
マクシMaxxi（10 IRE 牝鹿 Dansili）FR７勝
ギルガメシュGilgamesh（14 GB�鹿 Foxwedge）�GB５勝
ミスアラカン（16牝栗 Arakan）�１勝��
シゲルハナミズキ（19牝鹿 モーリス）�未出走

２代母 インサイト Insight（95 FR鹿 Sadler's Wells）FR・USA３勝，ＥＰテイラ
ーＳ‐G1，オペラ賞‐G2，仏オークス‐G1 ３着，クロエ賞‐G3 ２着，プシュケ
賞‐G3 ２着，etc.
エルシャード Ershaad（01牡 Kingmambo）FR・USA３勝，ジャンプラ賞‐G1 ３

着，ダフニス賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬
アプリシアAplysia（03 牝 Storm Cat）FR入着

ペンタグラム Pentagram（11牡 Jeremy）IND５勝，Suresh Mahindra Multi
Million Trophy‐LR ２着，Calcutta Champions' Sprint Trophy‐L
３着，Sprinters Trial S‐L ３着

ゴーファーGopher（04 牡 Pulpit）FR入着，P. Matchem‐L ２着
シャルウィ Shall We（13牝 Dansili）GB・IRE１勝，Bluebell S‐L ２着
ハンドオンハート Hand On Heart（15 牝 Mastercraftsman）GB・IRE２勝，パー

クイクスプレスＳ‐G3 ２着，Glencairn S‐L ２着

３代母 オールヴィジヨンOr Vision（83 USA栗 Irish River）FR３勝，P. Imprud
ence‐L，P. de l'Obelisque‐L，P. de Saint‐Cyr‐L ２着，P. de Cabou
rg‐L ２着，P. Soya‐L ３着
ドルフィンストリートDolphin Street（90 牡 Bluebird）入着，GB・FR・GER５勝，

フォレ賞‐G1，モーリスドゲースト賞‐G2，セーネオワーズ賞‐G3，etc.，種牡馬
＊サフロンウォルデン（96牡 Sadler's Wells）GB・IRE３勝，愛２０００ギニー‐G1，Leo

pardstown 2000 Guineas Trial S‐L，メルドＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬
ヴィジヨンズフライト Vision's Flight（97� Bluebird）FR・GER７勝，V.R.‐S

print‐Rennen‐L ３着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �090-3118-6091
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

390 フレイミングクリフス２０２０ �・鹿 ３／２４
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueフレイミングクリフス インサイト Sadler's Wells

��
��
�Insight栗USA 2002 Or Vision

9b
Sadler's Wells M3×S4 Raise a Native M4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5
Riverman S5×M5 Special M5×M5
価格： 購買者：



母 フレスカ（14栗 ディープスカイ）��入着
本馬の他に産駒あり

２代母 カルチャートップ（05栗 マヤノトップガン）出走
タイセイスカイ（10牡 マンハッタンカフェ）�３勝
ゴーザトップ（11牡 ディープスカイ）３勝
カルチャーバリュー（12牡 ディープスカイ）��11 勝��
トップノート（13牝 ダイワメジャー）２勝，�１勝

３代母 ＊ジャパン（98 IRE 栗 Caerleon）GB１勝

４代母 カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 USA栗 Timeless Moment）
GB・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイル‐G1，マ
ルセルブサック賞‐G1，エミリオトゥラティ賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ サバンナサウンド Savannah Sound（10牝 Antonius Pius）IND９勝，M

ysore Dasara Sprint Championship‐LR，Maharaja's Cup‐LR ２
着，Sri Krishnaraja Wadiyar Memorial Trophy‐LR ２着

［曾孫］ エクイムー Equimou（14牝 Equiano）GB４勝，St. Hugh's S‐L ２着，
Scarbrough S‐L ３着

５代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ

ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

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

ボーシャンクセルクセス Beauchamp Xerxes（06� Compton Admiral）
GB・FR・UAE４勝，On the House S‐L，Cocked Hat S‐L
２着，Floodlit S‐L ３着

ケイプオヴアプルーヴァル Cape of Approval（09� Cape Cross）GB
・FR・IRE５勝，Midsummer Sprint S‐L，Cork Sprint S‐L
２着

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

391 フレスカ２０２０ 牡・黒鹿 ３／１４
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビフレスカ マヤノトップガン

��
��
�カルチャートップ栗 2014 ＊ジャパン

8h
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 プーカ（10黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
グランエクシト（15牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）入着，���入着３回�入着
エメリミット（17牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）���７勝，東京ダービー
（Ｄ2000），東京湾Ｃ（Ｄ1700）２着，ＮＡＲ優３牡

２代母 ペニーホイッスル（02黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，札幌日刊スポーツ杯
‐L，アネモネＳ‐L，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，オーロＣ‐L ２着，福島民友Ｃ‐L
３着，etc.
ファドーグ（11� ＊シンボリクリスエス）４勝，初茜賞，オークランドＲＣＴ３着，

松戸特別３着，日野特別３着，�５勝，黒潮マイルＣｈＳ２着，etc.
フィップル（14牝 ルーラーシップ）１勝，�４勝�１勝��
カヴァル（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，マレーシアＣ

３代母 ＊ラークホイッスル（94 CAN黒鹿 Silver Deputy）USA２勝，ShadyWell S
‐R，アディロンダックＳ‐G2 ３着，Princess Elizabeth S‐R ２着，MyD
ear S‐L ３着
タブアキャットTab a Cat（99 牝 ＊タバスコキャット）不出走

ミスターソウルMr. Soul（04� Aptitude）USA５勝，Jim RasmussenMem
orial H２着

イードバイデルオチョ Edubai Del Ocho（06牡 E Dubai）PAN15勝，P. Ar
ias Paredes y Alberto Arias Espinosa‐L

アップルビーガーデンズ Appleby Gardens（00 牝 A.P. Indy）USA２勝，Shad
y Well S‐R，フリゼットＳ‐G1 ３着

モエレソーブラッズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着，クローバー賞‐L ３着，�
５勝	１勝��１勝，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ優２歳

ストームホイッスル（04牝 ＊ブライアンズタイム）出走
メイケイペガスター（10牡 フジキセキ）３勝，共同通信杯‐G3，キャピタルＳ

‐L ３着，若駒Ｓ‐OP ３着，etc.

販売申込者・所有者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412
生 産 牧 場： 飯岡牧場
飼 養 者： 飯岡牧場＝新ひだか町三石清瀬 �0146-35-3412

392 プーカ２０２０ �・青鹿 ３／２７
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスプーカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ペニーホイッスル黒鹿 2010 ＊ラークホイッスル

9e
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M5 Nureyev S4×M5
Nashua S5×S5
価格： 購買者：



母 プランシングレディ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（18）〕
オカミサン（13牝鹿 ハーツクライ）�７勝�１勝
トンイ（15牝鹿 ディープブリランテ）���４勝�２勝
ジャストワンルック（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）�４勝
ラングロワ（18牝青鹿 マツリダゴッホ）�１勝

２代母 ＊コーディング（98 GB栃栗 Mark of Esteem）不出走
テンザンイカヅチ（03牡 フジキセキ）入着２回，五泉特別２着，�12 勝
コスモグルミット（04牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，南武特別３着
バトルヴェルデ（11牝 キングヘイロー）１勝，�３勝	入着２回

ショークール（13牡 カネヒキリ）１勝

３代母 シャロン Chalon（79 IRE 栗 Habitat）GB７勝，コロネイションＳ‐G2，チ
ャイルドＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3

＊クリエイター（86牡 Mill Reef）GB・FR・USA７勝，イスパーン賞‐G1，ガネー賞‐G1，
アルクール賞‐G2，ドラール賞‐G2，ギヨームドルナーノ賞‐G2，etc.，種牡馬

カニア Chania（94 牝 In TheWings）IRE１勝，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，L
eopardstown 1000 Guineas Trial‐L ２着，Athasi S‐L ３着，etc.
フォーリンレイダー Foreign Raider（03 牝 Lend a Hand）FR・GER・SPA８勝
リムスカ Rymska（14牝 Le Havre）�FR・USA７勝，ヒルズバラＳ‐G2，
アシーニアＳ‐G3，コモンウェルスオークス‐G3，etc.

＊シャルナ（95牝 Darshaan）IRE１勝
モエレジーニアス（03牡 フサイチコンコルド）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，札幌

２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，�１勝，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着，etc.，
ＮＡＲ優ターフ

シャロッセChalosse（97 牝 Doyoun）FR入着
クラウディアオクタヴィア Claudia Octavia（11 牝 Holy Roman Emperor）

GB・FR・GER・ITY・SVK・HUN・AUT６勝，P. Terme di Merano
‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

393 プランシングレディ２０２０ �・鹿 ３／２８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellゼンノロブロイ

＊
＊マイニング

��
��
�ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodプランシングレディ
＊ Mark of Esteem

��
��
�コーディング鹿 2008 Chalon

23a
Halo S3×M5

価格： 購買者：



母 ポロメリア（07青 ＊プリサイスエンド）入着５回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
メイショウコッコ（13牝栗 ＊シニスターミニスター）�１勝�４勝�１勝
ローブ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）入着，��２勝
ゼネラルマッターレ（15牝栗 オウケンブルースリ）��６勝�２勝��
カチドキブラック（18牡青鹿 タイムパラドックス）���入着２回
エドノプレミアム（19牝青 シビルウォー）�地方未出走

２代母 ボーディーススズカ（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
グルービーメテオ（09牡 ジャングルポケット）�２勝�15 勝	７勝��４勝�
ジャイアントレーヌ（12牝 ＊ジャイアントレッカー）��４勝
レヴドゥトゥース（16
 ジャングルポケット）��４勝����入着５回

３代母 ＊ボーディース（89 USA栗 Nijinsky）FR１勝
ガレアデボワGalea des Bois（94 牝 Persian Bold）FR１勝，Criterium de l'Ou

est‐L ３着
ダンスレットDancerette（95 牝 ＊グルームダンサー）FR１勝

＊バイロイト（01
 Singspiel）７勝，万葉Ｓ‐L，大阪―ハンブルクＣ‐L ２着，
古都Ｓ，etc.

フィオルディリージ Fiordiligi（03 牝 Mozart）不出走
ドルフィンヴィスタDolphin Vista（13
 Zoffany）�GB・FR・SWI７
勝，P. du Pays d'Auge‐L，Doonside C‐L

ヴェネヌーズVeneneuse（96牝 Machiavellian）FR入着
ジャラーダ Jarada（04牝 Redoute's Choice）AUS１勝
ファシカ Fasika（15 牝 So You Think）�AUS５勝，ＡＴＣサファイア
Ｓ‐G2，ＡＴＣウェノナガールＨ‐G3，ATC South Pacific Classic
‐L，etc.

ラリシェス（98牝 Exit to Nowhere）不出走
エーシンラクーリエ（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝，村上特別，戎橋特別２着
モズアトラクション（14
 ジャングルポケット）６勝，エルムＳ‐G3，平
安Ｓ‐G3 ２着，仁川Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

394 ポロメリア２０２０ 牡・青鹿 ５／１４
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyポロメリア ＊サンデーサイレンス

��
��
�ボーディーススズカ青 2007 ＊ボーディース

7
Mr. Prospector S4×M5 Nijinsky S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ホリデイスクリーン（06鹿 ＊フレンチデピュティ）�入着３回��
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
フミノインパルス（12牡黒鹿 タニノギムレット）��３勝��９勝�入着
ジュンストレート（13牝鹿 ＊パイロ）�２勝
ダディダ（15�芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝	
ソウゲンノカゼ（16牝栗 ＊コンデュイット）�１勝
入着�
クックテソーロ（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��１勝
入着
モンテホリデイ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走�入着３回

２代母 サンデースクリーン（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
マイネルビスタ（04牡 ＊アフリート）１勝，小名浜特別３着，	４勝�入着６回，北

上川大賞典
サマーアクトレス（05牝 サクラバクシンオー）３勝，石打特別，鎌ケ谷特別２着，

尖閣湾特別２着，桑折特別３着，織姫賞３着
バクシンスクリーン（07牝 サクラバクシンオー）不出走

ファイブフォース（14牝 ＊アルデバランⅡ）４勝，函館日刊スポーツ杯，稲光特
別，しらかばＳ２着

カツカモ（12� ＊アグネスデジタル）���８勝�１勝
入着
スクリーバ（14牝 ＊アグネスデジタル）�２勝	７勝

３代母 ネクストムービー（85栃栗 ＊デイクタス）２勝，甲武特別２着，伏見特別２着，
紫野特別３着，木津川特別３着，猪名川特別３着
サイレントトーキー（91牡 ＊アレミロード）５勝，松籟Ｓ，鳴滝特別，万葉Ｓ２着，etc.
コメットハンター（92牝 ＊キャロルハウス）２勝，矢車賞２着，明石特別３着，あず

さ賞３着，etc.
ムービースクリーン（93牝 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）２着，胎内川特別２着

マイネルディーン（09牡 ダンスインザダーク）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，
福島ＴＶＯＰ‐L ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

シュテルンプレスト（99牝 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯２着，新涼特別３着

４代母 ダイナビーム（79栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ムービースター（86牡 ＊デイクタス）９勝，中山記念‐Jpn2，中京記念

‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

395 ホリデイスクリーン２０２０ �・青鹿 ３／３１
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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandホリデイスクリーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデースクリーン鹿 2006 ネクストムービー

＊ビーチマスト 21a
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ＊レッドヴァージン（09 USA鹿 Distorted Humor）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
レッドヴァール（15牝鹿 ディープインパクト）３勝，国立特別（芝 1600）２着，山

中湖特別（芝 2000）３着
レッドヴィエント（18牡黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ラファーマ Lafirma（05 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
クリフカースルCliff Castle（10 牡 Mr. Greeley）RUS３勝
ライムマリブ Lime Malibu（12牡 Malibu Moon）RUS２勝
マイネフューココMyNephew Koko（14牡 Malibu Moon）USA・PR２勝

３代母 ラアファームド La Affirmed（83 USA鹿 Affirmed）USA１勝
カレス Caress（91 牝 Storm Cat）USA13 勝，アシーニアＨ‐G3，ボーゲイＨ‐G3，

ポーカーＳ‐G3，etc.
スカイメサ Sky Mesa（00牡 Pulpit）USA３勝，ホープフルＳ‐G1，ブリーダ

ーズフュチュリティ‐G2，ハスケル招待Ｈ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ゴールデンヴェルヴェットGolden Velvet（03 牝 Seeking the Gold）FR・U

SA・UAE４勝，セイビンＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，オグデン
フィップスＨ‐G1 ２着，etc.

ヴェルヴェティVelvety（10 牝 Bernardini）GB１勝
マックスフィールドMaxfield（17 牡 ＊ストリートセンス）�USA７勝，ブ
リーダーズフュチュリティ‐G1，スティーヴンフォスターＳ‐G2，アリ
シーバＳ‐G2，etc.

カントリーキャット Country Cat（92 牝 Storm Cat）USA９勝，ガーデニアＨ
‐G3，Edgewood S‐L，Valley View S‐L，etc.

ユニファイUnify（93 牝 FarmaWay）USA１勝，ニジャナＳ‐G3 ２着，Sand
s Point H‐L ２着

バーンスタイン Bernstein（97 牡 Storm Cat）GB・IRE・USA４勝，コンコルドＳ
‐G3，レイルウェイＳ‐G3，種牡馬

デラフランチェスカDella Francesca（99牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA４勝，ベル
モントＢＣＨ‐G2，ガリニュールＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 社台牧場�
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

396 レッドヴァージン２０２０ 牡・栗 ５／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊

ディストーテドヒューマー ＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�Distorted Humor Danzig's Beautyレッドヴァージン ラファーマ Giant's Causeway

��
��
�Lafirma鹿USA 2009 La Affirmed

1s
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ペキンドール（13黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
シナノラニオー（19牡鹿 ＊ラニ）���出走

２代母 ザペキンハート（00青鹿 サンデーウェル）�６勝，九州ダービー栄城賞，ル・
プランタン賞
コマンドタワー（06牡 オリオンザサンクス）�６勝
マイワクワクソング（09牝 ソングオブウインド）��１勝
オリオンザヒーロー（10牡 ＊ストーミングホーム）１勝
ヨヨギマック（11牡 スクリーンヒーロー）５勝，ベテルギウスＳ‐OP ３着，花園Ｓ，

梅田Ｓ２着，御陵Ｓ３着，土湯温泉特別３着
サノノゲーム（12牡 ハイアーゲーム）�１勝�
ダイユウライラック（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）���３勝�１勝

３代母 ＊コマンディンレイ（88 USA栗 Commemorate）不出走
タマノセイフウ（94牝 アズマイースト）�９勝

ナセ（03牡 サイレントハンター）�７勝�２勝，ロータスクラウン賞，飛燕賞，
九州ジュニアＣｈ，etc.

４代母 スプラウティドライ Sprouted Rye（77 USA鹿 Spouting Horn）USA19 勝，
Poinciana H，Addy Boy H‐R，Candy Eclair S，Mary Duvall H
，Constellation S，etc.
［孫］ マッツミニストリスMatt's Ministress（93 牝 Sir Eric）USA８勝，Mr

s. Penny S‐R（２回），Channel Three S‐R ２着，Pistol Packe
r H‐R ３着

リサズリルデヴォン Lisa's Lil Devon（94牝 Sir Eric）USA４勝，Fox
y J. G. S‐R

［曾孫］ ヴェスタルヴァージン Vestal Virgin（08 牝 King Bull）USA４勝，Li
ncoln H‐R ２着

５代母 ライジェイRye Jay（72 USA栗 Jim J.）USA１勝
［子］ スポーティンオーキー Sportin Okie（85 牡 Sportin' Life）USA10 勝，

Midwest Derby‐L，Remington Cup H（２回），Lawton H，etc.

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： 荒木 貴宏＝新ひだか町静内東別 �0146-48-2749

397 ペキンドール２０２０ �・黒鹿 ４／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayペキンドール サンデーウェル

��
��
�ザペキンハート黒鹿 2013 ＊コマンディンレイ

4i
Nureyev S5×S5

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：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－１（３）〕
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

セプテンベル（19牝鹿 ドゥラメンテ）�１勝

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
＊ヤシマジャパン（94牡 ＊フォーティナイナー）５勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

新潟日報賞‐OP，オーロＣ‐OP ２着，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

398 ベラルーナ２０２０ 牡・鹿 ５／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�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
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ＊ペルサントクリール（04 USA栗 Point Given）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－５（９），地方－１（３）〕
シャンパンルージュ（10牝鹿 ＊ファスリエフ）２勝
グッドタイムロール（11牝栗 ＊アグネスデジタル）１勝
フィエルテ（12牝鹿 キングヘイロー）３勝，障害１勝
ローランドアイ（14牝栗 トランセンド）�３勝
メイショウイサナ（15牡栗 メイショウボーラー）２勝，柏崎特別（芝 1600）２着
メイショウマンサク（18牝鹿 メイショウサムソン）�１勝

２代母 トラインスー Try N Sue（95 USA鹿 Sir Harry Lewis）USA７勝，Niag
ara S‐R，Yaddo H‐R，Proud Puppy H２着，Bouwerie S‐R ２着，
New York Oaks‐R ２着，etc.
ソールポゼッション Soul Possession（02牝 Belong to Me）USA２勝

イングリッシュソウル English Soul（15 牝 English Channel）�USA４勝，
East View S‐R，Fleet Indian S‐R，Bouwerie S‐R ２着，カ
ーディナルＳ‐G3 ３着，New York Oaks‐R ３着

ライオンキングダム Lion Kingdom（06� Lion Heart）USA４勝
オウマンAuhh Man（07牡 El Corredor）USA２勝
リーガリーベイ Legally Bay（10牝 Read the Footnotes）USA３勝
ユーコールミーアレックスUCall Me Alex（12� Afleet Alex）�USA13 勝

３代母 ファイナルアコード Final Accord（89 USA栗 D'Accord）USA１勝
ウィンタードリームズWinter Dreams（97牝 Distinctive Pro）USA３勝，Bouw

erie S‐R，East View S‐R ３着，Maid of the Mist S‐R ３着
ハッグズキャッスル Haggs Castle（98� Husband）USA５勝，Cormorant S

‐R，Ashley T. Cole H‐R ２着，Mohawk H‐R ３着
＊バイザスポーツ（00牝 Devil's Bag）GB・ITY・USA３勝，ガゼルＨ‐G1，Inter

national Trial S‐L，ベルダムＳ‐G1 ３着
ロードジャスティス Lord Justice（06 牡 A.P. Indy）USA・CAN４勝，Big

Brown S，Spend A Buck S，種牡馬
クリムゾングローリー Crimson Glory（07 牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，

Ernie Samuel Memorial S‐R ２着

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

399 ペルサントクリール２０２０ 牡・黒鹿 ３／１５
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊

ポイントギヴン ＊サンダーガルチ

�
�
�
�
�

��
��

�Point Given Turko's Turnペルサントクリール トラインスー Sir Harry Lewis

��
��
�Try N Sue栗USA 2004 Final Accord

31
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ポッドフィズ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 スイートフィズ（04芦 ＊クロフネ）３勝，葛飾特別，出雲崎特別
シンボリテレサ（13牝 ＊プリサイスエンド）�３勝�５勝
ゴールドアドミラル（14牡 ゴールドアリュール）��１勝�３勝
ウィーンソナタ（17牝 ＊エスケンデレヤ）１勝，���出走�出走
マツリダジョオー（18牝 ＊クリエイターⅡ）��２勝，金杯３着
レディーアーサー（19牝 ＊パイロ）��１勝，栄冠賞３着

３代母 ＊アクワレラ（89 USA鹿 Danzig）USA２勝

４代母 ケネロットKennelot（74 USA鹿 Gallant Man）USA３勝
［子］ ステファンズオディシー Stephan's Odyssey（82牡 Danzig）USA６勝，

ハリウッドフュチュリティ‐G1，ドゥワイアＳ‐G1，ジムダンディ
Ｓ‐G2，etc.

ロトカ Lotka（83牝 Danzig）USA10 勝，エイコーンＳ‐G1，ブラックヘ
レンＨ‐G2，コロンビアナＨ‐G3，etc.

［孫］ ロッタダンシング Lotta Dancing（91牝 Alydar）USA７勝，アフェクシ
ョネトリーＨ‐G3，トップフライトＨ‐G1 ３着，レイディーズＨ
‐G2 ２着，etc.

＊マンボツイスト（95牡 Kingmambo）９勝，マーチＳ‐Jpn3，平安Ｓ
‐Jpn3，etc.，�１勝�２勝�入着��，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

シエラムール Cielamour（85 牝 Conquistador Cielo）GB・FR・IRE８勝，
Coral S‐L，Fasig‐Tipton S‐L，グラッドネスＳ‐G3 ３着

＊ムーニーポンズ（04牝 Mizzen Mast）USA３勝，Bedanken S‐L
［曾孫］ ファンタスティキャット Fantasticat（01 牡 Storm Cat）IRE・USA３勝，

スーパーダービー‐G2，Round Table S‐L ２着，Prelude S
２着，種牡馬

ジョニージャンプアップ Johnny Jump Up（11	 Jump Start）USA11
勝，Swatara S‐L，Danzig S‐R ２着

クイーンズラヴQueen's Love（96牝 Kingmambo）IRE・USA２勝，
Garnet S‐L，Mitsubishi Diamond Vision S‐L ３着

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859

400 ポッドフィズ２０２０ �・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudポッドフィズ ＊クロフネ

��
��
�スイートフィズ鹿 2012 ＊アクワレラ

2d
In Reality S4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ボロンベルラルーン（10鹿 アドマイヤムーン）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
アウェイクニング（17牡黒鹿 キングヘイロー）��出走�出走
キングタロウ（18牡栗 キングヘイロー）��入着

２代母 ＊タカノセクレタリー（96 USA鹿 Seattle Slew）出走
カワカミプリンセス（03牝 キングヘイロー）５勝，オークス‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，

スイートピーＳ‐L，エリザベス女王杯‐G1 ２着，産経大阪杯‐G2 ３着，etc.，
優３牝，優父内

メイショウホンマル（07牡 キングヘイロー）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着

３代母 サマーセクレタリー Summer Secretary（85 USA栗 Secretariat）USA11 勝，
ボーゲイＨ‐G3（２回），Atlantic City H‐L，マッチメイカーＳ‐G2 ３着，
ボーゲイＨ‐G3 ２着，バックラムオークＨ‐G3 ２着，etc.
カンパニービネスCompany Binness（93 牝 ＊シアトルダンサーⅡ）不出走

アイテマイズ Itemise（00 牝 Kris S.）GB・AUS２勝，ATCWinter C‐L，
ＡＴＣメトロポリタンＨ‐G1 ２着，Wyong RCWyong Gold Cup‐L
３着，etc.
タリー Tally（12� Street Cry）AUS10 勝，ＭＲＣコールフィールドオー
タムクラシック‐G2，ＭＶＲＣアリスタークラークＳ‐G2，ＡＴＣＪＲ
Ａプレイト‐G3，etc.

ファミリービジネス Family Business（01 牝 Saint Ballado）USA３勝，Tr
uly Bound H２着，アンアランデルＳ‐G3 ３着

ビュローキャットBureaucat（07 牝 Tale of the Cat）USA１勝
トルーパー Trooper（15 牡 Gemologist）�USA１勝，Mine That Bird D
erby３着

ミスアンブライドルドキャットMiss Unbridled Cat（16 牝 Broken Vow）
USA１勝，Our Dear Peggy S３着

デイジョブDayjob（94� Dayjur）USA９勝，Bob Feller S‐L，Iowa Sprint
H‐L，Prairie Express S，etc.

デスティンドDestined（97牝 Deputy Minister）不出走
マイスイートヴァラーMy Sweet Valor（05 牝 Vindication）USA３勝，P

onca City S，Prima Donna S２着，La Fiesta H３着

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

401 ボロンベルラルーン２０２０ 牡・鹿 ４／２０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズボロンベルラルーン
＊ Seattle Slew

��
��
�タカノセクレタリー鹿 2010 Summer Secretary

4m
Mr. Prospector S4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ホーリーシー（12黒鹿 タニノギムレット）�出走
〔産駒馬名登録数：２〕
マリンセブン（18牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）��入着２回

２代母 システィンチャペル（00鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
サムライムラマサ（11牡 ＊シェルゲーム）�１勝�２勝
ショウザイシンホー（13牡 ジャングルポケット）入着３回，�２勝
セラファン（14牝 ＊ベーカバド）１勝

３代母 ＊サドラーズギャル（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE 出走
＊エルコンドルパサー（95牡 Kingmambo）６勝，ジャパンＣ‐G1，ＮＨＫマイルＣ

‐Jpn1，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，FR２勝，サンクルー大賞‐G1，
フォワ賞‐G2，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

ギャルフロムシアトルGal From Seattle（96 牝 A.P. Indy）不出走
＊フレッシュバニラ（03牝 Grand Slam）４勝，鶴ヶ城特別，八海山特別，七重

浜特別３着
ミリオンフレッシュ（10牡 ソングオブウインド）２勝，かささぎ賞

シアトルスパイト Seattle Speight（07 牝 Speightstown）GB２勝
ミスティックタウンMystic Town（16� Medicean）�SWE・DEN７勝，
Zawawi Cup‐L ３着

トロイルス Troilus（08 牡 Speightstown）USA３勝，ガルフストリームスプリ
ントＣｈ．Ｓ‐G2 ２着，種牡馬

４代母 グレンヴェーGlenveagh（86 USA鹿 Seattle Slew）不出走

５代母 リサデル Lisadell（71 USA鹿 Forli）GB・IRE２勝，コロネイションＳ‐G2，
アサシＳ‐G3，Mulcahy S‐L ２着
［子］ ファザーランド Fatherland（90牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・US

A４勝，愛ナショナルＳ‐G1，愛フュチュリティＳ‐G3，Tyros S
‐L，etc.

［孫］ ソードダンス Sword Dance（84牡 Nijinsky）IRE・USA４勝，デルマー
Ｈ‐G2，種牡馬

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

402 ホーリーシー２０２０ �・黒鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルホーリーシー ＊サンデーサイレンス

��
��
�システィンチャペル黒鹿 2012 ＊サドラーズギャル

5h
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ミストラスト（01 USA栗 Nashwan）FR入着５回
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（９）〕
ニシノモレッタ（07牝栗 ＊タイキシャトル）３勝，ききょうＳ‐OP（芝 1400）２着，

驀進特別（芝 1000）２着，邁進特別（芝 1000）３着，大江山特別（芝 1400）３着，
かえで賞（芝 1400）３着
ニシノキントウン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，壬生特別，あやめ賞，アクアマリ

ンＳ２着，新潟日報賞３着
フルミナーレ（09牝鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝
ラストミストラスト（11牝鹿 キングヘイロー）�２勝�
セイウンオセアン（12牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝�１勝�
リヒト（13�栗 ＊パイロ）��３勝
ネオタイガショット（17牡栗 ネオユニヴァース）��１勝
ホワイトレッグス（19牡栗 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ミュージカルブリスMusical Bliss（86 USA鹿 The Minstrel）GB・FR３勝，
英１０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G3
ハマースタイン Hammerstein（93 牡 Kris）GB・UAE３勝，Nad Al ShebaMile

‐L ３着，種牡馬
ムスカデルMuscadel（94 牝 Nashwan）FR２勝，P. de Liancourt‐L
ラニームRaneem（98� GoneWest）FR・USA・UAE５勝

３代母 ボーリBori（72 USA鹿 Quadrangle）USA入着２回
セイフプレイ Safe Play（78牝 Sham）USA11 勝，ラカニャーダＳ‐G1，フォール

ズシティＨ‐G3，Jasmine S，etc.
ディフェンシヴプレイDefensive Play（87牡 Fappiano）GB・USA６勝，チ

ャールズＨストラブＳ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，イクセルシアＨ‐G2，etc.，
種牡馬

カセッサCasessa（87 牝 Caro）GB・USA入着２回
ニューセンチュリーNew Century（92� Manila）GB・USA４勝，Forty‐Ni

ner H‐L ２着，サンディエゴＨ‐G3 ３着，Skywalker H‐R ３着
テンプルオヴアルテミス Temple of Artemis（99 牡 ＊スピニングワールド）G

B・FR・IRE１勝，キラヴランＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈱メジロ＝東京都新宿区 �03-5937-8874
生 産 牧 場： ㈲川上牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

403 ミストラスト２０２０ �・黒鹿 ３／２９
＊ 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

＊

ナシュワン Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Nashwan Height of Fashionミストラスト ミュージカルブリス The Minstrel

��
��
�Musical Bliss栗USA 2001 Bori

2i
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミスチバスペニー（03栗 テイエムオペラオー）�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ファーマペニー（08牝鹿 ジャングルポケット）１勝
ソングライダー（09牡鹿 ソングオブウインド）�６勝
ファーマファイバー（15牝栗 オウケンブルースリ）�１勝�１勝�入着４回

２代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，冬至Ｓ２着，オクトーバーＳ２着，etc.
ホットキャスケード（97牝 ＊フォーティナイナー）１勝
サンデーブレーヴ（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３
着，福島記念‐G3 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，スピカＳ，etc.

コウギョウマシーン（01牡 ＊デヒア）１勝
ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走

サンデームーティエ（14� タニノギムレット）３勝，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，
稲城特別，箱根特別２着，本栖湖特別３着

トーセンキンボシ（05� ＊ボストンハーバー）１勝

３代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.

＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，プリーク
ネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，スーパーダービー‐G1，サンタアニタダー
ビー‐G1，カリフォルニアンＳ‐G1，サンフェリペＨ‐G2，etc.，種牡馬

＊サンデーズシス（90牝 Halo）USA１勝
セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂津特

別２着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂Ｓ
‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

＊サンデーウィッシュ（96牝 Sadler's Wells）不出走
パワーブリッツ Power Blitz（05� Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，N

ew Year Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： 原田ファーム＝日高町庫富 �01456-7-2319
生 産 牧 場： 原田ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

404 ミスチバスペニー２０２０ 牡・鹿 ２／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�テイエムオペラオー ＊ワンスウエドミスチバスペニー
＊ Halo

��
��
�ペニーアップ栗 2003 WishingWell

3e
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 マヤフィオーレ（06栗 バブルガムフェロー）３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（29）〕
マヤブリリアント（13牝栗 メイショウボーラー）�16 勝
マヤルーチェ（14牝鹿 カンパニー）��11 勝
パワーアッシュ（15牡栗 ＊シニスターミニスター）１勝，��２勝�入着�
ララペタンク（17牡黒鹿 トーセンジョーダン）��出走
マヤローザ（18牝栗 ＊タートルボウル）�１勝

２代母 スーパーアフリート（96栗 ＊アフリート）５勝，渡利特別，ＴＶｈ賞，大雪Ｈ
３着，伏見特別３着
ラブアフリート（03牝 ＊ヴィクトリースピーチ）��４勝

フリオグレイスー（11牝 サムライハート）�１勝�２勝�入着��，金沢プリ
ンセスＣ，兼六園ジュニアＣ２着，花吹雪賞３着，金沢ヤングＣｈ３着

スカイフレイバー（04牡 ＊タバスコキャット）��４勝
サルサフレイバー（07牝 ステイゴールド）��２勝
ヒカリトリトン（08牡 フサイチコンコルド）２勝，吾妻小富士賞２着
ドクトルサルビア（10牝 アドマイヤジャパン）	４勝
コスモトレント（11牝 ＊コンデュイット）��１勝
ウインミラージュ（12牡 ステイゴールド）	12 勝，ハーベストＣ２着（２回）
ウインアルディー（14牝 ＊アイルハヴアナザー）�５勝�入着３回

３代母 スーパーシヨツト（83栗 ＊ジヤツジヤー）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ２着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，菖蒲
特別‐OP ２着，etc.
ミッドウィッシング（92牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ミッドキャロル（01牝 ＊アフリート）１勝
ドラゴンシップ（09牝 ＊クロフネ）��３勝，ローレル賞，ハイセイコー記念

４代母 シービーフラワー（75栗 ＊バツクストツパー）６勝，寿賞
［子］ フラワーアモン（87牝 ＊ピツトカーン）３勝，野地特別２着，相馬特別３着
［孫］ シュネル（94牡 ＊ナグルスキー）４勝，御影特別，檜山特別，伊丹特別２

着，etc.

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

405 マヤフィオーレ２０２０ 牡・鹿 ４／２７
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーマヤフィオーレ ＊アフリート

��
��
�スーパーアフリート栗 2006 スーパーシヨツト

＊チルウインド 9h
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 マイネクイーン（08鹿 アグネスタキオン）２勝，スイートピーＳ‐LR（芝 1800）３
着，カーネーションＣ（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
クイントゥープル（14牝栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝，デイジー賞（芝 1800）２着，

��４勝，姫山菊花賞（Ｄ1700）３着
アナザークイーン（16牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着４回，����１勝・１勝
ケンシ（17牡鹿 ＊ロージズインメイ）��２勝�１勝
アウスドルック（18牝芦 ＊ダンカーク）��入着

２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，天王寺特別２着，大島特別２着，etc.

３代母 ローピングアロング Loping Along（93 USA鹿 Easy Goer）USA１勝
デッドエイムDead Aim（02牝 Silver Deputy）不出走

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
コラボレイト Collaborate（18 牡 Into Mischief）�USA１勝，Roar S
３着

ブライテイマニアBliteymania（07 牝 Pure Prize）CHI２勝
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
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.

４代母 ブライティ Blitey（76 USA鹿 Riva Ridge）USA８勝，テストＳ‐G2，マス
ケットＳ‐G2，Imp S，Twilight Tear S，Ballerina S，etc.
［子］ ダンシングスプリーDancing Spree（85牡 Nijinsky）USA10 勝，ＢＣス

プリント‐G1，サバーバンＨ‐G1，カーターＨ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601

406 マイネクイーン２０２０ 牡・栗 ３／１６

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊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イネクイーン
＊ Seeking the Gold

��
��
�ファストルック鹿 2008 Loping Along

20b
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マジェスティックブライト（07 GB栗 Pivotal）GB・IRE１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ブライトメモリー（14牝黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�２勝��
ヒートアップ（15牝黒鹿 ネオユニヴァース）��３勝��入着３回��
マイディスティニー（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）��２勝��
ワイプユアアイズ（18牝栗 アンライバルド）��入着２回
セザムウーヴルトワ（19牝鹿 サトノアラジン）�出走

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

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

‐G3 ２着，P. Repubbliche Marinare‐L ２着
ロダバーヨ Rodaballo（17 牡 Lope de Vega）�FR・SPA２勝，P. Millkom

‐L ３着
＊リトルリスキー（09牝 Authorized）�２勝
グレイトホールGreat Hall（10	 Halling）�GB・UAE８勝，Silver Cup‐L

３着（２回），GB障害１勝

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱ミリオンファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

407 マジェスティックブライト２０２０ 牡・栗 ３／ ６

＊

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

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalマジェスティックブライト ラフェールモニック Machiavellian

��
��
�L'Affaire Monique栗GB 2007 Much Too Risky

8d
Mr. Prospector S4×M4 Bustino M4×M5

価格： 購買者：



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

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

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

ン賞，八甲田山特別，ディープインパクトＣ２着，etc.
コマンダーシップ（03牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
エイブルインレース（06牝 フジキセキ）入着２回，クイーンＣ‐G3 ３着，クローバ

ー賞‐L ３着，�１勝�２勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ
レッツゴーアスク（18牝 ロードカナロア）�入着３回，りんどう賞３着

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

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

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

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

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.
［孫］ アージェントリクエストUrgent Request（90 牡 RainbowQuest）GB

・USA・HKG７勝，サンタアニタＨ‐G1，サンマルコスＨ‐G2，オ
ークトリーＢＣマイル‐G3，etc.，種牡馬

ウインドフィールズ（91牡 ウインザーノツト）４勝，セントライト記念
‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.，	��入着４回，浦和記念
‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

408 マリナーズコンパス２０２０ �・鹿 ３／１３
＊ 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マリナーズコンパス
＊ Deputy Minister

��
��
�フサイチエイブル鹿 2010 Stardusk

9
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マリーシア（08芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
サムキー（15牡芦 ディープスカイ）�１勝��入着５回
フアレフェケ（17牡黒鹿 ウインバリアシオン）��入着�入着
ボルドーマリー（18牝芦 ウインバリアシオン）��１勝�
コトゲンルイ（19牡芦 ウインバリアシオン）���出走

２代母 シャープキック（96鹿 メジロマックイーン）５勝，江坂特別，睦月賞，松浦特
別，皿倉山特別３着，琵琶湖特別３着，etc.
クードゥフードル（03牝 ＊フレンチデピュティ）入着，�６勝�２勝
ラフィナール（04牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，赤倉特別，府中Ｓ２着，鹿屋特別２着
クレプスキュール（05牝 ジャングルポケット）１勝
シャーペンエッジ（06牝 ＊クロフネ）２勝，�３勝�１勝

アクート（13牡 ステイゴールド）４勝，佐渡Ｓ，弥彦特別，月岡温泉特別，下
鴨Ｓ２着，湾岸Ｓ２着，etc.

シャープシューター（14牡 ゴールドアリュール）１勝，日野特別３着，�２勝
ファルコンビーク（17牡 スマートファルコン）���５勝�１勝，川崎マイラ

ーズ３着
シャルフジン（19牡 ＊ヘニーヒューズ）��２勝，ブリーダーズゴールドジュニアＣ

タイセイレジェンド（07牡 キングカメハメハ）６勝，�１勝��２勝�入着��	，
ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，クラスターＣ‐Jpn3，ＪＢＣス
プリント‐Jpn1 ３着，東京盃‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

ヴィサージュ（09牡 デュランダル）�１勝��５勝
ワナビーザベスト（10牝 ステイゴールド）入着３回

ホワイトヘッド（16牡 ＊ダンカーク）���３勝�２勝，黒潮盃３着，京浜盃３着
ジョンブドール（12牝 ステイゴールド）３勝，両国特別，ベストウィッシュＣ２着
バーニングマン（13牡 ナカヤマフェスタ）�４勝

３代母 ペッパーキャロル（87栗 ニチドウアラシ）３勝，豊明特別，なでしこ賞２着
キャロルウインド（93牡 ＊アレミロード）４勝，シドニーＴ，左京山特別，逢坂山特

別，etc.，
３勝��
タバスコキャロル（97牝 ＊トニービン）１勝，三国特別２着，沓掛特別３着，�１勝
エローグ（99 メジロマックイーン）５勝，安房特別，琵琶湖特別，金山特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲荒谷牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

409 マリーシア２０２０ �・鹿 ２／１６
＊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ウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマリーシア メジロマックイーン

��
��
�シャープキック芦 2008 ペッパーキャロル

＊クレアーブリツジ 13c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マルーチ（09黒鹿 ＊ディクタット）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ガッサンドリーム（16牡栗 フリオーソ）�１勝
イナリンクローバー（17牝栗 フリオーソ）���２勝

２代母 ＊バランバ（02 GB鹿 ＊キングズベスト）不出走
ルナーレガシー（07牡 ＊ムーンバラッド）１勝

３代母 バ－ジャ－Barger（83 USA鹿 Riverman）FR・USA２勝，ヴァントー賞
‐G3，サンタラリ賞‐G1 ３着
バレイリーBareilly（88 牝 Lyphard）不出走

レヴェニュー Revenue（00牡 Cadeaux Genereux）GB・IRE３勝，リッチモンド
Ｓ‐G2，フライイングチルダーズＳ‐G2 ２着，コーンウォリスＳ‐G3 ３着

バヤ Baya（90牝 Nureyev）FR２勝，グロット賞‐G3，仏オークス‐G1 ２着，ラ
クープドメゾンラフィット‐G3 ２着，etc.

＊ファーザ（95牝 Mr. Prospector）不出走
フリオーソ（04牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��11 勝��，帝王賞
‐Jpn1（２回），川崎記念‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1，etc.，ＮＡＲ優２
歳，ＮＡＲ年代表（4回），ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ優古馬（3回），ＮＡＲ優
古牡（2回），種牡馬

バースストーン Birthstone（02牝 Machiavellian）FR２勝，オマール賞‐G3
＊カーレス（96牝 Caerleon）GB１勝

タウキート Tawqeet（02 牡 Kingmambo）GB・AUS５勝，ＭＲＣコールフィ
ールドＣ‐G1，ＡＴＣザメトロポリタン‐G1，英セントレジャー‐G1 ３
着，etc.，種牡馬

ナラティヴNarrative（98 牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・GER・ITY・USA
・UAE４勝，カルロダレッシオ賞‐G2，ドバイシティオヴゴールド‐G3，ミラ
ノ大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

４代母 トリリオン Trillion（74 USA鹿 Hail to Reason）GB・FR・GER・USA９
勝，ガネー賞‐G1，アルクール賞‐G2，ドラール賞‐G2（２回），フォワ賞‐G3，
ロワイヤリュー賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885

410 マルーチ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊
＊ウォーニング

�
�
�
�
�

��
��

�ディクタット ＊アルヴォラマルーチ
＊

＊キングズベスト

��
��
�バランバ黒鹿 2009 Barger

4n
Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ロゴマーク（11青鹿 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ステレオタイプ（02鹿 ＊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，スプリングＳ‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，優２牡，種牡馬
ナイトインブラック（13牡 ローエングリン）１勝，��未出走�６勝��入着３回
アスクチャーチル（18牡 ロードカナロア）�出走，�１勝

３代母 スターバレリーナ（90鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2
２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.
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.
クラシックチュチュ（06牝 キングカメハメハ）出走
サンライズサーカス（13牡 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別３
着，��３勝�２勝

ノーブルシルエット（18牝 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦佐特別
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
キングドラゴン（13� ＊シンボリクリスエス）２勝，両津湾特別３着

スパルタクス（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，周防灘特別，都井岬特
別，etc.

アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ
‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走

パドカトル（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，門司特別，対馬特別２着，南港特別３着
フレンチウォリアー（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，�１勝��入着３回，北海

道２歳優駿‐Jpn3 ３着，サンライズＣ３着

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［子］ オリーブクラウン（97牝 ＊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
［孫］ アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，

阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝

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

411 ロゴマーク２０２０ �・鹿 ４／１７

＊

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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラロゴマーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ青鹿 2011 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ミニレイスター（09鹿 ＊シニスターミニスター）��８勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
イエローキャブ（18牡鹿 ゼンノロブロイ）��１勝

２代母 ヤマサカントリー（99黒鹿 ＊ティンバーカントリー）��１勝�７勝
ウィングワンダー（08牡 ＊グラスワンダー）��１勝�入着４回�
ジギースンナー（11牝 サムライハート）１勝，��３勝
レオチェックメイト（14牡 ブラックタイド）���８勝�４勝
シンキングタイム（15牝 ヴァーミリアン）���３勝�１勝�入着，園田プリンセ

スＣ２着
ピンチガチャンス（18牝 アロマカフェ）���未出走�２勝	入着３回�
エムテイルビー（19牝 タイムパラドックス）�
１勝

３代母 ＊ミスワキジャパン（93 USA鹿 Phone Trick）３勝，下総特別
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，etc.，
２勝	入着�
ミルクトーレル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，セレブレイション賞，播磨特別

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

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

４代母 オフィスポリティクスOffice Politics（87 USA鹿 Secretariat）不出走
［子］ プレイリージャンクション Prairie Junction（94牡 Mt. Livermore）US

A２勝，バシュフォードマナーＳ‐G3 ２着，Kentucky Breeders' C
up S‐L ２着

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

412 ミニレイスター２０２０ �・黒鹿 ４／２２
＊ 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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerミニレイスター ＊ティンバーカントリー

��
��
�ヤマサカントリー鹿 2009 ＊ミスワキジャパン

16g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミヤビエメライン（14黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
初仔

２代母 ミヤビグレイス（07鹿 キングカメハメハ）��入着
キングデュナミス（12� ステイゴールド）１勝
ミヤビマドンナ（17牝 キズナ）�２勝

３代母 システィーナ（89栗 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋記念
‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.
タフグレイス（96牝 ＊トニービン）５勝，中山金杯‐Jpn3 ２着，千葉Ｓ，両国特別
（２回），etc.
ミヤビリュウオー（06牡 ＊ホワイトマズル）２勝，長良川特別３着
ミヤビファルネーゼ（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，春興Ｓ，韓国馬事会杯２

着，節分Ｓ２着，etc.，障害１勝，�１勝
ミヤビグローリー（09牝 アグネスタキオン）不出走
ラジアントエンティ（18牝 スマートファルコン）�２勝�１勝�１勝�，
ラブミーチャン記念，園田プリンセスＣ

ミヤビライデン（97牡 ＊トニービン）４勝，湘南Ｓ，本栖湖特別，水芭蕉特別２着，etc.
ミヤビフェラーリ（00牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�２勝��１勝	，尾張名古

屋杯３着
ミヤビキララ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，香取特別，土湯温泉特別，香取特

別３着，etc.
ミヤビリファイン（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝，河口湖特別３着
ミヤビジャスパー（11牡 アドマイヤムーン）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，野分特別，

アルメリア賞

４代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ パラダイスフラワー（04牝 ＊ティンバーカントリー）�７勝�１勝��，

エーデルワイス賞‐Jpn3，日高賞，南部駒賞，etc.
［孫］ プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，�１勝��３勝�１勝�，全日本

２歳優駿‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，etc.

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

413 ミヤビエメライン２０２０ �・黒鹿 ４／１９

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジミヤビエメライン キングカメハメハ

��
��
�ミヤビグレイス黒鹿 2014 システィーナ

＊ニアーリーズン 22b
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルワウ（03栗 フジキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（11）〕
ミラクルベリー（08牝黒鹿 ＊ファルブラヴ）１勝，志摩特別（芝 1400）３着

グランレイ（17牡 ルーラーシップ）�２勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３
着，耶馬渓特別２着

ダノンミシガン（11牡芦 ＊チチカステナンゴ）３勝，�４勝
ピンクダイキリ（15牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，��出走�６勝
ダークロード（16牡黒鹿 ＊ワークフォース）入着，��１勝
ダイワミラクル（17牡鹿 ルーラーシップ）入着７回，�地方未出走
ジョングルール（18牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）�出走

２代母 ＊トリプルワウ（83 CAN鹿 Coastal）USA14 勝，ネクストムーヴＨ‐G3，D
urham C‐L，Maple Leaf S‐LR，Ontario Matron H‐LR，Woodbine
BC S‐L，etc.
アリワウ Alywow（91牝 Alysheba）USA７勝，ニジャナＳ‐G3，Canadian H

‐L，Lady Dean S‐L，Canadian Maturity S‐R，Natalma S，etc.
センチュリーシティ Century City（99 牡 Danzig）GB・IRE・USA６勝，アル

カディアＨ‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，テトラークＳ‐G3，T
urf Paradise Breeder's Cup H‐L，Leopardstown 2000 Guineas Trial S
‐L，etc.，種牡馬

アサクサキーマン（96牡 GoneWest）４勝，上総特別，山陽特別，若菜賞，アイル
ランドＴ２着

フサイチオーレ（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州短距離Ｓ‐OP，奥多摩Ｓ，
保津峡特別，ストークＳ２着，桂川Ｓ２着，etc.，種牡馬

トリプレックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フィリピンＴ，英彦山特別，国
東特別，甲東特別２着，有松特別３着，etc.
ダイワキャグニー（14� キングカメハメハ）�８勝，エプソムＣ‐G3，キャピタ

ルＳ‐L，プリンシパルＳ‐LR，毎日王冠‐G2 ２着，金鯱賞‐G2 ３着，etc.
アグネスギンガ（00牡 ＊フォーティナイナー）４勝，高瀬川特別３着，�１勝

３代母 アイヴァレピュテイション Iva Reputation（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走

販売申込者・所有者： シグラップファーム＝日高町賀張 �090-8707-9113
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

414 ミラクルワウ２０２０ 牡・青鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルワウ
＊ Coastal

��
��
�トリプルワウ栗 2003 Iva Reputation

7
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ミスヨナ（08青鹿 ＊ティンバーカントリー）��２勝�７勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ミスビセンチ（15牝栗 スクリーンヒーロー）�２勝��１勝
ヒダカジェンヌ（16牝栗 タイムパラドックス）���３勝�１勝
トビーズレガシー（18牡青 ＊トビーズコーナー）���入着２回

２代母 ゴージャスクィーン（99青鹿 フジキセキ）入着，�２勝��入着
セイユウタロー（05牡 サクラローレル）�２勝��１勝
サイバーナイフ（06牡 ＊ブライアンズタイム）��２勝
ラストクィーン（10牝 ロードマップ）�１勝���
ファーストキス（11牝 ＊マチカネキンノホシ）�１勝�３勝��入着２回�，鎌倉記

念２着，加賀友禅賞３着

３代母 マヤノゴージャス（88黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）２勝
マヤノフルート（94牡 ＊ノーリユート）１勝
マイネルバンガード（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，

雄国沼特別，水芭蕉特別，etc.

４代母 フアーストジヨオー（82黒鹿 ＊ゴーマーチング）３勝，信濃川特別
［孫］ コマノブリザード（98牡 ＊アサティス）	１勝�９勝��２勝�，サンタ

アニタＴ３着，金盃３着，名港盃３着

５代母 ハザマフアースト（76栗 ＊バーバー）４勝，クイーンＳ，エーデルワイスＳ，
ガーベラ賞
［子］ ハイテツクカーン（83牡 ＊ピツトカーン）４勝，欅特別，磐梯山特別，高

湯特別，etc.
カシワズビューティ（88牝 ＊ゲイメセン）１勝，志摩特別２着

［孫］ デュプレスパンク（97牡 サクラバクシンオー）２勝，尾瀬特別２着
ダッシュゴージャス（94牝 ＊セクレト）１勝，ひいらぎ賞２着
フミノクレイマー（96牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野地特別３着，
�１勝
１勝�入着�

［曾孫］ コパノスケ（04� キングヘイロー）４勝，水無月特別，須磨特別，洛陽Ｓ３着
フミノストーム（96牡 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯，�１勝

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

415 ミスヨナ２０２０ �・黒鹿 ３／２８

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenミスヨナ フジキセキ

��
��
�ゴージャスクィーン青鹿 2008 マヤノゴージャス

＊タイランツクヰーン 14f
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊マックススカラ（06 IRE 栗 ＊オペラハウス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
ラインスウィフト（12牝栗 マヤノトップガン）��１勝
マヤノガルネリ（15�鹿 ブラックタイド）入着，��６勝��入着３回
スターリリー（17牝鹿 ヴァーミリアン）�１勝�入着
オンストロン（19牡栗 ストロングリターン）��１勝

２代母 ＊タイガービターン（91 IRE 栗 Ballad Rock）IRE２勝
マヤノウォッチミー（00牡 Bluebird）�	１勝

＊ロマンスアンダルザ（07牝 Barathea）��１勝
１勝

３代母 サンビターン Sunbittern（70 GB芦 ＊シーホーク）GB３勝
セリエマ Seriema（75牝 Petingo）GB１勝

インファミー Infamy（84牝 Shirley Heights）GB・USA７勝，ロスマンズイ
ンターナショナル‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ
‐G3，etc.

ハイホーク High Hawk（80牝 Shirley Heights）GB・FR・IRE・ITY６勝，ロー
マ賞‐G1，パークヒルＳ‐G2，リブルズデイルＳ‐G2，etc.
インザウィングズ In TheWings（86 牡 Sadler's Wells）GB・FR・USA７勝，Ｂ

Ｃターフ‐G1，サンクルー大賞‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬
ハイターンHigh Tern（82牝 High Line）GB２勝

ジャワヘル Jawaher（89 牝 ＊ダンシングブレーヴ）GB入着３回
ゾマラダ Zomaradah（95牝 Deploy）GB・IRE・ITY・USA６勝，伊オ
ークス‐G1，リディアテシオ賞‐G2，ロイヤルホイップＳ‐G2，etc.

＊ハイライズ（95牡 ＊ハイエステイト）入着，GB・FR・USA・UAE５勝，英ダ
ービー‐G1，リングフィールドダービートライアルＳ‐G3，Ｋジョージ六
世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ハイスピリテドHigh Spirited（87牝 Shirley Heights）GB２勝
レジェンドメイカー Legend Maker（94 牝 Sadler's Wells）FR２勝，ロワイ

ヨモン賞‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ３着
ヴァージニアウォーターズ VirginiaWaters（02 牝 Kingmambo）GB・I
RE３勝，英１０００ギニー‐G1，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3，愛メ
イトロンＳ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 農事組合法人協栄組合＝平取町本町 �01457-2-2658
生 産 牧 場： 農事組合法人協栄組合
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

416 マックススカラ２０２０ 牡・栗 ５／２２
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinマックススカラ
＊ Ballad Rock

��
��
�タイガービターン栗IRE 2006 Sunbittern

9e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 メイカ（04鹿 ダンスインザダーク）２勝，長岡特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（３）〕
スイチョウカ（11牝鹿 ＊シンボリクリスエス）出走

アオイショー（18牡 ロードカナロア）�２勝，山吹賞
バンクシアパーク（12牡鹿 ＊スニッツェル）�１勝���
サバイバルポケット（13牝鹿 ジャングルポケット）２勝，鷹巣山特別（芝 1600）２着
フジマサスターダム（14牡鹿 ＊タートルボウル）�１勝
ゲットリズム（16牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，��１勝
アイアンメイデン（17牝鹿 ＊タートルボウル）��未出走�入着	��

２代母 フラワーパーク（92鹿 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，
高松宮杯‐Jpn1，シルクロードＳ‐Jpn3，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，スプリンタ
ーズＳ‐Jpn1 ４着，etc.，優短距，優父内
フィレンツェ（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，すみれＳ‐OP ３着，須磨特別
（２回），クリスマスキャロル賞，あすなろ賞，宇治川特別２着，etc.

フローラルパレス（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
カイアワセ（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�２勝，四日市特別３着

パラディーゾ（06牡 ダンスインザダーク）１勝
クリアンサス（08牝 Redoute's Choice）３勝，マーガレットＳ‐LR，春菜賞
ヴァンセンヌ（09牡 ディープインパクト）６勝，東京新聞杯‐G3，安田記念‐G1 ２着，

京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，元町Ｓ，エクセレントＪＳＴ，etc.，種牡馬

３代母 ノーザンフラワー（77栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ハナドケイ（86牝 ＊ルドウターブル）出走

カガミダリア（90牝 バンブーアトラス）２勝，西脇特別
ミラクルムテキ（93牝 ＊キャロルハウス）不出走

エムオーウイナー（01牡 ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ‐G3，オ
ーシャンＳ‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.，種牡馬

４代母 ＊フアイアフラワー（72 IRE 鹿 Dike）不出走
［子］ ダイナカーペンター（84牡 フレーミングユース）８勝，京都記念‐Jpn2，

阪神大賞典‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 斉藤スタッド＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2823
生 産 牧 場： 斉藤スタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

417 メイカ２０２０ 牡・鹿 ５／ ８

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメイカ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2004 ノーザンフラワー

＊フアイアフラワー 1n
Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メモリーマニフィカ（13黒鹿 マンハッタンカフェ）�２勝
初仔

２代母 ＊シルカズギフト（01 GB鹿 Cadeaux Genereux）GB３勝，ネルグウィンＳ
‐G3，Albany S‐L
メモリービジュアル（08牝 サクラバクシンオー）出走

メモリーミラクル（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�５勝，東海クイーンＣ，スプ
リングＣ，中京ペガスターＣ２着，ライデンリーダー記念２着，新春ペガ
サスＣ３着

メモリーロワジール（10牝 アグネスタキオン）入着
メモリーメソッド（15牡 ＊フレンチデピュティ）�４勝，中京ペガスターＣ３着

メモリーフェイス（14牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 オデットOdette（95 GB鹿 Pursuit of Love）GB２勝
レジスタンスヒロインResistance Heroine（02 牝 Dr Fong）GB入着２回

ノーズダイヴNosedive（07� Observatory）GB・FR２勝，Redcar Two‐
Year‐Old Trophy‐L ３着

ヴィオレット Violette（03 牝 Observatory）GB・FR・IRE・GER４勝，ファース
オヴクライドＳ‐G3，ロックフェルＳ‐G2 ２着，Redcar Two‐Year‐Old T
rophy‐L ２着，etc.

セシリーCecily（06 牝 Oasis Dream）GB２勝
レッドバルーンズ Red Balloons（16 牝 Kyllachy）�GB２勝，ヨークサマー

Ｓ‐G3 ３着
ヴァージニアホール Virginia Hall（07 牝 Medicean）GB・FR・GER３勝，Coral Di

staff S‐L，カルヴァドス賞‐G3 ２着，Criterium du Bequet‐L ２着
マリーオヴリヨンMarie of Lyon（14牝 Royal Applause）GB・IRE３勝，

Boadicea S‐L ２着，Queen Charlotte S‐L ３着，Empress S‐L
３着

スパイゲート Spygate（17 牡 Brazen Beau）�GB・ITY１勝，P. Botticelli
‐L ３着

４代母 オンティプトーズOn Tiptoes（88 GB鹿 Shareef Dancer）GB・IRE５勝，
クイーンメアリーＳ‐G3，Bentinck S‐L

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

418 メモリーマニフィカ２０２０ 牡・鹿 ４／２５

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジメモリーマニフィカ
＊ Cadeaux Genereux

��
��
�シルカズギフト黒鹿 2013 Odette

6e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 モリトシラギク（14芦 ＊クロフネ）入着
初仔

２代母 アズマサンダース（01鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，桜
花賞‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，京都
金杯‐Jpn3 ３着
ダノンビーナス（10牝 キングカメハメハ）１勝
アドマイヤサクセス（12牡 キングカメハメハ）�５勝�４勝���入着５回
グリエルマ（15牝 ロードカナロア）１勝，紅梅Ｓ‐LR ３着

３代母 オースミシャイン（90栗 シンボリルドルフ）３勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，
スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，フローラＳ‐OP，チューリップ賞‐OP ３着，ユ
ートピアＳ
ベストクローン（08牝 ディープインパクト）３勝，シンガポールＴＣ賞，ニセコ特別

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

ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
オートラディア（88牡 ＊パドスール）４勝，阿賀野川特別，木曽川特別，
中京スポーツ杯２着，etc.

ミスディファレンス（89牝 ＊モガミ）４勝，是政特別，胎内川特別，別府
特別２着，etc.

トニージャスティ（95牡 ＊トニービン）３勝，青島特別，鳳来寺山特別，
北大路特別２着，etc.

マックスハンター（86牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，露草賞，節分賞２着，
弥彦特別３着，�２勝

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

ウィザードブラスト（05牡 ＊クロフネ）入着４回，��２勝�11 勝，福永
洋一記念２着，高知県知事賞３着

ウィンディマジック（99牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，背振山特別３着
［曾孫］ シェルビー（09牡 サクラバクシンオー）６勝，キャピタルＳ‐L，朱雀Ｓ，

アプローズ賞，etc.

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

419 モリトシラギク２０２０ �・栗 ２／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューモリトシラギク ＊サンデーサイレンス

��
��
�アズマサンダース芦 2014 オースミシャイン

＊コランデイア 9e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ヤマシロギク（04栗 ＊アフリート）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（11）〕
ランザン（09牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着３回，下北半島特別（芝 1200）

２着，��２勝
ファジーネーブル（13牝黒鹿 タニノギムレット）１勝，�４勝�１勝�入着�
ソフトポジション（15牡鹿 アサクサキングス）１勝，雪うさぎ賞（芝 1200）２着，

石狩特別（芝 1500）３着，長万部特別（芝 1200）３着，��入着�３勝��
マグマミキサー（16牡栗 タイムパラドックス）���入着�	入着 12回
ダブルポジション（17牝栗 ウインバリアシオン）�１勝�入着２回�

２代母 ミラクルラブ（99鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ボウシュ（08牡 ＊ティンバーカントリー）	８勝��
ズイカク（10牝 ＊ホワイトマズル）�１勝��
クラウンエイトドア（13牡 ＊グラスワンダー）�４勝�入着
ゲキテキ（14牡 トランセンド）�１勝

３代母 アンブローシア（85鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，白菊賞
エアチャリオット（91
 サクラユタカオー）４勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，ＢＳＮオー

プン‐OP，ジュニアＣ‐OP，etc.
ロイヤルアンブリー（94牝 ＊アレミロード）３勝，雄国沼特別，西湖特別２着
ダンツプライズ（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，兵庫特別２着，etc.，�３勝，

中島記念，九州大賞典２着
ロンドインディ（02牝 フジキセキ）出走

セレスロンディー（07牡 ＊プリサイスエンド）３勝，シンザン記念‐G3 ３着，
こぶし賞３着，千両賞３着

４代母 シヤダイアンブリー（76黒鹿 ＊モデルフール）��１勝
［孫］ サクラエキスパート（93牡 サクラチヨノオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，函館

記念‐Jpn3 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.
ウインジーニアス（00牡 バブルガムフェロー）２勝，京都新聞杯‐Jpn2
３着，ドンカスターＳ‐L ２着，ムーニーバレーレーシングＣ賞，etc.

キングファラオ（90牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，神戸新聞杯‐Jpn2 ３着，
菊花賞‐Jpn1 ４着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

420 ヤマシロギク２０２０ 牡・鹿 ５／１６
＊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ウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyヤマシロギク ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミラクルラブ栗 2004 アンブローシア

＊アンブリー 7
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S4×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：５，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
エストラテーガ（18牡鹿 ＊バトルプラン）��未出走��出走

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）��８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 �0146-45-0189
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 �0146-45-0189

421 ユメザンマイ２０２０ 牡・鹿 ３／１１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�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 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ユリオプスデイジー（09栗 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
マッテマシタ（15牝栗 ローエングリン）�４勝�
リックタンジロウ（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）��１勝

２代母 ＊ロジカルクィーン（00 USA鹿 Deputy Minister）１勝
サトノハピネス（05牡 アグネスタキオン）３勝
プロテクトジアース（06牝 ＊アフリート）１勝，�２勝

ダイワインパルス（12牡 ヴァーミリアン）３勝，西湖特別２着，リボン賞２着，
横手特別３着，青梅特別３着，オキザリス賞３着

サンダーストラック（08牡 アグネスタキオン）入着３回，�３勝，福山王冠２着
プリンセスロジカル（12牝 ＊アグネスデジタル）�１勝�１勝��	
デージーホイデン（13牝 ネオユニヴァース）�２勝
ロジカルガール（16牝 ダノンシャンティ）�２勝
メイショウアツイタ（18牡 フェノーメノ）�１勝

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

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

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

＊サーキットレディ（04牝 Grand Slam）３勝，ＳＴＶ賞，美利河特別，登別特別２着
ダノングラシアス（12牝 マンハッタンカフェ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，

りんどう賞２着
ジョフィーズラン Joffe's Run（05牝 Giant's Causeway）GB・USA４勝，Reg

al Gal S，Hollywood S３着

４代母 トピカウント Topicount（85 USA栗 Private Account）USA９勝，レアパ
フュームＳ‐G2，モンマスパークＢＣＨ‐G3，Herecomesthebride S‐L，R
umson Breeders' Cup H，Middlesex County S，etc.

販売申込者・所有者： �Ｊｕｎｎｙ＝滋賀県守山市 �077-582-2178
生 産 牧 場： 村上 進治
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

422 ユリオプスデイジー２０２０ 牡・鹿 ５／１８

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーユリオプスデイジー
＊ Deputy Minister

��
��
�ロジカルクィーン栗 2009 ＊ラグナセカ

3o
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ユーセイクインサー（10鹿 タイムパラドックス）�13 勝�����，クイーンＣ
（Ｄ1600），新緑賞（Ｄ1600），ライデンリーダー記念（Ｄ1600）２着，スプリング
Ｃ（Ｄ1800）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
コスモピオニール（17牡鹿 リーチザクラウン）��１勝�１勝�，ぎふ清流Ｃ
（Ｄ1400），ゴールドジュニア（Ｄ1600）３着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）３着

マナラズベリー（18牝鹿 ＊カジノドライヴ）��入着３回�１勝
スイフトマリー（19牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���出走

２代母 アルカネット（99青鹿 ダンスインザダーク）３勝，ＨＴＢ杯２着，ＳＴＶ杯３着
アクビサテルバン（08牝 ＊キャプテンスティーヴ）�11 勝	入着２回
アメノミナカヌシ（09牡 ＊ティンバーカントリー）��１勝
ハーブガーデン（12牝 ＊コンデュイット）入着，�１勝
アルカヌム（13牝 ＊コンデュイット）�１勝�入着２回
ウインポプリ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝，��２勝
ウインリコルド（15牡 ＊アイルハヴアナザー）��６勝�１勝�
ウインアルカンナ（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝

３代母 ＊パーフェクション（94 IRE 青 Machiavellian）不出走

４代母 ＊チーフオナメント（88 USA黒鹿 Chief's Crown）GB２勝

５代母 インベリシュトEmbellished（80 USA鹿 Seattle Slew）USA１勝
［子］ シアトルドーン Seattle Dawn（86牝 Grey Dawn）USA７勝，デラウェ

アＨ‐G2，スノーグースＨ‐G3，Gala Lil H‐L，etc.
＊アイランドオブシルバー（91牝 ＊フォーティナイナー）GB・USA・UAE

６勝，Upavon S‐L，Virginia S‐L ２着
トラッキー Truckee（92牡 Danzig）USA６勝，Governor's H‐L，
Don Bernhardt S２着，Governor's H‐L ３着，種牡馬

［孫］ ＊ゴールドサンライズ（93牝 ＊フォーティナイナー）USA３勝，ゴールデン
ロッドＳ‐G3，アルシバイアディズＳ‐G2 ３着，Pocahontas S
‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2775
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

423 ユーセイクインサー２０２０ 牡・鹿 ５／１０
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザユーセイクインサー ダンスインザダーク

��
��
�アルカネット鹿 2010 ＊パーフェクション

A4
Caro S4×S5 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ヤクマンブルース（14黒鹿 カネヒキリ）��３勝
初仔

２代母 セイウンヒメラギ（01鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
ニシノアララギ（06牡 ＊タイキシャトル）障害１勝，��１勝
ニシノスローン（07牡 キングカメハメハ）３勝
ニシノスタイル（09牡 デュランダル）２勝，クローバー賞‐LR ２着，橘Ｓ‐OP ３

着，フローラルウォーク賞
ニシノヒメゴト（10牝 ネオユニヴァース）入着，�２勝��入着５回
ニシノカザブエ（11牝 ステイゴールド）１勝
キョウエイレガード（15牝 カネヒキリ）���１勝

３代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・IRE入着２回
グリーンプラネット（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，

奥多摩Ｓ，フリーウェイＳ，etc.
サニングデール（99牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念‐Jpn1，ＣＢＣ賞‐Jpn2，

阪急杯‐Jpn3，etc.，��入着，種牡馬
クレンデスターン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，

野路菊Ｓ‐OP，木津川特別２着
ホエールシャーク（02牝 ＊ヘネシー）２勝，由布院特別，セプテンバーＳ２着，北九

州短距離Ｓ２着，etc.，�６勝

４代母 カディッシア Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）FR２勝，P. de la T
heve
［子］ カヒアシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）GB・FR・IRE５勝，英ダー

ビー‐G1，愛ダービー‐G1，リングフィールドダービートライアルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊カリアナ（94牝 Slip Anchor）GB・FR３勝，セントサイモンＳ‐G3，
Galtres S‐L，Aphrodite S‐L ２着

［孫］ カサーニ Kassani（92 牡 Alleged）FR・AUS５勝，ケルゴルレイ賞‐G2，
P. La Moskowa‐L，P. Vulcain‐L，etc.

カサーナ Kassana（94牝 Shernazar）FR１勝，ミネルヴ賞‐G3，マルレ
賞‐G2 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱シエラ＝東京都新宿区 �03-6908-6844
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

424 ヤクマンブルース２０２０ �・黒鹿 ３／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�カネヒキリ ＊ライフアウトゼアヤクマンブルース ＊コマンダーインチーフ

��
��
�セイウンヒメラギ黒鹿 2014 ＊カディザデー

5e
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ラベンダーミント（10鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ヤクール（15牝鹿 ゴールドアリュール）��２勝

２代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

ドゥオナー（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�１勝�入着
シゲルコング（14牡 ＊シニスターミニスター）２勝，オキザリス賞，初春Ｓ
２着，障害１勝，��入着��，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，栄冠賞，ブリーダーズゴ
ールドジュニアＣ２着

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
バアゼルクローバー（99牝 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着

スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，
すみれＳ‐OP，比叡Ｓ，京橋特別，etc.，種牡馬

プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝
ディープルマン（08牡 ダンスインザダーク）２勝，赤穂特別３着，�１勝
バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
メイショウイマワカ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，メルボルンＴ２着

ピサノインペリアル（01牡 ＊タイキシャトル）１勝
ピサノベネチアン（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特
別，筥崎特別，足立山特別，アメジストＳ２着，etc.

スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，
ポプラ特別２着，大倉山特別２着，舞鶴特別２着，etc.，�３勝

３代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

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

425 ラベンダーミント２０２０ �・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayラベンダーミント
＊ Storm Cat

��
��
�ストームザミント鹿 2010 Mint Cooler

2s
Hail to Reason M4×S5 Graustark M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラインステッチ（04 USA栗 Fusaichi Pegasus）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（８）〕
クロスステッチ（11牡栗 フジキセキ）��１勝
エリモグレイス（13牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回��１勝・１勝�入

着���
ファルコンフィート（17	栗 スマートファルコン）�
４勝
カーロデスティーノ（19牝栗 ストロングリターン）��１勝

２代母 ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 USA鹿 Storm Bird）GB・USA
３勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着，Sceptre S‐L ２着

＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベルモント
Ｓ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フロリダダービー‐G1，ファウンテンオヴユー
スＳ‐G2，スワップスＳ‐G2，レムゼンＳ‐G2，etc.，種牡馬

＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ‐Jpn3，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，
��１勝
１勝�入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念
‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

＊アグネスベローナ（95牝 Trempolino）出走
アグネスラブ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，もみじＳ‐OP ２着，かえで賞

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

＊アグネスビンテージ（96牡 A.P. Indy）２勝，唐津特別
＊ムーディーサンダー（97牝 Gulch）１勝

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

＊ソリッドエビデンス（01牡 Gulch）３勝，清里特別３着
＊サンダーペガサス（02牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊サトノサンダー（07	 Smarty Jones）１勝，�９勝

３代母 シュートアライン Shoot a Line（77 GB鹿 High Line）GB・IRE・GER・U
SA７勝，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，パークヒルＳ‐G2，リブ
ルズデイルＳ‐G2，チェシャーオークス‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

426 ラインステッチ２０２０ �・栗 ２／１１
＊ 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

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverラインステッチ ラインオヴサンダー Storm Bird

��
��
�Line of Thunder栗USA 2004 Shoot a Line

11d
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ラヴァーズタイム（11黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�５勝
〔産駒馬名登録数：３〕
プレストウイング（18牡鹿 ネオユニヴァース）���入着
テイエムアルプス（19牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ナイストレビアン（97鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
アタゴダイチ（03牡 スペシャルウィーク）��２勝
ゴールデンダリア（04牡 フジキセキ）５勝，新潟大賞典‐G3，プリンシパルＳ‐L，

産経大阪杯‐G2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，ディセンバーＳ‐L ３
着（２回），etc.

ドリームハッチ（06� ＊グラスワンダー）３勝
キャプテンダリア（08牡 マンハッタンカフェ）��６勝
スカイディグニティ（09牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，菊花賞‐G1 ２着，セント

ライト記念‐G2 ２着，有馬記念‐G1 ５着
ゴールデンファレノ（10牝 フジキセキ）１勝
アルマオンディーナ（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，阪神ジュベナイルフィリー

ズ‐G1 ５着
プラチナダリア（13牡 ディープスカイ）１勝
レイクルイーズ（14牝 ディープスカイ）�４勝��２勝
ヴェリートレビアン（16牡 ゼンノロブロイ）��２勝
ラストトレビアン（17牡 スマートファルコン）��４勝

３代母 ＊クリスタルガーデン（84 CAN鹿 Alleged）USA２勝
ミスティックノヴァ（94牡 ミスターシービー）３勝，睦月賞２着
エイコウナナ（99牝 ＊ジェイドロバリー）�１勝

アビンニャー（06牝 アドマイヤコジーン）�９勝	２勝��入着２回，九州ジ
ュニアＧＰ２着

４代母 メモリーガーデンMemory Garden（75 USA鹿 Bold Bidder）USA３勝，
Vantage S，Honeymoon S２着，Portage S２着，Silver Spoon H
２着
［孫］ プロブリリョ Puro Brilho（99牡 Nugget Point）BRZ５勝，ルイスオリ

ヴェイラデバロス会長大賞‐G2

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

427 ラヴァーズタイム２０２０ 牡・鹿 ２／２６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayラヴァーズタイム ＊ノーザンテースト

��
��
�ナイストレビアン黒鹿 2011 ＊クリスタルガーデン

2c
ノーザンテーストM3×S4 Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ラゴディラゴライ（10鹿 Pure Prize）１勝，�１勝��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
チャーチャンテン（18牝黒鹿 リーチザクラウン）�出走，���１勝
ソウルストライク（19牡鹿 スマートファルコン）�地方未出走

２代母 ＊シーズインポッシブル（04 USA黒鹿 Yankee Victor）USA・CAN４勝，
Cincinnati Trophy S３着
スムーズダディライアン Smooth Daddy Ryan（09� Political Force）USA３勝
ポッシブルドリーム（11牡 マンハッタンカフェ）�４勝
ワンミリオンス（13牝 ゴールドアリュール）４勝，銀嶺Ｓ，河口湖特別，��２勝，

エンプレス杯‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ４着
オールポッシブル（14牝 ダイワメジャー）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，

ききょうＳ‐OP ３着，佐世保Ｓ，朱雀Ｓ
レディバード（15牝 スマートファルコン）２勝
アイムポッシブル（17牝 ヴァーミリアン）�２勝，中京スポーツ杯２着，�１勝

３代母 ＊ディフィカルト（99 USA黒鹿 Concern）USA１勝
＊テスタマッタ（06牡 Tapit）５勝，フェブラリーＳ‐G1，etc.，��２勝�入着�	，

ジャパンＤダービー‐Jpn1，さきたま杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
＊ダノンクリエーター（09牡 Half Ours）４勝，天王寺特別，小名浜特別

４代母 ウィングズオヴジョーヴWings of Jove（80 USA芦 Northern Jove）USA
３勝，メイトロンＳ‐G1，アスタリタＳ‐G2，ソロリティＳ‐G1 ３着
［子］ ブロードスマイル Broad Smile（92 牝 Broad Brush）USA10 勝，コロン

ビアＳ‐G3，Jacob France S‐L，Candy Eclair S，etc.
ジョーヴィアルブラッシュ Jovial Brush（96牡 Broad Brush）USA６勝，
Montpelier S‐L，Smoke Glacken S２着，Star de Naskra
S‐R ２着，etc.

［孫］ プロクリエイト Procreate（98� Mt. Livermore）USA16 勝，Mister D
iz S‐R，Pennsylvania Governor's C，Yankee Affair S，etc.

ペリラスナイト Perilous Night（01 牝 ＊コロナドズクエスト）USA４勝，
Pimlico Squan Song S‐R，Beautiful Day S２着

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

428 ラゴディラゴライ２０２０ 牡・芦 ６／ ７

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

ピュアプライズ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Pure Prize Heavenly Prizeラゴディラゴライ
＊ Yankee Victor

��
��
�シーズインポッシブル鹿 2010 ＊ディフィカルト

6a
Halo S4×M5 Mr. Prospector S5×M5 Nijinsky S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ラジョコンダ（11鹿 フジキセキ）�１勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
スパイラルバンブー（17牝栗 エピファネイア）�３勝
リリーホワイト（18牝栗 ＊ヨハネスブルグ）出走，�地方未出走

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

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

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

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

別，古町特別，etc.
ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

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

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

着，八甲田山特別３着
バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，

秋川特別，幕張特別，多摩川Ｓ３着，etc.

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

スプリングコート（91牝 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジャニュア
リーＳ，北大路特別，etc.

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

429 ラジョコンダ２０２０ �・鹿 ２／１２

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーラジョコンダ サクラユタカオー

��
��
�ラトラヴィアータ鹿 2011 サクラハゴロモ

＊クリアアンバー 4m
Northern Dancer S5×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：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
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）���出走�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
ヴァラーメダル（19牡栗 ＊ハービンジャー）�出走

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，Inaugural 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： ㈲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

430 ララサンタフェーズ２０２０ �・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊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

価格： 購買者：



母 ランブルジャンヌ（05鹿 Mutakddim）３勝，尾瀬特別（芝 1200）２着，七重浜特
別（芝 1200）３着，巻機山特別（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（15）〕
ビリケンラッシュ（13�鹿 ＊バゴ）１勝
カリーナ（14牝黒鹿 ＊キングズベスト）�１勝�２勝��入着
テイエムクロムシャ（16牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝，和布刈特別
（Ｄ1700）３着

サンビースト（17牡黒鹿 ＊クロフネ）�入着２回，��１勝��１勝��
リュウノシンゲン（18牡青鹿 グランプリボス）�	10 勝，東北優駿（Ｄ2000），ダ

イヤモンドＣ（Ｄ1600），スプリングＣ（Ｄ1600），金杯（Ｄ1600），寒菊賞
（Ｄ1600），若駒賞（Ｄ1600），ビギナーズＣ（Ｄ1400），南部駒賞（Ｄ1600）３
着，若鮎賞（芝 1600）３着

ブレイブジャンヌ（19牝芦 ＊ザファクター）��出走

２代母 ＊レストレス（97 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
ケーレイアK'ehleyr（01 牝 Rahy）USA２勝

アフリートメモリーズAfleet Memories（10 牝 Afleet Alex）USA４勝
ファーストディール First Deal（16 牡 Turbo Compressor）�USA６勝，
Decathlon S，Jersey Shore S

シャーズブルー（06牡 ＊マリエンバード）２勝

３代母 スレプトスルーイト Slept Thru It（88 USA鹿 Sunny's Halo）USA４勝，
デムワゼルＳ‐G2 ３着，Patelin S２着，テンプテドＳ‐G3 ３着，Lake Co
untry S３着
シティスリーパー City Sleeper（00 牝 Carson City）USA４勝，Stonerside S‐L

３着，Bold Ego Thoroughbred H３着，Czaria H３着，etc.
パロマメサ Paloma Mesa（08牝 Sky Mesa）USA４勝，Sunray Park Allow

ance S，Sunland Park Oaks‐L ２着，El Paso Times S２着，etc.

４代母 スリープオンイト Sleep On It（77 USA鹿 Buckpasser）USA５勝，Illin
ois Matchmaker H２着
［孫］ ドリーミーキッドDreamy Kid（08� Lemon Drop Kid）USA４勝，ス

ワップスＳ‐G2

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

431 ランブルジャンヌ２０２０ �・鹿 ３／１６
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

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

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

ムタクディム Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�Mutakddim Oscillateランブルジャンヌ
＊ Storm Cat

��
��
�レストレス鹿 2005 Slept Thru It

9b
Mr. Prospector S4×M4 Seattle SlewM4×S5 Halo S5×M5
Buckpasser M5×M5 Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 マリア（08青鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
サンバディ（14牝芦 ＊クロフネ）�４勝�入着��
ラストシーン（16牝黒鹿 ロードカナロア）��１勝�２勝�
エンリサラ（17牝鹿 セレスハント）��１勝��入着
プレセンシア（19牡鹿 ラブリーデイ）�未出走

２代母 チアズフィアレス（02鹿 ＊フォーティナイナー）出走
トロンボーン（10牝 アグネスタキオン）出走

ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝�入着３回，金沢ヤングＣｈ３着
トロンアゲイン（18牝 ＊プリサイスエンド）�１勝

スノーピアサー（12牝 マンハッタンカフェ）不出走
バトルピアサー（17牝 ＊バトルプラン）１勝

モードザナゲット（14牝 ハーツクライ）�２勝
パーフェクトクイン（15牝 マツリダゴッホ）��３勝

３代母 チアズフラワー（90鹿 Al Nasr）出走
チアズグレイス（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ４着，etc.，優３牝
チアズガディス（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ダンツアトラス（10牡 ＊バゴ）２勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，御在所特別３
着，五泉特別３着

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

メイショウセイカ（07牝 ＊クロフネ）不出走
ルックスマート（15牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１
戦２着，調布特別３着，陣馬特別３着

チアズシュタルク（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，毎日杯‐Jpn3，共同通信杯
‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3 ２着

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

販売申込者・所有者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

432 マリア２０２０ 牡・鹿 ４／１９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアマリア ＊フォーティナイナー

��
��
�チアズフィアレス青鹿 2008 チアズフラワー

＊デュカイナ 21a
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 リキサンキャロル（06栗 ニューイングランド）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ウールーズ（12牝鹿 ローレルゲレイロ）�１勝��入着４回��
セイプラウド（13牡青鹿 ローレルゲレイロ）��１勝
ブラックソーン（15牡黒鹿 ローレルゲレイロ）��１勝�３勝�１勝��

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

３代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
メジェール（97牝 ＊タバスコキャット）５勝，天王山特別，白鳥大橋特別，御池特別，etc.

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

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

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

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

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

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

フミノウインダム（03牡 フジキセキ）２勝，犬山特別，飯盛山特別３着

５代母 ＊ビバレジナ（79 USA鹿 His Majesty）USA出走
［子］ アストロゲート（89牡 Secretariat）２勝，青葉賞‐OP ２着，山吹賞，種牡馬

アドラスタムール（92牡 ＊クリスタルグリツターズ）１勝，手稲山特別３着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

433 リキサンキャロル２０２０ 牡・芦 ４／１６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ミアモーレ栗 2006 ＊カスパースカイゴールド

20
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 リベラメンテ（15鹿 ダノンシャンティ）出走
初仔

２代母 ラッドルチェンド（10鹿 Danehill Dancer）入着，��１勝
テルツェット（17牝 ディープインパクト）�６勝，クイーンＳ‐G3，ダービー卿Ｃ

ｈＴ‐G3，節分Ｓ，国立特別，村上特別，etc.
ダノンシュネラ（18牝 ドゥラメンテ）�２勝

３代母 ＊ラヴズオンリーミー（06 USA鹿 Storm Cat）不出走
ラングレー Lord Langley（11 牡 ディープインパクト）６勝，都大路Ｓ‐L ３着，洛

陽Ｓ‐OP，石清水Ｓ，etc.，種牡馬
リアルスティール（12牡 ディープインパクト）３勝，毎日王冠‐G2，共同通信杯

‐G3，etc.，UAE１勝，ドバイターフ‐G1，etc.，種牡馬
プロディガルサン（13牡 ディープインパクト）３勝，芙蓉Ｓ‐LR，セントライト記

念‐G2 ３着，東京新聞杯‐G3 ２着，etc.
ジンゴイスト（15� ハーツクライ）�１勝，唐戸特別２着，長良川特別２着，紫野

特別３着，�２勝
ラヴズオンリーユー（16牝 ディープインパクト）�５勝，オークス‐G1，京都記念

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，etc.
ラヴユーライヴ（17牝 ディープインパクト）�３勝，支笏湖特別，御在所特別２着，

再度山特別２着，etc.

４代母 モネヴァシアMonevassia（94 USA鹿 Mr. Prospector）FR入着
［子］ ルンプルシュティルツキン Rumplestiltskin（03 牝 ＊デインヒル）GB・FR

・IRE５勝，マルセルブサック賞‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，
愛デビュターントＳ‐G2，etc.

アイアムビューティフル I Am Beautiful（12 牝 Rip VanWinkle）IRE
１勝，バランシーヌＳ‐G3

［孫］ タペストリー Tapestry（11 牝 Galileo）GB・FR・IRE３勝，ヨークシャー
オークス‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，愛オークス‐G1 ２着，etc.

ジョンエフケネディ John F Kennedy（12牡 Galileo）GB・IRE・USA
２勝，ゴールデンフリースジュヴェナイルターフＳ‐G3，バリーサッ
クスＳ‐G3 ３着，キルターナンＳ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

434 リベラメンテ２０２０ 牡・栗 ４／１６

＊

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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットリベラメンテ Danehill Dancer

��
��
�ラッドルチェンド鹿 2015 ＊ラヴズオンリーミー

20
Storm Cat S3×M4 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 リマンドインパクト（09黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
キングリキュール（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��出走�３勝�２勝�
ゴーゴーリマンド（17牝芦 ＊クロフネ）��入着７回
ベーカリー（18牝青鹿 ＊ベーカバド）��出走
エルツィオーネ（19牡黒鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ブライアンハニー（98鹿 ナリタブライアン）２勝，忘れな草賞‐OP ３着，ゆ
きやなぎ賞，白百合Ｓ３着
クイーンフラワー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝
メイショウヨサク（08牡 ＊アグネスデジタル）�２勝
カネトシアクション（10� ステイゴールド）�７勝
ノーブルサンダー（11� スズカマンボ）	
１勝
マイネルハニー（13牡 マツリダゴッホ）５勝，チャレンジＣ‐G3，白富士Ｓ‐L，デ

ィセンバーＳ‐L，スプリングＳ‐G2 ２着，オクトーバーＳ‐L ２着，etc.

３代母 ハスキーハニー（87鹿 ＊ノーザンディクテイター）５勝，スプリンターズＳ
‐Jpn1 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，シリウスＳ‐OP ２着，白樺賞‐OP ２
着，淀短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
ハニーエスカーダ（96� ＊クリスタルグリツターズ）１勝，ひめさゆり賞３着，�３

勝�２勝�	
入着４回

４代母 クインリマンド（73栗 ＊リマンド）３勝，桜花賞２着，サンスポ４歳牝馬特別
３着，きさらぎ賞２着，紅梅賞‐OP，３歳牝馬特別
［子］ アグネスシャトー（79牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，高松宮杯３着，端午賞
［孫］ スプリングブルック（94牡 ＊スリルシヨー）５勝，セプテンバーＳ，隅田

川特別，ドイツ騎手招待（１），etc.
スプリングクレタ（98牡 サクラバクシンオー）５勝，ラジオ福島賞，五色
沼特別，飛翔特別，etc.

スプリングジュラ（03牡 サクラバクシンオー）１勝，閃光特別２着

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

435 リマンドインパクト２０２０ 牡・黒鹿 ４／１４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアリマンドインパクト ナリタブライアン

��
��
�ブライアンハニー黒鹿 2009 ハスキーハニー

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 リンガフランカ（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別（芝 1600）２着，�
�１勝�入着��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（７）〕
レッドオーディン（10牡鹿 ジャングルポケット）入着３回，�１勝
キナウ（11牝黒鹿 キングカメハメハ）入着，��３勝
クレオール（12牝栗 ＊チチカステナンゴ）２勝
シシャモダイスキ（17牡鹿 ルーラーシップ）��３勝

２代母 ＊フランクアーギュメント（86 USA黒鹿 Argument）FR・GER・USA３勝，
P. des Tourelles‐L，P. Joubert‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，etc.
アドマイヤロード（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，万葉Ｓ‐OP，北大路特別，ロ

ベリア賞，飛鳥Ｓ２着，関門橋Ｓ３着，etc.
アドマイヤセラヴィ（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

アドマイヤディーノ（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＴＶ山梨杯，ゴールデ
ンサドルＴ，さわらび賞，札幌日経賞２着，こぶし賞２着，etc.

ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ
共和国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，高雄特別，積丹特別

ラルーチェ（06牝 ＊クロフネ）４勝，ゴールデンブライドルＴ３着
アマファソン（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，四

国新聞杯２着，北野特別２着，大倉山特別２着，etc.
ハッピーユニバンス（12牝 ジャングルポケット）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，ＴＶ

ｈ賞，魚沼特別，石打特別，粟島特別３着

３代母 フランカ Franca（76 ITY鹿 ＊ヴアイスリーガル）FR・USA２勝，Las Mad
rinas H３着
フランクリーパーフェクト Frankly Perfect（85 牡 Perrault）FR・USA６勝，ハリ

ウッドターフカップ‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，ゴールデンゲイトＨ‐G2，etc.，
種牡馬

パーフェクトシスターPerfect Sister（87 牝 Perrault）FR・USA１勝
シブリングライヴァル Sibling Rival（94 牡 Quest For Fame）GB・FR・UA

E５勝，P. de la Porte deMadrid‐L，ドーヴィル大賞‐G2 ２着，シャ
ンティー大賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-2870-2057
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-2870-2057

436 リンガフランカ２０２０ �・鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellリンガフランカ
＊ Argument

��
��
�フランクアーギュメント栗 2002 Franca

11f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 リスキーディール（06青鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（12）〕
プライズゲット（11牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
コパノディール（13牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，知立特別（芝 1200），なで

しこ賞（Ｄ1400）２着，吾妻小富士賞（芝 1200）３着，�１勝
ファイトエルフ（14�青鹿 ＊シンボリクリスエス）��５勝�４勝��入着�
パワポケチャラット（16牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，���１勝
テイエムカチドキ（18牡黒鹿 ルーラーシップ）�入着
スリードゥラメンテ（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�未出走

２代母 ＊リッチアフェアー（00 GB青 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies
S‐L ３着
プチノワール（05牝 Singspiel）不出走

ローブティサージュ（10牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ‐G1，キーンランドＣ‐G3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，函館スプリント
Ｓ‐G3 ２着，ファンタジーＳ‐G3 ２着，etc.，優２牝

ブランノワール（16牝 ロードカナロア）�４勝，エルフィンＳ‐L ２着，京都牝
馬Ｓ‐G3 ３着，うずしおＳ，夕月特別

アドマイヤロケット（12牡 ゼンノロブロイ）４勝，ブラジルＣ‐LR ２着，白川郷Ｓ

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

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

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

FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古牡，種牡馬
リトルロック Little Rock（96牡 ＊ウォーニング）GB・FR・IRE・GER・ITY６勝，

プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ‐G3，James Se
ymour S‐L，etc.，種牡馬

ショートスカート Short Skirt（03 牝 ＊ディクタット）GB・FR・ITY４勝，ミュー
ジドラＳ‐G3，セントサイモンＳ‐G3，Severals S‐L，etc.

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

437 リスキーディール２０２０ 牡・鹿 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリスキーディール
＊ Machiavellian

��
��
�リッチアフェアー青鹿 2006 Much Too Risky

8d
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 リージェンツパーク（14黒鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ロージーミスト（97黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミステリーゲスト（02牡 メジロライアン）３勝，九十九島特別，新涼特別２着，由

布院特別３着
ミスティフォレスト（05牝 ジャングルポケット）１勝
グランプリボス（08牡 サクラバクシンオー）６勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，朝日杯フ

ューチュリティＳ‐G1，マイラーズＣ‐G2，スワンＳ‐G2，京王杯２歳Ｓ‐G2，etc.，
GB・HKG入着，優２牡，種牡馬

アドマイヤキュート（09牝 キングカメハメハ）３勝
キスオブザビーナス（11牝 メイショウサムソン）�１勝
グランプリアクセル（13牡 ＊エンパイアメーカー）１勝，��１勝�入着

３代母 ＊ビューティフルベーシック（89 USA栗 Secretariat）USA入着２回
ウインディグニティ（01牡 スペシャルウィーク）５勝，甲斐駒特別，ＴＶ山梨杯，

南港特別，etc.

４代母 ナーヴァスピローNervous Pillow（75 USA栗 Nervous Energy）USA２勝，
Special Goddess S
［子］ ファインスピリット Fine Spirit（82 牝 Secretariat）USA４勝，Casca

pedia H‐L，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
アートオヴリヴィング Art of Living（90 牡 Alydar）USA３勝，Santa
Catalina S‐R，West Twelve Ranch H２着，種牡馬

ストームアトナイト Storm At Night（88� Storm Bird）GB・USA７勝，
Sirenia S‐L ３着

［孫］ ボロミーニ Borromini（96 牡 Nureyev）GB・IRE・USA１勝，フライイ
ングチルダーズＳ‐G2 ２着

［曾孫］ ザナッツ The Nutz（04� Chester House）USA13 勝，Gus Fonner S
‐L，Omaha S２着（２回）

ファニーミーティング Funny Meeting（99 牡 General Meeting）USA
８勝，Bill Thomas Memorial H，Downs At Albuquerque H
‐L ２着，Camino Real Mile H２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �01456-7-2315
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �01457-2-2680

438 リージェンツパーク２０２０ �・黒鹿 ２／１０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaリージェンツパーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト黒鹿 2014 ＊ビューティフルベーシック

8c
Nureyev S3×M5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 リーベグランツ（15鹿 ＊ノヴェリスト）�入着４回
初仔

２代母 ＊オネストリーダーリン（98 USA鹿 Kingmambo）USA４勝，ダリアＨ‐G2 ３着
ダーリングマンボDarling Mambo（04牝 Broad Brush）USA１勝

ダーリングスカイDarling Sky（12牝 Sky Mesa）USA３勝，Jostle S‐L
２着，Christiecat S２着，Gin Talking S２着，Coronation Cup
S３着

イレフュータブル Irrefutable（06 牡 Unbridled's Song）USA４勝，エインシェン
トタイトルＳ‐G1 ２着，スマイルスプリントＨ‐G2 ２着，ヴァーノンＯアン
ダーウッドＳ‐G3 ２着

サンレガーロ（08牝 ディープインパクト）３勝，壇之浦特別２着，春日特別３着，
西海賞３着，オーストラリアＴ３着，糺の森特別３着

アルアマーナ（09牝 ディープインパクト）２勝，都井岬特別，西海賞２着，糺の森
特別３着

ディアマイダーリン（12牝 ハーツクライ）２勝，フローラＳ‐G2 ２着，フラワーＣ
‐G3 ３着，赤松賞，新潟日報賞３着，��１勝，クイーン賞‐Jpn3

タイセイヴィクター（13� ヴィクトワールピサ）１勝，�１勝�３勝��
シンシアリダーリン（18牝 ドリームジャーニー）�１勝

３代母 リラクタントゲスト Reluctant Guest（86 USA鹿 Hostage）USA10 勝，ビ
ヴァリーヒルズＨ‐G1，ウィルシャーＨ‐G2，Beverly D. S‐L，Louis R. Ro
wan H‐L，Senorita S‐L，etc.

＊ニキーヤ（93牝 Nureyev）FR３勝
ゴールドアリュール（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，

��２勝�１勝，東京大賞典‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，etc.，
優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

オリエントチャーム（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3
３着，秋華賞‐Jpn1 ４着，紅梅Ｓ‐OP ２着，etc.
ペルシアンナイト（14牡 ＊ハービンジャー）�４勝，マイルＣｈＳ‐G1，ア
ーリントンＣ‐G3，大阪杯‐G1 ２着，etc.

ピーティーインディ P. T. Indy（94牡 A.P. Indy）USA２勝，Pirate Cove S‐R，
シネマＨ‐G3 ２着，ウィルロジャーズＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

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

439 リーベグランツ２０２０ �・鹿 ２／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonリーベグランツ
＊ Kingmambo

��
��
�オネストリーダーリン鹿 2015 Reluctant Guest

9h
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ルージュバンブー（06青鹿 ＊マリエンバード）２勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，
桜花賞‐Jpn1 ５着，西海賞（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
クライフターン（13牝青 バンブーエール）�２勝��２勝�４勝�
モズステラ（14牡黒鹿 ＊キングズベスト）�１勝
ゴチソウサン（17牡鹿 ロードカナロア）��出走�１勝	１勝

２代母 トロピカルナイト（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
バンブーレブルー（05
 ＊ムーンバラッド）�４勝�１勝
キングブレイク（09牡 キングカメハメハ）３勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，香取特別，白川

特別２着，初茜賞２着，彦星賞２着，etc.
ヴェリーバンブー（10牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ワードイズボンド（11牡 ＊グラスワンダー）４勝，朱雀Ｓ，清水Ｓ３着，修学院Ｓ３着
キングヴァラール（12牡 キングカメハメハ）��３勝�

３代母 ＊ウインドフレスカ（93 USA青 Kris S.）入着
スムースバリトン（02牡 スペシャルウィーク）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，いち

ょうＳ‐L ２着，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ドーナットホールDonut Hole（73 USA黒鹿 Donut King）USA３勝，D
ixie Miss S２着，Debutante S３着
［子］ ドーナッツプライドDonut's Pride（82 牝 Nodouble）USA７勝，フォ

ールズシティＨ‐G3，Cornucopia S‐L ２着，Mint Julep S２
着，etc.

カーネルズアルファ Colonel's Alpha（79牝 Colonel Power）USA５勝，
Fantasia S‐R，Southern Belle S‐R，Sunshine Miss S
‐R ２着

［孫］ ラストヴァイス Last Vice（96 牝 Vice Regent）USA４勝，Nandi S
‐R，Ontario Lassie S‐R，ShadyWell S‐R，etc.

アファインペイストリー Afine Pastry（92 牝 ＊アフリート）USA６勝，
Southern Belle H，Winning Colors H

イメジオヴプロスペクト Image of Prospect（90
 Northern Prospect）
USA22 勝，Piston Breeders' Cup H，Inkster H３着

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

440 ルージュバンブー２０２０ 牡・鹿 ４／ ２
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�マリエンバード ＊マリエンバドルージュバンブー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トロピカルナイト青鹿 2006 ＊ウインドフレスカ

9f
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドイオ（05栗 ゴールドアリュール）�２勝��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（17）〕
リュウジンオー（10牡栗 タイムパラドックス）�８勝
ウマンマミーア（11牡鹿 ＊オペラハウス）１勝
ゴールドバンカー（12牡栗 ＊トワイニング）障害１勝，�５勝
コパノオーロ（15牝鹿 ショウナンカンプ）��３勝��１勝�
モモドリーム（18牝栗 トーセンジョーダン）���入着４回

２代母 ジュピターガール（89栗 ＊パークリージエント）２勝，すずかけＳ‐OP，きん
せんか賞２着
ジュピテリアン（95� ＊アレミロード）障害２勝，東京オータムジャンプ‐JG3 ３着，

新潟ジャンプＳ‐JG3 ３着，��１勝
エフテーシャンハイ（97牝 ＊シャンハイ）�１勝	

ジーナフォンテン（98牝 ベストタイアップ）入着，�５勝��８勝，エンプレス杯

‐Jpn2，スパーキングＬＣ‐Jpn3，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念
‐Jpn2 ３着，エンプレス杯‐Jpn2 ３着，etc.
カジノフォンテン（16牡 ＊カジノドライヴ）���12 勝，川崎記念‐Jpn1，かし

わ記念‐Jpn1，東京大賞典‐G1 ２着，京成盃グランドマイラーズ（２回），
勝島王冠，etc.

イパネマフォンテン（99牝 ウイニングチケット）�１勝
バローネフォンテン（00牡 ＊オペラハウス）障害３勝，東京オータムジャンプ‐JG3，

東京ハイジャンプ‐JG2 ３着，�４勝
マイネディオーネ（02牝 ＊ブロッコ）�２勝�入着
カリスマミッキー（08牡 ＊カリズマティック）３勝，淡路特別，タイランドＣ，障害３勝

３代母 ダイナシヨール（82栗 ＊デイクタス）３勝，ひよどり越特別２着，白川特別３着
ショルダーチャージ（92牡 アスワン）２勝，鹿島灘特別
トップラダー（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九里特別２着，陣馬特別２着
（２回），青嵐賞２着，etc.

４代母 ＊ギルバーツガール（71 GB鹿 Klairon）不出走
［孫］ 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.

販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

441 レッドイオ２０２０ 牡・芦 ２／ 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 ＊ニキーヤレッドイオ ＊パークリージエント

��
��
�ジュピターガール栗 2005 ダイナシヨール

＊ギルバーツガール 23b
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 レッドコルディス（14黒鹿 ハーツクライ）１勝
初仔

２代母 ＊ストライキングヴェイル（08 USA鹿 Smart Strike）GB出走
ヴレ（13牡 ハーツクライ）１勝，��５勝��入着４回
レイドバック（15牡 ハーツクライ）�１勝�１勝

３代母 ヤシュマク Yashmak（94 USA黒鹿 Danzig）GB・FR・IRE・USA４勝，フ
ラワーボ－ルＨ‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，Newbury Fillies' Trial S‐L，愛
オークス‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1 ２着，etc.
サウンドオヴネイチャー Sound of Nature（03 牡 Chester House）GB・AUS７

勝，SAJC Colin Hayes Memorial Cup‐L，ＭＶＲＣクリスタルマイル‐G2
２着，VRCMelbourne Cup Day Plate‐L ３着

フルマスト Full Mast（12 牡 Mizzen Mast）FR・USA・CAN４勝，ジャンリュク
ラガルデール賞‐G1，ラロシェット賞‐G3，ポールドムサック賞‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

４代母 スライトリーデインジャラス Slightly Dangerous（79 USA鹿 Roberto）GB
２勝，フレッドダーリングＳ‐G3，Duke of Edinburgh S‐L，英オークス‐G1
２着
［子］ ＊ウォーニング（85牡 Known Fact）GB・FR・USA８勝，クイーンエリザベ

ス二世Ｓ‐G1，サセックスＳ‐G1，クイーンアンＳ‐G2，etc.，種牡馬
＊コマンダーインチーフ（90牡 ＊ダンシングブレーヴ）GB・IRE５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
３着，種牡馬

デュシャントルDushyantor（93 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA５
勝，ジェフリーフリアＳ‐G2，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，
ゴールデンゲイトＨ‐G3，etc.，種牡馬

［孫］ マルティプレックスMultiplex（03 牡 ＊デインヒル）FR４勝，ラロシェッ
ト賞‐G3，P. deMontretout‐L，P. de Saint Patrick‐L，etc.，
種牡馬

メモライズMemorise（94 牡 Lyphard）GB・IRE４勝，カラＣ‐G3，ジ
ェフリーフリアＳ‐G2 ３着，Godolphin S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

442 レッドコルディス２０２０ 牡・芦 ４／ ３
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスレッドコルディス
＊ Smart Strike

��
��
�ストライキングヴェイル黒鹿 2014 Yashmak

14f
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 レッドフォーリア（06栗 ダンスインザダーク）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
トーセンリゲル（15牡栗 ＊グラスワンダー）�５勝��入着
トーセンマイベスト（17牡鹿 トーセンブライト）出走，�地方未出走

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

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

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

ジャストジョーイ（09牝 ＊クロフネ）１勝
アオイシンゴ（14� ダノンシャンティ）�３勝，葉山特別２着（２回），秩父特

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

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

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

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

ローズオットー（04牝 ダンスインザダーク）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着

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

き賞，伊良湖Ｓ２着
［孫］ ローズパレード（00牡 ジェニュイン）�５勝，サンライズＣ２着

販売申込者・所有者： 白瀬 盛雄＝日高町緑町 �090-6999-0079
生 産 牧 場： 白瀬 盛雄
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

443 レッドフォーリア２０２０ �・鹿 ４／２６
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイレッドフォーリア ＊トニービン

��
��
�バースデイローズ栗 2006 エリザベスローズ

＊ノーベンバーローズ 16a
Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ロゼットネビュラ（06鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（７）〕
ジョッセルフェルト（12牡鹿 メイショウサムソン）１勝
スマイルサンティエ（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�７勝
ローズルルスス（19牝黒鹿 リオンディーズ）���入着

２代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）FR１勝
ロゼカラー（93牝 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋華賞

‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝
馬Ｓ‐Jpn1 ５着
ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，マ

ーメイドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ２着，エリザ
ベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日
杯フューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，神戸新聞杯‐G2，東ス
ポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牡，種牡馬

ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京記念
‐G3，毎日杯‐Jpn3，京都２歳Ｓ‐L，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.

ローズプレステージ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，
京都２歳Ｓ‐L ２着，清滝特別３着

ロサード（96牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー‐Jpn2，小倉記念‐Jpn3
（２回），京阪杯‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，毎日王冠‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ロゼノアール（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，奥尻特別３着
ヴィータローザ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，セントライト記念‐Jpn2，中山

金杯‐Jpn3，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，大阪―ハンブルクＣ‐L，金鯱賞‐Jpn2 ２着，etc.，
種牡馬

ロザリオ（05牡 ジャングルポケット）２勝，高千穂特別２着

３代母 リヴィエールドレ Riviere Doree（80 USA栗 Secretariat）FR２勝，P. Co
ronation‐L

４代母 リヴァークイーン Riverqueen（73 FR鹿 Luthier）FR５勝，仏１０００ギニー‐G1，
サンクルー大賞‐G1，サンタラリ賞‐G1，グロット賞‐G3，仏オークス‐G1 ２着

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

444 ロゼットネビュラ２０２０ 牡・鹿 ５／ ４

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスロゼットネビュラ
＊ Lyphard

��
��
�ローザネイ鹿 2006 Riviere Doree

1w
Sharpen Up S5×M5

価格： 購買者：



母 ロマンチックキス（16黒鹿 ルーラーシップ）出走
初仔

２代母 スターリーロマンス（98栗 ＊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
ファイブスター（05牝 ＊クロフネ）３勝，知床特別２着，宗谷特別３着，十勝岳特別

３着，北洋特別３着
スマートシャヒーン（14牡 ＊タイキシャトル）２勝，マカオＪＣＴ，勝浦特別３着
ダノングリスター（16� ロードカナロア）�３勝，矢作川特別，夏至Ｓ３着

クリスティロマンス（07牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，夕月特別２着，都井岬特別
２着，太宰府特別３着，矢車賞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，釜山Ｓ３着，�１勝�４勝��，如月賞３着，etc.

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Ｏ
Ｐ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，白百合Ｓ‐OP，垂水Ｓ，etc.

シュバルツリッター（15� ＊ノヴェリスト）１勝，���入着２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

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： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
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

445 ロマンチックキス２０２０ 牡・黒鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴロマンチックキス ＊サンデーサイレンス

��
��
�スターリーロマンス黒鹿 2016 ＊ミルレーサー

22d
サンデーサイレンス S3×M3 ミルレーサーS3×M3 Halo S4×S4×M4

価格： 購買者：



母 ロングアンドリーン（11鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
セイエイスコープ（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）��１勝
サッキーアキュート（19牝栗 ワンダーアキュート）�地方未出走

２代母 ホットファッション（04鹿 スペシャルウィーク）２勝，サフラン賞
ハッスルカフェ（12� ＊バゴ）入着，�１勝
ビクトリアシップ（13牝 ＊クロフネ）�３勝
エフティリンダ（14牝 ＊フレンチデピュティ）入着，�２勝�入着５回
エムティハヤテ（16牡 ＊アイルハヴアナザー）��１勝

３代母 シンシンパッション（96鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，鹿島特別
ホワイトデイズ（06牝 ＊クロフネ）	入着

メイショウハナモリ（16牡 メイショウボーラー）�３勝，伊賀Ｓ３着，高田城
特別３着

４代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
［孫］ カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入

着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着
アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国
Ｓ，美唄特別，etc.

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

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

テイクザホーク（04牡 ＊ブラックホーク）４勝，福島中央ＴＶ杯，はやぶ
さ賞，吾妻小富士賞２着，etc.

ヴィフォルテ（02牝 ＊デヒア）３勝，セレブレイション賞
トランヴェール（11牡 ＊アグネスデジタル）	14 勝�１勝，サマーＣ
ミッキーマーチ（09� フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，	２勝�入着
３回��

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

446 ロングアンドリーン２０２０ 牡・鹿 ３／２７

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayロングアンドリーン スペシャルウィーク

��
��
�ホットファッション鹿 2011 シンシンパッション

＊ビユーチフルドリーマー 12
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ローマンクィーン（09 GB黒鹿 Holy Roman Emperor）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ケイティーガザミ（14�黒鹿 ＊エンパイアメーカー）���５勝
クリノイヴァンカ（16牝鹿 ハーツクライ）�１勝
セブンミラクル（17�黒鹿 ゼンノロブロイ）�３勝��入着２回
ゼロリスク（18牡黒鹿 ＊ケイムホーム）���１勝

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

レスＳ‐G3，愛オークス‐G1 ２着
イグゾティックExotic（10 牝 Galileo）IRE１勝
カピターナ Capitana（16牝 Captain Al）�SAF５勝，Olympic Duel S
‐L，シャンペインＳ‐G3 ２着

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

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

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

‐G3 ３着
ワンダラスライトWonderous Light（08 牝 Montjeu）FR１勝
＊プリンセスオブザスターズ（12牝 Sea The Stars）GB１勝

ショウナンラスボス（18牡 ダイワメジャー）�１勝，ダリア賞‐OP ２着

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

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

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

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

447 ローマンクィーン２０２０ �・黒鹿 １／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊

ホーリーローマンエンペラー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Holy Roman Emperor L'On Viteローマンクィーン ワドゥード Nashwan

��
��
�Wadud黒鹿GB 2009 The Perfect Life

8c
Halo S4×S5 Bustino S4×M5 Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ワタシノデバン（99鹿 ＊アジュディケーティング）�１勝��２勝�
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－７（16）〕
イズミミオ（06牝黒鹿 ＊カコイーシーズ）��１勝�５勝�入着６回�
プランシングヒロー（07牡黒鹿 スリリングサンデー）��２勝
エムザックライズ（09牡鹿 ミラクルアドマイヤ）��２勝
シャンパンダイヤ（13牝鹿 スターリングローズ）�２勝�入着２回��
アンジュループ（14牝芦 フサイチリシャール）��１勝
ソンタク（15牡鹿 ヒルノダムール）入着，��１勝
ニチウォ（16牝鹿 ダノンバラード）�	２勝�，佐賀皐月賞（Ｄ1800）３着

２代母 サザンベルノ（91鹿 ＊ナスルエルアラブ）�４勝

ローレルイースター（98牝 ＊カコイーシーズ）入着６回，�５勝��入着

エムザックゴールド（10牡 メイショウボーラー）�２勝��９勝
，兼六園ジ
ュニアＣ３着

ギャラントヒーロー（00牡 ＊カコイーシーズ）��２勝
イリヤッド（01牡 ＊シャンハイ）�１勝�４勝
マイメッセンジャー（02牡 ＊アジュディケーティング）�１勝�８勝
マリンストーリー（03牝 ブラックタキシード）�２勝
スーパーシー（04牝 ＊ライブリーワン）��１勝�
ロマンノカガヤキ（06牝 スリリングサンデー）�１勝�

３代母 ベストローマン（83黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��５勝

４代母 ミクロホマレ（70栃栗 ＊テスコボーイ）���11 勝，さざんか賞
［子］ ダスゲニー（80牝 ＊ネプテユーヌス）４勝，サンスポ４歳牝馬特別，報知

４歳牝馬特別，クイーンＣ，etc.
クリアートウシヨウ（78牝 ＊カピト）２勝，サフラン賞
カイソクミクロ（77牝 ＊フィルモン）�19 勝，道営記念，ジュニアＣ，Ｊ
ＲＡ理事長賞２着，etc.

［孫］ トウシヨウブレイズ（84牡 トウシヨウルチエー）３勝，奥尻特別，グラジ
オラス賞２着，�７勝１勝

ムンテルゲニー（93牝 ＊アカビール）２勝，韓国騎手招待（２）３着

販売申込者・所有者： 熊沢牧場＝えりも町大和 �090-2813-3885
生 産 牧 場： 熊沢牧場
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �080-2872-1054

448 ワタシノデバン２０２０ 牡・鹿 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラディープスカイ

＊ Chief's Crown

��
��
�アビ栗 2005 Carmelized

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverワタシノデバン ＊ナスルエルアラブ

��
��
�サザンベルノ鹿 1999 ベストローマン

＊アンチクロクワイズ 1o
Danzig M3×S4

価格： 購買者：



母 ＊ワンオリーブ（09 USA黒鹿 Bernstein）�１勝
〔産駒馬名登録数：３〕

２代母 プランタン Printemps（97 CHI 栗 Hussonet）USA・CHI８勝，ミルギニー
ズ‐G1，アルベルトＳマグナスコ賞‐G1，タンテオデポトランカス‐G1，ホーソ
ーンＨ‐G2，インデペンデンシア賞‐G2，etc.
ティズホエンTizwhen（06牡 Tiznow）USA２勝
グーグリーGoogly（08� Include）USA２勝
エロヒオーサElogiosa（11牝 English Channel）CHI・PER８勝
クラシックスプリングClassic Spring（15 牝 Sky Classic）�USA１勝
ハンプトンスプリングHampton Spring（17 牝 Hampton Court）�USA３勝

３代母 リストWrist（91 CHI 鹿 Worldwatch）CHI２勝
レテ L'Ete（01 牝 Hussonet）USA・CHI３勝，ミルギニーズ‐G1 ３着，セレクシ

オンデポトランカス‐G3 ２着，フアンＣメジャ賞‐G3 ３着
ザターニングポイント The Turning Point（13 牡 Hurricane Cat）FR・BEL

３勝，Criterium du Bequet‐L，FR障害１勝
リヴェール L'Hiver（02 牝 Hussonet）CHI２勝

ソレイユデュノール Soleil Du Nord（11牡 Strong Contender）BRZ３勝，
P. Alo Ticoulat Guimaraes‐L

４代母 パクタダPactada（81 CHI 鹿 Parbury）不出走
［孫］ ティアメリアム Tia Meriam（02牝 Columbus Day）CHI３勝，インデ

ペンデンシア賞‐G2 ２着
［曾孫］ ポルケ Porque（07牝 Ocean Terrace）CHI２勝，チリ１０００ギニー‐G1，

アルトゥロリオンペニャ賞‐G1 ２着，エルエンサヨ‐G1 ３着
ノーテニエグエスNo Te Niegues（02 牡 Hussonet）CHI３勝，ビクト
ルＭフェルナンデス賞‐G3 ３着

５代母 アコンカグアAconcagua（66 CHI 栗 All Serene）不出走
［孫］ コロレアード Coloreado（98� Mashaallah）USA・CHI20 勝，メルク

リウス杯‐G3，P. Espana‐L ２着

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

449 ワンオリーブ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊

バーンスタイン Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bernstein La Affirmedワンオリーブ プランタン Hussonet

��
��
�Printemps黒鹿USA 2009 Wrist

2f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 アイズオブナタリー（11鹿 カンパニー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
シュリーデービー（18牝鹿 カレンブラックヒル）��６勝，九州ジュニアＣｈ
（Ｄ1400），飛燕賞（Ｄ1400）２着，ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着

マイオス（19牝鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 ＊ヒシナタリー（93 USA青鹿 Seattle Slew）６勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，
ローズＳ‐Jpn2，小倉記念‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ４着，etc.
ヒシマグナム（99牡 ナリタブライアン）２勝
＊ヒシルーシッド（01牡 Rahy）４勝，睦月賞，吾妻小富士賞，ひめさゆり賞，鴨川特

別２着，ウイルデイールメモリアル２着，etc.
＊ヒシワンスモア（03牝 Touch Gold）２勝，有明特別，甲東特別３着，西海賞３着，

舞子特別３着
ヒシヴィクトリー（15牡 ヴィクトワールピサ）�３勝，茨城新聞杯，サンシャ

インＳ２着，調布特別２着，糸魚川特別２着，迎春Ｓ３着，etc.

３代母 デヴィルズシスターDevil's Sister（83 USA鹿 Alleged）不出走
ブラックスバーグ Blacksburg（89� Seattle Slew）USA10 勝，ラホヤＨ‐G3，ヴ

ォランテＨ‐G3，Hawthorne Juvenile S‐L，etc.
ウェンディズドーターWendy's Daughter（90 牝 Halo）USA４勝，Brown Bess

Breeders' Cup H２着
＊グラントアウィッシュ（97牝 Nureyev）不出走

グランツムーンGrant's Moon（01牝 Malibu Moon）USA７勝，Alma
North S‐R，Northview Stallion Station S‐R ２着，Maryland
Million Lassie S‐R ２着，etc.

ラヴデア Love Dare（08 牝 Osidy）USA５勝，Opelousas S２着，Eva
ngeline Matron S３着

イスペシャリーEspecially（94 牝 Mr. Prospector）USA２勝
ボストンコモン Boston Common（99� ＊ボストンハーバー）USA12 勝，ジェ

ロームＨ‐G2，エルコネホＨ‐G3，ジャージーショアＳ‐G3，etc.
ストームサージ Storm Surge（02牡 Storm Cat）USA６勝，ルコントＳ‐G3，

Lone Star Park Juvenile S‐L，Sugar Bowl S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

450 アイズオブナタリー２０２０ �・鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

ミラクルアドマイヤ

�
�
�
�
�

��
��

�カンパニー ブリリアントベリーアイズオブナタリー
＊ Seattle Slew

��
��
�ヒシナタリー鹿 2011 Devil's Sister

12c
トニービン S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイリーデイ（15鹿 ＊モンテロッソ）出走
初仔

２代母 ＊ワイズドリーム（06 USA栗 Yes It's True）３勝
サウンドワイズ（17牝 ＊クロフネ）�２勝，��１勝

３代母 シャピー Shappy（94 USA鹿 Really Secret）USA１勝
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.
ダンクDunk（15� Brethren）�USA４勝，Dr.Fager S‐R ２着

ストーリーアントールド Story Untold（11 牝 Old Fashioned）不出走
アリーラロックスター Arella Rockstar（14 牝 Astrology）USA２勝，メイト

ロンＳ‐G3

４代母 ソルトインマイスチュー Salt In My Stew（83 USA栗 Dr. Blum）USA１勝
［子］ パトゥーイ Patooie（90 牝 Strike Gold）USA５勝，Foxy J. G. S‐R，

Holly S３着
ソルティシークレット Salty Secret（93 牝 Really Secret）USA１勝，
Somethingroyal H‐R ２着

マイネセシティMy Necessity（89 牝 Ziggy's Boy）USA４勝，Lovel
y Claire S‐L ３着

［孫］ ＊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

コープラントゥー Copelan Too（95牡 Copelan）USA５勝，ケンタッ
キーＣスプリントＳ‐G2 ２着，種牡馬

ロストウィザウトユー LostWithout You（05牝 Mutakddim）USA３勝，
Jack Betta Be Rite S‐R ２着，P. G. Johnson S３着

コマンダーパット Commander Pat（02� Deputy Commander）USA
・CAN４勝，Victoria Park S‐L ３着

［曾孫］ ノットアキャットバットアラーマNotacatbutallama（10� Harlan's Holiday）
USA８勝，ヒルプリンスＳ‐G3，ホールオヴフェイムＳ‐G3，Inc
urable Optimist S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

451 アイリーデイ２０２０ �・鹿 ４／１３
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�モンテロッソ Porto Rocaアイリーデイ
＊ Yes It's True

��
��
�ワイズドリーム鹿 2015 Shappy

8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アウロラプラネット（05鹿 アグネスタキオン）１勝，�３勝，読売レディス杯
（Ｄ1500），スプリングＣ（Ｄ1900）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
リブラソナチネ（19牝黒鹿 シルバーステート）��１勝

２代母 グリーンプラネット（95鹿 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，奥多摩Ｓ，フリーウェイＳ，夏至Ｓ２着，甲斐路特別３着，etc.
ウルトラボルケーノ（03牡 ダンスインザダーク）２勝，紫川特別，ハッピーエンド

Ｃ２着，�３勝��
ハートフルボディ（07牝 アグネスフライト）１勝，�２勝�
スーパージェット（15� カネヒキリ）��３勝�１勝	３勝
１勝���，ロータス

クラウン賞，高知優駿，九州ダービー栄城賞，九州大賞典２着，中島記念３着

３代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・IRE入着２回
サニングデール（99牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念‐Jpn1，ＣＢＣ賞‐Jpn2，

阪急杯‐Jpn3，etc.，��入着，種牡馬
クレンデスターン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，

野路菊Ｓ‐OP，木津川特別２着
セイウンヒメラギ（01牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ニシノスタイル（09牡 デュランダル）２勝，クローバー賞‐LR ２着，橘Ｓ‐OP
３着，フローラルウォーク賞

４代母 カディッシア Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）FR２勝，P. de la T
heve
［子］ カヒアシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）GB・FR・IRE５勝，英ダー

ビー‐G1，愛ダービー‐G1，リングフィールドダービートライアルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊カリアナ（94牝 Slip Anchor）GB・FR３勝，セントサイモンＳ‐G3，
Galtres S‐L，Aphrodite S‐L ２着

［孫］ カサーニ Kassani（92 牡 Alleged）FR・AUS５勝，ケルゴルレイ賞‐G2，
P. La Moskowa‐L，P. Vulcain‐L，etc.

カサーナ Kassana（94牝 Shernazar）FR１勝，ミネルヴ賞‐G3，マルレ
賞‐G2 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652

452 アウロラプラネット２０２０ �・黒鹿 ３／１６
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアウロラプラネット ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�グリーンプラネット鹿 2005 ＊カディザデー

5e
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤセレブ（15鹿 ロードカナロア）入着
初仔

２代母 アドマイヤオウカ（09青鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
アドマイヤキズナ（13牡 ＊ハービンジャー）４勝，小豆島特別，鳴滝特別，英彦山特

別，尼崎Ｓ２着，能勢特別２着
アドマイヤコメット（16牝 ロードカナロア）入着，��８勝

３代母 ロゼダンジュ（97青 ＊サンデーサイレンス）１勝
ローズシティ（05牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

トウカイハッピー（13牡 ＊ワークフォース）１勝，�３勝，二十四万石賞２着
ダノンロゼ（06牡 ＊フレンチデピュティ）入着３回，伊万里特別３着，�５勝

４代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）FR１勝
［子］ ロサード（96牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー‐Jpn2，小倉

記念‐Jpn3（２回），京阪杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
ヴィータローザ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，セントライト記念
‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

ロゼカラー（93牝 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋
華賞‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，etc.

ロザリオ（05牡 ジャングルポケット）２勝，高千穂特別２着
ロゼノアール（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，奥尻特別３着

［孫］ ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京
記念‐G3，毎日杯‐Jpn3，etc.

ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2，マーメイドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.

ローズプレステージ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯‐Jpn2
２着，京都２歳Ｓ‐L ２着，清滝特別３着

テューダーローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，皿倉山特別，背振
山特別，はなみずき賞２着

［曾孫］ ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日
杯フューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優２牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

453 アドマイヤセレブ２０２０ �・鹿 ３／１６

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mosellaノヴェリスト ナイトラグーン Lagunas

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムアドマイヤセレブ ＊シンボリクリスエス

��
��
�アドマイヤオウカ鹿 2015 ロゼダンジュ

＊ローザネイ 1w
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊アルシッペ（04 USA鹿 Seeking the Gold）USA出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），海外－１（７），地方－４（38）〕
ケイティズキティKaty's Kitty（08 USA牝鹿 Osidy）USA７勝
クレバーペガサス（09牡鹿 Stormy Atlantic）１勝，���１勝・４勝��３勝
ヤマタケデュック（11牝鹿 マンハッタンカフェ）�22 勝
ラブオーディーン（12牡鹿 ダイワメジャー）１勝
コスモアリエス（13牡鹿 アドマイヤムーン）���１勝・５勝
マテンロウスパーク（17牡黒鹿 ハーツクライ）�３勝，ラジオ福島賞（Ｄ1800），

丹沢Ｓ（Ｄ2100）２着
オルディネール（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）���２勝

２代母 スモレンスク Smolensk（92 USA鹿 Danzig）GB・FR・USA３勝，アスタ
ルテ賞‐G2，サンドリンガム賞‐G3，コロネイションＳ‐G1 ２着，P. Imprude
nce‐L ２着
ラピッドトランザクションRapid Transaction（03牝 A.P. Indy）FR・USA２勝

ファスティディアス Fastidious（15 牡 Zanzibari）�FR３勝，P. Marchand
d'Or‐L ２着，P. Yacowlef‐L ２着，P. des Jouvenceaux et Jouve
ncelles‐L ３着，P. Saraca‐L ３着

マリブロードMalibu Road（07牝 Malibu Moon）不出走
インディペンデントロード Independent Road（16� ＊デクラレーションオブウォー）

�AUS４勝，VRC Super Impose Plate‐L ２着
スプリームルーラー Supreme Ruler（08 牡 Don't Get Mad）USA・CAN６勝
マーサズムーンMartha's Moon（10牝 Malibu Moon）USA３勝，Blue Hen S

‐L，Catcharisingstar S
キャンザマン Can the Man（11牡 Into Mischief）USA３勝，アファームドＳ

‐G3，Speakeasy S，デルマーフュチュリティ‐G1 ３着，種牡馬
レーヴダムールReve d'Amour（12 牝 Warrior's Reward）不出走

マンデイコールMundaye Call（17 牝 Into Mischief）�USA３勝，Audub
on Oaks，Memorial Day Sprint S２着

３代母 ブラッシュウィズプライド BlushWith Pride（79 USA栗 Blushing Groom）
USA６勝，ケンタッキーオークス‐G1，サンタスサーナＳ‐G1，アシュランドＳ
‐G2，ゴールデンハーヴェストＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

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

454 アルシッペ２０２０ 牡・鹿 ５／３１
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameアルシッペ スモレンスク Danzig

��
��
�Smolensk鹿USA 2004 BlushWith Pride

8f
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 アンケセナーメン（10栗 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（２）〕
テンブン（16牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
スリーピート（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，彦星賞（Ｄ1150）２着，噴火湾特

別（Ｄ1000）２着
メジャータイム（18牡鹿 カレンブラックヒル）���２勝

２代母 ミヤビトップレディ（99栗 ダンスインザダーク）�３勝�６勝��１勝
ブルーベリー（06牝 ＊ブライアンズタイム）�８勝�入着，ジュニアクラウン，ゴー

ルドジュニア２着，サラ・プリンセス特別２着，東海クイーンＣ３着，クイー
ンＣ３着，etc.

シナトラソング（08牡 ＊アグネスデジタル）１勝
アイキャンドウ（11牝 ＊タイキシャトル）�１勝	２勝
ヘイロード（13牡 キングヘイロー）��２勝

３代母 エプソムジョーオー（88鹿 ニホンピロウイナー）４勝，松島特別，茨城新聞杯
３着，背振山特別３着
イアラジーニアス（95牡 ヤマニンスキー）２勝，福寿草特別
ユーワクイーン（96牝 フジキセキ）３勝，銚子特別

ミヤビアミュレット（09牡 ＊ロージズインメイ）１勝，ホープフルＳ‐LR ２着，

１勝��入着２回

フウランジョー（01牡 ＊アフリート）３勝，メイヂヒカリメモリアル２着，�２勝

４代母 エプソムガール（78黒鹿 アローエクスプレス）３勝，４歳牝馬Ｓ‐OP
［子］ ツルマルガイセン（94牡 ヤマニンスキー）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

中日新聞杯‐Jpn3，中日新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
ツルマルガール（91牝 サツカーボーイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，中日ス
ポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.

［孫］ ツルマルボーイ（98牡 ダンスインザダーク）７勝，安田記念‐G1，金鯱賞
‐Jpn2，中京記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ツルマルファイター（99牡 ＊フォーティナイナー）５勝，すばるＳ‐L，シ
リウスＳ‐Jpn3 ２着，プロキオンＳ‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

455 アンケセナーメン２０２０ �・鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayアンケセナーメン ダンスインザダーク

��
��
�ミヤビトップレディ栗 2010 エプソムジョーオー

＊エスサーデイー 6a
サンデーサイレンス S3×M4 Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ウォーターウェイ（12栗 ＊コンデュイット）�11 勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レーヴポルト（19牝鹿 ベルシャザール）��出走

２代母 ＊ブロードチョイス（06 USA鹿 A.P. Indy）不出走
スプレンダー（11牝 ＊ファンタスティックライト）１勝

ラキャラントシス（17牝 ダイワメジャー）�２勝，寺泊特別，フローラルウォ
ーク賞３着

ミスターオーネット（15牡 ＊ストーミングホーム）入着，���７勝

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

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

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

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

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

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

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

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

＊リードストーリー（99牝 Editor's Note）USA８勝，ルイヴィルＢＣＨ‐G2，
チャーチルダウンズディスタフＨ‐G2，フォールズシティＨ‐G2，etc.

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

456 ウォーターウェイ２０２０ �・栗 ４／２５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Dalakhani

�
�
�
�
�

��
��

�コンデュイット Well Headウォーターウェイ
＊ A.P. Indy

��
��
�ブロードチョイス栗 2012 Unbridled Elaine

12b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンルーデンス（96青鹿 ＊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.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（12），地方－４（12）〕
エイシンイダテン（03牡黒鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，千葉ＴＶ杯（Ｄ1800）３

着，�８勝��
エーシンラージシー（06牝黒鹿 ＊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��１勝・８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牝鹿 ＊フレンチデピュティ）５勝，北九州記念‐G3 ２着，鞍馬Ｓ
‐OP（芝 1200）２着，船橋Ｓ（芝 1200），淀屋橋Ｓ（芝 1200），西部日刊スポーツ杯
（芝 1200），尾瀬特別（芝 1200）３着，�１勝，兵庫クイーンＣ（Ｄ1700）３着

エーシンエムディー（09牝黒鹿 キングカメハメハ）３勝，鳥羽特別（芝 1200），壬
生特別（芝 1200）２着，芦屋川特別（芝 1200）２着，秋元湖特別（芝 1200）２着，
マカオＪＣＴ（芝 1200）３着

エイシンエレガンス（15牝青鹿 ＊ハービンジャー）１勝
エイシンオルデン（16牝青鹿 ショウナンカンプ）	�２勝

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
エイシンヤング（00牡 ＊スターオブコジーン）１勝，
２勝�入着
エイシングレース（03牝 ＊エイシンワシントン）�７勝


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

457 エイシンルーデンス２０２０ 牡・鹿 ５／２０

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellエイシンルーデンス トウシヨウボーイ

��
��
�エイシングレシャス青鹿 1996 ＊チーフネル

8f
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 エターナルラブ（09青 ＊シンボリクリスエス）��出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
ブルーネーベル（14牝黒鹿 ＊ファスリエフ）�３勝��入着５回
アイ（15牝黒鹿 ＊パイロ）�２勝��入着３回
シュネルン（17牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）��３勝��
ネムリヒメ（18牝青 ジョーカプチーノ）���出走
ヴァルゴ（19牡鹿 ジョーカプチーノ）��１勝

２代母 ピサノアリュメール（02青 ＊サンデーサイレンス）１勝
シゲルセイウン（17牝 ルーラーシップ）�１勝

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

瀬川特別，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ

‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

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

川特別２着，etc.

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

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

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

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

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲エムエム、ヤマダファーム
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

458 エターナルラブ２０２０ �・黒鹿 ２／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエターナルラブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノアリュメール青 2009 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エビスシハーブ（12栗 ハーツクライ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ドームサウナ（19牝栗 フリオーソ）��出走

２代母 フォーマルハウト（06栗 ＊クロフネ）出走
ヒトシレズ（11牝 ゼンノロブロイ）�４勝
ルーナデラセーラー（14牝 ハーツクライ）１勝
ワイエスキャンサー（17牝 ネオユニヴァース）��４勝，ラブミーチャン記念３着

３代母 ビワアラビアン（93栗 Nijinsky）不出走
ワンマンシャチョウ（01牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，長久手特別，二王子特別，

睦月賞２着，etc.

４代母 ＊アラビアⅡ（77 USA鹿 Damascus）USA３勝
［孫］ サンセットコード Sunset Code（93� Lost Code）USA９勝，John H

enry H２着
ポリッシュミュージック Polish Music（97� Polish Numbers）USA６
勝，HBPA City of Ranson H３着

５代母 クリスマスウィンドChristmasWind（67 CAN鹿 Nearctic）USA２勝
［子］ ウィンターズテイルWinter's Tale（76� Arts and Letters）USA14 勝，サ

バーバンＨ‐G1（２回），ブルックリンＨ‐G1，マールボロＣ‐G1，etc.
［孫］ ホリデイミュージック Holiday Music（95� Prospector's Music）USA

14 勝，Mr. Nickerson H‐L，Wild andWonderful H‐L，C. E
dmund O'Brien S‐R，etc.

ボビーバーンズ Bobby Burns（82� Roberto）USA３勝，New York
Turf Writers H‐L，ロレンスリアリゼイションＳ‐G2 ４着，ニッカ
ボッカーＨ‐G3 ４着

ミスタースクルージMr. Scrooge（90� Silver Ghost）USA12 勝，Ol
d Rosebud S，Florence S‐L ３着

プリンスヘヴン Prince Heaven（93牡 Proper Reality）USA・PAN５
勝，P. Alberto de Obarrio‐L，P. Dia del Trabajo‐L，P. Ra
ul Arango G. y Raul Baby Arango G.‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山口 義彦＝浦河町絵笛 �0146-22-0715
生 産 牧 場： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

459 エビスシハーブ２０２０ �・鹿 ５／ １
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスエビスシハーブ ＊クロフネ

��
��
�フォーマルハウト栗 2012 ビワアラビアン

＊アラビアⅡ 6b
サンデーサイレンスM3×S4 Damascus S5×M5

価格： 購買者：



母 オシャベリコパ（06鹿 ＊フォーティナイナー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
イジワルナハロー（13牡鹿 コパノフウジン）��３勝
ラザレフ（15牡栗 ＊アグネスデジタル）�２勝��
ピボーテ（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�２勝
マオノオラクル（19牡鹿 コパノリッキー）���出走

２代母 ＊マーサズヴィンヤード（92 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
フェートデュヴァン（00牝 メジロマックイーン）３勝，富良野特別，阿寒湖特別３着

ピノブラン（07牝 ＊クロフネ）２勝
リープフラウミルヒ（15牝 ステイゴールド）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，
藻岩山特別，石打特別２着，美浦Ｓ３着，浄土平特別３着，etc.

フェイトフルウォー（08牡 ステイゴールド）３勝，セントライト記念‐G2，京
成杯‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，ホープフルＳ‐L ３着

３代母 クルーニングウォーターCrooningWater（82 USA鹿 Riva Ridge）USA３勝

４代母 グライディングバイGliding By（75 USA鹿 Tom Rolfe）USA１勝
［子］ クレアブリッジ Clare Bridge（81牝 Little Current）GB・FR・IRE・IT

Y２勝，ギルタウンスタッドＳ‐G3，マルレ賞‐G2 ２着
［孫］ シルヴァーペイトリアーク Silver Patriarch（94牡 Saddlers' Hall）GB

・FR・IRE・ITY・HKG８勝，英セントレジャー‐G1，コロネイショ
ンＣ‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，etc.，種牡馬

パピノー Papineau（00牡 Singspiel）GB・FR５勝，アスコットゴールド
Ｃ‐G1，ヘンリー二世Ｓ‐G2，P. de l'Avre‐L，種牡馬

バヤモ Bayamo（99� Valanour）FR・USA４勝，アメリカンＨ‐G2，
チャールズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1 ２着，エディリード
Ｈ‐G1 ２着

マイペイトリアークMy Patriarch（90牡 Be My Guest）GB・IRE・IT
Y・AUS７勝，ヘンリー二世Ｓ‐G3，Lonsdale S‐L，George S
tubbs H‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

460 オシャベリコパ２０２０ �・鹿 ４／ ９
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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileオシャベリコパ
＊ Nijinsky

��
��
�マーサズヴィンヤード鹿 2006 CrooningWater

2n
Mr. Prospector M3×S4 Tom Rolfe M4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ピサノパスティーユ（01栗 ＊サンデーサイレンス）３勝，ＨＴＢ杯（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（８）〕
アンリミテッドピサ（08牝鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝

ルチェカリーナ（18牝 ＊ディスクリートキャット）�２勝，アネモネＳ‐L ３着，
紅梅Ｓ‐L ３着，こぶし賞

エレクトラピサ（09牝鹿 キングカメハメハ）��４勝
オーネットレオ（12牡栗 ＊バゴ）��２勝
ゴールデンビーンズ（13牡鹿 タニノギムレット）�１勝
クリノナイスガイ（17�栗 ＊カジノドライヴ）�１勝
ラブリーテン（18牝栗 ラブリーデイ）��１勝

２代母 レッドタイガー（94黒鹿 Caerleon）出走
タンクバスター（98牡 ＊ブライアンズタイム）�６勝
モエレタイガー（05牡 ＊ティンバーカントリー）�３勝��５勝
クレイジータイガー（09牝 ゴールドヘイロー）�２勝��入着

３代母 ＊クリームンクリムズン（80 USA鹿 Vaguely Noble）USA入着２回
キルマジQirmazi（87 牝 Riverman）FR３勝，ヴァントー賞‐G3，カブール賞‐G3，

モルニー賞‐G1 ２着，etc.
クイトQuito（97 牡 Machiavellian）GB・UAE20 勝，City of York S‐L，

Fortune S‐L，John of Gaunt S‐L，etc.
クオーターノートQuarter Note（98 牝 ＊デインヒル）FR３勝，グロット賞

‐G3，P. de la Californie‐L
＊クリームリー（88牝 Secretariat）USA出走

カーリッタ Carlitta（96 牝 Olympio）USA３勝，Remington Park Oaks‐L，
Gold Digger S‐L ２着
カルロタミクス Carlotamix（03 牡 Linamix）FR３勝，クリテリヨムアン
テルナシヨナル‐G1，シェーヌ賞‐G3，P. de Tourgeville‐L ２着，
種牡馬

＊ヒシマサル（89牡 Secretariat）５勝，京都４歳特別‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3，きさら
ぎ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ダイヤモンドファーム＝浦河町富里 �0146-25-2079
生 産 牧 場： ㈲ダイヤモンドファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

461 ピサノパスティーユ２０２０ �・栗 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellピサノパスティーユ Caerleon

��
��
�レッドタイガー栗 2001 ＊クリームンクリムズン

5b
サンデーサイレンスM2×S4 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 カイミラ（11鹿 ＊パイロ）�３勝���
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アンスリウムシンヤ（18牡黒鹿 シビルウォー）��１勝�

２代母 ＊トリプルアクト（00 USA鹿 Theatrical）GB・USA１勝
インフットライツ In Footlights（06 牡 Elusive Quality）GB１勝
クルーリーダー Crew Leader（07� Pulpit）USA・CAN７勝，S. W. Randall Plate

，ブリティッシュコロンビアダービー‐G3 ２着，S. W. Randall Plate２着，
Lieutenant Governor's H２着，Sir Winston Churchill H３着

トライユーン Triune（08牝 E Dubai）USA２勝，Tropical Park Oaks３着
ショーンワシントン ShaunWashington（09� Elusive Quality）USA５勝
ジャイロスコープ（12牡 ＊パイロ）１勝
ヒトノワドリーム（14� ＊ストーミングホーム）１勝，���３勝
リンシャンカイホウ（15� アドマイヤムーン）２勝，カンナＳ‐OP ２着，飛翼特別２

着，飛翔特別２着，稲光特別２着，etc.，��入着３回，いしがきマイラーズ２着
バイシクルキック（18牡 ディープブリランテ）�１勝

３代母 マルティプライMultiply（92 USA鹿 Easy Goer）不出走
デザートヒーローDesert Hero（96牡 Sea Hero）USA３勝，サンラファエルＳ

‐G2，サンタアニタダービー‐G1 ３着，アファームドＨ‐G3 ２着
コリンシアン Corinthian（03牡 Pulpit）USA６勝，メトロポリタンＨ‐G1，ガル

フストリームパークＨ‐G2，Breeders' Cup Dirt Mile‐L，etc.，種牡馬
ビーフルートフルBe Fruitful（05 牝 Pulpit）USA１勝

プレイドフォー Prayed For（11 牝 Dynaformer）USA４勝，Panama City S

４代母 アード Add（85 USA鹿 Spectacular Bid）USA４勝，Mademoiselle S
３着
［子］ リザードアイランド Lizard Island（05牡 Danehill Dancer）GB・IRE・

UAE１勝，レイルウェイＳ‐G2，ヴィンテージＳ‐G2 ２着，種牡馬
［孫］ シックスオヴハーツ Six of Hearts（04� Pivotal）GB・IRE９勝，バリ

ーコーラスＳ‐G3，Navigation S‐L ３着

販売申込者・所有者： 庄野牧場＝日高町美原 �01456-5-2807
生 産 牧 場： 庄野牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

462 カイミラ２０２０ �・鹿 ４／１７
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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionカイミラ
＊ Theatrical

��
��
�トリプルアクト鹿 2011 Multiply

5h
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カナリ（12鹿 マンハッタンカフェ）入着
〔産駒馬名登録数：２〕
メイショウヒノヤマ（17牡鹿 ルーラーシップ）��出走
メイショウチャイブ（18牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��入着

２代母 メイショウキトリ（04鹿 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ，尾瀬特別，郡山特
別，�２勝
スリーメロディー（13牝 ネオユニヴァース）出走

ギャルダル（18牡 ホッコータルマエ）���２勝，東京ダービー２着，東京湾
Ｃ２着

メイショウビコーン（14牡 ＊アイルハヴアナザー）��２勝�３勝

３代母 ＊ナイスレイズ（94 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
マイミッシェル（00牝 ＊タイキシャトル）１勝，塩屋埼特別３着

マッハヴェロシティ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，新
潟大賞典‐G3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.

メイショウボーラー（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，デイリ
ー杯２歳Ｓ‐Jpn2，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��入着２回���，種牡馬

メイショウトッパー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距
離Ｓ，水無月特別，etc.

メイショウアツヒメ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，夙川特別，つわぶき賞，岩室温
泉特別２着，etc.

メイショウヤタロウ（08牡 アグネスタキオン）５勝，小倉日経ＯＰ‐LR，谷川岳Ｓ
‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着，etc.

４代母 ナイストラディションNice Tradition（79 ARG鹿 Search Tradition）USA
・ARG７勝，クリアドレス大賞‐G1，フェデリコデアルベアル賞‐G2，フアンシ
ョウ賞‐G2，エンリケアセバル賞‐G1 ２着
［子］ ナイスサーヴNice Serve（87牝 Nodouble）USA５勝，Arlington Bre

eders' Cup H‐L，Locust Grove H‐L
［孫］ トゥーマンススレント TwoMonths Rent（09� Purim）USA３勝，ホ

ーソーンダービー‐G3，フェアグラウンズＳ‐G3 ３着，ケントＳ
‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日の出牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1574
生 産 牧 場： ㈲日の出牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

463 カナリ２０２０ �・鹿 ４／ ３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジカナリ ＊マリエンバード

��
��
�メイショウキトリ鹿 2012 ＊ナイスレイズ

10
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 キタノタイセツ（13鹿 ＊ヨハネスブルグ）�入着２回
初仔

２代母 ルクールドラメール（97青 ＊サンデーサイレンス）１勝，ニセコ特別２着，お
けさ特別３着
セレストラメール（06牝 ＊コロナドズクエスト）入着，��１勝�
セトノランナー（07牡 ＊ストラヴィンスキー）�11 勝
ソレイユレディー（08牝 タニノギムレット）�５勝
パラッパラッパー（10牡 ＊タイキシャトル）入着，�１勝�１勝��入着２回
ワイルドサプライズ（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�２勝�，北海優駿２着

３代母 ＊クリプテイツク（84 GB鹿 TouchingWood）GB入着２回
コスモセイザン（89牡 ＊ワイズカウンセラー）１勝，小石原特別３着
ミートデザイヤー（90牝 ミホシンザン）１勝，松浜特別２着
サンキンヘイロー（98牡 ＊ジョリーズヘイロー）６勝，コーラルＳ‐L，高砂特別，羅

生門Ｓ２着，etc.
サンキンバスター（00牡 ＊ハウスバスター）５勝，橘Ｓ‐OP ２着，雲ヶ畑特別，隅

田川特別，etc.
ストローズティック（02牡 ＊ストローズクリーク）１勝，都井岬特別２着，二王子特

別２着，�２勝

４代母 クリプトメリアCryptomeria（74 GB栗 Crepello）GB２勝
［子］ ＊パーシヤンボーイ（82牡 Persian Bold）５勝，宝塚記念‐Jpn1，谷川岳

Ｓ‐OP ２着，千葉日報杯，etc.，種牡馬
セレネッセ Serenesse（80 牝 ＊ハバツト）ITY７勝，Criterium Labroni
co‐L，P. Ceprano‐L ２着，P. Seregno‐L ３着

［曾孫］ サドラーズクエスト Saddler's Quest（97� Saddlers' Hall）GB４勝，
リングフィールドダービートライアルＳ‐G3

クイズミストレスQuiz Mistress（08 牝 Doyen）GB・FR６勝，P. des
Tourelles‐L（２回），P. Scaramouche‐L，ジョンポーターＳ
‐G3 ２着

セレンヒル Seren Hill（96 牝 Sabrehill）GB・FR５勝，P. Belle de Nuit‐L

販売申込者・所有者： 佐々木 康治＝日高町賀張 �01456-5-2772
生 産 牧 場： 佐々木 康治
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

464 キタノタイセツ２０２０ �・鹿 ４／２８

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythキタノタイセツ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ルクールドラメール鹿 2013 ＊クリプテイツク

14b
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5 Narrate S5×M5

価格： 購買者：



母 キャラメリゼ（09栗 ＊ブライアンズタイム）�２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－２（14）〕
キラキラオーラ（15牝鹿 ＊バトルプラン）���５勝�１勝�５勝
レモンスカッシュ Lemon Squash（16牡鹿 ＊ベーカバド）�SIN２勝
ラヨドラード（17牡栗 カネヒキリ）�３勝�
メガフラッシュ（19牡栗 ワールドエース）���入着

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

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

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

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

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

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

Criterium Femminile‐L，伊１０００ギニー‐G3 ２着，P. Eupili‐L
２着，etc.

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： 畠山牧場豊畑トレーニングセンター＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352

465 キャラメリゼ２０２０ 牡・栗 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayキャラメリゼ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジェスティックラニア栗 2009 Crystal Ring

21a
Hail to Reason M4×S5 Graustark M4×M5

価格： 購買者：



母 クローデル（10鹿 ＊ストーミングホーム）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ヤマノタンキー（16�栗 ジャングルポケット）��２勝
ダイバオーソ（18牡栗 フリオーソ）���１勝
ブランデウェイン（19牡鹿 ヴァンセンヌ）�未出走

２代母 スカルプトレス（01栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
サンデーミューズ（07牝 ＊アルカセット）３勝，パールＳ３着
ベルニーニ（09牡 ジャングルポケット）４勝，太宰府特別，関門橋Ｓ２着，名古屋

城Ｓ２着，赤倉特別２着，栄特別２着，etc.
アジャーニ（11牝 ＊コマンズ）入着，��３勝

３代母 シンコウビューティ（93栗 Caerleon）不出走
ハッピールック（98� ＊トニービン）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海道Ｓ‐L，Ａ

Ｒ共和国杯‐Jpn2 ２着，etc.

４代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
［子］ ＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン

Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札
幌日刊スポーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.

［孫］ チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネ
Ｓ‐LR，オークス‐G1 ２着

キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念
‐Jpn2，京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，etc.，種牡馬

コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２
歳Ｓ‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，etc.

ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞
‐Jpn3 ２着，外房Ｓ，etc.

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念
‐Jpn2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

466 クローデル２０２０ 牡・栗 ５／ １
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meクローデル ＊サンデーサイレンス

��
��
�スカルプトレス鹿 2010 シンコウビューティ

＊ハッピートレイルズ 4d
Mr. Prospector S4×M4×M5 Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 クロフネマンボ（04芦 ＊クロフネ）入着３回，��２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
アイファーグラマー（12牝芦 ダンシングカラー）�１勝
ビービーグラシアス（13牡芦 ビービーガルダン）�１勝�１勝��
ガルボマンボ（19牡芦 ガルボ）��１勝

２代母 ＊リーガルウェイズ（93 USA鹿 Danzig）不出走
ライトフォーリーガル Light for Regal（97 牝 Majestic Light）USA２勝

イグゼキュティヴサーチ Executive Search（03� Regal Classic）USA７勝，
Hollie Hughe S‐R ２着，Promonroe S‐R ２着，JohnMorris
sey S‐R ２着，Richmond Runner S‐R ２着，Kim's Chance S
‐R ３着

ユーワパンドラ（00牝 ＊アフリート）２勝，うぐいす賞３着
テイエムチカラ（10牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�８勝，水無月賞，九千部山

賞，すみれ賞，春望賞，サイネリア賞，etc.
ピンクジュエル（01牝 ＊ジェイドロバリー）�２勝

イケノナイン（06牝 ＊ジェリ）入着，�５勝��３勝	，平和賞２着，リリーＣ２着
ウインフェイム（03牝 アグネスタキオン）１勝
コチャ（06牝 キングカメハメハ）１勝，��１勝

３代母 ロイヤルソルーションRoyal Solution（82 USA栗 Sir Ivor）不出走
＊リーガルソリューション（90牝 Mr. Prospector）USA４勝，Floral Park H‐L

３着
リーガルグラントRegal Grant（91 牝 Mr. Prospector）不出走

クリュスタセオ Crustaceo（02牡 Royal Anthem）PR・PAN20勝，C. Jose
de Diego‐L，C. Verset's Jet‐L ２着，Copa C.I.T.G.O.‐L ２着，etc.

ディヴァイドアンドコンカーDivide and Conquer（94 牡 Danzig）USA６勝，ケル
ソＨ‐G2 ２着，ディクシーＳ‐G2 ３着，フォースターデイヴＨ‐G3 ２着，etc.

ロイヤルリザーヴズRoyal Reserves（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA入着
ライツリザーヴド Rights Reserved（00� With Approval）USA１勝，Co

lin S‐L
マイナーズリザーヴMiner's Reserve（07 牡 Mineshaft）USA２勝，ジムダン

ディＳ‐G2 ２着

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： 原 則夫
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

467 クロフネマンボ２０２０ 牡・鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークロフネマンボ
＊ Danzig

��
��
�リーガルウェイズ芦 2004 Royal Solution

5f
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ケイアイカミーリア（07鹿 ＊タイキシャトル）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（３）〕
ショーアッシ（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，��１勝�
カズサ（15牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝
シャンデリアムーン（16牝鹿 アドマイヤムーン）�４勝，しらかばＳ（芝 1200），

皆生特別（芝 1200），長篠Ｓ（芝 1200）３着，アクアマリンＳ（芝 1200）３着
ハンデンラファール（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）出走，�地方未出走

２代母 ＊ワンダーキャット（96 USA鹿 Storm Cat）USA１勝
バラードズキャット Ballado's Cat（01 牝 Saint Ballado）USA・ARG４勝，カル

ロスＡメンディテギ賞‐G3 ２着，エウドロＪバルサ賞‐G3 ３着
リンダリンダリンダ Lindalindalinda（08牝 Val Royal）ARG４勝，サンイシ

ドロ２歳牝馬大賞‐G1 ２着，ホアキンＶマケダ賞‐G3 ２着，P. Melgar
ejo‐L ２着，P. Omnium‐L ３着

メアリーズギフトMary's Gift（09 牝 Honour and Glory）ARG２勝，P. Ba
yakoa‐L

グローリアスモーメントGlorious Moment（15 牡 Treasure Beach）�ARG
４勝，サンマルティン将軍大賞‐G1，チャカブコ賞‐G2，ブエノスアイレ
ス州賞‐G3，５月２５日大賞‐G1 ２着，P. Regimiento de Granaderos A C
aballo‐L ２着

ケイアイスウォード（05牡 Smoke Glacken）３勝，道新スポーツ杯３着，�３勝��
ケイアイアポロン（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大島特別２着，猪苗代特別３着，

�１勝��
ケイアイホクトセイ（10� ゴールドアリュール）１勝，�５勝��

３代母 ワングレイトレイディOne Great Lady（90 USA芦 Fappiano）USA２勝

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

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

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

468 ケイアイカミーリア２０２０ �・鹿 ５／１５
＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンケイアイカミーリア
＊ Storm Cat

��
��
�ワンダーキャット鹿 2007 One Great Lady

22d
Halo S4×M4 Caerleon S4×M4

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：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
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，���出走
イヴリーヌ（17牝鹿 ＊パイロ）��５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）出走，�地方未出走

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

469 ジョウノマドンナ２０２０ �・栗 ２／２８
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊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
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 スカイトウショウ（02鹿 ＊ハウスバスター）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
オパールトウショウ（10牝鹿 ＊ブラックホーク）�１勝
トウショウチャート（12牡栗 タイムパラドックス）入着２回，�10 勝
アリュモモフェイス（16牝鹿 サダムパテック）��５勝��
セッソク（18牡黒鹿 タニノギムレット）���入着
プレストイーグル（19牡鹿 コパノリチャード）��出走

２代母 ジェーントウショウ（96鹿 トウショウフリート）出走
シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，ＣＢＣ賞

‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，函館スプリントＳ‐Jpn3（２回），ＴＶ愛知ＯＰ‐L，etc.
トウショウピスト（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，オーロＣ‐L，函館２歳Ｓ

‐G3 ３着，オパールＳ‐L ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，etc.
ブレイブメジャー（16牡 ダイワメジャー）�３勝，三鷹特別，ＴＶユー福島賞２着
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，春光Ｓ，和布刈特別３着，�２勝

トウショウクエスト（05牡 ＊コロナドズクエスト）４勝，陽春Ｓ２着，久留米特別２
着，渡月橋Ｓ３着，�１勝�１勝，白銀争覇

３代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
エナジートウショウ（87牝 トウシヨウボーイ）不出走

タニノシスター（93牝 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，etc.
ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1
（２回），天皇賞（秋）‐G1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝
（2回）

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.

シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，福島民報
杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 鳥谷 勝彦＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2306
生 産 牧 場： 鳥谷 勝彦
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

470 スカイトウショウ２０２０ �・鹿 ４／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Mt. Livermore

�
�
�
�
�

��
��

�ハウスバスター Big Dreamsスカイトウショウ トウショウフリート

��
��
�ジェーントウショウ鹿 2002 コーニストウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Blushing GroomM4×S5 ダンデイルートM4×M5

価格： 購買者：



母 スタイルオブメロン（01芦 メジロマックイーン）��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ツヨン（07牡鹿 ＊アジュディケーティング）��１勝
バブルトップ（11牡栗 リンカーン）��５勝�入着７回
メロンドリーム（14牝鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝���
キクノロージズ（15牝芦 ローズキングダム）�１勝

２代母 ホウヨウエバート（91鹿 アンバーシヤダイ）１勝
ホウヨウゴンタ（99牡 シンボリルドルフ）��２勝�５勝	９勝
ホウヨウハヤト（02牡 ＊ソウルオブザマター）�１勝��
アイノグレゴリー（03牡 ＊オジジアン）１勝
スターオブアモーレ（04牝 ＊ソウルオブザマター）�２勝��１勝
１勝	入着�，

ロータスクラウン賞３着

３代母 グランドスラム（76黒鹿 ＊シーズコマンド）４勝，師走特別，日高特別
ヒデノラブリー（85牝 マルゼンスキー）３勝，精進湖特別２着，仁山特別３着

ザリーナ（93牝 シンボリルドルフ）２勝，萩Ｓ‐OP ３着，マロニエ賞２着，登
別特別３着

トミケンウイナー（01牡 ＊マジックマイルズ）��２勝�１勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ４着，ブルーバードＣ，京浜盃３着，etc.

バリエンテー（86牡 マルゼンスキー）４勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，金杯‐Jpn3
２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

フェデレーション（89牝 ＊コリムスキー）入着５回
テンリットル（98牡 ＊モガンボ）��11 勝�３勝��入着２回��，名古屋大賞

典‐Jpn3 ３着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1
５着，etc.

グランドクロス（90牝 シービークロス）２勝，オークス‐Jpn1 ５着，スイートピー
Ｓ‐OP ２着，セントポーリア賞
クロスヘッド（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，道新スポーツ杯，五色沼特

別３着，中京日経賞３着
ゴージャスディナー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，壇之浦特別，西部スポ

ニチ賞，初夢賞，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911
生 産 牧 場： ㈲ノースガーデン
飼 養 者： ㈲ノースガーデン＝日高町清畠 �01456-2-5911

471 スタイルオブメロン２０２０ 牡・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

メジロテイターン

�
�
�
�
�

��
��

�メジロマックイーン メジロオーロラスタイルオブメロン アンバーシヤダイ

��
��
�ホウヨウエバート芦 2001 グランドスラム

＊フラストレート 1b
ノーザンテーストM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スーパールミナル（12栗 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ドリーム（19牝黒鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ＊ファストアズライト（99 USA鹿 ＊ヘネシー）５勝，壬生特別，鷹ケ峰特別，
耶馬渓特別，九重特別，別府特別２着，etc.

＊ラヴアズギフト（07牝 Tiznow）出走
ファストアズエバー（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，ルミエールオータ

ムダッシュ‐L ３着，飛翼特別，飛翔特別，邁進特別２着，閃光特別２着，etc.
グランマリアージュ（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝，西部スポニ

チ賞２着，大府特別３着，さわらび賞３着
アナザースカイAnother Sky（09牝 Songandaprayer）USA１勝
ファストアズソング（11牡 Curlin）入着，��３勝�
ルーチェミラコロ（14牡 ＊キンシャサノキセキ）��１勝
ライトストーリー（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，背振山賞
ラストライト（16� ＊ダンカーク）���出走�１勝

３代母 タフアズネイルズTough as Nails（84 USA鹿 Majestic Light）不出走
キャトレイル Catrail（90 牡 Storm Cat）GB・FR・USA６勝，英チャレンジＳ

‐G2，ダイアデムＳ‐G3，Hackwood S‐L，etc.，種牡馬
スワンリヴァー Swan River（98 牝 ＊ヘネシー）不出走

トラッケンジャム Trac N Jam（08牝 El Corredor）USA３勝，Indiana Do
wns Distaff S‐L

４代母 ハードライナーHardliner（74 USA黒鹿 Buckpasser）不出走
［子］ ジョンズゴールド John's Gold（79 牡 Bold Bidder）USA６勝，ロング

フェローＨ‐G2，フォートマーシーＨ‐G3，ペンシルヴァニアガヴァ
ナーズＣ‐G3，etc.，種牡馬

［孫］ ライフアトザトップ Life At the Top（86牝 Habitat）GB・USA４勝，
カンデラブラＳ‐G3，Sweet Solera S‐L，サンチャリオットＳ
‐G2 ２着

サウンドリーズニング Sound Reasoning（83牝 Known Fact）GB・US
A８勝，Correction H‐L

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

472 スーパールミナル２０２０ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスーパールミナル
＊

＊ヘネシー

��
��
�ファストアズライト栗 2012 Tough as Nails

2d
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 スマートディルハム（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ナゲキッス（17牝鹿 メイショウサムソン）入着２回，��出走
ザオリオン（18牡鹿 トーセンジョーダン）��１勝

２代母 ＊ミッドキャップ（02 IRE 鹿 ＊アントレプレナー）GB１勝
トーセンチドリアシ（07牡 Fusaichi Pegasus）１勝
ビオラフォーエバー（11� スペシャルウィーク）３勝，唐戸特別，熱田特別２着，

栄特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着，玄海特別３着，�５勝�入着

３代母 ティズジュリエット Tis Juliet（86 USA栗 Alydar）USA３勝，シュヴィーＨ
‐G1，エイグリームＨ‐G2 ３着，シルヴァーベルズＨ‐G2 ３着，Dark Star H
‐L ２着，Santa Lucia H‐LR ２着
ダンスマイダンスDance My Dance（00牝 Sadler's Wells）不出走

ポサヴィナ Posavina（06牝 Tiger Hill）NZ２勝，ローランドＳ‐G3
ポドラヴィナ Podravina（14牝 Bel Esprit）NZ５勝，Wairarapa Thor
oughbred Breeders' S‐L ３着

アテルバレットAterballetto（07 牝 ＊ストラヴィンスキー）NZ入着２回
アワーフライイングエイスOur Flying Ace（15� Darci Brahma）�NZ
・SIN２勝，ジョングリッグＳ‐G3 ２着

ラーサリーラ Rasa Lila（10 牝 Darci Brahma）AUS・NZ７勝，ダルシーＳ
‐G2，カドルＳ‐G3，イースターＨ‐G1 ３着，etc.

ダンスコープDance Corp（14� ＊スニッツェル）�MAC６勝，Macau Der
by Trial‐L ２着，MacauWinter Trophy‐L ３着，Macau Spring
Trophy‐L ３着，etc.

４代母 マイジュリエットMy Juliet（72 USA黒鹿 Gallant Romeo）USA24 勝，ヴ
ォスバーグＨ‐G2，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ‐G2，コティリオンＳ
‐G2，テストＳ‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.
［子］ ＊ステラマドリッド（87牝 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ

ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，etc.
［孫］ ダイヤモンドビコー（98牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ

‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： 山口 義彦＝浦河町絵笛 �0146-22-0715
生 産 牧 場： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

473 スマートディルハム２０２０ �・黒鹿 ５／１５
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

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

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスマートディルハム
＊

＊アントレプレナー

��
��
�ミッドキャップ鹿 2009 Tis Juliet

6a
Halo M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊コスモカゼツカイ（09 IRE 栗 Hurricane Run）�１勝�入着�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ファムファタル（16牝鹿 トゥザグローリー）１勝，��１勝��
キャプテンフック（18牡栗 スピルバーグ）�地方未出走
マルヴェース（19牡芦 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 インティザー Intizaa（96 USA黒鹿 Mr. Prospector）GB入着３回
ハサイスHasayis（01 牝 ＊デインヒル）GB・FR３勝

＊ベイビーローズ（06牝 Singspiel）１勝
スターバック Sturbuck（07� Footstepsinthesand）FR・GER４勝

３代母 ウーマルダーヤOumaldaaya（89 USA鹿 Nureyev）GB・FR・ITY３勝，
リディアテシオ賞‐G2，Lupe S‐L
ハーミ Haami（95 牡 Nashwan）GB・IRE・GER・USA５勝，デズモンドＳ‐G3，

Darley S‐L，Somerville Tattersall S‐L，etc.，種牡馬
＊エブアド（99牝 GoneWest）GB出走

マルモコウテイ（04牡 トウカイテイオー）３勝，青嵐賞２着，南武特別３着
アユーンAyun（00牝 Swain）GB３勝

アクマル Akmal（06� Selkirk）GB８勝，ヘンリー二世Ｓ‐G2，英ジョッキー
クラブＣ‐G3，Noel Murless S‐L，etc.

４代母 イストワールHistoire（79 FR黒鹿 Riverman）FR１勝
［子］ ＊エルハーブ（91牡 Chief's Crown）GB４勝，英ダービー‐G1，ダンテＳ

‐G2，エクリプスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
イスパノリア Hispanolia（85 牝 Kris）FR２勝，P. Melisande‐L，
P. Charles Laffitte‐L ２着，P. deMeudon‐L ２着

［孫］ シャイビア Chaibia（03 牝 ＊パントレセレブル）FR・USA３勝，プシュ
ケ賞‐G3，P. Finlande‐L，アシーニアＨ‐G3 ２着，etc.

ヴィランドリー Villandry（09� Mr. Greeley）USA・CAN５勝，リヴァ
ーシティＨ‐G3，Opening Verse S２着，シカモアＳ‐G3 ３着

ワディラム（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，米子Ｓ‐L，乙訓特別，東
山特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2562
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

    コスモカゼツカイ２０２０ �・芦 ４／２３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊

ハリケインラン Montjeu

�
�
�
�
�

��
��

�Hurricane Run Hold Onコスモカゼツカイ インティザー Mr. Prospector

��
��
�Intizaa栗IRE 2009 Oumaldaaya

1w
Mr. Prospector M3×S5 Sadler's Wells S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：

474



母 セリーナトロフィー（02青鹿 スペシャルウィーク）１勝，ミモザ賞（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
ドラゴンポイント（08牡黒鹿 マヤノトップガン）�３勝
ボーラーハット（12牡黒鹿 メイショウボーラー）���１勝・５勝
カシノパーティ（16牝鹿 パドトロワ）�１勝
ウェルカムターフ（17牡鹿 ナカヤマフェスタ）��出走�２勝

２代母 ＊トロフィーポイント（92 USA鹿 ＊オジジアン）USA１勝
フェニックスバード（00牝 Kingmambo）入着，�２勝

ストロングガルーダ（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3，巴賞‐LR ３着，エーデルワイスＳ，くるみ賞

ダイワバーバリアン（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，ＮＺトロフィー‐G2 ２着

ピンポイント（01牡 ＊ラムタラ）��７勝�入着６回
ヨクバリージョ（06牝 スペシャルウィーク）�11 勝
リミッターブレイク（07牝 マンハッタンカフェ）不出走

ノットフォーマル（12牝 ヴァーミリアン）３勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1
５着，韋駄天Ｓ‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，フリーウェイＳ，etc.

アンリミット（15牝 メイショウボーラー）４勝，渡月橋Ｓ，国立特別，相模湖
特別２着，石清水Ｓ３着

レストンベ（16牝 ＊ハービンジャー）３勝，房総特別
ママワブンダバー（10牝 スズカマンボ）�３勝�入着３回

３代母 トリッキーゲイムTricky Game（88 USA黒鹿 Majestic Light）USA出走
コモディティズCommodities（95 牝 Private Account）USA２勝

レイドゥカフェ Rey de Cafe（02 牡 Kingmambo）USA４勝，アメリカンター
フＳ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3，Bourbon County S‐L，etc.，種牡馬

エルクレスポ El Crespo（06牡 A.P. Indy）USA２勝，パームビーチＳ‐G3，
ジェファーソンＣ‐G2 ２着，サラナクＳ‐G3 ２着，etc.

ウェスタンイクスプレションWestern Expression（96牡 GoneWest）USA３勝，
カーターＨ‐G1 ２着，種牡馬

キングクガート King Cugat（97 牡 Kingmambo）USA７勝，ボーリンググリーン
Ｈ‐G2，アーリントンクラシック‐G2，ジャマイカＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 原田ファーム＝日高町庫富 �01456-7-2319
生 産 牧 場： 原田ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

牡・鹿 ５／１２

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールセリーナトロフィー
＊

＊オジジアン

��
��
�トロフィーポイント青鹿 2002 Tricky Game

5c
Secretariat S4×S5 Con Game S4×M4 Buckpasser S5×S5×M5

価格： 購買者：

475  セリーナトロフィー２０２０



母 ソフィーズローズ（99鹿 ナリタブライアン）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（21）〕
インスパイアローズ（03牡鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝��３勝
ローズデュルワ（07牝栗 ＊アフリート）�１勝���１勝・11勝�
エフティシリウス（10牡青鹿 ステイゴールド）１勝，�４勝
シンキングロージス（12牡黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
ステルク（19牡鹿 ワールドエース）��入着

２代母 スカーレットブーケ（88栗 ＊ノーザンテースト）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京
都牝馬特別‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ３着，etc.
スカーレットメール（94牝 ＊トニービン）１勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着
スリリングサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，若駒Ｓ‐OP ２着，鳴滝特

別，兵庫特別，福寿草特別，支笏湖特別２着，etc.，種牡馬
ダイワルージュ（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳牝

馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP，キャピタルＳ‐OP
２着，etc.
ダイワファルコン（07牡 ジャングルポケット）８勝，福島記念‐G3（２回），カ

シオペアＳ‐L，中山記念‐G2 ２着，オールカマー‐G2 ２着，弥生賞‐G2
３着，etc.

ダイワメジャー（01牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，安田記念‐G1，マイルＣｈＳ
‐G1（２回），皐月賞‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，毎日王冠‐G2，マイラーズ
Ｃ‐G2，etc.，UAE入着，優短距（2回），種牡馬

ダイワスカーレット（04牝 アグネスタキオン）８勝，有馬記念‐G1，エリザベス女
王杯‐G1，桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，
優３牝，優父内

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
スカーレットローズ（87牝 ＊ノーザンテースト）２勝

スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，
ジャパンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシッ
ク‐Jpn1（３回），etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

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

牡・鹿 ６／ ２

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cappucino Bayタリスマニック マジックミッション Machiavellian

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�ナリタブライアン ＊パシフィカスソフィーズローズ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ鹿 1999 ＊スカーレツトインク

4d
Northern Dancer M4×M4×S5×S5 Damascus S5×M5

価格： 購買者：

476 ソフィーズローズ２０２０



母 ディープスノー（08鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴォロンティエ（17牝鹿 ＊パイロ）��１勝
フレンドリーエース（18牝鹿 ルーラーシップ）��出走�出走
オーシンアズキ（19牡芦 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊カフェオペラ（97 USA黒鹿 Sadler's Wells）GB・GER１勝
テイエムチーター（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，梅花賞２着，英彦山特別３着
アウトグロー（07牝 ゼンノロブロイ）�１勝�４勝
レッドアラビアータ（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 ＊タクリーム（91 USA鹿 Mr. Prospector）GB入着

４代母 サイーダ Thaidah（85 CAN鹿 Vice Regent）GB・IRE３勝，City of York
S‐L，モイグレアスタッドＳ‐G1 ４着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，O
ak Tree S‐L ２着
［子］ アンドレアドーラ Andrea Dora（98牝 Lion Cavern）SAF７勝，St. A

ndrews Paddock S‐L ３着
［孫］ シャキス Shakis（00 牡 Machiavellian）FR・USA・UAE７勝，バーナー

ドバルークＨ‐G2（２回），シャドウェルターフマイルＳ‐G1 ２着，
マンハッタンＨ‐G1 ３着，etc.

タヒーラ Tahirah（00牝 Green Desert）GB・FR３勝，Fleur de Lys S
‐L ２着，October S‐L ３着

ウィズサートンティWith Certainty（00 牝 Broad Brush）USA２勝，
Canterbury Park Oaks２着

［曾孫］ ウィンフロムウィジンWinfromwithin（18 牡 Into Mischief）�USA２
勝，Columbia S‐L，アメリカンターフＳ‐G2 ３着

パシフィックブリーズ Pacific Breeze（08牝 Lithuanian）SAF４勝，
Milkwood S‐L

オーシャンアンドビヨンドOcean and Beyond（07� Kingsalsa）IND
12勝，Indian Champion Cup‐LR，Governor's Cup‐L，M
aharaja's Cup‐L，etc.

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

�・鹿 ４／１０
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアディープスノー
＊ Sadler's Wells

��
��
�カフェオペラ鹿 2008 ＊タクリーム

12c
Sadler's Wells M3×S4 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：

477 ディープスノー２０２０



母 トシザマキ（07栗 デュランダル）５勝，ムーンライトＨ（芝 2000），西海賞
（芝 1800），聖護院特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
ボナリー（15牝鹿 ＊キングズベスト）��出走�２勝��１勝�３勝
ヴァランセカズマ（17牡鹿 ＊モンテロッソ）���３勝�３勝
マックスマキ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走
ウッティンドゥルガ（19牝鹿 ＊モンテロッソ）���入着

２代母 ソルトレイクブルー（97鹿 ＊デインヒル）不出走
トシツカサオー（03牡 テイエムオペラオー）３勝
トシザユカ（04牝 ＊タイキシャトル）２勝，小樽特別２着，湯浜特別３着
トシザレイクブルー（06牝 ステイゴールド）入着３回，まりも特別２着，�２勝
サンライズジャパン（11牡 ステイゴールド）１勝，知床特別２着，�３勝
トシガール（12牝 アドマイヤムーン）�10 勝��

３代母 ラツクオメガー（83栗 トウシヨウボーイ）３勝，初雛賞
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
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.
ヤングダリア（94牝 ＊リヴリア）不出走

ランペルティーザ（01牝 ＊トワイニング）４勝，箕面特別，妙高特別，白鳥大橋
特別２着，��１勝
ランパスインベガス（08牡 フジキセキ）２勝，出雲崎特別，弥彦特別２着，
稲城特別２着，etc.

ラブリープラネット（11牡 ダイワメジャー）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，
小倉２歳Ｓ‐G3 ３着，須賀川特別２着，etc.

レットイットライド（04	 ニューイングランド）３勝，外房特別２着，長岡特
別３着

コリコパット（06牡 ＊トワイニング）３勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着，す
ずらん賞‐OP ３着，白鳥大橋特別３着，etc.

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： 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： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

牡・鹿 ５／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセストシザマキ ＊デインヒル

��
��
�ソルトレイクブルー栗 2007 ラツクオメガー

＊ダーバリー 12f
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：

478 トシザマキ２０２０



母 ニュープロローグ（11鹿 キングカメハメハ）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
オルオル（16牝栗 バーディバーディ）���出走�11 勝�
ディープシーテッド（18牝栗 フリオーソ）入着，���１勝
アピーリングライフ（19牝黒鹿 フリオーソ）�出走

２代母 イストワール（01鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
ホエイソース（08牝 ＊クロフネ）GB・USA・CAN１勝，ミュージドラＳ‐G3 ３着

プライオリタイズ Prioritize（15� Tizway）�USA４勝，ウッドワードＨ‐G1
３着，ヒルプリンスＳ‐G2 ３着，Better Talk Now S‐R ３着

ナラトゥリス（15牝 ルーラーシップ）１勝，赤松賞３着
ビスタストリカ（16牝 ルーラーシップ）１勝，���出走�出走
ウェイヴァリー（17牡 ＊ノヴェリスト）�１勝，�１勝
ビオグラフィア（18牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊アピーリングストーリー（88 USA栗 Valid Appeal）不出走
＊ディアブロズストーリー（94牝 ＊ディアブロ）USA３勝，Natalma S‐L，Maz

arine S‐L ２着，Whas‐11 S‐L ２着，etc.
オープンストーリーOpen Story（99 牝 Open Forum）USA１勝，Three C

himneys Juvenile S‐L
デュアルストーリー（00牝 ＊エンドスウィープ）４勝，ダリア賞‐OP ３着，マ

リーゴールド賞‐OP ３着，ジャニュアリーＳ，etc.
デュアリスト（18牡 ミッキーアイル）�２勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，ヤマボウ
シ賞，�１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2

スイーピングストーリー Sweeping Story（96 牝 ＊エンドスウィープ）USA５勝，Elli
s Park H‐L，Bourbonette S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
ベイストーリー Bay Story（02� Kris S.）GB・AUS２勝，ＷＡＴＣパースＣ

‐G2 ２着
イクサイティングストーリー Exciting Story（97 牡 ＊ディアブロ）USA７勝，メト

ロポリタンＨ‐G1，ヴィジャルＨ‐G3，スインフォードＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイヴォリーカラー（04牝 ＊クロフネ）２勝，呉竹賞
カラフルデイズ（08牝 フジキセキ）３勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2，Ｔ

ＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： 畠山牧場豊畑トレーニングセンター＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352

�・鹿 ４／２８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerゴドリー アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2010 Altair

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスニュープロローグ ＊サンデーサイレンス

��
��
�イストワール鹿 2011 ＊アピーリングストーリー

9f
Raise a Native S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：

479 ニュープロローグ２０２０



母 バイタルクィーン（07黒鹿 ＊プリサイスエンド）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），海外－１（１），地方－４（10）〕
フジノダイヤ（11牝鹿 マーベラスサンデー）�３勝���
ファイアリシンゾウ Fiery Shinzo（12�青鹿 オンファイア）１勝，SIN・MAL１勝
シゲルムロアジ（13牡青鹿 ゴールドヘイロー）１勝
アマン（14牝青鹿 ゴールドヘイロー）��１勝
エンリグロリア（17牝鹿 トゥザグローリー）���１勝�２勝
ココロイキ（18牡鹿 フリオーソ）���３勝

２代母 コンテッサクィーン（99鹿 ＊カーネギー）不出走
ムサシボー（03牡 ブラックタキシード）�７勝�４勝	４勝�入着２回
�，福山

大賞典，六甲盃２着，梅見月杯２着，スプリングＣ２着
エムワイスパイナル（05牡 マーベラスサンデー）��２勝
ディーズスイープ（08牝 ＊プリサイスエンド）��２勝
ハナドケイ（10牝 アドマイヤマックス）�１勝��
アイファーアイドル（15牝 ゴールドヘイロー）�１勝

３代母 ＊コンテッサⅡ（88 USA黒鹿 Blushing Groom）GB１勝
ロマンスフリージア（98牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

スペースフライト（04牡 ＊タバスコキャット）５勝，山科Ｓ，由布院特別３着

４代母 ラストフェザー Last Feather（79 USA黒鹿 Vaguely Noble）GB・FR２勝，
ミュージドラＳ‐G3，Rochford Thompson Newbury S，英オークス‐G1
３着
［子］ プレシャスフェザー Precious Feather（97 牝 GoneWest）USA５勝，

Born Famous H‐L，Judy's Red Shoes S‐L，Noble Royalty
H‐L，etc.

ルズナマ Ruznama（93牝 ＊フォーティナイナー）GB４勝，City of Yor
k S‐L，Oh So Sharp S‐L，メイヒルＳ‐G3 ３着

［孫］ ＊オーサムフェザー（08牝 Awesome of Course）USA10 勝，ＢＣジュヴェ
ナイルフィリーズ‐G1，ガゼルＳ‐G1，Nasty Storm S‐L，etc.

エルムタバキ Elmutabaki（96� Unfuwain）GB２勝，July Trophy‐L

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： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

牡・鹿 ５／２２
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyバイタルクィーン ＊カーネギー

��
��
�コンテッサクィーン黒鹿 2007 ＊コンテッサⅡ

5g
Halo S4×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：

480 バイタルクィーン２０２０



母 バニラマカロン（12芦 ＊クロフネ）入着，�２勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メガミリオン（18牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 マカロンドナンシー（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
タイセイダンク（17牡 ＊ダンカーク）��１勝�１勝
メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�１勝

３代母 アドマイヤマカディ（91栗 ＊ノーザンテースト）不出走
アドマイヤコジーン（96牡 Cozzene）６勝，安田記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，

阪急杯‐Jpn3，etc.，優２牡，優短距，種牡馬
タイキジャンヌ（98牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

シゲルサケガシラ（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，ごぎょう賞２着，
�４勝��入着�

タイキエンデバー（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，尾瀬特別，田舎館特別
ラフェクレール（07牝 スペシャルウィーク）入着４回

エピックアン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，清里特別２着，大倉山特別２着，鎌倉
Ｓ３着，etc.

エイカイキャロル（16牝 ロードカナロア）１勝，医王寺特別２着，��１勝

４代母 ＊ミセスマカディー（74 GB鹿 ＊トライバルチーフ）GB・USA８勝，英１０００ギ
ニー‐G1，European Free H，Strensall S，Sanyo S３着
［子］ シティダンサ－Citidancer（86 牡 Lomond）GB・FR・IRE・USA５勝，

グレンカーンＳ‐G3，バリーマコイＳ‐G3，フィーニクスチャンピ
オンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ジノズスピリッツGino's Spirits（96 牝 ＊ペルジノ）GB・USA９勝，ノーブ
ルダムゼルＨ‐G3，Bryan Station S‐L，Hialeah H‐L，etc.

クル－ンカラ Clooncara（87 牝 King of Clubs）ITY５勝，Criterium
Nazionale‐LR，P. Vittorio Crespi‐L，キウスーラ賞‐G3 ３着，etc.

トブラー Tobler（98� Rebounding Thrill）IND５勝，Pune Derby
‐LR，Super Mile Cup‐L ２着，Indian 2000 Guineas‐LR ３着

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

牡・芦 ２／１７
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューバニラマカロン ダンスインザダーク

��
��
�マカロンドナンシー芦 2012 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：

481 バニラマカロン２０２０



母 ハロウィンパレード（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
ハッピーハロウィン（13牡鹿 ヴァーミリアン）��１勝
アテンフェアリー（16牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
コラゾンデオロ（17牡栃栗 エスポワールシチー）���５勝
キクノディーン（18牡鹿 リオンディーズ）��１勝

２代母 ＊ドーンズヘイロー（86 USA鹿 Halo）USA出走
アファームドヘイローAffirmed Halo（91牝 Affirmed）USA２勝

＊マルターズオリジン（05牝 Swain）３勝，菜の花賞‐OP ３着，ジュニアＣ‐OP
３着，浅草特別，赤松賞３着

ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリングＳ
‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，Ｒたんぱ
杯３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ブライトドーン（95牝 ＊ポリッシュネイビー）１勝
クローストゥユー（99牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ビヨンドマックス（06牡 ＊アフリート）４勝，中京スポニチ賞，天白川特別，障
害１勝

サテライトキャノン（01牡 ＊アフリート）５勝，白川郷Ｓ，タイランドＣ，アクアル
ミナスＳ３着，由布院特別３着，桜島特別３着，etc.

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，Monr

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
＊モーニングタイド（94牝 Seeking the Gold）USA１勝

マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3
（２回），ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

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

�・黒鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawハロウィンパレード
＊ Halo

��
��
�ドーンズヘイロー黒鹿 2007 Eastern Dawn

5g
Halo M3×S5 Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：

482 ハロウィンパレード２０２０



母 ヒシアリアケ（05青 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（27）〕
ヒシマーベラス（09牝青 マーベラスサンデー）１勝
アサヤケ（11牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��12 勝
サチノマリアージュ（12牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��４勝�２勝�３勝
ケイティーオオタカ（13牝青鹿 マンハッタンカフェ）��２勝
ブライトゴールド（14牡栗 ゴールドアリュール）�２勝
カミイチラン（16牝栗 ＊バトルプラン）�１勝�１勝
テイエムクロマル（19牡黒鹿 オーシャンブルー）�出走

２代母 ＊クロカミ（93 IRE 青鹿 Caerleon）７勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，京王杯オータム
Ｈ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着（２回），東京新聞杯‐Jpn3 ３着，韓国馬事会
杯‐OP，etc.
クロウキャニオン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�入着，兵庫ジュニアＧＰ

‐Jpn3 ３着
ボレアス（08牡 ディープインパクト）３勝，レパードＳ‐G3，ユニコーンＳ

‐G3 ３着，いぶき賞‐OP ２着，etc.，��入着２回	，ジャパンＤダー
ビー‐Jpn1 ２着，浦和記念‐Jpn2 ３着

マウントシャスタ（09牡 ディープインパクト）４勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，毎日
杯‐G3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，宝塚記念‐G1 ５着，白百合Ｓ‐OP，etc.

カミノタサハラ（10牡 ディープインパクト）３勝，弥生賞‐G2，ホープフルＳ
‐LR ３着，皐月賞‐G1 ４着

ベルキャニオン（11牡 ディープインパクト）３勝，プリンシパルＳ‐LR，共同通信
杯‐G3 ２着，ホープフルＳ‐LR ２着，キャピタルＳ‐L ３着，湘南Ｓ，etc.

ストーンリッジ（17牡 ディープインパクト）�１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
ヨーホーレイク（18牡 ディープインパクト）�２勝，ホープフルＳ‐G1 ３着，

きさらぎ賞‐G3 ２着，皐月賞‐G1 ５着，紫菊賞
カレンスターボーイ（03牡 アグネスタキオン）１勝
チトニア（14牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，神奈川新聞杯，マカオＪＣＴ，三年坂

特別３着

３代母 ＊ミルド（86 USA黒鹿 Desert Wine）FR２勝，P. La Sorellina‐L

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

�・青鹿 ４／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヒシアリアケ
＊ Caerleon

��
��
�クロカミ青 2005 ＊ミルド

4n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：

483 ヒシアリアケ２０２０



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〕
タラモア（18牝鹿 ヴァンセンヌ）�地方未出走

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）��未出走��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

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

�・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊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
ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：

484 ピンナップガール２０２０



母 ビーキュート（09鹿 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ブロンドキュート（15牝栗 ＊フレンチデピュティ）入着，�２勝
ハーベストタイム（16牝栗 ＊プリサイスエンド）��２勝�２勝
ダイナレーヴ（17牝鹿 ＊パイロ）��入着８回

２代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98� トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），カシオペアＳ‐L，etc.，��５勝��	
�入着
４回�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，etc.

マイクロス（00牝 タマモクロス）不出走
マルモセーラ（08牝 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
マルモレイナ（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，
合馬特別，タイランドＣ３着

キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着
カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）�３勝，由比ヶ浜特別，二本松特別

２着，豊明Ｓ３着，脊振山特別３着
レティセントガール（05牝 ＊フォーティナイナー）３勝
インフィニットエア（06� ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，
２勝

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

えりも特別，etc.

４代母 グローブターフ（66鹿 ＊パーソロン）６勝，愛知杯，クイーンＳ２着，３歳牝
馬Ｓ‐OP，中日賞，サルビヤ賞
［孫］ メインキャスター（86牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

�・芦 ４／２０

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズビーキュート ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビーサイレント鹿 2009 グローバルダイナ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：

485 ビーキュート２０２０



母 ペイシャプレゼント（15黒鹿 ＊ノヴェリスト）出走
初仔

２代母 ＊プレザントケイプ（06 GB鹿 Cape Cross）不出走
ペイシャフェリス（11牝 スペシャルウィーク）４勝，朱鷺Ｓ‐L，アネモネＳ‐LR，

六甲Ｓ‐LR ２着，ニューイヤーＳ‐L ２着，市川Ｓ，etc.
ペイシャフェリシタ（13牝 ハーツクライ）６勝，春雷Ｓ‐L，キーンランドＣ‐G3 ３

着，カーバンクルＳ‐OP ２着（２回），浜松Ｓ，神奈川新聞杯，etc.

３代母 フェリシティ Felicity（00 IRE 鹿 Selkirk）GB・FR・IRE２勝，ゴールデンダ
ッフォディルＳ‐G3，ブルーウインドＳ‐G3 ３着，ノネット賞‐G3 ３着，Gill
ies Fillies' S‐L ３着，Newbury Fillies' Trial S‐L ３着
ゲイトウッドGatewood（08牡 Galileo）GB・FR・AUS８勝，リュー賞‐G3，ジ

ャロングＣ‐G3，Buckhounds S‐L，etc.

４代母 ラスフローレス Las Flores（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・ITY１勝，伊
オークス‐G1 ３着，Lingfield Oaks Trial S‐L ２着
［子］ スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・

FR・USA６勝，英チャレンジＳ‐G2，ハンガーフォードＳ‐G3，
Dubai Duty Free C‐L，etc.，種牡馬

エイケン Aiken（08牡 Selkirk）GB・FR・IRE６勝，シャンティー大賞
‐G2，Buckhounds S‐L，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G3 ２着，
種牡馬

ラパス La Paz（99牝 Nashwan）GB・FR２勝，P. Belle de Nuit‐L
ナショナリズムNationalism（07� Pivotal）GB・UAE３勝，Midsu
mmer S‐L

スパニッシュスパー Spanish Spur（98� Indian Ridge）GB・USA５勝，
John's Call S‐R，Cape Henlopen S２着

ハリスコ Jalisco（97牝 Machiavellian）GB・USA１勝，Harvest S
‐L ２着

［孫］ カスペレンコ Kasperenko（14� Archipenko）�GB・IRE４勝，Floo
dlit S‐L

販売申込者・所有者： ㈲友田牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2206
生 産 牧 場： ㈲友田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

牡・栗 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonペイシャプレゼント
＊ Cape Cross

��
��
�プレザントケイプ黒鹿 2015 Felicity

8i
Surumu S4×M5

価格： 購買者：

486 ペイシャプレゼント２０２０



母 ホーチャム（12鹿 ステイゴールド）�４勝�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ボルドーラドール（19牡鹿 メイショウサムソン）���出走�１勝

２代母 ラプターセイハート（08鹿 ＊トワイニング）１勝
ディックウイン（13牝 ゴールドアリュール）�３勝
トワイライトライフ（14牝 ゴールドアリュール）４勝，周防灘特別
アリア（15牝 ダイワメジャー）３勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，ＳＴＶ杯，なずな賞，

ＨＢＣ賞２着，潮騒特別２着，etc.
エヌワイパフューム（16牝 ジャスタウェイ）�１勝
イトシキオモイ（17牝 ハーツクライ）入着，���１勝

３代母 リリウム（05芦 ＊クロフネ）不出走
アイスフォーリス（09牝 ステイゴールド）３勝，オークス‐G1 ３着，フローラＳ

‐G2 ２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.
カイザースクルーン（16� ルーラーシップ）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，荒川峡特

別３着
フリティラリア（10牝 アドマイヤムーン）１勝

ファルヴォーレ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，雲仙特別２着
バレリオ（15� ステイゴールド）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，丹頂Ｓ‐OP

２着，オリオンＳ，etc.

４代母 ＊ベゴニア（83 USA鹿 Plugged Nickle）USA出走
［子］ フサイチシンイチ（93牡 ＊ノーザンテースト）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，

陣馬特別，白藤Ｓ，etc.
リトルトゥ－マッチ Little Too Much（90� Storm Bird）GB・FR・G
ER・USA３勝，オステルマンポカール‐G3 ３着

オースミジャイアン（94牡 ＊ノーザンテースト）３勝，八瀬特別，佐渡Ｓ
２着，鳴滝特別２着，etc.

スターマーケット（01牡 ＊ブロッコ）４勝，恵山特別，深秋特別３着
フサイチジハード（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，障害２勝，東京オー
タムジャンプ‐JG3 ３着

販売申込者・所有者： シグラップファーム＝日高町賀張 �090-8707-9113
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

�・鹿 ３／ ３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュホーチャム ＊トワイニング

��
��
�ラプターセイハート鹿 2012 リリウム

＊ベゴニア 13c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：

487 ホーチャム２０２０



母 ファイヤーオパール（06栗 アグネスタキオン）�２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（18）〕
ホワイトゴージャス（12牝芦 ＊チチカステナンゴ）��３勝
マジックダイオウ（13牡栗 テイエムオペラオー）障害１勝
ファイヤーシスト（14牝栗 ＊グラスワンダー）�８勝
ハーモニーライズ（15牡黒鹿 メイショウボーラー）２勝
プレイングファイア（16牡栗 ＊トビーズコーナー）���４勝�２勝
ゼンダンスネーク（17牝青鹿 アーネストリー）��入着４回�１勝���
サブノフューチャー（19牝栗 ローエングリン）���出走

２代母 ＊ファミリアーリング（97 USA鹿 Kingmambo）USA１勝
リング（04牝 テイエムオペラオー）�１勝
ペプチドアトム（05牡 テイエムオペラオー）３勝，苗場特別２着，岩室温泉特別３

着（２回），與杼特別３着，十日町特別３着，妙高特別３着
ペプチドストーム（07牡 ダンスインザダーク）�１勝�１勝
ペプチドパラス（08牝 ネオユニヴァース）�２勝
ペプチドマンボウ（10牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�
ペプチドムーン（11牡 アドマイヤムーン）入着２回，�８勝
ホットスタッフ（16牝 スクリーンヒーロー）�１勝	１勝��
ジャンボリー（17牡 ロジユニヴァース）��４勝

３代母 リアサート Reassert（84 USA栗 Assert）USA５勝，Tiger Heart S
ミスターテクニークMr. Technique（00
 Smart Strike）USA３勝，Californi

a Derby‐L，Redwood Empire S，SanMateo S

４代母 マルテサナMartessana（72 USA鹿 Sir Ivor）FR１勝
［子］ グランドリヤンGrand Orient（81 牡 Far North）FR・USA２勝，クリ

テリヨムドサンクルー‐G2 ２着，P. Matchem‐L ２着，ギシュ
賞‐G3 ３着，種牡馬

パパイア Papaia（85 牝 Alleged）GB・ITY４勝，P. Giovanni Falck
‐L ３着

［曾孫］ クリミナルディフェンス Criminal Defence（17
 Nicconi）�AUS２勝，
ＢＲＣラフハビットプレイト‐G3

販売申込者・所有者： ㈲様似堀牧場＝様似町緑町 �0146-36-3037
生 産 牧 場： ㈲様似堀牧場
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

�・鹿 ５／１０
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラファイヤーオパール
＊ Kingmambo

��
��
�ファミリアーリング栗 2006 Reassert

16g
Kingmambo S3×M3

価格： 購買者：

488 ファイヤーオパール２０２０



母 フジヤマサクラ（03鹿 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（19）〕
カリーノベルタ（10牝鹿 トーセンダンス）�１勝�
エイプリルラヴ（12牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着，�３勝�１勝�
ヴィクトリーマハロ（13牡鹿 オンファイア）�３勝��
ミサイルマン（14	鹿 カネヒキリ）
�５勝��３勝�，ハイセイコー記念
（Ｄ1600），だるま夕日賞（Ｄ1600），二十四万石賞（Ｄ1900）３着，高知県知事
賞（Ｄ2400）３着

ロフティネス（16牡鹿 スクリーンヒーロー）
２勝，インディアＴ（Ｄ1900）３着
ブルックスジョイ（18牝鹿 エスポワールシチー）
��２勝
サラヘレン（19牝鹿 エスポワールシチー）
�１勝

２代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
ワキノドライバー（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

ワキノアタリ（13牝 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別２着，�４勝
エフティマイア（05牝 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２

着，桜花賞‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ５着，マリーゴールド賞‐OP，etc.
エフティスパークル（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，石和特別２着，調布特別２

着，三春駒特別２着，両国特別３着
エフティイーリス（16牝 ルーラーシップ）
２勝，富里特別３着

オースミドライバー（08牡 ＊スニッツェル）１勝
デバイスドライバー（12牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別，瓢湖特別２着
アドマイヤモラール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着
ロジブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝

３代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.

４代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.
［孫］ セイリューオー（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，

中山金杯‐Jpn3 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793

�・鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフジヤマサクラ ニホンピロウイナー

��
��
�カツラドライバー鹿 2003 ノーザンマイア

＊マイア 4k
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：

489 フジヤマサクラ２０２０



母 プリティーサンサン（97鹿 ＊リンドシェーバー）出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－６（14）〕
ランダムシード（02牡黒鹿 ＊グラスワンダー）４勝，中ノ岳特別（Ｄ1800），秋嶺Ｓ
（Ｄ1600）３着

シルクシャンゼリゼ（05牝栗 ＊マリエンバード）１勝，対馬特別（芝 1700）２着，湯
川特別（芝 2000）２着

イージーウイン（07牡鹿 ＊アルカセット）１勝，障害１勝
ラカンパーナ（08牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）��３勝，東京プリンセス賞（Ｄ1800）３着
ココリコマキアート（10牝栗 ＊アルデバランⅡ）��１勝
トークトゥハー（12牝鹿 カネヒキリ）��２勝
アタックプラン（14�栗 ＊バトルプラン）��６勝
プレストレジーナ（18牝栗 エスポワールシチー）���１勝
プリンセスカーリ（19牝黒鹿 カレンブラックヒル）��１勝

２代母 キャリイアウト（89栗 ＊ノーアテンシヨン）４勝，津軽海峡特別，ローズマリ
ー賞，中津川特別２着，初茜賞２着，クレマチス賞２着
アペックスプライド（95牝 ＊アレミロード）２勝，湯沢特別２着
サクセスストレイン（98牝 ＊ティッカネン）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，フェアリーＳ

‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，秋華賞‐Jpn1 ４着
ゴールドストレイン（05� ゴールドアリュール）１勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着

マイネルウッズ（99牡 ＊ティンバーカントリー）１勝，�１勝��入着２回
マイネエアウエイ（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，摩周湖特別３着，かもめ島特

別３着

３代母 ポトマツクチエリー（81鹿 ＊ノーザンテースト）入着５回
バリアントウイナー（90牡 ニホンピロウイナー）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3 ２着，

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ３着，アメジストＳ‐OP
ネイティヴハート（98牡 ＊スターオブコジーン）４勝，オーシャンＳ‐Jpn3，オーシャ

ンＳ‐L，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，etc.，�３勝���，ＮＡＲ優短距，種牡馬

４代母 ＊サンサン（69 USA黒鹿 Bald Eagle）FR・USA５勝，凱旋門賞，ヴェルメイ
ユ賞，P. de Psyche，ノネット賞２着，P. de la Calonne２着，etc.

販売申込者・所有者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456

�・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�リンドシェーバー ＊ベーシイドプリティーサンサン ＊ノーアテンシヨン

��
��
�キャリイアウト鹿 1997 ポトマツクチエリー

＊サンサン 7c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：

490 プリティーサンサン２０２０



母 プリンセス（14黒鹿 ＊キングズベスト）�入着
初仔

２代母 ソリッドプラチナム（03黒鹿 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
マーメイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオ
ンＳ２着，etc.
レジーナ（10牝 ジャングルポケット）１勝
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
ウスベニノキミ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，西海賞２着，日田特別２着，四

国新聞杯３着

３代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着

セラミックガール（10牝 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ
タイソウ（18牡 モーリス）�２勝，プリンシパルＳ‐L ３着，メルボルンＴ

ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，葉
山特別，カーネーションＣ，etc.

エクセレントミスズ（13牡 ナカヤマフェスタ）�３勝，兵庫特別，積丹特別，
メルボルンＴ２着，etc.

ホッテストチケット（04牝 ＊ゼンノエルシド）１勝
マウイノカオイ（10牡 キングカメハメハ）２勝，知床特別，八雲特別２着，境

港特別３着，etc.
ハーマジェスティ（05牝 ＊ラムタラ）３勝，蔵王特別，西部スポニチ賞３着，天竜川

特別３着，etc.
ボードウォーク（15牝 オルフェーヴル）３勝，津軽海峡特別，釜山Ｓ２着，夏

至Ｓ３着
スマートリバティー（08牡 ステイゴールド）４勝，小牧特別，積丹特別，ムーンラ

イトＨ２着，etc.，障害２勝
アロンザモナ（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ‐OP

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

アーリントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

�・芦 ５／ ４

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaプリンセス ステイゴールド

��
��
�ソリッドプラチナム黒鹿 2014 リザーブシート

＊インヴァイト 2f
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：

491 プリンセス２０２０



母 ブルーデライト（06栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ブルーオラーリオ（14牡青鹿 ＊パイロ）���８勝
スモールキングダム（15牡栗 ローズキングダム）�１勝
ギンザロッソ（17�鹿 ＊モンテロッソ）���３勝

２代母 ＊ニアーザゴールド（91 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
ロードプラチナム（96牡 ＊トニービン）５勝，函館記念‐Jpn3，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２

着，産経大阪杯‐Jpn2 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，サンシャインＳ，etc.
ゴールドヘイロー（97牡 ＊サンデーサイレンス）��５勝，種牡馬
モエレゴールド（01牝 ＊サンデーサイレンス）出走

モエレマリーア（09牝 Scat Daddy）１勝，閃光特別３着
マサノマリリン（11牝 キングカメハメハ）１勝，雄国沼特別３着
モエレコネクター（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，

���２勝
モエレニアネス（05牝 ＊マジックマイルズ）�３勝�入着�
モエレモンスター（07牡 フジキセキ）��５勝

３代母 ＊ニヤー（85 USA栗 Northern Dancer）USA３勝
ゼンノキャスパー（97牡 Cox's Ridge）３勝，瀬戸特別３着，筑前特別３着
ウインディアナ（00牝 ＊サンダーガルチ）�１勝
ゼンノスサノヲ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，わらび賞２着

アルクトゥルス（03牝 アドマイヤベガ）�２勝�，のじぎく賞３着
チキウミサキ（09牝 メイショウボーラー）２勝，立川特別２着

４代母 ファー Far（79 USA鹿 Forli）USA４勝，June Darling S３着
［子］ ヨンダー Yonder（87 牡 Seattle Slew）USA４勝，ジャージーダービー

‐G2，レムゼンＳ‐G2，World Appeal S，etc.，種牡馬
アゴー Ago（92牡 Danzig）USA５勝，Jefferson C‐L，Tri‐State
H‐L ３着，種牡馬

［孫］ ワキノエクセル（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，灘Ｓ，江戸川特別，
唐津特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

�・鹿 ３／２０

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラブルーデライト
＊ Seeking the Gold

��
��
�ニアーザゴールド栗 2006 ＊ニヤー

1s
Northern Dancer S4×M4 Forli S5×M5

価格： 購買者：

492 ブルーデライト２０２０



母 ブルーブルチャンネ（06栗 ステイゴールド）�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（９）〕
ミスノブタ（11牝栗 コパノフウジン）�１勝��４勝�，若鮎賞（芝 1600）２着
シゲルドーベルマン（14牡栗 エイシンデピュティ）�１勝
ミイダッシュ（15牝鹿 ＊バトルプラン）��１勝
ダルバート（16牝栗 ストロングリターン）��１勝�入着
アメツチカミ（17牡鹿 パドトロワ）��出走�１勝��入着５回
タイセイコマンド（18牡鹿 ＊バトルプラン）�１勝
ハナサクモリノミチ（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）���入着

２代母 タガノニューソング（97鹿 ＊デインヒル）２勝，犬山特別
コスモカンタービレ（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝，燧ヶ岳特別，栗子特別，犬吠

埼特別２着，芦ノ湖特別３着，支笏湖特別３着，etc.

３代母 ヤギリハッピー（89黒鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝

４代母 ニツシヨウカオリ（76黒鹿 アローエクスプレス）不出走
［子］ ニッショウアトム（87牡 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，勝浦特別，�４勝
［孫］ コスモトップオー（88牡 ＊マナード）２勝，��２勝，戸塚記念２着

５代母 シヨウロン（67黒鹿 ＊パーソロン）１勝
［孫］ タガジョーリュウ（93牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，不知火特別，湯川特別，

石和特別２着，etc.
タガジョーアレス（89牡 ＊スリルシヨー）２勝，二王子特別，朝日岳特別
２着，セレブレイションＣ２着，etc.

スーパードラゴン（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，相馬特別，若鮎賞
２着，月岡特別３着，etc.

タガジョージップ（96牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，桐花賞，若鮎賞３着
タガジョーバード（88牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，浄土平特別
エステイオー（86牡 メジロテイターン）�１勝�９勝��，栄城賞
タガジョーウルフ（99牡 ネーハイシーザー）３勝，はなのき賞２着，有田
特別３着

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

�・鹿 ３／ １
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュブルーブルチャンネ ＊デインヒル

��
��
�タガノニューソング栗 2006 ヤギリハッピー

＊ダルモーガン 12g
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：

493 ブルーブルチャンネ２０２０



母 ラブリーアイ（11鹿 ダイワメジャー）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
モリトシュン（16牡青鹿 ＊モンテロッソ）��３勝

２代母 ＊ファイナルキス（96 USA鹿 Danzig）１勝，フローラＳ‐OP ２着，りんどう
賞３着，�１勝
ファイナルレザルト（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，��２勝
キストゥクラウン（06牝 ＊クロフネ）１勝
コウギョウネルソン（15牡 ＊ヨハネスブルグ）��７勝��

３代母 ＊クラシッククラウン（85 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，ラフィアンＨ‐G1 ２着，テストＳ
‐G1 ３着，etc.

＊レディダンズ（91牝 Danzig）USA１勝
＊エーシンエフダンズ（04牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ‐G3 ２着，船橋Ｓ，

江差特別，etc.，�１勝�２勝	１勝
入着６回�
＊エーシンジーライン（05牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典‐G3，朝日Ｃｈ

Ｃ‐G3 ２着，etc.，障害３勝，�入着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，種牡馬
＊ルールオブライト（95牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着
クラウンピース（97牝 Seattle Slew）１勝

クラウンプリンセス（04牝 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ‐L，
米子Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ３着，etc.

リーチザクラウン（06牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ‐G2，きさ
らぎ賞‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

４代母 シックスクラウンズ Six Crowns（76 USA栗 Secretariat）USA５勝，Me
adowQueen S，レイディーズＨ‐G1 ３着，Miss Liberty H２着，Queen
Charlotte H２着，Athenia H３着，etc.
［子］ チーフズクラウン Chief's Crown（82牡 Danzig）USA12 勝，ＢＣジュヴ

ェナイル‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フラミンゴＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ シルクフェニックス（93牝 ＊アジュディケーティング）３勝，��２勝，

エンプレス杯‐Jpn2（２回），クイーン賞‐Jpn3 ２着，スパーキング
ＬＣ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

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グレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラブリーアイ
＊ Danzig

��
��
�ファイナルキス鹿 2011 ＊クラシッククラウン

23b
サンデーサイレンス S3×M3 Danzig M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：

494 ラブリーアイ２０２０



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－３（７）〕
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）�地方未出走

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 �0146-45-0189
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 �0146-45-0189

�・栗 ３／１６
＊ 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

＊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
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：

495 ヘヴンリーカラーズ２０２０



母 ベルゲン（13黒鹿 ヴァーミリアン）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ホウオウベルタ（17牡鹿 トランセンド）��３勝�１勝
ハタノシーム（18牝鹿 ホッコータルマエ）��入着２回

２代母 ファストフレンド（94栗 アイネスフウジン）７勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，��
７勝�１勝�，東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，東海菊花賞‐Jpn2，エンプレ
ス杯‐Jpn2（２回），etc.
ルックアミリオン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝
テーオートマホーク（10牡 アドマイヤムーン）２勝，平ヶ岳特別３着
ダイヤモンドハイ（11牝 アドマイヤムーン）３勝
メイショウササユリ（14牝 スズカマンボ）�４勝，福島放送賞，伊勢Ｓ２着，

三条Ｓ２着，アレキサンドライトＳ２着，招福Ｓ３着，etc.
ポートナイトサイト（15牝 ダノンシャンティ）�３勝，有田特別，驀進特別２着
テーオーターゲット（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，コーラルＳ‐L ３着，

アハルテケＳ‐OP ２着，ポラリスＳ‐OP ３着，貴船Ｓ，�３勝
コメンテーター（04牡 ＊クロフネ）１勝
フォーティファイド（05牡 ＊フォーティナイナー）４勝，��４勝，金盃，大井記念，

金盃２着，金盃３着，勝島王冠３着
ドラゴンメッシュ（07牡 ＊クロフネ）�１勝
ファストメモリー（09牝 ゴールドアリュール）��３勝
ディグニファイド（12	 ネオユニヴァース）３勝，天草特別
アレッタ（17牝 トランセンド）���４勝

３代母 ザラストワード（87鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，銀嶺Ｓ‐OP ３着，麒麟山特
別，東雲賞，阿武隈Ｓ２着，春風Ｓ２着，etc.
パープルコート（95牝 ＊アレミロード）１勝，出雲崎特別３着

カツラダンスオー（00牡 ダンスインザダーク）１勝，白鷺特別２着
エクセシヴワード（97牡 ＊ジェイドロバリー）７勝，マリーンＳ‐L，灘Ｓ，節分賞，etc.

４代母 グロリアウエーブ（78黒鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝
［孫］ アマノサクシード（01牡 ＊トワイニング）３勝，祇園特別，あやめ賞，八

幡特別３着

販売申込者・所有者： 中前牧場＝日高町豊郷 �090-7646-8416
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

�・鹿 ２／２５

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディベルゲン アイネスフウジン

��
��
�ファストフレンド黒鹿 2013 ザラストワード

＊ブルーウエーブ 2b
Deputy Minister S4×S5 ノーザンテーストM4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：

496 ベルゲン２０２０



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
ボルジアバトル（19牡黒鹿 ＊バトルプラン）��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

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

�・鹿 ３／１６
＊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

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 Mr. Prospector S4×M4
Lyphard S5×S5
価格： 購買者：

497 ボルジアクイーン２０２０



母 マツリダワルツ（04栗 ＊チーフベアハート）�７勝，ひまわり賞（Ｄ1900），ビュ
ーチフル・ドリーマーＣ（Ｄ1900）２着，不来方賞（Ｄ2000）２着，岩手ダービーダ
イヤモンドＣ（Ｄ2000）２着，日高賞（Ｄ1600）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－４（７）〕
マツリダノブ（11牡鹿 マツリダゴッホ）�４勝
ビップヘラクレス（12牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着，��１勝
ロードクエスト（13牡鹿 マツリダゴッホ）４勝，スワンＳ‐G2，京成杯オータムＨ

‐G3，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，ホープフルＳ‐G2 ２着，
スプリングＳ‐G2 ３着，パラダイスＳ‐L（芝 1400）２着，カーバンクルＳ‐OP
（芝 1200）３着，���出走�１勝，せきれい賞（芝 2400）

ヴァルツァー（14牝栗 ジャングルポケット）１勝
ロードトレジャー（15牡鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
スティルネス（16牝鹿 ゴールドヘイロー）１勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ３着
ウィスク（18牝黒鹿 マツリダゴッホ）��１勝
クランプ（19牝鹿 マツリダゴッホ）�入着

２代母 ユキノワルツ（93鹿 ＊リアルシヤダイ）��５勝
フェルマータ（99牝 ＊テンビー）１勝，コスモス賞‐OP ３着
ヨシキンハマユリ（00牝 トウカイテイオー）�１勝
アイシャルレガシー（01牡 ＊トワイニング）１勝

３代母 ダイナクレアー（83黒鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
ゲンパチミラクル（99牡 ＊ウォーニング）３勝，喜多方特別，知多特別，清洲特別２

着，etc.

４代母 ＊クレアーブリツジ（67 USA鹿 Quadrangle）USA入着４回
［孫］ サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣ

Ｃ‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

［曾孫］ サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記
念‐G3，鳴尾記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲様似堀牧場＝様似町緑町 �0146-36-3037
生 産 牧 場： ㈲様似堀牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

�・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartマツリダワルツ ＊リアルシヤダイ

��
��
�ユキノワルツ栗 2004 ダイナクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Hail to Reason S5×M5 In Reality S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：

498 マツリダワルツ２０２０



母 ＊マンチャ（06 USA鹿 ＊キングズベスト）�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
アッコルド（14牡鹿 トランセンド）��１勝�５勝�
ワールドヒーロー（18牡鹿 ワールドエース）��出走
スキヤキ（19牡鹿 パドトロワ）���入着

２代母 ＊テスラー（99 IRE 鹿 Fayruz）IRE 出走
テルタイムTelltime（04牝 Danetime）GB２勝
チュウワストライク（09牡 Smart Strike）１勝
ベストブレーン（10牡 ダイワメジャー）入着２回，�２勝�１勝
フジヤマテスラ（11牝 ゼンノロブロイ）	２勝
ワショウ（17牡 ＊キングズベスト）��５勝
ライヴマカロン（18牡 ＊マクフィ）���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
キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル

Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬
レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ

ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞
ネオイリュージョン（06牝 ネオユニヴァース）出走

エアワイバーン（13
 ＊ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L

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 �01456-2-5157

牡・栗 ５／２１

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaマンチャ
＊ Fayruz

��
��
�テスラー鹿USA 2006 ＊マンファス

22d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：

499 マンチャ２０２０



母 ミヤビセラヴィ（16鹿 ＊アルデバランⅡ）��入着２回
初仔

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）���７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

牡・栗 ５／１６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ 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
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：

500 ミヤビセラヴィ２０２０



母 メモリーフェスタ（08黒鹿 ＊キャプテンスティーヴ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
メモリーミリオン（13牡黒鹿 ヴァーミリアン）�３勝，ゴールドジュニア
（Ｄ1600）２着

メモリーメンヒル（15牡黒鹿 フリオーソ）���１勝・７勝
メモリージェミニ（19牝栗 スズカコーズウェイ）�地方未出走

２代母 メモリーキセキ（03鹿 フジキセキ）不出走
メモリーゴッド（14牡 ＊ファルブラヴ）��１勝
メモリーメガトン（15牡 アジュディミツオー）��10 勝
メモリーエルフ（18牝 キングヘイロー）�２勝
メモリーシルエット（19牝 タイムパラドックス）��１勝

３代母 メモリーベリフア（94鹿 ＊ベリフア）不出走
メモリーエスピオン（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝，障害１勝

４代母 ＊バラワキ（85 USA栗 Miswaki）FR３勝，ロベールパパン賞‐G2，P. Soya
‐L，モルニー賞‐G1 ３着
［子］ メモリージャスパー（91牝 ＊イルドブルボン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別

‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
メモリーキアヌ（00牝 ＊トニービン）３勝，愛知杯‐Jpn3，スイートピー
Ｓ‐L，福島牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

メモリージュエル（95牝 ＊アーミジャー）１勝，サフラン賞３着
［孫］ メモリーシャルマン（09牝 ＊アジュディケーティング）４勝，和布刈特別

２着，観月橋Ｓ３着，舞鶴特別３着
アイオシルケン（12牡 ＊ヴリル）１勝，鳥栖特別３着，国東特別３着，�７勝

５代母 バラフナ Balakhna（79 FR黒鹿 Tyrant）FR３勝，グロシェーヌ賞‐G3 ３着
［孫］ ユトマジュールUt Majeur（03 牡 Brahms）FR・QAT７勝，G.P. du S

ud‐Ouest‐L ３着
［曾孫］ ランナーブル Runner Bull（14 牡 Victory Gallop）�TUR９勝，Adn

anMenderes S‐L，Topkapi Trophy‐L，Cevre ve Sehircilik B
akanligi S‐L，etc.

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

�・黒鹿 ４／２６

＊

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

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteメモリーフェスタ フジキセキ

��
��
�メモリーキセキ黒鹿 2008 メモリーベリフア

＊バラワキ 16
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：

501 メモリーフェスタ２０２０



母 モスコーオペラ（10黒鹿 ハーツクライ）�20 勝�，黒潮菊花賞（Ｄ1900）２着，建
依別賞（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
シタゴコロ（19牡黒鹿 イスラボニータ）�出走

２代母 ＊モスコーバーニング（00 USA鹿 Moscow Ballet）USA11 勝，シープスヘッドベ
イＨ‐G2，Pro Or Con H‐R，Sunshine Millions Filly &Mare Turf S‐R，Cali
fornia Cup Distance H‐R（２回），Fran's Valentine S‐R，etc.
バーニングジール（09牡 ハーツクライ）入着４回，�２勝�入着５回
サウンドバーニング（12牡 ハーツクライ）�４勝，洞爺湖特別，蓬莱峡特別２着，

近江特別２着，高山特別２着，ムーンライトＨ３着，etc.
バーニングヒーロー（13牡 ダイワメジャー）�６勝
ゴールドパドル（15牡 ダイワメジャー）��１勝��

３代母 バーニングディザイア Burning Desire（91 USA鹿 Mr. Leader）USA６勝，
Black Swan S‐L，Woodside S‐L ３着
ティズアファイア Tiz Afire（01� Cee's Tizzy）USA８勝，Ferdinand H‐L

２着

４代母 クレームパフェCreme Parfait（80 USA黒鹿 Bold Bidder）不出走
［孫］ ヴロニラパフェ Vronilla Parfait（13 牝 Vronsky）�USA８勝，Bear F

an S‐R ２着，California Governor's Cup H３着
［曾孫］ ディンカーズプライドDinkers Pride（00 牝 Yeti）USA９勝，Emeral

d Necklace S‐R ２着，Glacial Princess S‐R ２着，Tougalo
o S‐R ３着

５代母 オフィスクイーンOffice Queen（67 USA黒鹿 Fair Ruler）USA16 勝，マザ
ーグースＳ，コティリオンＨ，ベッドオーロージズＨ，ベッツィーロスＨ，ブラッ
クアイドスーザンＳ，etc.
［孫］ カルヴァリーチャージ Calvary Charge（83牡 Light Cavalry）USA８

勝，Happy New Year H‐LR，Super Moment H‐L，Fresno
Harvest H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

牡・黒鹿 ３／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスモスコーオペラ
＊ Moscow Ballet

��
��
�モスコーバーニング黒鹿 2010 Burning Desire

3i
サンデーサイレンスM3×S4 トニービン S4×M4 Nijinsky M4×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：

502 モスコーオペラ２０２０



母 リュシオル（06鹿 ＊クロフネ）３勝，鎌ケ谷特別（芝 1800）２着，皆生特別
（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
マテンロウオスカー（14牡栗 ステイゴールド）�２勝
アドマイヤツルギ（15�栗 オルフェーヴル）��６勝
ミッキーパンチ（17牡栗 スクリーンヒーロー）�１勝，南相馬特別（芝 2000）２着

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

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

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

冬特別２着，山中湖特別２着，etc.
セヴンスバード（99牡 ＊トニービン）３勝，浄土平特別２着
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞‐G3，

北九州記念‐Jpn3，栗東Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ２着，etc.，優短距
アマルフィターナ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，豊橋特別２着
ガゼボ（15牡 ダイワメジャー）�４勝，洛陽Ｓ‐L ２着，２０２０ファイナルＳ，祇

園特別，彦根Ｓ２着，心斎橋Ｓ２着，etc.
スクワドロン（10牡 ＊クロフネ）２勝，�４勝���，黒潮スプリンターズＣ

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

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

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

�・鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューリュシオル
＊ Nureyev

��
��
�ホワットケイティーディド鹿 2006 Katies

7f
Hold Your Peace S4×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：

503 リュシオル２０２０



母 ラブステイシー（12黒鹿 ステイゴールド）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊コンシステンシー（99 IRE 黒鹿 Polar Falcon）不出走
スワン（05牝 High Chaparral）３勝，鷹ケ峰特別，こでまり賞，仲秋特別３着

エイシンデネブ（15牝 ロードカナロア）４勝，オパールＳ‐L ２着，佐世保Ｓ，
由布院特別

３代母 インパーペテュアティ In Perpetuity（82 IRE 鹿 Great Nephew）GB２勝
バイディセントBy Descent（87 牝 Linkage）USA４勝

ロイヤルディセント Royal Descent（03 牝 Bishop Northcraft）USA２勝，
Pearl Necklace S‐R

バロンフェルディナンド Baron Ferdinand（90� ＊ファーディナンド）GB・FR・
GER５勝，スコテイッシュクラシック‐G3，Goodwood Festival S‐L，ラ
クープ‐G3 ２着，etc.

バウストリートBow Street（94 牝 RainbowQuest）不出走
イクセルサExcelsa（02 牝 Red Ransom）SAF２勝
ヨーロピアナ Europeana（18牝 Gimmethegreenlight）�SAF１勝，E
ast Cape Fillies Nursery‐L ３着

サティンシルヴァー Satin Silver（07 牝 ＊コマンズ）SAF２勝，Sun Classiqu
e H‐L ２着

ラヴエヴァーラスティング Love Everlasting（98 牝 Pursuit of Love）GB６勝，プ
リンセスロイヤルＳ‐G3，Chalice S‐L（２回），Harvest S‐L，etc.
アクエインテド Acquainted（07牝 Shamardal）GB１勝，Cheshire Oaks

‐L ２着
フルリオン Furrion（15� Camelot）�AUS７勝，WRCWarrnamboo
l C‐L，ＭＲＣイースターＣ‐G3 ２着，VRCWinter Championship
‐L ２着，etc.

ペニーローズPenny Rose（10牝 Danehill Dancer）GB２勝
スイートプロミス Sweet Promise（16 牝 Intello）�GB・FR２勝，P. d
e Liancourt‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

�・青 ４／１５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュラブステイシー
＊ Polar Falcon

��
��
�コンシステンシー黒鹿 2012 In Perpetuity

1l
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテースト S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：
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母 リアクションレート（07鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着，フロー
ラルＣ（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（12）〕
ハイテルカイト（14牡鹿 カネヒキリ）���６勝，勝島王冠（Ｄ1800）３着
ニコルハイウェイ（15牡鹿 ブラックタイド）１勝，ひまわり賞‐OP（芝 1200）３着，

��入着
ボルドープリュネ（17牝鹿 ワールドエース）��入着�６勝�，クイーンＣ
（Ｄ1600），ライデンリーダー記念（Ｄ1600）３着

ササキンローズ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）���入着

２代母 ＊カタリスト（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
＊ウェルシュステラ（99牝 Zafonic）３勝，大森浜特別，昇仙峡特別２着，トウカイテ

イオーメモリアル２着，東雲賞２着，臥牛山特別２着，etc.
ステラリード（07牝 スペシャルウィーク）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3
ゴッドフロアー（10牝 ハーツクライ）３勝，阿寒湖特別，富良野特別
レトロクラシック（12牝 ディープインパクト）３勝，カーネーションＣ

ヒカルドウキセイ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，トウカイテイオーメモリアル，
江の島特別３着，早春賞３着，精進湖特別３着
ショウナンラーゼン（15牡 キングカメハメハ）１勝，出雲崎特別，栗子特別２

着，�１勝
アドマイヤコング（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，エリカ賞２着
ハッピーラン（04牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
クオリティタイム（06� ＊トワイニング）１勝

３代母 ウェルシュラヴWelsh Love（86 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）IRE１勝，Dia
mond S‐L ２着
イフティラム Ihtiram（92牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB・AUS・UAE９勝，St

eventon S‐L，Heron S‐L ２着，Gala S‐L ３着，種牡馬
セカンドエンパイア Second Empire（95 牡 Fairy King）GB・FR・IRE・USA４勝，

仏グランクリテリヨム‐G1，デズモンドＳ‐G3，シェーヌ賞‐G3，etc.，種牡馬
アジュヒバ Ajhiba（96牝 Barathea）GB２勝，Upavon Fillies S‐L
バレストリニ Balestrini（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA２勝，バリーサ

ックスＳ‐G3，ベイメドーズＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2562
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

牡・鹿 ５／ ２
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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceリアクションレート
＊ Sadler's Wells

��
��
�カタリスト鹿 2007 Welsh Love

2f
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5
Special S5×M5
価格： 購買者：
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母 レッドクリフ（09栗 ＊タップダンスシチー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ヴィーヴォ（17牡栗 キングヘイロー）��２勝�１勝
アプリ（18牝栗 キングヘイロー）��１勝��
ハマショー（19牝栗 キングヘイロー）�地方未出走

２代母 エンジェルファタル（00栗 ＊フォーティナイナー）入着
スモールキング（08牡 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記念３着
ベルガド（15牡 スズカフェニックス）１勝，若菜賞２着，�１勝
ノースキング（18牡 キングヘイロー）���１勝

３代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，ニューイ

ヤーＣ２着，ゴールドジュニアー
シゲノタイトル（92牝 ニチドウアラシ）�５勝

アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，
栄冠賞

アサティスジョオー（02牝 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタ
ン賞２着

マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，マイラ
ーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，飯坂特別，
�１勝	

ダンシングホーク（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，ＴＶ埼玉杯３着

４代母 ヤマノセーハ（80栗 ＊ダンデイルート）２勝

５代母 ＊トリーソング（61 GB青 Buisson Ardent）不出走
［曾孫］ トシザブイ（96牡 ＊ヴィジョン）６勝，目黒記念‐Jpn2（２回），ダイヤモ

ンドＳ‐Jpn3 ３着（２回），万葉Ｓ‐OP，etc.
インターシュプール（89
 ＊ワツスルタツチ）５勝，新潟記念‐Jpn3，北九州
記念‐Jpn3 ３着，ＢＳＮオープン‐OP ３着，etc.，��入着���

販売申込者・所有者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605
生 産 牧 場： ㈲サンコウ牧場
飼 養 者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605

�・栗 ４／２２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceレッドクリフ ＊フォーティナイナー

��
��
�エンジェルファタル栗 2009 サクセスウーマン

＊トリーソング 9h
Mr. Prospector M4×S5×S5 Stage Door Johnny S5×M5

価格： 購買者：
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母 ロッタ（04鹿 ＊ティンバーカントリー）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（33）〕
カッサイ（11牡鹿 スクリーンヒーロー）１勝，��１勝・17勝��入着３回���，

建依別賞（Ｄ1400），黒潮スプリンターズＣ（Ｄ1300），珊瑚冠賞（Ｄ1900）２
着，園田ＦＣスプリント（Ｄ0820）２着（２回），だるま夕日賞（Ｄ1600）２着，
黒潮マイルＣｈＳ（Ｄ1600）２着，建依別賞（Ｄ1400）２着，トレノ賞（Ｄ1300）
２着，トレノ賞（Ｄ1300）３着，福永洋一記念（Ｄ1600）３着，etc.

ムゲット（12牝黒鹿 ＊ホワイトマズル）�５勝�１勝�２勝��
ウインイノベーター（15牡鹿 ナカヤマフェスタ）１勝
タイニークイーン（16牝栗 タイムパラドックス）	��３勝
タイニーキング（17牡栗 アンライバルド）	��入着�４勝�
ザヴォーグ（19牡栗 ネオユニヴァース）	出走

２代母 タイランツフェイム（93鹿 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，織姫賞２着
ミススズラン（01牝 バブルガムフェロー）�11 勝
マイネルアラバンサ（03牡 スペシャルウィーク）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，毎日杯

‐Jpn3 ３着，すみれＳ‐OP ２着，弥彦特別，�７勝�１勝，マーチＣ，etc.
シーキングフェイム（07牝 ダンスインザダーク）３勝，忘れな草賞‐OP ３着，壇之

浦特別，遊楽部特別，八雲特別２着，日田特別２着，etc.
オギノシュタイン（08牝 ディープインパクト）�２勝��入着２回�

シンボ（17牡 ＊ベーカバド）	１勝，横津岳特別，
１勝�１勝�，北海優駿２
着，金杯，寒菊賞２着，知床賞２着，etc.

タイセイローマン（09牡 アドマイヤドン）２勝，ホープフルＪＳ２着，�１勝
��

３代母 フロリンダ（87鹿 ミスターシービー）１勝
ゴールドバニー（96牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別

マルモリバニー（10牝 ダンスインザダーク）��入着
セイウンヴィーナス（17牝 カレンブラックヒル）	３勝，クイーンＣ‐G3
３着，八丈島特別２着，カーネーションＣ２着，etc.

４代母 フジタカレデイ（78芦 ＊バーバー）入着
［子］ マツクスビユーテイ（84牝 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，オークス

‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

牡・黒鹿 ５／２１
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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenロッタ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�タイランツフェイム鹿 2004 フロリンダ

＊タイランツクヰーン 14f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：

507 ロッタ２０２０



母 ワイルドテイル（14青鹿 ＊ケイムホーム）�１勝��１勝
初仔

２代母 オーマイクリス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
シナノパワー（17牡 トゥザグローリー）���３勝
マイヴァルキリー（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）��４勝

３代母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３着，

寿Ｓ，etc.

４代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
［子］ ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，

燕特別２着，etc.
ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特
別２着，南武特別３着，etc.

ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

［孫］ アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，
クイーンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，etc.

トーセンアルニカ（10牝 メイショウサムソン）５勝，エリザベス女王杯
‐G1 ４着，迎春Ｓ，いわき特別，etc.

ジェシー（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，西宮Ｓ，千里山特別，湯川特
別，etc.

ゼアブラヴ（14牡 ＊ファルブラヴ）１勝，万両賞３着，��２勝

５代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �0146-28-1629
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

牡・鹿 ３／ ８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayワイルドテイル ＊シンボリクリスエス

��
��
�オーマイクリス青鹿 2014 オーバルカット

＊パロクサイド 8f
Mr. Prospector M4×S5 Secretariat S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：

508 ワイルドテイル２０２０
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