
母 ナカヤマジェンヌ（11鹿 ステイゴールド）�入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
マウコピリカ（16牝栗 ＊タイキシャトル）��１勝
カモントゥミー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝，���出走

２代母 ＊レビューナカヤマ（98 USA鹿 Mountain Cat）１勝
ナカヤマパラダイス（03牡 ＊パラダイスクリーク）４勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，アイ

ビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２着，オーシャンＳ‐Jpn3 ３着，駿風Ｓ，etc.，
�入着���，オッズパークＧＰ３着

ナカヤマスウェプト（06牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ナカヤママニッシュ（07牝 ＊トワイニング）１勝

３代母 オーシャンブリーズOcean Breeze（82 USA栗 Blade）USA８勝，Dahli
a H‐R，Farmington S，Caroling S‐R ３着

＊エイシンコンカード（93牡 Cozzene）４勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，中京
記念‐Jpn3 ３着，バレンタインＳ‐OP ２着，etc.

キラーイメジ Killer Image（95� Sultry Song）USA２勝，シネマＨ‐G3 ２着
ドスマルガリータスDos Margaritas（96 牝 Pine Bluff）不出走

イーストレイクアヴェニュー Eastlake Avenue（04牝 Globalize）USA４勝，
California Oaks‐L，BayMeadows Breeders' Cup Oaks‐L ３着，
Pacific Heights S‐R ３着

サルトリーサル Sultry Sal（00 牝 Sultry Song）USA３勝
ビッテルロード Bittel Road（06牡 Stormy Atlantic）USA４勝，バーボンＳ‐G3，

With Anticipation S‐L，Monarch's Maze S，etc.，種牡馬
トップノッチレイディ Top Notch Lady（03牝 Sultry Song）USA・CAN５勝，

ブルボネットＳ‐G3，Glorious Song S‐L，マザリーンＳ‐G3 ２着，etc.
カーリートップ Curly Top（10� Curlin）USA３勝，Pomona Derby３着
キャンディシュガーレイディ Candy Sugar Lady（12牝 Candy Ride）PAN1

5勝，P. Oscar y Manuel Grimaldo‐L（２回），P. Dia de la Madre‐L
（３回），Queen's Cup‐L，etc.

エイスルージーブリーズAthruz Breeze（04牝 Alphabet Soup）不出走
イヴェッタ Ivetta（11 牝 Eddington）PER６勝，P. Frau Astrid‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲北洋牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2356
生 産 牧 場： ㈲北洋牧場
飼 養 者： ＣＲステーブル＝新ひだか町静内目名 �080-6623-6397

1 ナカヤマジェンヌ２０２１ �・黒鹿 ２／１８
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュナカヤマジェンヌ
＊ Mountain Cat

��
��
�レビューナカヤマ鹿 2011 Ocean Breeze

3e
５代までにクロスなし

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：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（22）〕
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）���４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）��３勝�入着３回
エイレーネ（19牝鹿 ロゴタイプ）��３勝
フエルテテソーロ（20牝鹿 ファインニードル）�未出走

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）�FR６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

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

2 ナドー２０２１ 牡・芦 ３／２２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

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 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：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），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，��出走�２勝�入着

２回�，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）�３勝，明石特別（芝 2000），山藤賞
（芝 2000），府中Ｓ（芝 2000）３着

ベッラフロー（20牝鹿 ビッグアーサー）�入着２回

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

3 ナリタカサブランカ２０２１ 牡・鹿 ４／１０

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�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
Mill Reef M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナリタシリカ（06黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）３勝，豊明特別（芝 1800）２着，
北大路特別（芝 1800）３着，久多特別（芝 1400）３着，遊楽部特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ノーブルアイランド（18牡青鹿 ラブリーデイ）��３勝
ファーストマン（19牡栗 コパノリッキー）出走，�地方未出走

２代母 オースミリンド（96栗 Woodman）４勝，菖蒲Ｓ‐OP ２着，ホンコンＪＴ
‐OP ２着，欅Ｓ，大原Ｓ２着
ナリタジューン（03牝 フジキセキ）４勝，山科特別，河原町Ｓ２着，初夢Ｓ３着，

アクアラインＳ３着
ナリタパイレーツ（10牡 ジャングルポケット）２勝，すみれＳ‐OP

ナリタチャレンジ（04牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，�２勝���，大高坂賞３
着，福山大賞典３着

ナリタスプリング（07牡 フジキセキ）５勝，マーガレットＳ‐L ３着，昇竜Ｓ‐OP
３着，桶狭間Ｓ，プラタナス賞，etc.，�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

ナリタスカイ（09牝 ディープインパクト）２勝，英彦山特別３着
ナリタエール（18牝 ロードカナロア）�１勝，萌黄賞３着

ナリタロック（10牡 アグネスタキオン）２勝
オースミハナチャン（13牝 ハーツクライ）１勝
ナリタウルフ（17牡 ＊キンシャサノキセキ）入着，��５勝
ナリタフォルテ（18牡 ベルシャザール）�３勝，赤穂特別

３代母 ＊ダンシングアウンティー（90 USA鹿 Nureyev）USA入着
バイラリーナ（97牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，スイートピーＳ‐OP，ターコイズ

Ｓ‐OP ２着，ディセンバーＳ‐OP ３着，etc.
コンラッド（02牡 ダンスインザダーク）４勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，ダイヤモンドＳ

‐Jpn3 ２着，迎春Ｓ，etc.
パスピエ（06牝 ＊タイキシャトル）１勝，秋吉台特別３着

４代母 アーントキャロルAunt Carol（78 USA黒鹿 Big Spruce）USA出走
［子］ ノスタルジアズスターNostalgia's Star（82 牡 Nostalgia）USA９勝，チ

ャールズＨストラブＳ‐G1，ギャラントフォックスＨ‐G2，ホーソン
ゴールドＣ‐G2，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

4 ナリタシリカ２０２１ 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousナリタシリカ Woodman

��
��
�オースミリンド黒鹿 2006 ＊ダンシングアウンティー

5i
Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Raise a Native M5×M5
価格： 購買者：



母 ニュールック（16芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝�入着３回�，飛燕賞
（Ｄ1400），カペラ賞（Ｄ1800），ロータスクラウン賞（Ｄ2000）３着
初仔

２代母 ツインダイヤ（06栗 ゴールドアリュール）障害１勝，�３勝��２勝
コンジキノボス（15牡 ＊アメリカンボス）���４勝
ビービーレガロ（17� シビルウォー）�１勝

３代母 ハリスンマリー（90鹿 ダイナガリバー）１勝
シュイベモア（98牡 ミホノブルボン）��８勝�２勝，報知オールスターＣ２着，

種牡馬
エフェクト（02牡 ＊チーフベアハート）�10 勝	入着
マケマケ（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��５勝
３勝

４代母 レインボーホープ（84栗 ＊ホープフリーオン）３勝
［子］ テンザンカブト（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，白菊賞３着

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

賞‐Jpn1 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
［孫］ トーホウエンペラー（96牡 ＊ブライアンズタイム）入着，�17 勝��１勝�１

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

レインボーリバティ（97� ＊リンドシェーバー）��６勝，ゴールドＣ
ストロングレオン（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，大島特別，三条特別
テイエムファイター（90牡 アンバーシヤダイ）３勝，松川浦特別，恵庭岳
特別２着，宗谷特別３着，etc.

リュウベンセル（91牡 アンバーシヤダイ）�15 勝，鳥海大賞典２着
タイアップレディ（98牝 ベストタイアップ）３勝�，金の鞍賞３着

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

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

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

5 ニュールック２０２１ 牡・芦 ４／２２
＊ 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceニュールック ゴールドアリュール

��
��
�ツインダイヤ芦 2016 ハリスンマリー

＊プロポンチス 4d
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ノアウイニング（06鹿 ＊クリプティックラスカル）２勝，紅梅Ｓ‐OP（芝 1400）３
着，かささぎ賞（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
アーマーバローズ（17牡鹿 カレンブラックヒル）�３勝
キョウエイカーク（19牡芦 ＊ダンカーク）��１勝

２代母 カチウマキャシー（92栗 ＊ストームオンザルース）４勝，オホーツクＨ，オホ
ーツクＨ３着
マイティジェマナイ（98牡 ＊アーミジャー）１勝
ウィンワーシップ（99牝 ＊マイニング）３勝，�３勝

マリカ（11牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，おおぞら特別，��１勝，アフター５
スター賞３着
コパノミッキー（19牡 コパノリッキー）�３勝�１勝��入着，ゴールド
ジュニア２着

フローリッシュ（01牝 ＊トワイニング）１勝，麒麟山特別２着，猪苗代特別２着，�
１勝��２勝

ヒビキウィン（04牝 ＊エブロス）入着，�１勝��２勝�１勝�，東京２歳優駿牝馬
２着，しらさぎ賞３着，ローレル賞３着
タイセイラナキラ（13牝 カネヒキリ）３勝，鶴ヶ城特別３着，��３勝，しら

さぎ賞
ヒビキライト（08牝 フサイチコンコルド）�４勝
ジンナムジャ（11牡 アッミラーレ）��３勝

３代母 ＊レイディアック（83 USA鹿 Ack Ack）USA３勝，Orange County Matron
S‐R，Bangles and Beads S３着
レイディシンザン（91牝 ミホシンザン）１勝，ひめさゆり賞３着

４代母 アサージェントAssurgent（78 USA栗 Damascus）USA１勝
［子］ タッチオヴラヴ Touch of Love（90牝 Alydar）USA６勝，Broadwa

y H‐R，Bouwerie S‐R，テンプテドＳ‐G3 ３着，etc.
［孫］ アリジグ Alyzig（97 牡 Danzig）FR・USA３勝，Exceller H‐L，サンカ

ルロスＨ‐G1 ２着，カールトンＦバークＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805
生 産 牧 場： 春木ファーム
飼 養 者： 春木ファーム＝日高町清畠 �090-8895-9805

6 ノアウイニング２０２１ �・鹿 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Cryptoclearance

�
�
�
�
�

��
��

�クリプティックラスカル Rascal Rascalノアウイニング ＊ストームオンザルース

��
��
�カチウマキャシー鹿 2006 ＊レイディアック

3c
Ack Ack M4×M4 Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 バイブレイションズ（07鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（16）〕
スズカバーディー（13�黒鹿 スズカフェニックス）１勝，クローバー賞‐OP
（芝 1500）２着

ストレンジウーマン（14牝栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝��３勝
ディーズパーチェス（15牝鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝
ゼットパッション（16牝鹿 グランプリボス）��２勝��４勝，桜花賞（Ｄ1600）２着
チビノヴィヴィアン（17牝鹿 ＊ノヴェリスト）��４勝�１勝
テイエムアラジン（19牡鹿 サトノアラジン）�１勝
スカイインパルス（20牡鹿 サトノダイヤモンド）�地方未出走

２代母 ＊シャイアーズエンデ（95 USA鹿 El Prado）USA７勝，アシュランドマイル
Ｓ‐G3，ローカストグローヴＨ‐G3，Pago Hop S‐L，Palisades S‐L，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ２着，etc.
ミダースタッチ（05牡 Seeking the Gold）４勝，毎日杯‐Jpn3 ３着，桃山Ｓ，三

年坂特別，和田岬特別，白嶺Ｓ２着，etc.
ケイアイダイオウ（06牡 ＊タイキシャトル）４勝，春風Ｓ，なにわＳ２着，初日の出

Ｓ２着，内房Ｓ３着，立夏Ｓ３着，etc.
ハヤブサフィーバー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，障害１勝
サトノユニコーン（10牡 ディープインパクト）１勝，	２勝
アクトナチュラリー（11牝 ディープインパクト）��６勝

３代母 シェアードリフレクションズ Shared Reflections（86 USA栗 Pursuit）USA
12 勝，Carris Memorial H，Frontier Lakes S２着

４代母 ミッドワッチMidwatch（72 USA栗 T.V. Commercial）USA３勝

５代母 ナイトクロッシングNight Crossing（61 USA鹿 Trentonian）USA出走
［孫］ フェスティヴァリア Festivalia（85 牝 Forever Sparkle）PER26 勝，パン

プローナ賞‐G1，P. Oscar Berckemeyer Pazos‐L，P. dos deMa
yo‐L ２着，etc.

ファネガダ Fanegada（84牝 Forever Sparkle）USA３勝，Pretty Bab
y S，Weber City Miss H２着，リトルシルヴァーＨ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

7 バイブレイションズ２０２１ �・鹿 ５／ 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ヘンリーバローズ
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ鹿 2015 Boubskaia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスバイブレイションズ
＊ El Prado

��
��
�シャイアーズエンデ鹿 2007 Shared Reflections

1w
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊ハーベストシーズン（03 USA鹿 Tale of the Cat）４勝，夙川特別（Ｄ1200），
七重浜特別（Ｄ1000），室町Ｓ（Ｄ1200）２着，若菜賞（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
コラム（10牡栗 リンカーン）�１勝
キャピシーヌ（12牡栗 デュランダル）１勝
プリーチトヤーン（19牝鹿 ＊パイロ）�１勝

２代母 プレパレイションPreparation（93 USA鹿 Easy Goer）不出走
＊スシトレイン（00牡 Deputy Minister）２勝，黒竹賞

３代母 オーホワットアダンスOhWhat a Dance（87 USA鹿 Nijinsky）不出走
ヘヴンリープライズ Heavenly Prize（91 牝 Seeking the Gold）USA９勝，アッ

プルブラッサムＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1，フリゼットＳ‐G1，アラバマＳ‐G1，
ガゼルＨ‐G1，ジョンＡモリスＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ゴーフォーワ
ンドＳ‐G1，etc.
ジャストリウォード Just Reward（99牝 Deputy Minister）USA１勝

＊パーシステントリー（06牝 Smoke Glacken）USA４勝，パーソナルエン
サインＳ‐G1，フリゼットＳ‐G1 ２着，ベルダムＳ‐G1 ３着，etc.

グッドリウォードGood Reward（01牡 Storm Cat）USA５勝，ハリウッドダ
ービー‐G1，マンハッタンＨ‐G1，Storm Cat S‐L，etc.，種牡馬

エンハンシングEnhancing（08牝 Forestry）USA１勝
インスティルドリガード Instilled Regard（15牡 Arch）USA５勝，マン
ハッタンＳ‐G1，フォートマーシーＳ‐G2，フォートローダデイルＳ
‐G2，etc.，種牡馬

ハンティングハード Hunting Hard（92牡 Seeking the Gold）USA３勝，ディス
カヴァリーＨ‐G3 ２着，種牡馬

オーホワットアウィンドフォールOhWhat aWindfall（96 牝 Seeking the Gold）U
SA４勝，メイトロンＳ‐G1，ナッソーカウンティＳ‐G3，テンプテドＳ‐G3，etc.

ダンシングインマイドリームズDancinginmydreams（98牝 Seeking the Gold）
USA１勝，メイトロンＳ‐G1 ２着
ダンシングフォレヴァーDancing Forever（03 牡 Rahy）USA５勝，マンハッタ

ンＨ‐G1，エルクホーンＳ‐G2，Our Dear Peggy S，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

8 ハーベストシーズン２０２１ 牡・鹿 ５／３１
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Tale of the Cat Yarnハーベストシーズン プレパレイション Easy Goer

��
��
�Preparation鹿USA 2003 OhWhat a Dance

20b
Mr. Prospector M4×S5 Nijinsky M4×S5 Crimson Saint S5×M5
Northern Dancer M5×M5 Raise a Native M5×M5
価格： 購買者：



母 パールブロッサム（09鹿 アドマイヤドン）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（７）〕
コマブレイド（15�鹿 オルフェーヴル）�１勝��
オーブラン（16牡青鹿 マンハッタンカフェ）入着３回，���２勝�１勝
グリーンハイパワー（17牡鹿 オルフェーヴル）入着，���３勝
ウルトラソニック（18牡鹿 ドゥラメンテ）�２勝，栃尾特別（芝 1200）
パールアゲイン（19牝黒鹿 キタサンブラック）�出走

２代母 ヒシメロウ（02鹿 ＊タバスコキャット）出走
アルイチバン（07� スパイキュール）�３勝
アンテロープ（10牝 ブラックタイド）�４勝��３勝

３代母 ＊ヒシレイホウ（95 USA黒鹿 Dayjur）４勝，白河特別，小野川湖特別，クレマ
チス賞，祇園特別２着，宗像特別２着，etc.
カリオンレディ（06牝 キングカメハメハ）出走

クールテゾーロ（12牡 スペシャルウィーク）��５勝，鎌倉記念２着

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着
［子］ ＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３

歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝
＊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.
＊ケイティーズファースト（87牝 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du C

ercle‐L，Remembrance Day S‐L
＊ホワットケイティーディド（89牝 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P. T

antieme‐L，P. von Koln‐L ２着，P. du Point du Jour‐L ３
着，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： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

9 パールブロッサム２０２１ �・鹿 ６／ ６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ティンバーカントリー

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤドン ベガパールブロッサム ＊タバスコキャット

��
��
�ヒシメロウ鹿 2009 ＊ヒシレイホウ

7f
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 パティシエール（16黒鹿 タニノギムレット）入着
初仔

２代母 ＊ラドルチェ（04 USA青鹿 GoneWest）FR１勝
ショウナンアゼリア（09牝 Authorized）�１勝
ウェルヴァースト（11牡 ネオユニヴァース）入着６回，�５勝��入着
ズコット（12牡 ＊パイロ）�３勝�１勝��入着４回�
ドルチャーリオ（13牡 アドマイヤムーン）４勝，鷹ケ峰特別，石狩特別，長久手特

別２着，木津川特別２着，仲春特別３着，etc.
コンフィテーロ（17牡 タニノギムレット）１勝

３代母 シャープキャット Sharp Cat（94 USA栗 Storm Cat）USA15 勝，エイコー
ンＳ‐G1，ベルダムＳ‐G1，ハリウッドスターレットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，
サンタアニタオークス‐G1，ラフィアンＨ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，ハ
リウッドオークス‐G2，チューラヴィスタＨ‐G2，ハリウッドバヤコアＨ‐G2，
レイディズシークレットＨ‐G2，デルマーデビュタントＳ‐G2，etc.
イクストラシャープExtra Sharp（06牝 Cherokee Run）USA２勝

カーネルシャープ Colonel Sharp（13� Colonel John）�USA９勝，Dav
e's Friend S，Maryland Coalition S，ジャージーショアＳ‐G3 ３着，etc.

４代母 インネオン In Neon（82 USA鹿 Ack Ack）USA５勝，Turfway Breeder
s' Cup S，Oktoberfest H３着
［子］ ロイヤルアンセム Royal Anthem（95牡 Theatrical）GB・IRE・USA６

勝，ヨークインターナショナルＳ‐G1，ガルフストリームパークＢＣ
Ｈ‐G1，カナディアンインターナショナルＳ‐G1，etc.，種牡馬

スターリクルート Star Recruit（89 牡 Al Nasr）USA５勝，ベイメドー
ズダービー‐G3，ラザロＳバレラＨ‐G3，アリシーバＳ‐G3，etc.

［孫］ フリーガイ Fri Guy（03牡 Theatrical）USA・CAN４勝，ケンタッキー
ＣターフＳ‐G3 ２着，パンアメリカンＨ‐G3 ３着

カルトダイアモンド Carte Diamond（01牡 Theatrical）GB・AUS３勝，
Stand Cup S‐L ２着，Noel Murless S‐L ２着，オーモンド
Ｓ‐G3 ３着，GB障害２勝

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

10 パティシエール２０２１ 牡・黒鹿 ３／２１
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

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

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルパティシエール
＊ GoneWest

��
��
�ラドルチェ黒鹿 2016 Sharp Cat

8k
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ビターココア（14鹿 トーセンホマレボシ）�５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ローズドサハラ（05鹿 ＊フォーティナイナー）�３勝
シュンアリキ（12牡 オンファイア）��４勝�３勝
ローズドクレア（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�２勝�１勝��
ヴァヴィロフ（18牡 トゥザワールド）���３勝

３代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２勝
オナーザミント（98牝 Honour and Glory）不出走

ドゥオナー（04牝 ダンスインザダーク）入着２回，�１勝�入着
シゲルコング（14牡 ＊シニスターミニスター）２勝，オキザリス賞，初春Ｓ
２着，障害１勝，��入着��，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）	５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，etc.
バブルガムダンサー（17牝 ＊パイロ）�	４勝��入着２回��，栄冠賞，
のじぎく賞３着，若草賞３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，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，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，etc.，�３勝

４代母 ミントクーラーMint Cooler（84 USA鹿 Key to the Mint）USA４勝，
Primrose S‐R，ＣＣＡオークス‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
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

11 ビターココア２０２１ 牡・黒鹿 ５／１５
＊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リヤンドファミユ メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート鹿 2010 エレクトロアート

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�トーセンホマレボシ エヴリウィスパービターココア ＊フォーティナイナー

��
��
�ローズドサハラ鹿 2014 ＊ストームザミント

2s
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ピエモンテ（09栗 フジキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
カンパーニャ（16牡栗 ジャングルポケット）�入着９回，�２勝
セストリエール（17牝栗 トーセンジョーダン）��３勝��１勝
クーネオ（18牝黒鹿 トーセンジョーダン）�１勝�
ジロローザ（19牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）��出走

２代母 ブレッシング（94鹿 マルゼンスキー）１勝
ピサノパテック（02牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＵＨＢ杯‐L，セントライト記念

‐Jpn2 ３着，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.
アグネスマジカル（03牝 アグネスタキオン）出走

アグネスハビット（09牡 ＊アグネスワールド）３勝，はなのき賞，鷹ケ峰特別２
着，八代特別２着，巌流島特別２着

アグネススターダム（13牡 ＊アグネスデジタル）２勝，川俣特別，筑後川特別３着
アグネスジュレップ（14牝 ＊アグネスデジタル）１勝，くるみ賞３着

ベネディーレ（07牝 ＊クロフネ）１勝
ガンサリュート（14牡 ダノンシャンティ）１勝，京成杯‐G3 ２着
パブロフテソーロ（16牡 ＊タイキシャトル）１勝，クローバー賞‐OP ２着

サンライズイーグル（08牡 フジキセキ）２勝
サトノジェミニ（10牡 ネオユニヴァース）１勝
アズマシャトル（11牡 ゼンノロブロイ）４勝，小倉記念‐G3，白富士Ｓ‐L，Ｒ－Ｎ

ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，カシオペアＳ‐L ２着，ポートアイランドＳ‐L
２着，etc.

３代母 ＊ブラダマンテ（86 USA栗 Roberto）不出走
ビッグバイアモン（93牡 ＊バイアモン）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，プリンシパルＳ

‐OP ３着，ほうせんか賞
フローラルレディ（97牝 ＊トニービン）２勝

ザタイキ（07牡 アグネスタキオン）２勝，アーリントンＣ‐G3 ２着
スティルインラブ（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，オークス‐Jpn1，桜花賞

‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 村下 清志＝浦河町野深 �0146-27-4252
生 産 牧 場： 村下 清志
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

12 ピエモンテ２０２１ �・栗 ４／ ７

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーピエモンテ マルゼンスキー

��
��
�ブレッシング栗 2009 ＊ブラダマンテ

10d
Hail to Reason M5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ピエナサクラ（10栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（10）〕
ピエナアラシ（14牡鹿 ＊ハービンジャー）１勝，呼子特別（芝 2600）２着，金山特別
（芝 2200）３着，�２勝

ピエナシニスター（15牝栗 ＊シニスターミニスター）入着，��２勝�３勝
メイショウヨザクラ（17牡鹿 メイショウサムソン）��３勝
メイショウキリモン（18牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝
サクラフブキ（19牝鹿 ビッグアーサー）出走，�地方未出走

２代母 ピエナフローラ（04栗 ＊タイキシャトル）出走
メイショウラポール（12牝 ＊エンパイアメーカー）�４勝
メイショウトビザル（13牡 ブラックタイド）入着５回，��13 勝��
ユウチャージ（16牝 トゥザグローリー）�13 勝

３代母 グリンパサー（91鹿 Vice Regent）不出走
ハタノアドニス（96牡 ＊アジュディケーティング）６勝，��５勝�１勝�入着２回

���，東京盃‐Jpn2，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，かきつばた記念
‐Jpn3 ３着，etc.

ナリタグランジャー（00牡 ＊タイキシャトル）３勝，サンタクロースＨ２着
ナリタダンディ（01	 ＊アフリート）３勝，愛宕特別，大山崎特別２着，オホーツク

Ｈ３着
ピエナマーメイド（02牝 ＊タイキシャトル）１勝

ピエナアプローズ（09牝 フジキセキ）２勝，小郡特別２着，基坂特別３着，大
牟田特別３着
ピエナアルティシア（17牝 ＊シンボリクリスエス）�４勝，ＯＲＯオータム
ティアラ３着

メイショウハニー（15牝 ネオユニヴァース）２勝，堀川特別，障害１勝，�１勝

４代母 ＊パスオールホープ（82 USA鹿 Damascus）USA５勝，Sacramento H‐L
２着，A Kiss for Luck H‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲まるとみ冨岡牧場＝浦河町杵臼 �090-1641-1197
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

13 ピエナサクラ２０２１ �・黒鹿 ５／２２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラピエナサクラ ＊タイキシャトル

��
��
�ピエナフローラ栗 2010 グリンパサー

＊パスオールホープ 10c
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒバリエクスプレス（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－５（22）〕
アクティフ（12牝鹿 ＊ファスリエフ）��４勝，優駿スプリント（Ｄ1200）２着
ジューンジェラート（14牝鹿 カネヒキリ）��１勝
アザワク（17牝青鹿 カレンブラックヒル）��９勝���入着２回�，エーデルワ

イス賞‐Jpn3 ２着，道営スプリント（Ｄ1200），笠松ＧＰ（Ｄ1400）３着，道
営スプリント（Ｄ1200）３着，グランシャリオ門別スプリント（Ｄ1000）（３回），
サッポロクラシックＣ（Ｄ1200）２着，エトワール賞（Ｄ1200）３着（２回），
ウポポイオータムスプリント（Ｄ1200）３着

ソロユニット（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）��１勝・５勝�１勝��，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3，ハヤテスプリント（Ｄ1200），リリーＣ（Ｄ1200），北斗盃
（Ｄ1600）３着，ＮＡＲ優２牝

マラッカフレイバー（19牡鹿 リアルインパクト）���１勝

２代母 コスモグローリ（91黒鹿 セントシーザー）４勝，オパールＳ‐OP ３着，耶馬
渓特別，足立山特別，有明特別２着，ゆうすげＳ２着，etc.
ケイウンバクシン（01牡 サクラバクシンオー）４勝，醍醐特別，飛竜特別２着，疾

風特別３着
ケイウンニケ（09牝 ＊ファスリエフ）�１勝

３代母 ゴールドパーシア（82鹿 ＊ネプテユーヌス）１勝
サンターナズソング（99牝 サクラバクシンオー）２勝，アネモネＳ‐OP，赤松賞３着

４代母 ゴールドハーフ（75青 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ ワカサバロン（94牡 ＊マークオブディスティンクション）５勝，バレンタ

インＳ，ブリティッシュＣ，むらさき賞２着，etc.
ゴールドルーチェー（85牡 トウシヨウルチエー）５勝，伊丹特別，摂津特
別２着，�１勝

ワカサテイオー（90牡 ＊ペルセポリスⅡ）２勝，岩谷特別，長岡特別３着
ワカサライジン（88牡 ＊ミルフオード）２勝，鈴鹿特別２着，大日岳特別３着
ワカサアイネス（92牡 アイネスフウジン）３勝，恵那特別３着，�３勝，
スプリンター争覇２着

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

14 ヒバリエクスプレス２０２１ �・栗 ３／１８
＊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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawヒバリエクスプレス セントシーザー

��
��
�コスモグローリ黒鹿 2007 ゴールドパーシア

＊ヴイキユニア 16b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ビフォーダーク（07栗 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－６（26）〕
カクシアジ（11牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝�１勝�１勝�１勝，

プリンセスＣ（Ｄ1400），プリンセス特別（Ｄ1600），園田プリンセスＣ
（Ｄ1400），リリーＣ（Ｄ1000）３着

コウギョウタイム（12牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
サジカゲン（13牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝��
クリキンツバ（16牝栗 スマートファルコン）��２勝
ティーズダンク（17牡栗 スマートファルコン）���７勝�３勝��入着２回，全

日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，さきたま杯‐Jpn2 ２着，テレ玉杯オーバルＳ
‐Jpn3 ２着，プラチナＣ（Ｄ1400），ゴールドＣ（Ｄ1400），マイルＧＰ
（Ｄ1600），戸塚記念（Ｄ2100），スパーキングサマーＣ（Ｄ1600）２着，楠賞
（Ｄ1400）２着，ダービーＧＰ（Ｄ2000）２着，etc.

ティーズダンキー（18牝鹿 リアルインパクト）��５勝�１勝�，梅桜賞（Ｄ1800）
ブルボンティアラ（19牝鹿 ヴァンセンヌ）�入着
ビフォーダクセーラ（20牝鹿 フェノーメノ）�	入着

２代母 インゴット（01栗 ＊サンデーサイレンス）３勝，紫苑Ｓ‐L
ミュゼクリエイター（11牡 ジャングルポケット）�１勝�３勝�入着３回
シトリンバレッタ（14牝 ＊タートルボウル）�７勝
クロフネプリンセス（15牝 ＊クロフネ）１勝，�１勝����

３代母 ＊ダンシングレヴュー（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走

４代母 ヴェリリーVerily（85 IRE 鹿 Known Fact）FR出走
［子］ ＊クリミナーレ（94
 Caerleon）４勝，ＳＴＶ杯，多摩川特別，北海道新

聞杯２着，etc.
［孫］ サンシャインシー Sunshine Sea（13牝 Seattle Fitz）ARG２勝，P. Isl

as Malvinas‐L
エルエレヒード El Elegido（06牡 Orpen）ARG４勝，キュレネー賞‐G2
２着

［曾孫］ ロイヤルリモウト Royal Rimout（18 牡 Remote）�ARG２勝，ラスアメリ
カス大賞‐G1 ２着，７月９日賞‐G2 ２着，アメリカ賞‐G2 ２着，etc.

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： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

15 ビフォーダーク２０２１ 牡・栗 ５／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスビフォーダーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�インゴット栗 2007 ＊ダンシングレヴュー

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



母 ピュアノアール（12鹿 ブラックタイド）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
シュヴノアール（18牝鹿 ＊マクフィ）�１勝��１勝
シェリノアール（19牝鹿 ビッグアーサー）��入着�１勝�入着
アスターフラッペ（20牝黒鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ピュアシンフォニー（07鹿 ＊ストラヴィンスキー）��４勝
コクスイセン（13牡 ブラックタイド）３勝，雅Ｓ，濃尾特別２着，��１勝
ピュアアモーレ（14牝 マツリダゴッホ）入着，��３勝
ピュアセレニティー（16牝 ブラックタイド）�１勝��４勝�
スリーシンフォニー（17牡 スマートファルコン）�２勝
エトワールジェンヌ（19牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 ＊ピュアブラウン（01 CAN鹿 Indian Charlie）２勝，ベゴニア賞，咲花特別２
着，��入着，関東オークス‐Jpn3 ３着
ピュアオパール（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）２勝，カンナＳ‐OP，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ２着
ピュアダイヤモンド（09牝 フジキセキ）２勝

ピュアインペリアル（17牝 ＊クロフネ）�２勝���入着３回，金沢シンデレラ
Ｃ３着

テイエムサンピラー（13牝 ＊クロフネ）入着２回，	９勝，春望賞，鶴見岳賞，サイ
ネリア賞３着

ラカン（18牡 キズナ）�１勝，南相馬特別３着

４代母 オンザフックOn the Hook（95 USA栗 Phone Trick）USA入着２回

５代母 ヴィクトリアスガールVictorious Girl（84 USA栗 Raise a Man）USA１勝
［孫］ ウォーブリングWarbling（06 牝 Unbridled's Song）USA３勝，インサ

イドインフォメイションＳ‐G2，バレリーナＳ‐G1 ２着，プリンセ
スルーニーＨ‐G1 ２着，etc.

ビッグスコアー Big Score（00 牝 Grand Slam）USA６勝，Kindergar
ten S‐L，Czaria H，Santa Teresa H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝恵庭市柏陽町 �090-8900-4357
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

16 ピュアノアール２０２１ �・鹿 ４／１４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアピュアノアール ＊ストラヴィンスキー

��
��
�ピュアシンフォニー鹿 2012 ＊ピュアブラウン

7f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ナーゴナーゴハツエ（11鹿 ネオユニヴァース）�５勝�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
ナロウゲート（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）�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. Orange‐L ２着，etc.

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

17 ナーゴナーゴハツエ２０２１ 牡・栗 ４／１７

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスナーゴナーゴハツエ ＊タイキシャトル

��
��
�エスタブリッシュ鹿 2011 インディペンデンス

＊インディアリングクオリティ 1s
A.P. Indy S3×M4 Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 ナムカーン（16鹿 ＊キングズベスト）出走
初仔

２代母 ＊ウィザウトアトレイス（02 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・FR３勝，ショードネイ
賞‐G2 ３着，リリーラングトリーＳ‐G3 ２着，ミネルヴ賞‐G3 ３着
ローグナイト（14牡 ＊キングズベスト）��５勝�１勝
レイワハルカ（17� オルフェーヴル）��１勝
レイワミノル（18牡 キングカメハメハ）��１勝�２勝

３代母 スタープロファイル Star Profile（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IRE１勝
ファーストオヴメニー First of Many（99牝 Darshaan）GB入着

メニーカラーズMany Colours（04 牝 Green Desert）GB・IRE・UAE５勝，
Dance Design S‐L，ラヴァラック＆ランウェイズフィリーズＳ‐G3
２着，Balanchine S‐L ２着，etc.
ナイトカラーズNight Colours（17 牝 Night of Thunder）GB・ITY２勝，
ドルメーロ賞‐G2

マザーアースMother Earth（18 牝 Zoffany）GB・FR・IRE・USA・HK
G４勝，英１０００ギニー‐G1，ロートシルト賞‐G1，パークイクスプレス
Ｓ‐G3，etc.

レキシザプリンセス Lexi The Princess（10 牝 Holy Roman Emperor）GB１勝
タイムウィルテルTimeWill Tell（15 牝 Wootton Bassett）不出走

チアアップスリーピージーン Cheerupsleepyjean（19牝 Starspangledbanner）
�GB・IRE・USA・CAN１勝，バランシーヌＳ‐G2 ３着，クイーンメ
アリーＳ‐G2 ３着

ペイシェンスアレグザンダー Patience Alexander（12 牝 Kodiac）GB２勝，Ma
rygate S‐L，アルバニーＳ‐G3 ３着

４代母 サンドハーストゴッデス Sandhurst Goddess（86 IRE 栗 Sandhurst Prince）
GB・IRE４勝，Topaz Sprint S‐L，バリーオーガンＳ‐G3 ２着，Delmain
e S‐L ２着，Tipperary Sprint‐L ３着
［孫］ アンセムアレグザンダー Anthem Alexander（12牝 Starspangledbanner）

GB・IRE３勝，クイーンメアリーＳ‐G2，ラッケンＳ‐G3，チヴァリ
ーパークＳ‐G1 ２着，etc.

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

18 ナムカーン２０２１ �・鹿 ２／２１

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaナムカーン
＊ Darshaan

��
��
�ウィザウトアトレイス鹿 2016 Star Profile

16f
Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ナムラナデシコ（09鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
ナムラカブト（14牡黒鹿 トーセンホマレボシ）１勝，�４勝��１勝���入着２回
クリノベロニカ（16牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）�３勝
エイコウイモン（17牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）��３勝
ウインレネット（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��入着４回
マンダリンヒーロー（20牡青鹿 ＊シャンハイボビー）���２勝

２代母 ＊タイキミステリー（93 USA黒鹿 Green Forest）出走
タイキメビウス（97牝 ＊ダンスオブライフ）４勝，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3

３着，飯豊特別，月岡特別２着
ドラゴンファング（05牡 ＊タイキシャトル）５勝，阪急杯‐G3 ３着，奥多摩Ｓ，

雲雀Ｓ，タイランドＣ，若鮎賞２着，etc.
ハナコスマイル（98牝 ＊ダンスオブライフ）１勝，はなのき賞，�４勝，サラ・クイ

ーンＣ２着，ジュニアクラウン３着，秋風ジュニア３着
ナムラミーティア（06牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

ラベンダー賞‐OP
ナムラミステリー（99牝 ジェニュイン）入着２回

ナムラハンター（05牡 ＊ワイルドラッシュ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，端午Ｓ
‐OP ３着，灘Ｓ，内外タイムス杯，矢作川特別，etc.，�36 勝���	


ナムラビッグタイム（01牡 サクラバクシンオー）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ３着，
札幌日刊スポーツ杯‐L ２着，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐L ３
着，葵Ｓ‐L ３着，etc.，�11 勝��	�

クサタロウ（03牡 ＊グラスワンダー）１勝，大森浜特別，�２勝
トウカイミステリー（06牝 キングカメハメハ）６勝，北九州記念‐G3，札幌日刊ス

ポーツ杯，長万部特別，鈴鹿特別，函館日刊スポーツ杯２着，etc.
トウカイオラージュ（16牡 オルフェーヴル）�３勝，猪名川特別，白秋Ｓ３着，

心斎橋Ｓ３着，雲雀Ｓ３着，醍醐特別３着
トウカイエトワール（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�４勝，葛飾特別

３代母 サーテンシークレット Certain Secret（85 GB黒鹿 Known Fact）GB・IRE
・USA２勝，Athasi S‐L

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： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

19 ナムラナデシコ２０２１ �・黒鹿 ３／２１

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーナムラナデシコ
＊ Green Forest

��
��
�タイキミステリー鹿 2009 Certain Secret

2d
Nearctic S5×S5×M5 Tamerett S5×M5 In Reality M5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノフェイム（08鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（21）〕
ヨミ（15牝黒鹿 ＊バトルプラン）��４勝�１勝���入着 11回
ニシノヴォーカル（16牡青鹿 ＊バゴ）�６勝��入着
サイモンバトラー（17牡鹿 シビルウォー）�９勝�入着２回
テイエムライコオ（19牡鹿 エピファネイア）��１勝

２代母 ＊テキスタイル（01 GB鹿 Grand Lodge）FR出走
ニシノプライスレス（06牡 Montjeu）３勝，八甲田山特別３着，寒狭川特別３着
スプリッツァー（17牡 ゴールドシップ）�１勝

３代母 ドックランズDocklands（89 USA鹿 Theatrical）GB・FR５勝
チェルシーマナー Chelsea Manor（96 牡 Grand Lodge）FR３勝，ラクープドメゾ

ンラフィット‐G3，イスパーン賞‐G1 ３着，ガネー賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬
レイルリンク Rail Link（03 牡 Dansili）FR５勝，凱旋門賞‐G1，パリ大賞‐G1，

ニエル賞‐G2，etc.，種牡馬
クロスハーバー Crossharbour（04 牡 Zamindar）FR６勝，コンセイユドパリ賞

‐G2，ゴントービロン賞‐G3，ラクープ‐G3，etc.，種牡馬
ミルフォードサウンドMilford Sound（06牝 Barathea）FR１勝

カーントップ Carntop（13� Dansili）�GB１勝，Lingfield Derby Trial S
‐L ２着，GB障害３勝

カナダウォーターCanadaWater（08 牝 Dansili）FR入着
ローメイキング Lawmaking（13� Zamindar）�GB・FR５勝，ラロシェット

賞‐G3 ２着
メインセイルMainsail（09 牡 Oasis Dream）FR・QAT３勝，ベルトランデュブ

ルイユ賞‐G3，P. Matchem‐L，メシドール賞‐G3 ２着，etc.，種牡馬

４代母 ドケージDockage（84 CAN黒鹿 Riverman）FR・USA２勝，P. d'Autom
ne‐L，P. de Saint‐Cyr‐L ２着
［孫］ リンダズラッド Linda's Lad（03牡 Sadler's Wells）GB・FR・USA・C

AN４勝，クリテリヨムドサンクルー‐G1，リングフィールドダービ
ートライアルＳ‐G3，コンデ賞‐G3，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

20 ニシノフェイム２０２１ �・鹿 ４／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアニシノフェイム
＊ Grand Lodge

��
��
�テキスタイル鹿 2008 Docklands

13c
サンデーサイレンスM3×S4 Nureyev S5×M5 Habitat S5×M5

価格： 購買者：



母 ファニーゴールド（02芦 ＊エリシオ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－７（46）〕
ミヤノオードリー（06牡芦 ニューイングランド）�11 勝，九州大賞典（Ｄ2500），

ロータスクラウン賞（Ｄ1800），九州大賞典（Ｄ2500）３着，はがくれ大賞典
（Ｄ2000）３着，中島記念（Ｄ2000）３着，飛燕賞（Ｄ1800）３着

ピーエムイレブン（07牡芦 トウカイテイオー）��４勝
リアルアビリティー（09�芦 ＊サウスヴィグラス）�４勝��８勝
ミヤノダイアナ（10牝芦 メジロベイリー）�５勝，仙水峡賞（Ｄ1750）３着，大観

峰賞（Ｄ1800）３着，九州ジュニアＣｈ（Ｄ1750）３着
マキシマムカイザー（12牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�２勝�９勝�	�入着５回，

スプリングＣ（Ｄ1400）２着
ランパク（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，
�出走��２勝
ミヤノランオー（19牡芦 ＊ラニ）
�１勝
ニャー（20牝芦 ＊ディスクリートキャット）
�入着

２代母 ＊プチアノ（94 USA芦 Rubiano）USA１勝
ラストパートナー（01牝 ＊エリシオ）１勝，�３勝��

ヒダルマ（15牡 スクリーンヒーロー）入着３回，
�13 勝��，摂津盃２着，
摂津盃

グラッドリー（03牝 アグネスタキオン）１勝
クリーペル（06牝 ＊タイキシャトル）�入着

ミスターバッハ（15牡 ＊サウスヴィグラス）
�２勝��３勝，クラウンＣ２着，
イノセントＣ２着，サッポロクラシックＣ３着

３代母 プチェカPucheca（74 USA鹿 Tom Rolfe）不出走
タブロー Tableaux（78牝 Round Table）USA５勝，クリサンシマムＨ‐G3 ２着，

Violet H２着
スカッフルバーグ Scuffleburg（89 牡 Cox's Ridge）USA５勝，ペガサスＨ

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，種牡馬

４代母 リーガルグリーム Regal Gleam（64 USA黒鹿 Hail to Reason）USA８勝，
フリゼットＳ，セリマＳ，Blue Hen S，メイトロンＳ３着

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907

21 ファニーゴールド２０２１ 牡・芦 ５／３０

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceファニーゴールド
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ芦 2002 Pucheca

1s
Northern Dancer M4×S5 Tom Rolfe M4×S5

価格： 購買者：



母 ブイルージュ（99鹿 ＊ウォーニング）３勝，寒桜賞（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（18）〕
ブイコナン（07牡鹿 フサイチコンコルド）２勝
ソラコマチ（09牝鹿 サクラバクシンオー）１勝

ジェネティクス（17牡 ＊サウスヴィグラス）�５勝，りんくうＳ‐OP，天王山Ｓ
‐OP ３着，藤森Ｓ

メデューサノヒトミ（11牝鹿 ＊タイキシャトル）�２勝�入着２回
ノーブルカイザー（12牡鹿 ＊アグネスデジタル）��１勝
サンスペンサー（13牝鹿 デュランダル）�１勝�１勝�５勝
マラビージャ（15牡鹿 ディープブリランテ）���１勝・２勝
キングリアリティー（17牡鹿 リアルインパクト）��５勝	入着
マテラドリム（18牡黒鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 ハツピーガーランド（84鹿 ＊フリートウイング）１勝
パローニアクレスト（94牝 ＊キンググローリアス）
13 勝

ダークマター（01牡 ダンスインザダーク）４勝，北斗賞，山吹賞２着，
３勝��
ラブスプラッシュ（04牝 ＊タバスコキャット）��４勝
ビッグスプラッシュ（11牝 サイレントディール）�１勝�６勝�，高知優
駿３着

ユビキタス（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3，欅Ｓ‐L ２
着，ペルセウスＳ‐L ２着，武蔵野Ｓ‐G3 ３着，昇竜Ｓ‐OP，etc.

キングポローニア（95� ＊キンググローリアス）
５勝�２勝入着２回
サンライトハッピー（98牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，�１勝
３勝	入着�
ラヴィール（01牝 ＊キンググローリアス）�２勝��２勝

グランドファシナ（11牝 ＊アグネスデジタル）�１勝	
入着３回�，園田プリ
ンセスＣ３着

スティールティアラ（16牝 ＊サウスヴィグラス）��７勝��，サッポロクラシ
ックＣ２着，フローラルＣ２着

ギンガスター（03牡 サクラローレル）
11 勝�入着

３代母 シングルワン（74栗 ＊ヴイエナ）�６勝
ハツピープログレス（78牡 ＊フリートウイング）11勝，安田記念‐Jpn1，京王杯スプ

リングＨ‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

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

22 ブイルージュ２０２１ 牡・鹿 ４／１８
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Known Fact

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーニング Slightly Dangerousブイルージュ ＊フリートウイング

��
��
�ハツピーガーランド鹿 1999 シングルワン

＊レスリーカーター 16g
Northern Dancer S5×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ファミリーソング（13鹿 ＊グラスワンダー）��入着７回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サンクフルレッド（18牝鹿 メイショウボーラー）���入着５回
サンエイコンドル（19牡鹿 エスポワールシチー）���１勝
スカパラダイス（20牡黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 グリーンヒルマック（99鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着
サンライズマックス（04牡 ステイゴールド）６勝，小倉大賞典‐G3，エプソムＣ

‐G3，中日新聞杯‐Jpn3，小倉日経ＯＰ‐LR ２着，若葉Ｓ‐L ２着，etc.
アオゾラ（05牝 ＊ムーンバラッド）��２勝

ルストラーレ（11牡 ＊ルールオブロー）�２勝�入着５回���，北日本新聞杯３着
クラウンスカイ（13牡 メイショウボーラー）１勝，なずな賞３着，�11 勝
ペガーズ（14牡 スペシャルウィーク）�２勝，春日特別，川俣特別３着，障害

１勝，�３勝
グリーンストーン（06牡 ＊コロナドズクエスト）	13 勝
ビッグロマンス（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，プラタナス賞，��１勝
入着�，

全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着
コウセン（10牡 アドマイヤムーン）２勝，豊橋特別，豊川特別２着，etc.，�４勝，

ＯＲＯターフスプリント，ハーベストＣ，桂樹杯，etc.
エンパイアカラー（14� ＊エンパイアメーカー）１勝，	３勝�２勝�入着

３代母 マツクスフリート（87芦 ＊ダンサーズイメージ）	15 勝��，東海ゴールドＣ，
全日本サラブレッドＣ，東海菊花賞，ゴールド争覇，岐阜王冠賞，etc.
ティーレックス（94牝 ＊ゴライタス）１勝，矢車賞，さわらび賞２着，
２勝�
ミラクルオペラ（97牡 ＊オペラハウス）５勝，�１勝�１勝��入着，白山大賞典

‐Jpn3，マーキュリーＣ‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着
ディープインサイド（98牡 ナリタブライアン）２勝，小名浜特別２着，黄菊賞２着，

障害１勝，	１勝�入着

４代母 ヒカリホマレ（80鹿 ＊テスコボーイ）１勝
［子］ ナリタホマレ（95牡 オースミシャダイ）３勝，	１勝�１勝�１勝��


入着６回�，ダービーＧＰ‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，ブリ
ーダーズＧＣ‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

23 ファミリーソング２０２１ 牡・鹿 ４／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraファミリーソング ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�グリーンヒルマック鹿 2013 マツクスフリート

＊種正 5h
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ファンシーアモン（14鹿 ソングオブウインド）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エムティコア（19牡鹿 フェノーメノ）��出走�１勝�

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
ラブリーアモン（13牝 ソングオブウインド）１勝，粟島特別２着，糸魚川特別２着，

西尾特別３着，松浜特別３着，桑折特別３着
ラッキーアモン（16牡 トーセンホマレボシ）入着，���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 �080-2871-0269

24 ファンシーアモン２０２１ �・鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ソングオブウインド メモリアルサマーファンシーアモン メジロライアン

��
��
�ミスアモン鹿 2014 クリアモン

＊アイリツシユアイズ 1c
サンデーサイレンス S3×M4 トニービン S4×M5 Sadler's Wells S5×M5

価格： 購買者：



母 フォーモサアピール（05栗 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（13）〕
マダムアルディ（13牝黒鹿 スズカマンボ）�９勝�３勝
トミケンバディリ（15牡鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着，�１勝�入着３回��
モンチ（18牡栗 カレンブラックヒル）入着２回，���入着３回
セフティパース（19牝栗 ＊アイルハヴアナザー）���出走
メディアプンタ（20牡鹿 ＊ビーチパトロール）��出走

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

着，矢車賞２着，ムーニーバレーレーシングＣ賞３着
シークェンス（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，清津峡特別２着
サクセスパシュート（08牡 ハーツクライ）５勝，迎春Ｓ，磐梯山特別，行川特別，

クリスマスＣ２着，青嵐賞２着，etc.

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

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

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

ゴールデンオリオールGolden Oriole（83 牝 Northern Dancer）IRE１勝
ダンスフィーヴァーDance Fever（02 牝 Fusaichi Pegasus）不出走
エストレラモナルコス Estrela Monarchos（10 牝 Monarchos）BRZ７勝，
ホベルト＆ネルソンＧセアブラ大賞‐G1，アダイルエイラスデアラウ
ジョ大賞‐G2，ガヴェアオズワルドアランハ大賞‐G2，etc.

＊ロッタレース（92牝 Nureyev）不出走
フサイチパンドラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

札幌記念‐Jpn2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，��入着
アーモンドアイ（15牝 ロードカナロア）10勝，ジャパンＣ‐G1（２回），オー
クス‐G1，桜花賞‐G1，etc.，UAE１勝，年代表（2回），優３牝，優古牝

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

25 フォーモサアピール２０２１ �・栗 ５／１８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンフォーモサアピール
＊ Nureyev

��
��
�リアフォーモサ栗 2005 Sex Appeal

8f
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 フォーエバーワン（16栗 ＊ハービンジャー）出走
初仔

２代母 フォーエバーマーク（08鹿 ＊ファルブラヴ）６勝，キーンランドＣ‐G3，アイ
ビスサマーダッシュ‐G3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，
福島民友Ｃ‐L ３着，etc.

３代母 リトミックダンス（01鹿 ダンスインザダーク）１勝

４代母 ＊レガシーオブストレングス（82 USA栗 Affirmed）USA１勝
［子］ スティンガー（96牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，

京王杯スプリングＣ‐G2，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，etc.，優２牝
サイレントハピネス（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，
サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.

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

レガシーオブゼルダ（88牡 Buckaroo）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，
京王杯オータムＨ‐Jpn3 ３着，菖蒲Ｓ‐OP，etc.

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

サイレントメロディ（07牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ‐G3，
東海Ｓ‐G2 ３着，etc.，��入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着

サトノギャラント（09� ＊シンボリクリスエス）７勝，谷川岳Ｓ‐L，キャ
ピタルＳ‐L，谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.，障害１勝

フローテーション（05牡 スペシャルウィーク）２勝，菊花賞‐Jpn1 ２着，
ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.

キングズオブザサン（11� ＊チチカステナンゴ）２勝，ＮＨＫマイルＣ
‐G1 ３着，京成杯‐G3 ２着，葉牡丹賞，etc.，障害１勝

［曾孫］ ハギノハイブリッド（11牡 タニノギムレット）４勝，京都新聞杯‐G2，ア
イルランドＴ‐L，函館記念‐G3 ２着，etc.，種牡馬

アンズチャン（11牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，欅Ｓ‐L ２着，銀嶺Ｓ，
銀蹄Ｓ，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： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

26 フォーエバーワン２０２１ �・栗 ３／ ５
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlフォーエバーワン ＊ファルブラヴ

��
��
�フォーエバーマーク栗 2016 リトミックダンス

＊レガシーオブストレングス 9c
Northern Dancer S5×S5×M5 Fairy Bridge S5×M5

価格： 購買者：



母 フジミ（16鹿 ロードカナロア）�１勝
初仔

２代母 キルシュワッサー（03栗 サクラバクシンオー）４勝，中京日経賞，邁進特別，
恵那特別，五色沼特別２着，こでまり賞２着，etc.
ヤマノハヤブサ（11牡 ハーツクライ）２勝，飛竜特別２着，八代特別２着
スーリーズ（13牝 ネオユニヴァース）入着，��１勝�３勝�３勝
キルロード（15� ロードカナロア）�６勝，パラダイスＳ‐L，高松宮記念‐G1 ３着，

福島ＴＶＯＰ‐OP，みちのくＳ
アザル（18牝 オルフェーヴル）�出走，�２勝
ザアトム（19牡 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 ＊ナミビア（97 USA栗 Seeking the Gold）不出走
リブレット（04牝 ＊マリエンバード）不出走

マルヒロブライティ（08牝 ＊トワイニング）��３勝，ローレル賞２着，ユング
フラウ賞３着

ハギノソフィア（10牝 アグネスタキオン）１勝，稲光特別３着
デューイ（11牡 ネオユニヴァース）入着２回，�３勝�	，サラブレッド大賞典２着

４代母 ゴーイングアショアGoing Ashore（89 USA鹿 ＊ポリッシュネイビー）USA３勝
［曾孫］ プッシプエンテ Pushi Puente（18 牡 Side Road）�PR３勝，C. Anto

nio Fernandez Castrillon‐LR ３着
ウインサーガ（09� ゼンノロブロイ）１勝，��１勝
１勝�入着５回，
文月賞２着，開聞岳賞２着

５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
ファーロー Furlough（94牝 Easy Goer）USA８勝，バレリーナＨ‐G1，
ディスタフＨ‐G2，オノラブルミスＨ‐G3，etc.

ファンタスティックファインド Fantastic Find（86牝 Mr. Prospector）US
A６勝，ヘムステッドＨ‐G1，Finely S，テストＳ‐G1 ２着，etc.

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： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

27 フジミ２０２１ �・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムフジミ サクラバクシンオー

��
��
�キルシュワッサー鹿 2016 ＊ナミビア

20b
Halo S4×S4 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 フジヤマサクラ（03鹿 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（24）〕
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）
�７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）
�出走��２勝
サラヘレン（19牝鹿 エスポワールシチー）
�３勝�１勝�
サラキャサリン（20牝鹿 エスポワールシチー）
�入着２回

２代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
ワキノドライバー（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝

ワキノアタリ（13牝 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別２着，�４勝
エフティマイア（05牝 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２

着，桜花賞‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ５着，マリーゴールド賞‐OP，etc.
エフティスパークル（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，石和特別２着，調布特別２

着，三春駒特別２着，両国特別３着
エフティイーリス（16牝 ルーラーシップ）２勝，富里特別３着

オースミドライバー（08牡 ＊スニッツェル）１勝
デバイスドライバー（12牡 ハーツクライ）２勝，岩船特別，瓢湖特別２着
アドマイヤモラール（13牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着
ロジブリランテ（14牡 ディープブリランテ）１勝

３代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.

４代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.
［孫］ セイリューオー（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，

中山金杯‐Jpn3 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220

28 フジヤマサクラ２０２１ �・鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフジヤマサクラ ニホンピロウイナー

��
��
�カツラドライバー鹿 2003 ノーザンマイア

＊マイア 4k
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ハナノパレード（12鹿 ゴールドヘイロー）�９勝�，名古屋でら馬スプリント
（Ｄ0800），駿蹄賞（Ｄ1800），スプリングＣ（Ｄ1400），東海クイーンＣ（Ｄ1600）
２着，若草賞（Ｄ1400）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ガットゲンチタラ（19牝栗 ラブリーデイ）��出走�１勝

２代母 カミノヤマレンジャ（03鹿 ＊アジュディケーティング）��５勝
ディーエスソウル（11牡 ＊パーソナルラッシュ）�１勝�３勝��入着２回

３代母 ベストゾーン（88栗 ＊ナイスダンサー）３勝
イッキューサン（97牡 ニツポーテイオー）�３勝�４勝��４勝
リーチザピーク（98牡 ダイナガリバー）入着２回，��２勝
サクラゴージャス（99牝 ヤマニンゼファー）	１勝
�３勝
コンゴウココロマチ（00牝 ヤマニンゼファー）	９勝
コンゴウキララ（02牝 ＊ディアブロ）	３勝
ビューティゾーン（05牝 ウイングアロー）�４勝
プリティスター（07牝 ＊サウスヴィグラス）２勝

タイサイ（16牡 スマートファルコン）４勝，堺Ｓ，赤富士Ｓ３着，���２勝
�入着，六甲盃２着

シゲルハウメア（17牡 トランセンド）１勝

４代母 ベターベスト（81鹿 ＊パーソナリテイ）不出走
［子］ ベターガルソンヌ（86牝 ＊ダンサーズイメージ）１勝，桧山特別２着

（２回），印旛沼特別３着
エレガントシンガー（97牝 ＊フラツシユオブステイール）１勝，呉竹賞３着
セタノビクトリー（87牡 タケシバオー）１勝，�１勝
ジェノバシチー（95牡 メリーナイス）１勝

［孫］ ガルソンドヌール（92牡 ＊ラシアンルーブル）１勝，�５勝�１勝
�，
上山ＧＰ山形記念３着，上杉まつり賞３着

ガルソンロワール（95牡 ミホノブルボン）１勝，文知摺特別３着

５代母 マイバージ（73栗 ＊フアバージ）４勝，立夏賞，中津川特別
［子］ ザベリーベスト（80牡 アローエクスプレス）４勝，鷹巣山特別

販売申込者・所有者： 廣中 稔＝日高町平賀 �01456-2-0124
生 産 牧 場： 廣中 稔
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

29 ハナノパレード２０２１ 牡・鹿 ４／ ６
＊ Wild Again

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rose Parkトランセンド ＊トニービン

��
��
�シネマスコープ鹿 2006 ブルーハワイ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドハナノパレード ＊アジュディケーティング

��
��
�カミノヤマレンジャ鹿 2012 ベストゾーン

＊ガイタ 3e
Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ハロードリーム（04栗 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（18）〕
ハローブライアン（10牝栗 ＊アルデバランⅡ）�11 勝
サンライズシーズン（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）入着２回，�４勝�３勝
タイセイアベニール（15牡鹿 ＊ベーカバド）�５勝，ラピスラズリＳ‐L（芝 1200）２着，

函館スプリントＳ‐G3 ３着，淀短距離Ｓ‐L（芝 1200）３着，春雷Ｓ‐L（芝 1200）
３着，鞍馬Ｓ‐OP（芝 1200），ＵＨＢ賞‐OP（芝 1200）２着，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400）
２着，鞍馬Ｓ‐OP（芝 1200）３着，豊明Ｓ（芝 1200），黒松賞（芝 1200），etc.

２代母 ハローサンライズ（98栗 ダンスインザダーク）２勝
ハロースカーレット（06牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
サンライズモール（07牡 ＊クロフネ）５勝，桃山Ｓ，梅田Ｓ，西脇特別，上賀茂Ｓ２

着，門司Ｓ２着，etc.，�３勝

３代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�
１勝�	入着３回�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.

スカーレットベル（01牝 ＊エリシオ）５勝，大津特別，八坂特別，花背特別２着，etc.
ダノンリバティDanon Liberty（12 牡 キングカメハメハ）３勝，六甲Ｓ
‐LR，ＢＳＮ賞‐L，関屋記念‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝�１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウ
スＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，etc.，�入着���

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，etc.，��１勝
�１勝	��入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，etc.

クリムゾンブーケ（06牝 ＊クロフネ）１勝
セイルオンセイラー（19牡 ＊ドレフォン）�３勝，鳳雛Ｓ‐L ３着，鶴ヶ城特別，

プラタナス賞２着

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

30 ハロードリーム２０２１ 牡・栗 ３／２３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayハロードリーム ダンスインザダーク

��
��
�ハローサンライズ栗 2004 スカーレットローズ

＊スカーレツトインク 4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ブルーイリュージョン（14 GB鹿 Dubawi）GB・FR１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
クリスタルクラウドCrystal Cloud（19 GB牝鹿 Teofilo）�海外未出走
ボールドイリュージョンBold Illusion（20 GB牝鹿 Farhh）�海外未出走

２代母 ブルーバンティング Blue Bunting（08 USA芦 Dynaformer）GB・IRE５勝，
愛オークス‐G1，英１０００ギニー‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，Montrose
Fillies S‐L
ブルークリーク Blue Creek（13牡 Street Cry）UAE１勝，Al Bastakiya‐L ３着
フラッグフェスティヴァル Flag Festival（15 牡 New Approach）GB・UAE１勝

３代母 ミアリクサMiarixa（01 FR芦 Linamix）不出走
スターズアットナイト Stars At Night（13 牝 Galileo）GB１勝

スターディヴァイン Star Devine（18牝 Fastnet Rock）�USA２勝，Galw
ay S，インターコンティネンタルＳ‐G3 ２着，Giant's Causeway S
‐L ２着

イグゼンプラー Exemplar（14� Galileo）�GB・IRE・AUS３勝，ベレスフォー
ドＳ‐G2 ３着，キルターナンＳ‐G3 ２着，MRC R. M. Ansett Classic‐L
２着

４代母 ミセズアルカーダMrs Arkada（91 FR鹿 Akarad）FR２勝，P. Isola Bella
‐L，サンタラリ賞‐G1 ３着，P. Casimir‐Delamarre‐L ２着，クロエ賞
‐G3 ３着，ヴァントー賞‐G3 ３着
［子］ マークロワイヤルMarque Royale（98 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）FR２

勝，P. des Lilas‐L，P. Coronation‐L ２着
ミスターキックMister Kick（97� Linamix）FR・USA１勝，ベルトゥー
賞‐G3 ２着，リュテース賞‐G3 ２着，P. Scaramouche‐L ２着

［孫］ セプタールージュ Sceptre Rouge（05� Red Ransom）FR・QAT３勝，
P. Herod‐L，Grand Handicap de Deauville‐L ２着，P.
du Pont‐Neuf‐L ３着

マーキクスMarquix（04� Linamix）FR５勝，Grand Handicap de De
auville‐L，P. Frederic de Lagrange‐L ２着

販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

31 ブルーイリュージョン２０２１ �・鹿 ２／１９
インヴィンシブルスピリット Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Invincible Spirit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Rafhaテリトリーズ

Territories タラント Machiavellian

��
��
�TarantoIRE 鹿 2012 Magna Graecia

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahブルーイリュージョン ブルーバンティング Dynaformer

��
��
�Blue Bunting鹿GB 2014 Miarixa

4n
Mr. Prospector S4×M5 Slightly Dangerous S5×M5

価格： 購買者：



母 プラチナムーン（11黒鹿 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（３）〕
サノチナ（17牝鹿 ＊シニスターミニスター）���１勝�１勝
スミソニアン（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）入着３回，���１勝
アシャカシーザ（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�出走
サノノタルマエ（20牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

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）�３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，白鷺特別，メ
ルボルンＴ

ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，葉
山特別，カーネーションＣ，etc.

エクセレントミスズ（13牡 ナカヤマフェスタ）３勝，兵庫特別，積丹特別，メ
ルボルンＴ２着，etc.

ハーマジェスティ（05牝 ＊ラムタラ）３勝，蔵王特別，西部スポニチ賞３着，天竜川
特別３着，etc.

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： ㈲豊洋牧場＝日高町豊田 �01456-5-2607
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

32 プラチナムーン２０２１ 牡・青鹿 ５／ ３

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズプラチナムーン ステイゴールド

��
��
�ソリッドプラチナム黒鹿 2011 リザーブシート

＊インヴァイト 2f
サンデーサイレンスM4×M4 Halo S5×M5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ブラックショコラ（12黒鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
プリモパイソン（18牡栗 バンブーエール）���５勝
ツーシャドー（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝�２勝，フローラルＣ
（Ｄ1600）２着，リリーＣ（Ｄ1200）３着

２代母 ブラックカシミール（05黒鹿 バブルガムフェロー）３勝
フォートカルガリー（13牡 バンブーエール）��２勝
オリオンパッチOrion Patch（16牡 バンブーエール）３勝，舞浜特別，三峰山特別

２着，初春Ｓ３着
エラシコ（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝�
ロマンスロード（19牝 ＊マジェスティックウォリアー）���４勝

３代母 リンダムヘール（93栗 バンブービギン）３勝，日田特別２着，たちばな賞２着
エマジャ（00牝 サクラローレル）�４勝
バンブージーコ（02牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，�７勝�６勝��入着４回�，

新春賞，新春賞２着
バンビーナリタ（04牝 マヤノトップガン）	６勝�入着

４代母 ダドリアバンブー（81栗 ＊ジヨンテイオンブル）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，
忘れな草賞‐OP
［子］ バンブービブロス（91牡 バンブーアトラス）６勝，甲南Ｓ，飛鳥Ｓ，八瀬

特別，etc.，�11 勝
入着４回
バンブーダンケ（90牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，原町特別２着，
��２勝

バンブーソラオー（96牡 ＊ソヴィエトスター）��７勝
シュンユウワイド（89牡 ＊クリスタルパレス）�２勝

５代母 フローラバンブー（75栗 フアストバンブー）１勝

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

33 ブラックショコラ２０２１ �・黒鹿 ４／２４
＊ 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターブラックショコラ バブルガムフェロー

��
��
�ブラックカシミール黒鹿 2012 リンダムヘール

＊ダドリア 14c
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 ブランカ（13鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
パレフォーコン（19牡鹿 ストロングリターン）�入着
フィーユエクレール（20牝鹿 ＊ドレフォン）�出走

２代母 スプリングチケット（97黒鹿 ＊トニービン）６勝，サマーＳ，オークランドＲ
ＣＴ，九州スポーツ杯，北野特別，対馬特別，etc.
スプリングソング（05牡 サクラバクシンオー）６勝，京阪杯‐G3，セントウルＳ

‐G2 ３着，オーストラリアＴ‐L ２着，京阪杯‐G3 ３着，京洛Ｓ‐OP，etc.
アーリースプリング（06牝 ＊クロフネ）入着

テリオスベル（17牝 キズナ）�５勝，スレイプニルＳ‐OP，下総Ｓ，上総Ｓ２
着，�入着，マーキュリーＣ‐Jpn3 ２着

カレンチャン（07牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，高松宮記念‐G1，阪神
牝馬Ｓ‐G2，キーンランドＣ‐G3，函館スプリントＳ‐G3，etc.，優短距，優古牝
カレンモエ（16牝 ロードカナロア）４勝，函館スプリントＳ‐G3 ２着，オーシ

ャンＳ‐G3 ２着，京阪杯‐G3 ２着，長篠Ｓ，紫川特別，etc.
スプリングフェスタ（08牝 ゼンノロブロイ）出走

ペイシャフェスタ（18牝 ＊マクフィ）�３勝，相模湖特別，高尾特別３着
カレンシェリーメイ（09牝 ディープインパクト）１勝
プランタンビジュー（10牝 ダイワメジャー）２勝
カレンカカ（14牡 ＊クロフネ）４勝，東大路Ｓ２着，���１勝
オメガプランタン（15牡 ロードカナロア）入着６回，��８勝

３代母 カズミハルコマ（84青鹿 マルゼンスキー）４勝，春蘭賞‐OP ３着，初雛賞，
深草特別２着，八坂特別２着，天王山特別２着，etc.
センシュートレジャ（91牝 ミホシンザン）２勝，矢車賞２着，有松特別３着

カシノスターライト（07牝 マーベラスサンデー）１勝，英彦山特別２着，脊振
山特別２着，二本松特別２着

デカンタージュ（04牝 ＊ホワイトマズル）入着
ルリシュブール（09牡 デュランダル）１勝，ダリア賞‐OP ３着

タケミカヅチ（05牡 ゴールドアリュール）２勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，皐月賞
‐Jpn1 ２着，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �0146-42-1477
生 産 牧 場： ㈲服部牧場
飼 養 者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �090-8906-7169

34 ブランカ２０２１ �・鹿 ４／ １

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアブランカ ＊トニービン

��
��
�スプリングチケット鹿 2013 カズミハルコマ

＊フオルカー 13c
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 フレンチジェンヌ（13栗 ＊グラスワンダー）入着，�１勝��
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 フレンチドール（06栗 ＊フレンチデピュティ）３勝
ラプリマヴェーラ（12牝 ジャングルポケット）��１勝
コンカドール（14牝 ＊シンボリクリスエス）�４勝��１勝�入着�
シーホース（15牝 キングヘイロー）１勝，�１勝��１勝
ボルサリーノ（17牡 ＊シンボリクリスエス）�３勝，甲州街道Ｓ２着，白嶺Ｓ３着
リバーサルバレット（19牡 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 ワルツダンサー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）６勝，キーンランドＣ‐OP ２着，
みちのくＳ，市川Ｓ，山中湖特別，千葉日報杯，etc.
ワイルドワンダー（02牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，根岸Ｓ‐G3，プロキオンＳ

‐G3，アンタレスＳ‐G3，etc.，���入着３回，種牡馬
ラインドライブ（03� ＊グラスワンダー）５勝，鎌倉Ｓ，河口湖特別，鹿島特別，etc.，

	７勝��
オペラブラーボ（04牡 ＊オペラハウス）６勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アイルランド

Ｔ‐OP，夏至Ｓ‐OP ２着，etc.
ストロベリーパフェ（07牝 ＊ブライアンズタイム）出走

キャプテンキング（14牡 ＊ファスリエフ）２勝，��６勝，フジノウェーブ記念
（２回），川崎マイラーズ，ブリリアントＣ，etc.，種牡馬

メルティーキス（09牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ヤマトコウセイ（19牝 リオンディーズ）�１勝，はやぶさ賞３着

オペラガール（10牝 ＊オペラハウス）出走
フクウン（18牡 リオンディーズ）�２勝，河口湖特別３着

ラストダンサー（11牡 キングカメハメハ）６勝，霜月Ｓ‐L，グリーンチャンネルＣ
‐L ３着，ＴＶ静岡賞

４代母 ＊ウィシングフォーアスター（87 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，Likely
Exchange S３着
［孫］ ベルモントソレイユ（00牡 ＊アジュディケーティング）��７勝�入着�


，ＴＶ埼玉杯，サンタアニタＴ２着，報知ＧＰＣ２着，etc.
ベルモントピノコ（02牝 ＊アジュディケーティング）２勝，汐留特別

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： �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

35 フレンチジェンヌ２０２１ 牡・栗 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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraフレンチジェンヌ ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチドール栗 2013 ワルツダンサー

＊ウィシングフォーアスター 12b
サンデーサイレンス S3×M4 Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer 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
〔産駒馬名登録数：１〕
モテオ（20牡鹿 ＊モンテロッソ）�未出走

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

ファイアダンサー（18牝 ＊パイロ）�３勝，さくらんぼ特別

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
＊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： 村上 進治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

36 プロムクイーン２０２１ 牡・黒鹿 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アドミラブル ＊シンボリクリスエス

��
��
�スカーレット鹿 2014 グレースアドマイヤ

＊ 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
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 フーリン（09栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
アイピーアカリ（14牝栗 ＊ロードアルティマ）��３勝
ジョーパイロライト（16牡鹿 ＊パイロ）���８勝�１勝，ブリーダーズゴールド

ジュニアＣ（Ｄ1700）３着
テンシノエクボ（17牝栗 ＊パイロ）��１勝
ホワイトプレインズ（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）��２勝

２代母 ＊デイトナイト（01 USA鹿 Forest Wildcat）USA１勝
フォルミダービレ（06牡 キングカメハメハ）３勝，河口湖特別，江戸川特別２着
ウルティマミューズ（11牝 キングカメハメハ）３勝
マジックシャトル（12牡 ＊タイキシャトル）３勝，葵Ｓ‐LR ３着，ＳＴＶ杯，かさ

さぎ賞，ＵＨＢ杯３着
フォレクラフト（19牝 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 ベイマジックBay Magic（86 USA鹿 Ack Ack）USA出走
ベイグリッターBay Glitter（90 牝 Rampage）USA２勝

ハイランドリム Highland Rim（99� Launch a Leader）USA11 勝，Hoov
er S‐R ２着

ゴールデンツアーGolden Tour（00 牝 Lac Ouimet）USA６勝，Merry Ti
me S‐R，J. William Petro Memorial H‐R，Queen City Oaks‐R，etc.

ストレイトドロー Straight Draw（91� Launch a Leader）USA13 勝，Sparta
cus S

マーチマジックMarch Magic（97 牝 Evansville Slew）USA６勝，モリーピッチ
ャーＨ‐G2，カムリーＳ‐G3，Poinciana Breeders' Cup H‐L，etc.

サンダーサンズ Thunder Sands（98 牝 Level Sands）USA２勝，A.P. Indy S
‐L ２着
イザベルズサンダー Isabelle's Thunder（08 牝 Mineshaft）USA７勝，Pas

eana S２着
アブルッツィリッジAbruzzi Ridge（99牝 Mountain Cat）USA入着

バスマティ Basmati（09� Borrego）USA９勝，デルタダウンズジャックポッ
トＳ‐G3 ２着，Governor's Cup H２着

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

37 フーリン２０２１ �・栗 ３／２０
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケフーリン
＊ Forest Wildcat

��
��
�デイトナイト栗 2009 Bay Magic

A1
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヘラルドスクエア（13鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
トップマジェスティ（19牡青鹿 ディーマジェスティ）��３勝

２代母 コロンバスサークル（06黒鹿 ＊ホワイトマズル）５勝，みなみ北海道Ｓ‐LR ２
着，五稜郭Ｓ‐OP ３着，レインボーＳ，早春Ｓ，精進湖特別３着
レッドジェノヴァ（14牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，京都大賞典‐G2 ２着，エリザ

ベス女王杯‐G1 ４着，２０１８ＷＡＳＪ第２戦，北海道１５０年記念，磐梯山特別，etc.
コロンバスデイ（15牝 ＊ノヴェリスト）２勝，三田特別３着

３代母 マンハッタンフィズ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイーン

Ｃ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.
バラックパリンカ（16� ＊ノヴェリスト）４勝，御堂筋Ｓ，江坂特別，甲武特別，etc.，

��出走���出走
フローズンスタイル（17牝 エピファネイア）�２勝，村上特別２着
エルディアブロ（18牡 キングカメハメハ）�２勝，町田特別３着

クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハンブ
ルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬

シャンボールフィズ（09牝 キングカメハメハ）２勝，日野特別２着，石狩特別２着
オレンジフィズ（18牝 エピファネイア）�１勝，スイートピーＳ‐L ３着

ダービーフィズ（10牡 ジャングルポケット）５勝，函館記念‐G3，セントライト記
念‐G2 ２着，札幌記念‐G2 ３着，etc.

インペリアルフィズ（14牡 ジャングルポケット）�２勝，臥牛山特別，出雲崎特別２着

４代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着
［子］ マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，

菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬
＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソム

Ｃ‐Jpn3 ２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ エアウルフ（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ポラリスＳ‐L，ポラリス

Ｓ‐L ２着（２回），欅Ｓ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： フクオカファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2309
生 産 牧 場： フクオカファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

38 ヘラルドスクエア２０２１ 牡・黒鹿 ５／１８

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスヘラルドスクエア ＊ホワイトマズル

��
��
�コロンバスサークル鹿 2013 マンハッタンフィズ

＊サトルチェンジ 16c
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ファービヨンド（11栗 ディープスカイ）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（８）〕
パイロジェン（16�栗 ＊パイロ）２勝，���１勝
スルーザリミッツ（17牝黒鹿 ＊パイロ）���４勝
ゾディアックレーヴ（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）���３勝
ノーブルキャナル（19牡青 ラブリーデイ）��入着２回

２代母 ＊ファーザ（95 USA栗 Mr. Prospector）不出走
フジサワ Fujisawa（01牝 Green Desert）GB・AUS・NZ２勝

ルパン Lupin（10 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）SAF４勝，Lady's Bracelet S
‐L ２着

ポンテペルレ（02牝 Green Desert）２勝，新発田城特別３着
ナリタベガ（03牡 アドマイヤベガ）１勝，�１勝�１勝�９勝
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，ジャパンＤダービー‐Jpn1，全日本
２歳優駿‐Jpn1，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2（２回），etc.，
ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ年代表（4回），ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ優古馬（3回），ＮＡ
Ｒ優古牡（2回），種牡馬

トーセンルーチェ（06牡 ＊マリエンバード）３勝，是政特別２着，��６勝�，ダイ
オライト記念‐Jpn2 ３着，金盃（２回），大井記念，報知オールスターＣ３着

エルヴィスバローズ（08牡 ディープインパクト）３勝，出雲崎特別２着，国東特別２着
ルナフォンターナ（09牝 アドマイヤムーン）６勝，オパールＳ‐LR ３着，鞍馬Ｓ

‐OP，淀屋橋Ｓ，乙訓特別，祇園特別２着

３代母 バヤ Baya（90 USA栗 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，ノネット賞‐G3 ２着
ベイベリー Bayberry（00 牝 Bering）GB・FR１勝，Atalanta S‐L ２着
バースストーン Birthstone（02牝 Machiavellian）FR２勝，オマール賞‐G3

ギフトリストGift List（18 牝 Bated Breath）�GB・USA３勝，エッジウッド
Ｓ‐G2，アパラチアンＳ‐G2 ２着，Radley S‐L ２着，etc.

ソングクラフト Songcraft（08� Singspiel）GB・FR・UAE８勝，Grand Cup S
‐L，ドバイシティオヴゴールド‐G2 ２着，ドバイシティオヴゴールド‐G2
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

39 ファービヨンド２０２１ 牡・栗 ５／２４

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビファービヨンド
＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2011 Baya

4n
Raise a Native M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バゴラグーン（11栗 ＊バゴ）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
イタダキマショウ（18牡黒鹿 トーセンジョーダン）��入着
ライラックベルン（19牝鹿 シビルウォー）��２勝�

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

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

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

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

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

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

城特別２着，津軽海峡特別３着

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

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

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

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

フェニックス賞‐OP ３着，立待岬特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

40 バゴラグーン２０２１ 牡・栗 ５／２７
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxバゴラグーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�オレンジピール栗 2011 ＊バッフドオレンジ

3c
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5
Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 マスターウィンド（07栗 サクラプレジデント）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（13）〕
ミニョンヌ（15牝栗 ローエングリン）�１勝��１勝�４勝
イズジョークラウン（16牡鹿 メイショウボーラー）�４勝�入着８回
サマーローヤル（18牝青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���１勝�２勝
ラブミーモニカ（20牝栗 ＊アポロキングダム）���入着

２代母 プラチナム（02鹿 ＊スキャターザゴールド）出走
ラブミープラチナ（08牝 サクラプレジデント）�１勝�２勝��	入着４回，ＯＲ

Ｏターフスプリント，クイーンＣ２着
マスタープラチナム（10牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ウッチースネール（12牝 ＊バトルプラン）�１勝
７勝
ダイキリシマ（15牡 メイショウボーラー）�２勝���入着 10回
オトコマサリ（16牝 ＊アポロキングダム）�２勝�３勝
ヘイセイロード（17牡 ヴァンセンヌ）��未出走�２勝��入着��

３代母 ショウエイミズキ（96鹿 Nashwan）１勝
デヴェロッペ（05牝 ＊ボストンハーバー）２勝，紫苑Ｓ‐L ２着，菜の花賞‐OP

トリアンドルス（12牝 マツリダゴッホ）入着４回，�３勝
アルーブルト（18牡 フェノーメノ）�４勝，加古川Ｓ，出石特別，雅Ｓ３着

クロコスミア（13牝 ステイゴールド）５勝，アイルランドＴ府中牝馬Ｓ‐G2，
エリザベス女王杯‐G1 ２着（３回），ヴィクトリアマイル‐G1 ３着，etc.

イルヴェントデーア（16牝 エイシンフラッシュ）�２勝，御宿特別２着

４代母 ＊アルヴォラ（90 GB黒鹿 Sadler's Wells）GB１勝
［子］ ＊ディクタット（95牡 ＊ウォーニング）入着，GB・FR７勝，ヘイドックス

プリントＣ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G1，クライテリオンＳ‐G3，etc.，
種牡馬

［孫］ ワンスピリットOne Spirit（08 牝 Invincible Spirit）IRE２勝，White
headMemorial S‐L，リッジウッドパールＳ‐G3 ２着，ソロナウェ
イＳ‐G3 ２着，etc.

サムスピリット Some Spirit（11 牝 Invincible Spirit）IRE１勝，フェア
リーブリッジＳ‐G3 ２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

41 マスターウィンド２０２１ �・栗 ５／１０

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーマスターウィンド ＊スキャターザゴールド

��
��
�プラチナム栗 2007 ショウエイミズキ

＊アルヴォラ 14c
Danzig S3×M5 Mr. Prospector S4×M4 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 ペチカ（04芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，美幌特別（芝 1500）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
ネージュフレーズ（15牝芦 ダイワメジャー）入着３回，���５勝
ホワイトベリー（17牝芦 スマートファルコン）���１勝・２勝
ヘルミオーネ（20牝芦 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ＊シャンティーフレイズ（94 USA栗 Lyphard）FR入着３回
スマートフェアリー（01牝 ＊ティンバーカントリー）１勝，障害１勝

スマートリブレ（08牡 ＊ロージズインメイ）２勝，沈丁花賞
バルーション（02牝 ＊アグネスワールド）１勝
ステイマックス（06� ステイゴールド）１勝

３代母 カレッタCaretta（73 IRE 鹿 Caro）FR２勝
アルナスル Al Nasr（78 牡 Lyphard）GB・FR・USA７勝，イスパーン賞‐G1，ド

ラール賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，etc.，種牡馬
ジャバルタリク Jabal Tarik（80 牡 Riverman）GB・FR４勝，リス賞‐G3 ３着，

種牡馬
エピュールEpure（82牝 ＊ベリフア）FR１勝

エリザ Eriza（92 牝 Distant Relative）FR１勝，P. Joubert‐L ２着
ジュエルドリーフ Jewelled Reef（83 牡 Mill Reef）GB・FR１勝，Danepak Ba

con S‐L
ダイアルドリームDial Dream（85牝 ＊ゲイメセン）FR・USA２勝，G.P. de Stra

sbourg‐L
ミセズティングMrs Ting（92牝 Lyphard）IRE出走

トリパート Tripat（99 牡 Persian Bold）FR・GER・USA３勝，シュマンドフ
ェルデュノール賞‐G3，P. Ridgway‐L ２着，P. Pelleas‐L ３着，
FR障害 12勝

レックスレジーナ Rex Regina（06牝 ＊キングズベスト）FR・USA３勝，P. L
a Sorellina‐L

キングサルサ Kingsalsa（96 牡 Kingmambo）FR・UAE４勝，シュマンドフェルデ
ュノール賞‐G3，ムーランドロンシャン賞‐G1 ２着，サラマンドル賞‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258
生 産 牧 場： ㈲ヒダカファーム
飼 養 者： ㈲ヒダカファーム＝浦河町荻伏町 �0146-25-2258

42 ペチカ２０２１ 牡・芦 ４／１８

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceペチカ
＊ Lyphard

��
��
�シャンティーフレイズ芦 2004 Caretta

4r
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer M4×S5 Caro M4×S5
Numbered Account S5×S5
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：３〕
アルファプリンセス（19牝鹿 ビッグアーサー）�出走

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

43 ボロンベルラルーン２０２１ 牡・鹿 ４／２２
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊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
エンドスウィープ S3×M3 サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ホウヨウクイーン（16青鹿 ヒルノダムール）�４勝
初仔

２代母 プレトリアン（07鹿 キングヘイロー）�７勝
アシャカセルクル（14牡 ＊シニスターミニスター）３勝，鈴鹿特別
ジーマックス（17牡 ゴールドシップ）�２勝
スキピオ（18牡 マツリダゴッホ）入着，�６勝
サノコア（19牡 ＊エスケンデレヤ）��３勝

３代母 フォースエネミー（98鹿 ＊ウォーニング）入着２回
パッショネートキス（05牡 ＊ティンバーカントリー）�１勝�10 勝��，黒潮ダービ

ー，黒潮菊花賞３着，黒潮皐月賞３着

４代母 ＊トリプルマッチ（92 USA鹿 Danzig）出走
［孫］ ノーブルルージュ（12牝 ショウナンカンプ）２勝，千種川特別２着，由布

院特別３着，九州スポーツ杯３着，etc.

５代母 ダブルズパートナーDoubles Partner（84 USA鹿 Damascus）USA６勝，
アンアランデルＨ‐G3，Pearl Necklace S‐LR，Sweet Tooth S‐L，Ma
rtha Washington H‐L ２着，ニジャナＳ‐G3 ４着
［子］ ネットダンサーNet Dancer（89 牝 Nureyev）USA２勝，Old Hat H.

２着
［孫］ ＊イーグルカフェ（97牡 Gulch）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ジャパンＣ

ダート‐Jpn1，七夕賞‐Jpn3，etc.，�出走，FR・UAE入着，種牡馬
レット Let（95 牝 A.P. Indy）USA７勝，チャーチルダウンズディスタフＨ
‐G2，Inside Information S‐L，Personal Ensign S‐L，etc.

＊ハセノガルチ（94牡 Gulch）４勝，�	６勝
１勝，さきたま杯‐Jpn3
３着，京成盃グランドマイラーズ，ＴＶＫ盃，etc.

［曾孫］ センターコート Centre Court（09 牝 Smart Strike）USA７勝，ジェニー
ワイリーＳ‐G1，ハニーフォクスＳ‐G2（２回），レイクジョージＳ
‐G2，etc.

ラヴェル Ravel（04 牡 Fusaichi Pegasus）USA３勝，シャムＳ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935

44 ホウヨウクイーン２０２１ 牡・鹿 ３／１８

＊

＊
＊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

マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�

��
��

�ヒルノダムール シェアエレガンスホウヨウクイーン キングヘイロー

��
��
�プレトリアン青鹿 2016 フォースエネミー

＊トリプルマッチ 7
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ボストンビリーヴ（10栗 アグネスタキオン）２勝
初仔

２代母 イサミサクラ（92黒鹿 アイネスフウジン）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3 ３着，
小倉日経ＯＰ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，葵Ｓ‐OP，淀短距離Ｓ‐OP ２着，etc.
イサミペガサス（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝，フェニックス賞‐OP
イサミミラクル（01牡 ＊ピルサドスキー）�３勝�４勝
イサミサクラサクラ（03牝 スペシャルウィーク）１勝，つわぶき賞２着

カイカセンゲン（08牝 ＊チーフベアハート）�４勝�３勝�３勝��
フォーミュラーワン（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝
ボストンエンペラー（08牡 キングカメハメハ）５勝，南総Ｓ，さくらんぼ特別，西

部日刊スポーツ杯，浜松Ｓ２着，みちのくＳ２着，etc.
ボストンサクラ（09牝 ダイワメジャー）３勝，つわぶき賞２着

セレッソフレイム（18牝 ＊パイロ）�１勝，フェニックス賞‐OP ２着
ヴァッフシュテルケ（11牡 ダイワメジャー）３勝，フィリピンＴ２着，小樽特別２

着，潮騒特別３着，筑紫特別３着，�８勝�

３代母 ハマナジユビー（82黒鹿 ＊ラツキーソブリン）入着
ビワジュビー（88牝 タイテエム）１勝
リワードプランダー（90牡 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２

着，新潟記念‐Jpn3 ３着，ゴールデンホイップＴ，etc.
リワードコパン（93牝 リードワンダー）４勝，長万部特別，春望Ｓ３着，臥牛山特

別３着

４代母 ジユピツク（67栗 Tropique）３勝，オークス，神戸盃２着，桜花賞５着
［孫］ ネーハイアンサー（80牡 ＊ノーザンアンサー）５勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２

着，阪急杯‐Jpn3 ２着，小倉日経賞‐OP，etc.，種牡馬
タハラジュピック（90牝 ハツピープログレス）１勝，ひまわり賞‐OP
ユメノセテコウユー（95牡 ＊マークオブディスティンクション）４勝，北
九州短距離Ｓ‐OP ３着，皆生特別，メルボルンＴ，etc.，種牡馬

モガミエチュード（87牝 ＊モガミ）１勝，アベリア賞２着

５代母 ＊ジユデラ（53 FR栗 Niccolo Dell'Arca）FR１勝，フィユドレール賞３着

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

45 ボストンビリーヴ２０２１ 牡・芦 ２／２１

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラボストンビリーヴ アイネスフウジン

��
��
�イサミサクラ栗 2010 ハマナジユビー

＊ジユデラ 21a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ボヌールバトー（14黒鹿 ジャングルポケット）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ヴィタフェリーチェ（19牝黒鹿 アドマイヤマックス）��２勝�１勝

２代母 ＊ブライドウッド（93 USA黒鹿 Danzig）不出走
マイネルストライク（99牡 Smart Strike）１勝，��４勝�３勝��
ウッドシップ（08牝 ＊クロフネ）４勝，紅梅Ｓ‐OP ３着，両国特別２着，茨城新聞

杯３着
インパルション（09	 デュランダル）２勝
ハッピーセーラー（11牝 ダンスインザダーク）１勝
キタノオドリコ（16牝 エスポワールシチー）３勝，ブラッドストーンＳ３着

３代母 ブレイズウィック Braiswick（86 GB鹿 King of Spain）GB・IRE・USA５
勝，ＥＰテイラーＳ‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，ローズオヴランカスターＳ
‐G3，Cheshire Oaks‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ３着

＊プリックウイロー（92牝 Nureyev）GB・UAE１勝
ウィルフルWilful（00 牡 Bering）GB・IRE・UAE１勝，愛フュチュリティＳ

‐G2 ３着，Newmarket S‐L ２着
オータムウェルス AutumnWealth（01 牝 Cadeaux Genereux）GB・FR３

勝，Pinnacle S‐L，Lady Godiva Fillies S‐L ２着，Gillies Fillie
s' S‐L ３着

プレセデンスPrecedence（96牝 Polish Precedent）IRE 入着５回
ウィングマンWingman（02	 In TheWings）GB・FR１勝，コンデ賞‐G3

３着，GB障害３勝
イックリンガム Icklingham（00	 Sadler's Wells）GB・IRE４勝，Vintage Cro

p S‐L，Vintage Crop S‐L ３着

４代母 ラフィングガ－ル Laughing Girl（73 GB鹿 Sassafras）GB１勝，Galtres
S２着
［孫］ サーパーシー Sir Percy（03 牡 Mark of Esteem）GB・UAE５勝，英ダー

ビー‐G1，デューハーストＳ‐G1，ヴィンテージＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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

46 ボヌールバトー２０２１ �・青鹿 ４／ ２
＊ 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーボヌールバトー
＊ Danzig

��
��
�ブライドウッド黒鹿 2014 Braiswick

3c
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ホローポ（15黒鹿 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
キメツノホース（20牡栗 ＊マインドユアビスケッツ）�地方未出走

２代母 シルクスパークル（99栗 ＊フォーティナイナー）入着
ナリタスパーク（04牡 ナリタトップロード）１勝，合馬特別２着，九重特別２着
オースミスパーク（05牡 アドマイヤベガ）６勝，小倉大賞典‐G3，大阪城Ｓ‐L ３着，

リゲルＳ‐OP ３着，新春Ｓ，三年坂特別，etc.
オースミショウサン（07牡 アグネスフライト）�16 勝

３代母 ＊クリスザレディー（84 IRE 鹿 Kris）ITY４勝，P. Verziere‐L，P. Archida
mia‐L ２着，P. Mottalciata‐L ２着，ナターレディローマ賞‐G3 ４着
フサイチカツラ（91牝 Sadler's Wells）４勝，メイＳ‐OP ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP

３着，難波Ｓ，etc.
タイムウィルテル（00牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，

ターコイズＳ‐L ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，etc.
マジックタイム（11牝 ハーツクライ）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，ター
コイズＳ（重賞）‐L，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，etc.

エンドレスウェルズ（01牝 ＊エンドスウィープ）不出走
ゲシュタルト（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，京都新聞杯‐G2，オール
カマー‐G2 ２着，スプリングＳ‐G2 ２着，etc.，�１勝

パシャシー（93牡 ＊ノーザンテースト）３勝，日田特別
クリスザブレイヴ（94牡 ＊ノーザンテースト）９勝，富士Ｓ‐Jpn3，京成杯オータム

Ｈ‐Jpn3 ２着，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ムーンバレイ（01牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�21 勝�入着���，名古屋大賞

典‐Jpn3 ２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着，名古屋記念，etc.

４代母 アッズリーナ Azzurrina（75 GB鹿 Knightly Manner）FR・ITY11 勝，リデ
ィアテシオ賞‐G1，伊１０００ギニー‐G2，レニャーノ賞‐G3，P. Mario Perretti，
P. Villa Borghese，etc.
［子］ サウスセイラム South Salem（93牡 Salem Drive）GB・USA４勝，セ

ネカＨ‐G3，コヴェントリーＳ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲長谷川牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6121
生 産 牧 場： ㈲長谷川牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

47 ホローポ２０２１ 牡・鹿 ３／２８

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルホローポ ＊フォーティナイナー

��
��
�シルクスパークル黒鹿 2015 ＊クリスザレディー

13e
Mr. Prospector M4×S5×M5 Raise a Native S5×M5 Sharpen Up S5×M5

価格： 購買者：



母 ポワティエ（11青鹿 Le Havre）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
タツオウカケンラン（17牝青鹿 キズナ）�入着２回，�３勝
ウィステリアダディ（18牡青鹿 ドゥラメンテ）��２勝
ソレントフレイバー（19牡鹿 キタサンブラック）�１勝

２代母 ＊トゥーピー（02 GB栗 Intikhab）FR・ITY・USA３勝，アランベール賞‐G3，
仏１０００ギニー‐G1 ２着，サンドリンガム賞‐G2 ２着，P. Imprudence‐L
２着，Criterium du Bequet‐L ２着，etc.
クールデュード Cool Dude（08牡 Lemon Drop Kid）FR・HKG２勝，P. de Po

ntarme‐L ２着，P. de Suresnes‐L ３着
ダンストゥーピーDance Toupie（09 牝 Dansili）FR出走

デーヴDave（16牡 Wootton Bassett）FR２勝，ダフニス賞‐G3 ２着，P.
de Pontarme‐L ２着，P. de Suresnes‐L ３着，P. de Tourgeville
‐L ３着，種牡馬

コマンダー Commander（17� War Command）�FR・USA５勝，Clocke
r's Corner S‐R ２着，Siren Lure S２着，デイトナＳ‐G3 ３着

＊トゥールモンド（10� Muhtathir）１勝，障害２勝
サトノラーゼン Satono Rasen（12� ディープインパクト）３勝，京都新聞杯‐G2，

日本ダービー‐G1 ２着，米子Ｓ‐L ２着，リゲルＳ‐L ２着，etc.，AUS入
着２回，ＡＴＣサマーＣ‐G3 ２着，etc.

サトノクロニクル（14牡 ハーツクライ）�３勝，チャレンジＣ‐G3，阪神大賞典‐G2 ２
着，京都新聞杯‐G2 ２着，セントライト記念‐G2 ３着，小倉記念‐G3 ２着，etc.

マイハートビート（15牡 ゼンノロブロイ）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，高雄特別，紫菊
賞，松籟Ｓ２着，寿Ｓ２着，etc.

レッドアクトレス（16牝 スクリーンヒーロー）入着４回，奥尻特別３着
ドゥーベ（17牡 ダイワメジャー）�２勝

３代母 ターピチュードTurpitude（97 GB芦 Caerleon）不出走
アンドリアナAndriana（01牝 Second Empire）FR１勝

アプレラムール Apres L'Amour（09� Elusive City）FR・GER・BEL８勝，
P. Luthier‐L ３着

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： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

48 ポワティエ２０２１ �・黒鹿 ３／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

ルアーヴル Noverre

�
�
�
�
�

��
��

�Le Havre Marie Rheinbergポワティエ
＊ Intikhab

��
��
�トゥーピー青鹿 2011 Turpitude

13c
Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ポークチョップ（10鹿 ゴールドヘイロー）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
リックポコー（17牝黒鹿 エイシンフラッシュ）���出走�２勝
アオイタマヒメ（19牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 フィールドボニータ（05鹿 ＊コロナドズクエスト）不出走
ドナータ（11牝 ＊フォーティナイナーズサン）�６勝�入着３回
ムーンビューティ（12牝 アドマイヤムーン）�６勝��入着２回
メグミ（14牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ウインヴァモス（16� スクリーンヒーロー）��５勝�
グリンデルヴァルト（17牝 ヴァンセンヌ）�３勝，横手特別２着
ボンバーガール（18牝 ヴァンセンヌ）�	１勝��入着２回

３代母 ＊ゴートゥグローリー（93 USA鹿 Summer Squall）不出走

４代母 チャーミングティアラCharming Tiara（86 USA鹿 Alydar）不出走
［子］ ディーズノットワーズDeeds NotWords（94 牡 Rubiano）USA２勝，

キーンランドレキシントンＳ‐G2 ３着，ベストパルＳ‐G3 ３着
［孫］ ラクマジュール Lac Majeur（04� Daliapour）FR４勝，P. du Haras d

e la Huderie‐L ２着，Criterium du Fonds Europen de l'Elevage
‐L ３着

［曾孫］ カイシャエレトロニカ Caixa Eletronica（05牡 Arromanches）USA23
勝，チャールズタウンクラシック‐G2，トルーノースＨ‐G2，フォー
ルハイウエイトＨ‐G3，etc.

マイネオーチャード（08牝 ステイゴールド）５勝，エリザベス女王杯‐G1
４着，クリスマスＣ，魚野川特別，etc.

リアライズキボンヌ（09牝 ＊アフリート）５勝，アレキサンドライトＳ，
オホーツクＨ，鹿島特別

コパノモーニング（09� マーベラスサンデー）�１勝	11 勝，水無月賞，
ロータスクラウン賞２着，カンナ賞３着，etc.

テイエムレイメイ（00牡 サクラバクシンオー）
２勝���入着６回，金
の鞍賞２着，黒潮ダービー３着

ジョウノアラミス（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，陣馬特別３着

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

49 ポークチョップ２０２１ �・青鹿 ３／１５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドポークチョップ ＊コロナドズクエスト

��
��
�フィールドボニータ鹿 2010 ＊ゴートゥグローリー

13c
サンデーサイレンス S3×M3 フォーティナイナー S4×M4
Mr. Prospector S5×M5×M5 Damascus S5×M5
価格： 購買者：



母 ホワイトアウト（12芦 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ハシルショウグン（18牝栗 ＊プリサイスエンド）��３勝
オラフ（19牡芦 ＊ダンカーク）���１勝
イエローエイト（20牝芦 ＊ダンカーク）��出走

２代母 ＊エイシンバーリン（92 USA芦 Cozzene）６勝，シルクロードＳ‐Jpn3，京都
牝馬特別‐Jpn3，アーリントンＣ‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，高松宮杯‐Jpn1
２着，etc.
エイシンゴユウザン（00牡 ＊ミシエロ）入着３回，�２勝
エイシンパンドラ（01牝 ＊フォーティナイナー）�１勝

ジェイドペスカ（07牝 Langfuhr）�３勝�，園田クイーンセレクション３着
ヴォルタ（14� メイショウボーラー）１勝，�４勝

エイシンアサヒオー（02牡 ＊サンデーサイレンス）�２勝	11 勝��３勝
１勝
エーシンブランディ（04牝 ダンスインザダーク）�２勝

ガールズライン（12牝 ヴァーミリアン）入着，�１勝��３勝�３勝，新涼賞，
久住山賞，文月賞，カンナ賞２着

エーシンランマン（07牝 ＊エイシンプレストン）�２勝
１勝
エーシンウルベリン（09牡 ＊クロフネ）１勝
キクノメテオ（10牡 スペシャルウィーク）２勝，�１勝
ヴェラクルス（11牡 ＊タイキシャトル）��12 勝
マイネルシュタット（13牡 ダンスインザダーク）�６勝��

３代母 ブレイドオヴラック Blade of Luck（81 USA鹿 Blade）USA６勝，John L
ongden S３着

＊エイシンウォーレン（96牡 Cozzene）２勝，マカオＪＴ，あやめ賞３着，ローダン
セ賞３着，障害２勝，
３勝��

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259

50 ホワイトアウト２０２１ 牡・芦 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

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoホワイトアウト
＊ Cozzene

��
��
�エイシンバーリン芦 2012 Blade of Luck

20
Caro S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ブラストスイフト（06鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
デルヴォー（10牝鹿 フサイチコンコルド）�４勝�１勝
アルームスクレト（16牡鹿 トーセンホマレボシ）１勝
タカラジマ（18牡鹿 ＊ベーカバド）�２勝�入着
シャイントゥモロー（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 ＊バルチックチル（87 USA鹿 Danzig）USA５勝，Begonia H‐L，Harb
or Place S‐L，Japan Racing Association H‐L ２着，Pearl Necklace S
‐LR ２着，Twixt S‐LR ２着，etc.
ピサノマッカラン（97牝 Seattle Slew）２勝
ファンドリマヤサン（98� ＊ブライアンズタイム）３勝，皿倉山特別，遠州灘特別３

着，道新スポーツ賞３着
ピサノラン（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ソーユアフロスト（01牡 ＊コマンダーインチーフ）６勝，ウェルカムＳ，本栖湖特別，

信濃川特別，燕特別，府中Ｓ２着，etc.，�２勝

３代母 コ－ルドハ－テド Cold Hearted（74 USA鹿 The Axe）USA３勝，Poin
settia S
デュ－ラインDew Line（79牡 Cannonade）USA８勝，レイザーバックＨ‐G3，

ローマーＨ‐G3，アメリカンダービー‐G1 ２着，etc.
カヴェアト Caveat（80 牡 Cannonade）USA６勝，ベルモントＳ‐G1，Derby T

rial S‐L，Prince John S，etc.，種牡馬
ウィンターズラヴWinters' Love（82牝 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，etc.
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，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

カレイジャスキャット Courageous Cat（06 牡 Storm Cat）USA・CAN
・UAE６勝，シューメイカーマイルＳ‐G1，ホールオヴフェイムＳ‐G2，
ポーカーＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

51 ブラストスイフト２０２１ �・青鹿 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアレス
＊

＊デインヒル

��
��
�サトノアマゾネス黒鹿 2014 Prawn Cocktail

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousブラストスイフト
＊ Danzig

��
��
�バルチックチル鹿 2006 Cold Hearted

3n
Danzig M3×S4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 フィールザラブ（09栗 デュランダル）３勝，大雪Ｈ（Ｄ1700），初霞賞（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ヨシケンモンロー（16牡栗 ジャングルポケット）���４勝�１勝
シェナモエギ（18牝栗 トランセンド）���出走

２代母 ＊フィールザビュウ（00 USA鹿 Distant View）３勝
フィールザファン（07牝 デュランダル）１勝
フィールザライト（08牝 ＊ファンタスティックライト）入着，�２勝�入着４回

アズユーフィール（18牡 ベルシャザール）�３勝
フィールザロマンス（10牝 ブラックタイド）１勝

サンロアノーク（16牡 ＊シニスターミニスター）入着４回，��２勝��６勝�
入着２回�，サマーＣ２着，東海桜花賞２着，兵庫ウインターＣ３着

フィールザスマート（11牡 ブラックタイド）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，総武Ｓ‐OP，ポ
ルックスＳ‐OP ３着，etc.，���入着３回��，ジャパンＤダービー‐Jpn1
３着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

フィールザプリティ（12牝 ブラックタイド）４勝，チバテレ杯，韓国馬事会杯３着
フィールザサンダー（14牡 デュランダル）入着６回，�３勝�１勝�
フィールザファラオ（15牡 ブラックタイド）�３勝，ＴＶ静岡賞２着，桶狭間Ｓ３

着，銀蹄Ｓ３着，西湖特別３着
フィールザワールド（18牡 ブラックタイド）�２勝，大島特別２着

３代母 フィールザカポーティ Feel the Capote（93 USA黒鹿 Capote）不出走
＊クイックコンシエロ（97牡 Conquistador Cielo）３勝，阿武隈特別２着，咲花特別

２着，黒竹賞２着
＊プリティコンシエロ（99牝 Conquistador Cielo）３勝，尾張特別，古町特別，相川

特別２着，etc.

４代母 フィールザビート Feel the Beat（85 USA黒鹿 Shimatoree）USA14 勝，バ
レリーナＳ‐G1，インタバラＨ‐G3（２回），メドーランズＢＣＨ‐G3，Cicada
S‐L，Charming Story S，etc.
［孫］ キャントビートイト Can't Beat It（03	 Atticus）USA・CAN６勝，コ

ールダーダービー‐G3，Pete Axthelm S‐L，Hallandale Beach
S，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 �080-2871-0269

52 フィールザラブ２０２１ 牡・栗 ４／ ４

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスフィールザラブ
＊ Distant View

��
��
�フィールザビュウ栗 2009 Feel the Capote

7
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5 Seattle Slew S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ブリリアントコール（17栗 ディープブリランテ）出走
初仔

２代母 レイズアンドコール（01鹿 サクラバクシンオー）５勝，アイビスサマーダッシュ
‐Jpn3 ３着，さくらんぼ特別，邁進特別，邁進特別２着，新・新潟市制施行記念２着
ワイズアンドクール（08� ゼンノロブロイ）１勝，�３勝
ブルーイングリーン（09牡 フジキセキ）２勝
ネオヴァンキッシュ（10牡 スペシャルウィーク）�９勝
ラクアミ（12牝 ダイワメジャー）３勝，久多特別，水無月Ｓ３着，御在所特別３着
ハリー（13牡 ヴィクトワールピサ）入着２回，�２勝
モンドキャンノ（14牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，朝日杯フュ

ーチュリティＳ‐G1 ２着，函館２歳Ｓ‐G3 ２着，種牡馬
カリボール（16牡 ジャスタウェイ）�４勝，芦屋川Ｓ，清滝特別，あずさ賞，野分

特別２着，白秋Ｓ３着，etc.
ラピカズマ（18牡 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，下北半島特別２着
ラリベラ（19牝 ハーツクライ）�１勝，スイートピーＳ‐L ３着

３代母 ＊モーリストンベル（89 CAN鹿 Herat）USA５勝，Herecomesthebride S
‐L，Natalma S‐L，Matching H‐L ２着，San Clemente H‐L ２着，
Tropical Park Oaks‐L ２着，etc.
テイエムロマンス（02牝 サクラバクシンオー）３勝，新潟市政令指定都市移行記念，

驀進特別２着

４代母 バーカヴィルベル Barkerville Belle（80 USA黒鹿 Ruthie's Native）USA15
勝，May Day Eighty H，Cherokee S，Fern Creek S，Grecian Prin
cess H，Buttons & Bows S，etc.
［子］ ネイティヴリージェントNative Regent（92 牡 Vice Regent）USA６勝，

ジェネラスＳ‐G3，Everglades S‐L，Heresy Breeder's C S
‐L，etc.，種牡馬

ロイヤルフェア Royal Fair（96 牝 Deputy Minister）USA４勝，Iowa Dis
taff S‐L，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ２着，セイビンＨ‐G3 ２着，etc.

［孫］ コネクト Connect（13 牡 Curlin）USA６勝，シガーマイル‐G1，ペンシ
ルヴァニアダービー‐G2，ウェストチェスターＳ‐G3，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

53 ブリリアントコール２０２１ �・栗 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

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ブリリアントコール サクラバクシンオー

��
��
�レイズアンドコール栗 2017 ＊モーリストンベル

4m
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プレイアップ（10鹿 Redoute's Choice）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ピンクビジョン（20牝黒鹿 ＊ディスクリートキャット）��１勝

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
ミラキュラスパワー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）入着，���２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

スキャターダイス Scatter Dice（09 牝 Manduro）GB・IRE５勝
ダイスゲイムDice Game（15牝 Shamardal）不出走
ブー二ー Boonie（19 牡 Brazen Beau）�GB２勝，モールコームＳ‐G3
３着，Windsor Castle S‐L ３着

プラッキーカーンPlucky Khan（12牝 Holy Roman Emperor）不出走
モーチゼキズMucize Kiz（19 牝 Torok）�TUR５勝，Gazi Derby‐L ２

着，Sakarya S‐L ２着

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.

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

54 プレイアップ２０２１ 牡・鹿 ５／１７

＊

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

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 ノルウェーノモリ（11栗 ディープスカイ）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
ウインスコーグ（17牡栗 ＊シニスターミニスター）��２勝��入着４回
バードハズフロウン（18牝鹿 ＊ベーカバド）���１勝�入着６回
パステルモグモグ（19牝栗 ディーマジェスティ）��２勝
サインポール（20牡鹿 ＊パイロ）��１勝

２代母 レディクローリス（01鹿 ＊フォーティナイナー）２勝
フレイムミーティア（10牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝�４勝

ココリホウオウ（18牡 ワールドエース）�２勝，芦ノ湖特別２着
クローリスノキセキ（18牝 ＊キンシャサノキセキ）�入着４回，すずらん賞‐OP ２

着，しゃくなげ賞２着，�２勝
デルマグレムリン（19牡 ディーマジェスティ）�１勝，セントポーリア賞３着

３代母 ＊シンコウラブリイ（89 IRE 鹿 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，クイーンＳ‐Jpn3，etc.，
優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２着，

外房Ｓ，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.
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイル

フィリーズ‐Jpn1 ５着，etc.，��１勝，関東オークス‐Jpn2
トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，

セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
ピサノグラフ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，初風特別，

市川Ｓ２着，etc.
ムイトオブリガード（14牡 ルーラーシップ）６勝，ＡＲ共和国杯‐G2，ＡＲ共

和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，etc.
マザーウェル（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着８回，�１勝

タイセイトレイル（15牡 ハーツクライ）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ２着，メト
ロポリタンＳ‐L ３着，札幌日経ＯＰ‐L ３着，etc.，障害１勝

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

55 ノルウェーノモリ２０２１ 牡・栗 ２／２０

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビノルウェーノモリ ＊フォーティナイナー

��
��
�レディクローリス栗 2011 ＊シンコウラブリイ

4d
Danzig S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 マイガール（11栗 アドマイヤマックス）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
リュウノチャチャ（18牝鹿 パドトロワ）���１勝�２勝�１勝
グルノイユジョーヌ（19牝栗 フリオーソ）��３勝

２代母 フジヤマエンゼル（01芦 Holy Bull）出走
アイノタマテバコ（10牝 デュランダル）入着２回，�５勝

３代母 ＊フライトオブエンジェルス（92 USA鹿 ＊アフリート）USA１勝
＊ノボジャック（97牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，�２勝	
２勝�１勝�１勝��

２勝�入着�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3
（２回），etc.，種牡馬

＊ウォーターゴーラン（99牡 Afternoon Deelites）４勝，マーガレットＳ‐OP ３着，
桜島特別，北摂特別，etc.

トーセンブレイク（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，春風Ｓ
トーセンベルファム（05牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，苗場特別３着
テツナゴオ（10牝 ハーツクライ）１勝

キラットダイヤ（17牝 ＊サウスヴィグラス）２勝，��６勝�，岩鷲賞（２回），
早池峰スーパースプリント（２回），絆Ｃ，etc.

４代母 インテントリー Intently（83 USA鹿 Drone）USA８勝，Delta Downs Bre
eders' Cup H，Monique Rene H，Victoria Lass H，American Beaut
y S‐L ２着，Moccasin H２着，etc.
［子］ ゴーンフォーリアルGone for Real（91 牡 GoneWest）USA６勝，ロ

イヤルパームＨ‐G3，カナディアンターフＨ‐G2 ２着，トロピカル
ターフＨ‐G3 ３着，種牡馬

クラフティバズ Crafty Buzz（94 牝 Crafty Prospector）USA２勝，Je
rsey Jumper S

［孫］ ＊ジョシュズマデリン（01牝 Quiet American）USA８勝，レイヴンランＳ
‐G2，Pan Zareta S，Panthers S，etc.

プランタジネット Plantagenet（07 牡 Trade Fair）FR・UAE・NOR・S
WE・SPA・MAR10勝，プラムスメモリアル‐G3，S.F.K. Jubileum
slopning‐L ３着

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

56 マイガール２０２１ �・黒鹿 ４／２２
キングカメハメハ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ロードカナロア

�
�
�
�
�
�
�
�
� レディブラッサムユアーズトゥルーリ ＊ファルブラヴ

��
��
�アイムユアーズ鹿 2016 セシルブルース

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤマックス ダイナシユートマイガール Holy Bull

��
��
�フジヤマエンゼル栗 2011 ＊フライトオブエンジェルス

6d
サンデーサイレンスM3×S5 Kingmambo S4×S5 Mr. Prospector S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 マイネチリペッパー（10栗 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
ウインメテオーラ（16�栗 ＊ロージズインメイ）��12 勝��２勝��入着２回�	
プーラン（17牝青鹿 ＊ロージズインメイ）��	１勝
クイーンエルザ（18牝栗 ＊グラスワンダー）�
入着３回�
マロンフエルテ（19牝栗 ＊ロージズインメイ）��	１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
バルサミックムーン（17� ＊タートルボウル）�２勝，由布院特別２着，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

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.

ペパーミントラヴ（06牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，粟島特別３着
ホットチリペッパー（07牡 ネオユニヴァース）２勝，紫川特別，沖の島特別，�	

１勝�３勝�
ハラペーニョペパー（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，伊良湖特別，播磨Ｓ２着，リボ

ン賞２着
カルネアサーダ（19牝 ＊ドレフォン）�３勝，知床特別

３代母 レイズアカーターRaise a Carter（90 USA芦 Dr. Carter）USA２勝
プラウドエアレス Proud Heiress（04 牝 Broken Vow）USA・CAN５勝，ホイム

ジカルＳ‐G3，WishingWell S（２回），ヘンドリーＳ‐G3 ２着，etc.
スライストブレッド Sliced Bread（11牝 Noonmark）不出走

カンタカ Kanthaka（15� Jimmy Creed）�USA・CAN３勝，サンヴィセン
テＳ‐G2，ラサロバレラＳ‐G3，ジャイプールＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 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

57 マイネチリペッパー２０２１ �・栗 ３／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスマイネチリペッパー
＊ Unbridled

��
��
�レッドチリペッパー栗 2010 Raise a Carter

10a
サンデーサイレンス S3×M3 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 マヤノヴァイオラ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
リュウキュウカリー（19牡鹿 サトノアラジン）�入着

２代母 ＊ギルティーコンシェンス（01 IRE 栗 ＊アントレプレナー）不出走
コンシエンス（07牡 キングカメハメハ）�６勝�入着２回�
マックスロクシー（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）�３勝�
トスカニーニ（10牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝�１勝�
サーラジャー（13牡 ＊カジノドライヴ）�３勝��入着２回，サッポロクラシックＣ３着
カンタベリーピース（18牡 ストロングリターン）���入着３回�２勝

３代母 ＊グリントインハーアイ（96 USA鹿 ＊アラジ）GB出走
ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サンダウンマ

イル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，etc.，種牡馬
＊ティアモブリーオ（07牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，麦秋Ｓ，テレ玉杯，�２勝�

１勝��入着２回，梅見月杯３着

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

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

ニュービギニング（04牡 アグネスタキオン）３勝，ホープフルＳ‐L，毎日
杯‐Jpn3 ３着，松籟Ｓ，etc.

［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

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，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲北洋牧場
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

58 マヤノヴァイオラ２０２１ �・鹿 ４／２３
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudマヤノヴァイオラ
＊

＊アントレプレナー

��
��
�ギルティーコンシェンス鹿 2012 ＊グリントインハーアイ

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

価格： 購買者：



母 ミスエコパワー（09栃栗 タニノギムレット）�７勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ベティシャンクシー（19牝栗 ＊バトルプラン）���入着

２代母 マイノチカラ（01栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，仲秋特別，�１勝�
パドルボード（08牡 タニノギムレット）�４勝�入着
ルプリュフォール（16� ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，斑鳩Ｓ，水無

月Ｓ２着，新潟日報賞３着
ナリノオルフェ（17牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，���１勝

３代母 ＊シャンクシー（92 USA栗 Zilzal）FR・USA・HKG５勝，アスタルテ賞‐G2，
ロンポワン賞‐G2，P. La Camargo‐L，P. Saraca‐L，ムーランドロン
シャン賞‐G1 ２着，etc.
アグネスヒット（98牡 メジロライアン）２勝，手稲山特別，函館日刊スポーツ杯３

着，邁進特別３着，	４勝�１勝
フサイチイチロー（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，奥尻特別，��１勝
ピクシーダスト（02牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，うずしおＳ，新春Ｓ３着，葛飾

特別３着
ナンヨーアミーコ（13� ＊ハービンジャー）４勝，房総特別，巌流島Ｓ２着，彦

根Ｓ２着，etc.，�地方未出走
ラヴドシャンクシー（05牝 ＊ファルブラヴ）４勝，雄国沼特別，江の島特別３着，ホ

ンコンＪＣＴ３着
ハングリージャック（07牡 フジキセキ）４勝，フリーウェイＳ２着，ＴＶ山梨杯２

着，アプローズ賞２着，etc.
オリービン（09牡 ダイワメジャー）５勝，ポートアイランドＳ‐L（２回），京王杯２

歳Ｓ‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，etc.
チョコレートバイン（11牝 ディープインパクト）２勝，エルフィンＳ‐OP ３着，外

房特別２着，豊橋特別２着，etc.

４代母 リッチアンドライオタスRich and Riotous（78 USA栗 ＊エンペリー）FR１勝
［子］ クレイマー Kraemer（83 牝 Lyphard）FR・USA４勝，BayMeadows

Oaks‐L，デルマーオークス‐G2 ２着，カリフォルニアジョッキー
クラブＨ‐G3 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： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885

59 ミスエコパワー２０２１ �・黒鹿 ３／１７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルミスエコパワー ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイノチカラ栃栗 2009 ＊シャンクシー

16g
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 ミスコマチ（08黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
スエヒロワンダー（14牡栗 ＊グラスワンダー）�８勝
カシノジャスミン（16牝鹿 メイショウボーラー）�１勝
ファンキーホース（17牡鹿 メイショウボーラー）入着，��出走�１勝
レラシオネス（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��３勝��
キタノステート（19牝青 メイショウボーラー）�出走
アルムダウン（20牝黒鹿 メイショウボーラー）�未出走

２代母 グリーンヒルコマチ（98栗 ＊アフリート）不出走
ガッサングリーン（02牡 ＊ゼネラリスト）３勝，天竜川特別，柏崎特別，両津湾特別３着
オウシュウコトブキ（04牡 ニューイングランド）�６勝��７勝
ラシーネ（09牝 マヤノトップガン）��５勝
ニシケンモノノフ（11牡 メイショウボーラー）５勝，すばるＳ‐L，etc.，�４勝�

２勝��１勝	入着，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2，北
海道スプリントＣ‐Jpn3，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.，種牡馬

シリカ（13牝 メイショウボーラー）�２勝�５勝
ムーヴィング（15牡 メイショウボーラー）入着，�１勝�５勝	�

３代母 ツネノコトブキ（88栗 サンシヤインボーイ）２勝
マルブツコトブキ（93牡 ＊プルラリズム）３勝，伊良湖特別３着，小野特別３着
マルブツルージュ（94牝 ＊グロウ）入着４回，�４勝

カイヨウソルトオー（01牡 ジェニュイン）	15 勝�入着２回，黒潮ダービー，
黒潮皐月賞，黒潮菊花賞２着

ピアスサンデー（95牝 ＊ラシアンボンド）�５勝，サラ・プリンセス特別２着

４代母 オリエントゴールド（78鹿 タニノチカラ）�
��15 勝
［子］ ビッグプレゼント（91牝 ＊フラツシユオブステイール）
�１勝，かもし

か賞２着

５代母 センゾクチカラ（71鹿 ＊アイアンリージ）��２勝
［子］ ステートジヤガー（81牡 サンシヤインボーイ）１勝，サンケイ大阪杯‐Jpn2，

マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，宝塚記念‐Jpn1 ４着，���８勝，種牡馬

販売申込者・所有者： �プログレスファーム＝新冠町高江 �0146-47-2453
生 産 牧 場： �プログレスファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

60 ミスコマチ２０２１ 牡・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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュミスコマチ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ黒鹿 2008 ツネノコトブキ

＊フエアペギー 6
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ミラクルプリンセス（04栗 ＊タイキシャトル）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：海外－１（７），地方－７（21）〕
カイザーカフェ（10牡鹿 スペシャルウィーク）�３勝
エイシンマジクル（12牡栗 スペシャルウィーク）�１勝�
ヤマノスプリンター（13牝栗 ディープスカイ）�１勝�２勝�入着２回
ロードスヴァローグ（14牡黒鹿 ＊パイロ）入着，�２勝�１勝�１勝�入着
スマートプリンス Smart Prince（15 牡栗 スマートファルコン）�KOR７勝
スカイファルコン（16牡栗 スマートファルコン）�５勝�２勝�入着２回
ショウキ（18牡栗 フリオーソ）��	１勝�１勝
アダド（19牡栗 エスポワールシチー）��	入着�１勝

２代母 ＊プリンセスリーマ（84 USA栗 Affirmed）不出走
ペイミ－バック Pay Me Back（90牡 Master Willie）ITY20 勝，伊セントレジャー

‐G3，Coppa d'Oro di Milano‐L（２回），P. Principe Amedeo‐L，エ
リントン賞‐G2 ２着，エリントン賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

＊メイショウドトウ（96牡 Bigstone）10勝，宝塚記念‐G1，日経賞‐Jpn2，オールカ
マー‐Jpn2，金鯱賞‐Jpn2，中京記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ブルーリーマ Blue Reema（00牝 Bluebird）IRE１勝，Park Express S‐L ２着
プリンセスルシータ（02牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，納屋橋Ｓ，火の山特別，伊

万里特別，元町Ｓ３着，仲秋特別３着
トロフィーディール（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，東京競馬場グランドＯＰ記

念‐L ２着，琵琶湖特別，恋路ケ浜特別，箱根特別２着，ジューンＳ３着，etc.，
障害２勝

スカラムーシュ（07牝 キングカメハメハ）出走
キタサンタイドー（15牡 ブラックタイド）３勝，福島中央ＴＶ杯，大雪Ｈ２着，

天満橋Ｓ３着，奥羽Ｓ３着，小倉城特別３着，etc.，��	出走
ロンズデーライト（08牡 ジャングルポケット）１勝

３代母 ファ－ストフリング First Fling（77 USA栗 Nijinsky）USA１勝
アファームドアフェアAffirmed Affair（83 牝 Affirmed）USA１勝

フレジーズ Fregy's（92 牡 Combsway）USA・ARG・CHI・PER10 勝，カル
ロスペジェグリーニ賞‐G1，ペルーＪＣ賞‐G1，ペルー共和国大統領賞
‐G2，etc.，種牡馬

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

61 ミラクルプリンセス２０２１ �・鹿 １／ 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンミラクルプリンセス
＊ Affirmed

��
��
�プリンセスリーマ栗 2004 First Fling

4p
Nijinsky M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ミンナノプリンセス（12黒鹿 ＊コマンズ）２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
アラビアンレイン（20牡青鹿 ＊シャンハイボビー）�未出走

２代母 カワカミプリンセス（03鹿 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
ミュゲプリンセス（13牝 ＊エンパイアメーカー）入着２回，�１勝
カズアピアーニ（15� ＊ヘニーヒューズ）��入着�１勝�１勝�２勝�４勝
グランプリアルザン（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ジョージバローズ（18� ダイワメジャー）��２勝�	入着

３代母 ＊タカノセクレタリー（96 USA鹿 Seattle Slew）出走
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

４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.
［子］ デイジョブDayjob（94� Dayjur）USA９勝，Bob Feller S‐L，Io

wa Sprint H‐L，Prairie Express S，etc.
［孫］ 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 Gol
d Cup‐L ３着，etc.

マイスイートヴァラーMy Sweet Valor（05 牝 Vindication）USA３勝，
Ponca City S，Prima Donna S２着，La Fiesta H３着

ファミリービジネス Family Business（01 牝 Saint Ballado）USA３勝，
Truly Bound H２着，アンアランデルＳ‐G3 ３着

［曾孫］ 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，ＡＴＣＪ
ＲＡプレイト‐G3，etc.

トルーパー Trooper（15 牡 Gemologist）�USA１勝，Mine That Bird
Derby３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

62 ミンナノプリンセス２０２１ �・青鹿 ３／３０

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseミンナノプリンセス キングヘイロー

��
��
�カワカミプリンセス黒鹿 2012 ＊タカノセクレタリー

4m
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S4×M4

価格： 購買者：



母 メイショウキトリ（04鹿 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ（芝 1400），尾瀬特別
（芝 1200），郡山特別（芝 1200），�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
スリーメロディー（13牝黒鹿 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）���４勝�，東京ダービー２着，東京
湾Ｃ２着

メイショウビコーン（14牡栗 ＊アイルハヴアナザー）��２勝�３勝
モズルル（19牝黒鹿 ドゥラメンテ）入着，��出走

２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，逆瀬川Ｓ，弥彦特別，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，ガーネットＳ‐Jpn3，小倉２歳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，刈谷特別，鳥取特別

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，妙高特別３着

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，錦Ｓ，ゴールデンサドルＴ，etc.

３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
レイズアトラディション Raise a Tradition（86牡 Raise a Native）USA７勝，

Marfa H，Kentuckian S，Phoenix H‐L ３着，種牡馬
ナイスサーヴNice Serve（87 牝 Nodouble）USA５勝，Arlington Breeders' Cu

p H‐L，Locust Grove H‐L
シャープトラディション Sharp Tradition（88牝 Sharpen Up）GB・USA１勝

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

63 メイショウキトリ２０２１ �・鹿 ４／１９
＊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

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�マリエンバード ＊マリエンバドメイショウキトリ
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ鹿 2004 Nice Tradition

10
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マドモアゼルシッシ（03 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－７（16）〕
マナウス（09牡鹿 ダイワメジャー）１勝，京都２歳Ｓ‐LR（芝 2000）３着
ヴァンダリア（10牡芦 ＊クロフネ）�１勝�
スペシャルフォース（11牡鹿 スペシャルウィーク）�２勝
サブライムカイザー（12牡鹿 キングカメハメハ）３勝，安房特別（芝 2500），芦ノ

湖特別（芝 2400）２着，本栖湖特別（芝 2400）２着，潮来特別（芝 2500）２着，信
夫山特別（芝 2600）３着，潮来特別（芝 2500）３着，早苗賞（芝 1800）３着，新緑
賞（芝 2300）３着，��出走�入着４回

ダイシンサクセス（13�黒鹿 ハーツクライ）�４勝
フォワード（15牡黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝��１勝
ハクユウレインボー（16牡鹿 エイシンフラッシュ）	２勝
シナノマスカット（18牝鹿 トーセンラー）�２勝
入着
ビービーパルフェ（19牝黒鹿 ロゴタイプ）�
２勝��入着

２代母 シスタードット Sister Dot（85 USA鹿 Secretariat）USA４勝，Yarrow S
‐R ２着，Haddonfield H３着，Tosmah H‐R ３着，Allium S‐R
３着，Life's Magic S３着

＊デヒア（91牡 Deputy Minister）USA６勝，米シャンペインＳ‐G1，ホープフルＳ
‐G1，ファウンテンオヴユースＳ‐G2，サラトガスペシャルＳ‐G2，サンフォ
ードＳ‐G3，etc.，種牡馬

ドフレールDefrere（92 牡 Deputy Minister）USA３勝，Bahamas S‐L ３着，
種牡馬

シスターフロムシアトル Sister Fromseattle（94 牝 Seattle Slew）不出走
ハンクス Hanks（06� Encosta De Lago）AUS６勝，ムーニーヴァリーヴァ

ーズ‐G2，MVRCMoonee Valley Night Cup‐L，Pakenham RCW
erribee C‐L ２着

デインシスDanesis（04 牡 ＊デインヒル）HKG５勝，Premier Plate‐L ２着，
種牡馬

３代母 ソードゲイム Sword Game（76 USA黒鹿 Damascus）USA入着３回

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

64 マドモアゼルシッシ２０２１ �・黒鹿 ２／１３
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeマドモアゼルシッシ シスタードット Secretariat

��
��
�Sister Dot鹿IRE 2003 Sword Game

2o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヤマショウエル（15鹿 ＊エンパイアメーカー）�出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヤマショウオーソ（19牡栗 フリオーソ）��出走�入着５回�
ヤマショウシェル（20牝黒鹿 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ＊ファリシーク（99 IRE 鹿 RainbowQuest）IRE１勝，Celebration S‐L
２着，Platinum S‐L ３着
ペロペロ（11牝 ネオユニヴァース）�５勝�
メジャースピリット（13牡 ダイワメジャー）�１勝�２勝�入着，ゴールドジュニ

ア３着
クリノイナヅマオー（16牡 ジャスタウェイ）入着２回，�３勝

３代母 ファラオズディライト Pharaoh's Delight（87 IRE 鹿 Fairy King）GB・FR・I
RE３勝，フィーニクスＳ‐G1，プリンセスマーガレットＳ‐G3，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1 ２着，ナンソープＳ‐G1 ３着，ヘイドックスプリントＣ‐G1 ３着，etc.
ファーマシスト Pharmacist（96 牝 Machiavellian）IRE１勝，Rochestown S

‐L，Rockingham H‐L ２着
メディシナルMedicinal（01� Linamix）FR・IRE３勝，Silver S‐L，愛ダ

ービートライアルＳ‐G2 ３着，ロイヤルホイップＳ‐G2 ３着，GB・FR
・IRE障害４勝

レッドロックス Red Rocks（03 牡 Galileo）GB・FR・IRE・USA・UAE・H
KG６勝，ＢＣターフ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，ゴードンリチャーズＳ
‐G3，etc.，種牡馬

ガルヴォーンGalvaun（09牝 Galileo）FR３勝，P. Solitude‐L，ロワイヤ
リュー賞‐G2 ３着，P. Casimir‐Delamarre‐L ２着

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： ㈲三浦牧場＝日高町賀張 �01456-5-2302
生 産 牧 場： ㈲三浦牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

65 ヤマショウエル２０２１ �・鹿 ４／ ６
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudヤマショウエル
＊ Rainbow Quest

��
��
�ファリシーク鹿 2015 Pharaoh's Delight

A29
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M5×M5

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：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（12）〕
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，��１勝�３勝	入着��

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�
センジュ（19牡栗 コパノリッキー）�入着
ノリノリ（20牡鹿 ウインバリアシオン）�未出走

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.

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

66 ヤマシロギク２０２１ 牡・黒鹿 ５／２０
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Lady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 Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



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（芝 1800），駒
ケ岳特別（芝 2000），ＨＢＣ賞（芝 1800）２着，大倉山特別（芝 1800）２着，太宰府
特別（芝 1800）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－８（20），地方－２（７）〕
シレーナ（11牝黒鹿 アドマイヤムーン）入着，�３勝�１勝
ベステンダンク（12牡栗 ＊タイキシャトル）�７勝，都大路Ｓ‐L（芝 1800），米子Ｓ‐L
（芝 1600），マイラーズＣ‐G2 ２着，カシオペアＳ‐L（芝 1800）２着，小倉日経Ｏ
Ｐ‐OP（芝 1800）２着，ポートアイランドＳ‐OP（芝 1600）２着，錦Ｓ（芝 1600），
舞子特別（芝 1400），長岡京Ｓ（芝 1600）２着，武庫川Ｓ（芝 1600）３着，etc.

サンキュー（13牡栗 ＊タイキシャトル）３勝，ＲＫＢ賞（Ｄ1700），西日本スポーツ
杯（Ｄ1700）２着，��１勝�２勝��入着２回，赤松杯（Ｄ1600）２着，兵庫
ウインターＣ（Ｄ1400）３着

ハルカノテソーロ（14牡鹿 ＊ハービンジャー）２勝
フラッシュスタイル（15牡黒鹿 エイシンフラッシュ）１勝
サクセスファイター（16牡栗 ＊ハービンジャー）１勝
ユキノグローリー（17牡栗 ＊ノヴェリスト）�２勝
ユキノフラッシュ（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�２勝
トウシンマカオ（19牡栗 ビッグアーサー）�２勝，クロッカスＳ‐L（芝 1400），京

王杯２歳Ｓ‐G2 ２着

２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，三春駒特別３着，障害１勝
フレッチアドーロ（01牡 ＊タイキシャトル）１勝，�１勝
ノトーリアス（07牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝
ヒカリキャピタル（08牡 ネオユニヴァース）１勝，障害１勝

３代母 クリスタルカップCrystal Cup（81 USA栗 Nijinsky）USA出走

４代母 ローズボール Rose Bowl（72 USA鹿 Habitat）GB・FR・USA６勝，英チ
ャンピオンＳ‐G1，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2（２回），ネルグウィンＳ‐G3，
英チャンピオンＳ‐G1 ２着，サセックスＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �0146-42-1477
生 産 牧 場： ㈲服部牧場
飼 養 者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �090-8906-7169

67 ユキノマーメイド２０２１ 牡・栗 ５／１９

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Preachパイロ ワイルドヴィジョン Wild Again

��
��
�Wild VisionUSA 黒鹿 2005 Carol's Wonder

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールユキノマーメイド
＊ Woodman

��
��
�サスペンスクイーン栗 2003 Crystal Cup

4i
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M4×M5

価格： 購買者：



母 ユノマニッシュ（06黒鹿 ＊ホワイトマズル）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
スーパーレガシー（15牡黒鹿 ＊セイントアレックス）�５勝��入着４回
アルディートシチー（16�青鹿 アッミラーレ）���１勝
シノジマノウマ（19牡鹿 マツリダゴッホ）��１勝
ターフインワン（20牡黒鹿 ＊ビーチパトロール）�未出走

２代母 ユノブラウニー（98黒鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，三面川特別，たけのこ
賞３着
ユノパラボリカ（05牡 ＊ファルブラヴ）１勝
ピューター（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，立夏Ｓ
ピエナオリオン（08� アグネスタキオン）２勝，�３勝
サンライズテナンゴ（10牡 ＊チチカステナンゴ）入着，立待岬特別２着，�２勝�入着

３代母 ＊オエノセラ（90 IRE栗 Night Shift）FR・IRE・GER３勝，Robert Pferdmeng
es‐Rennen‐L，ノイス牝馬賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ３着
サンドロップ Sundrop（01牝 ＊サンデーサイレンス）GB・USA４勝，プリンセス

エリザベスＳ‐G3，カーディナルＨ‐G3，Severals S‐L，etc.
クエンチングQuenching（10牝 Street Cry）FR１勝
クワイエトタイムズQuiet Times（17 牝 Reliable Man）�FR・UAE２
勝，P. Montenica‐L，P. Miss Satamixa‐L ２着

ホイットマンWhitman（13� Poet's Voice）GB・UAE３勝，Ripon Cha
mpion 2‐Y‐O Trophy‐L

ネイチャ－ズカラーズNature's Colors（16 牡 Poet's Voice）�FR４勝，P.
Altipan‐L

ストームダメージ Storm Damage（18� Night of Thunder）GB・UAE５勝，
Business Bay Challenge‐L，ゴドルフィンマイル‐G2 ３着

プリムローズレーンPrimrose Lane（02牝 ＊サンデーサイレンス）GB・AUS３勝
サマーセント（16牝 ＊ハービンジャー）４勝，マーメイドＳ‐G3，北大路特別，

下鴨Ｓ３着

販売申込者・所有者： 原田 久司＝新ひだか町静内高砂町 �0146-43-2492
生 産 牧 場： 原田 久司
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

68 ユノマニッシュ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeユノマニッシュ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ユノブラウニー黒鹿 2006 ＊オエノセラ

2f
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ラッキーダイス（07栗 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－１（７）〕
メガミチャン（12牝鹿 ＊クロフネ）入着，�７勝�
ジョーカナチャン（15牝鹿 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（芝 1200）２着，韋駄天Ｓ‐OP（芝 1000）２着，駿風Ｓ（芝 1000），
飛翼特別（芝 1000）

ラッキータカチャン（17牡鹿 ディープブリランテ）入着，��入着８回
カムアウトロール（19牝栗 ＊バゴ）�出走

２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�

３代母 ドウィンヘローDwingeloo（93 IRE 鹿 Dancing Dissident）GB１勝
ヴェガスクイーン Vegas Queen（02牝 Celtic Swing）ITY２勝，P. Repubblich

e Marinare‐L ３着

４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
［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

５代母 グレイオータムGrey Autumn（69 GB芦 Galivanter）GB・FR３勝
［孫］ グラヴィエールGravieres（88 牝 ＊サンテステフ）FR・USA６勝，サンタ

アナＨ‐G1，カリフォルニアジョッキークラブＨ‐G3，Carmel H
‐L，etc.

グラロスGlaros（82 牡 Sharpman）FR・USA８勝，タイダルＨ‐G2，ノ
アイユ賞‐G2，フォートマーシーＨ‐G3，etc.，種牡馬

ニキスNikkis（87� Nikos）FR・GER・SWI14 勝，Oettingen‐Walle
rstein‐Memorial‐L

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

69 ラッキーダイス２０２１ �・栗 ４／２５

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスラッキーダイス
＊ Efisio

��
��
�ミスベガス栗 2007 Dwingeloo

12b
Sharpen Up S5×M5 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 ラピッドチェンジ（14鹿 ＊ワークフォース）�入着４回
〔産駒馬名登録数：２〕
ペイシャラピッド（19牝鹿 ストロングリターン）��入着２回
パワポケプレミア（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 サトルスマイル（99鹿 バブルガムフェロー）１勝
ジャングルスマイル（06牡 ジャングルポケット）�38 勝�１勝��，白山大賞典

‐Jpn3 ２着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，中日杯，百万石賞（５回），北國
王冠（２回），etc.

ワイズミューラー（07牡 ジャングルポケット）２勝，睦月賞２着，横津岳特別２着，
琵琶湖特別３着，九十九里特別３着

レッフェルン（08牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ミッキースマホ（10牡 ＊アサクサデンエン）４勝，渡島特別，丹沢Ｓ２着，梅田Ｓ２

着，東北Ｓ２着，観月橋Ｓ３着

３代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着

＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3
２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，菊花賞
‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬

エアシャキーラ（00牝 ＊アフリート）出走
エアウルフ（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ポラリスＳ‐L，ポラリスＳ‐L

２着（２回），欅Ｓ‐L ２着，etc.
マンハッタンフィズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

コロンバスサークル（06牝 ＊ホワイトマズル）５勝，みなみ北海道Ｓ‐LR ２着，
五稜郭Ｓ‐OP ３着，レインボーＳ，etc.

アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイ
ーンＣ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.

クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハ
ンブルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬

ダービーフィズ（10牡 ジャングルポケット）５勝，函館記念‐G3，セントライ
ト記念‐G2 ２着，札幌記念‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

70 ラピッドチェンジ２０２１ 牡・鹿 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonラピッドチェンジ バブルガムフェロー

��
��
�サトルスマイル鹿 2014 ＊サトルチェンジ

16c
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5
Alleged M5×M5
価格： 購買者：



母 ラペールノアール（15青 ディープインパクト）入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
エメイン（20牡黒鹿 ミッキーロケット）�未出走

２代母 ＊バイコースタル（04 USA栗 GoneWest）GB・FR・USA２勝，プレスティ
ージＳ‐G3 ２着
ノートゥング（10牡 Giant's Causeway）１勝
ティルナノーグ（12� ディープインパクト）３勝，信濃川特別，紫菊賞，周防灘特

別３着
シャンドフルール（17牝 キズナ）２勝，千両賞

３代母 オーシャンクイーンOcean Queen（93 USA栗 Zilzal）USA４勝，ベイメド
ーズダービー‐G3，Blooming Hills Ranch S
シーギフト Sea Gift（02 牝 A.P. Indy）GB１勝

チートゥ Chitu（11 牡 ＊ヘニーヒューズ）USA４勝，サンランドダービー‐G3，
Damascus S，マリブＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ビューティフルギフト Beautiful Gift（18 牝 Medaglia d'Oro）�USA２勝，
サンタイサベルＳ‐G3，サンタアニタオークス‐G2 ２着

オーシャンサウンドOcean Sound（03牝 Pulpit）USA出走
サイレンズアサルト Siren's Assult（11 牝 War Front）USA出走
アバサランテ Avasallante（17 牝 Vacation）�VEN４勝，Copa Bamb
era‐L ３着

クイーンオヴスキャットQueen of Scat（12 牝 Scat Daddy）USA２勝，D
ueling Grounds Oaks２着

＊スマートオーシャン（08牝 Mr. Greeley）１勝
スマートダンディー（14牡 ＊エンパイアメーカー）�10 勝，コーラルＳ‐L（２回），

すばるＳ‐L ２着，etc.，�入着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着
スマートセラヴィー（16牡 ＊ヘニーヒューズ）５勝，福島民友Ｃ‐L ２着，オー

タムリーフＳ‐OP，阿蘇Ｓ‐OP ２着，etc.
スマートリアン（17牝 キズナ）�４勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L ２着，ス

イートピーＳ‐L ２着，etc.
チェリーベイビー Cherry Baby（10牝 Aragorn）PER４勝，サントリン賞‐G3 ２着，

ミゲルＡＣエギグレン賞‐G3 ３着，P. Felipe Pardo y Barreda‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲本間牧場＝日高町幾千世 �01456-7-2458
生 産 牧 場： ㈲本間牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

71 ラペールノアール２０２１ 牡・青鹿 ４／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアラペールノアール
＊ GoneWest

��
��
�バイコースタル青 2015 Ocean Queen

2f
Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ラルティスタ（07黒鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別（芝 1000）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（16）〕
ラヴトワイス（14牝栗 ＊ファルブラヴ）入着，��３勝
ロージズラヴ（15牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）�３勝��５勝
メイショウチタン（17牡黒鹿 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L（芝 1400）３着，

豊明Ｓ（芝 1400），舞子特別（芝 1400），２０２０ファイナルＳ（芝 1400）２着
シャウト（18牝鹿 ＊マクフィ）���２勝�３勝�入着３回
セミマル（20牡黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�入着

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色

沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�３勝，紫苑Ｓ‐G3，フェアリーＳ‐G3，秋

華賞‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.
プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若

戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着
ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

アイルビーゼア（18牝 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�１勝�，園田プ
リンセスＣ２着，兵庫若駒賞３着

ジュラーレ（13牝 ジャングルポケット）１勝

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

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： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407

72 ラルティスタ２０２１ �・栗 ５／１７
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyラルティスタ ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ黒鹿 2007 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ルナールフェノメナ（12青鹿 ＊バゴ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
アチェロイス（17牝栗 リアルインパクト）入着，���４勝
ガーディアン（18牡青 ベルシャザール）��１勝�２勝�２勝，九州ダービー栄城

賞（Ｄ2000）２着
ダイノオウ（19牡青鹿 ヴィクトワールピサ）���入着２回

２代母 ファヴォリ（96青鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，蔵王特別
グラマトフィラム（04牝 ＊クロフネ）２勝，千葉ＴＶ杯３着

ディーエスバズーカ（15牡 ドリームジャーニー）１勝
カンタカ（05牝 ジャングルポケット）�10 勝��
トウカイライフ（07牝 トウカイテイオー）３勝，��１勝

サーチュイン（16牝 ＊クロフネ）１勝，�１勝
ルーチェデラヴィタ（17牝 キズナ）�２勝，コスモス賞‐OP，羊ヶ丘特別２着，

ライラック賞３着
ギオンハイクイーン（09牝 リンカーン）�５勝�入着
オールマイウェイ（10牡 サクラバクシンオー）�７勝，かきつばた賞，桂樹杯２着，

せきれい賞３着，はまなす賞３着
キタノペガサス（15牡 アドマイヤムーン）�２勝

３代母 ベイリーフスイータ（87黒鹿 ＊ターゴワイス）入着

４代母 マギーサンイツ（81青鹿 ＊キングオブダービー）出走

５代母 ＊マギージグス（66 NZ青 Gigantic）NZ１勝
［子］ タケノダイヤ（78牝 ＊テスコボーイ）４勝，京成杯３歳Ｓ，エリザベス女

王杯２着，クイーンＣ２着，etc.
ビユーテイサンイツ（79牝 ＊トライバルチーフ）３勝，白河特別

［孫］ ベイリーフダンサー（88牝 ＊ストラダビンスキー）３勝，積丹特別，恵庭
岳特別２着

ジョウヨウイーグル（88牡 ＊コインドシルバー）２勝，新津特別
ベイリーフロイヤル（84牡 ＊ドン）３勝，秋元湖特別３着

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

73 ルナールフェノメナ２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ４

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxルナールフェノメナ ＊リアルシヤダイ

��
��
�ファヴォリ青鹿 2012 ベイリーフスイータ

＊マギージグス 5
Mr. Prospector S4×M5 Coup de Folie S4×M5
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 ロスカティオス（10栗 ＊ティンバーカントリー）�３勝��４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
モンセラーテ（18牡鹿 ダノンシャーク）�４勝
イッツオーケイ（20牝鹿 ワンアンドオンリー）��出走

２代母 シンハルカジョウ（03鹿 ブラックタキシード）２勝
マイネルルミノーソ（14牡 フリオーソ）１勝
ワンモアベット（15牝 ＊ロージズインメイ）�３勝�入着２回

３代母 ダイナボンダー（83栗 ＊ノーザンテースト）７勝，福島ＲＣ７０周年記念‐OP，
立夏賞，新潟日報賞，飯盛山特別，相川特別，etc.
チャーミングボニー（93牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

サンセットボニー（99牝 ダンスインザダーク）出走
ウェルウィッチア（09牡 ＊アルカセット）１勝，��２勝

ヘルシーキング（01牡 フサイチコンコルド）�11 勝
アドマイヤジェンヌ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，石狩特別２着

マイネノーブレス（07牝 マヤノトップガン）３勝，桑折特別３着
ドリップ（19牡 ジョーカプチーノ）�１勝

ウインダムール（11牡 ＊マイネルラヴ）�２勝��６勝�５勝
ベルオッハー（99牝 フジキセキ）	２勝�入着３回
エプソムスケール（01牡 メジロマックイーン）
10 勝�入着２回

４代母 ＊タイムトウポンダー（77 USA栗 Court Recess）不出走
［子］ ノムラテンカムテキ（92� ＊ジェイドロバリー）��７勝，しらさぎ賞，

ゴールドＣ３着
［曾孫］ マイネルランページ（04牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，山桜賞，黄梅賞２着

シンプウライアン（05牡 ブラックタキシード）�４勝��，スプリングＣ
２着，駿蹄賞３着

５代母 ラペルーズ La Peruse（65 USA栗 Tom Fool）不出走
［曾孫］ アイヴォリーミスト Ivory Mist（82 牝 Sir Ivor Again）USA６勝，Albert

a Oaks‐R，Mount Royal S，Rundle Heights H，etc.

販売申込者・所有者： ハーモニーストックファーム＝別海町尾岱沼 �01538-6-2846
生 産 牧 場： ハーモニーストックファーム
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

74 ロスカティオス２０２１ �・栗 ４／１１

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenロスカティオス ブラックタキシード

��
��
�シンハルカジョウ栗 2010 ダイナボンダー

＊タイムトウポンダー 2s
Storm Cat S4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 リベリーターン（13黒鹿 ヴァーミリアン）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エアポートライナー（20牡黒鹿 バンブーエール）��１勝

２代母 ＊オークションルーム（03 USA鹿 Chester House）GB１勝
クライイングライトニング Crying Lightening（08牝 Holy Roman Emperor）GB

・FR・USA・UAE３勝，October S‐L，スイートソレラＳ‐G3 ２着，
Star S‐L ３着

ラッキーブライドル Lucky Bridle（09� Dylan Thomas）GB・FR・IRE・TUR
３勝，P. de Saint Patrick‐L ２着，P. de Tourgeville‐L ３着，GB・IR
E障害２勝

カズノムーン（12牡 アドマイヤムーン）��６勝
ビッグウォルター（15� マンハッタンカフェ）��１勝

３代母 ディディーナDidina（92 GB栗 Nashwan）GB・USA５勝，ダリアＨ‐G2，
City of York S‐L，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，ウィルシャーＨ‐G2 ２着，S
ceptre S‐L ３着
トレッキング Trekking（99牝 GoneWest）GB・USA２勝，サンタバルバラＨ

‐G2 ２着
タンティーナ Tantina（00牝 Distant View）GB４勝，Oak Tree S‐L，Scep

tre S‐L，シュプリームＳ‐G3 ３着
スカッフル Scuffle（05 牝 Daylami）GB３勝，Snowdrop Fillies S‐L ３着
ロージシャン Logician（16牡 Frankel）GB６勝，英セントレジャー‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Fred Archer S‐L ２着，etc.，
種牡馬

シティスケイプ Cityscape（06牡 Selkirk）GB・FR・IRE・ITY・CAN・UAE
・HKG６勝，ドバイデューティフリー‐G1，パース賞‐G3，ソロナウェ
イＳ‐G3，etc.，種牡馬

ベイテドブレス Bated Breath（07 牡 Dansili）GB・CAN・HKG６勝，テンプ
ルＳ‐G2，Leisure S‐L，ジュライＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロニアリズム Colonialism（07牡 ＊エンパイアメーカー）USA・CHI９勝，P. Il
ustre Municipalidad de Santiago‐L，種牡馬

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

75 リベリーターン２０２１ �・青鹿 ５／１４

＊

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

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディリベリーターン
＊ Chester House

��
��
�オークションルーム黒鹿 2013 Didina

8f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 リヨ（15鹿 トランセンド）�４勝
初仔

２代母 ビューティーリヨ（08鹿 ゴールドヘイロー）�５勝，王冠賞，瑞穂賞３着，ノ
ースクイーンＣ３着
キングサリ（18牝 ＊トビーズコーナー）��４勝�，九州ジュニアＣｈ３着

３代母 ベストオブプライド（98栗 ＊アルカング）出走

４代母 ＊マターオブプライド（85 USA栗 Raise a Native）USA１勝
［子］ タガノサイレンス（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，シリウスＳ‐Jpn3

２着，すばるＳ‐OP，etc.，���入着２回，さきたま杯‐Jpn3 ３着，
種牡馬

カルメンジョオー（91牝 ＊ミルジヨージ）２勝，臥牛山特別
プリモピアット（99牝 ＊ミルジヨージ）４勝，豊栄特別２着，三面川特別
２着，野島崎特別２着，etc.

ロードスナイパー（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，フリージア賞２着，
秋分特別３着，あざみ賞３着

［孫］ コウエイテンマ（13牡 ＊カジノドライヴ）２勝，フェニックス賞‐OP，�
�入着���入着２回，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着

ダイメイザクラ（07牝 サクラバクシンオー）４勝，パノラマビューＣ，別
府特別，ＴＶｈ杯２着，etc.

アルカンフォルス（96牡 ＊アルカング）３勝，節分賞３着
ミッキーマンデー（10牡 スズカフェニックス）入着 12回，医王寺特別３着，
刈谷特別３着，�２勝�

サカジロハンサム（11牡 ＊アグネスデジタル）�７勝�１勝��，尾張名
古屋杯３着

［曾孫］ アマアマ（11牝 ＊ロードアルティマ）１勝，はやぶさ賞３着，	入着３回
��，ヴィーナススプリント３着

ユウユウ（12牝 ＊ロードアルティマ）１勝，��１勝�入着２回，ヒダカ
ソウＣ３着

販売申込者・所有者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

76 リヨ２０２１ 牡・鹿 ４／ ８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープリヨ ゴールドヘイロー

��
��
�ビューティーリヨ鹿 2015 ベストオブプライド

＊マターオブプライド 1l
Seeking the Gold S4×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 リーズン（15鹿 ロードカナロア）入着２回，�２勝
初仔

２代母 プリームス（09鹿 フジキセキ）３勝
フォレブルート（16牝 ロードカナロア）３勝，札幌スポニチ賞２着，ＨＢＣ賞２着，

知床特別３着
アウトウッズ（17牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，浦安特別２着
ポールスター（18牡 モーリス）２勝，ネモフィラ賞２着

３代母 レジェンドトレイル（03栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
アドマイヤジャガー（07牡 ネオユニヴァース）４勝，霞ヶ浦特別，柏崎特別３着，

�７勝�入着２回��
アドマイヤパーシア（08牡 ゼンノロブロイ）２勝，兵庫特別２着
ヴォウジラール（15� ハーツクライ）�３勝，早苗賞，竹田城Ｓ２着，八王子特別２着
グランデストラーダ（16牝 ハーツクライ）３勝，ミモザ賞３着，��１勝	１勝�，

スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着，秋桜賞
ウェルカムニュース（19牡 サトノアラジン）�２勝，もちの木賞２着

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.

販売申込者・所有者： ㈲まるとみ冨岡牧場＝浦河町杵臼 �090-1641-1197
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

77 リーズン２０２１ �・鹿 ３／１５
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムリーズン フジキセキ

��
��
�プリームス鹿 2015 レジェンドトレイル

＊ハッピートレイルズ 4d
サンデーサイレンス S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ルパンスール（16鹿 アドマイヤムーン）出走
初仔

２代母 ＊ディスメイ（08 GB栗 Dubawi）FR・BEL入着
ディスコード（18牝 アドマイヤムーン）��１勝

３代母 ディザイアドDesired（95 GB栗 RainbowQuest）不出走
デシデラータムDesideratum（02牡 Darshaan）FR４勝，リス賞‐G3，P. de l'A

vre‐L，パリ大賞‐G1 ２着，種牡馬
ポーエトローリエト Poet Laureate（04 牡 Highest Honor）FR２勝，P. de Reux

‐L，ドーヴィル大賞‐G2 ２着
ステイタスシンボル Status Symbol（05� Polish Precedent）GB２勝，Wild Fl

ower S‐L ３着
ハーツコンテントHeart's Content（06 牝 Daylami）FR２勝

ハーティリー Heartily（11 牝 Dubawi）GB・FR・GER３勝，G.P. Firma Jun
gheinrich Gabelstapler‐L，テーフォンザストロウ牝馬賞‐G3 ２着，フ
ィユドレール賞‐G3 ３着，etc.

アルクールストリート Harcourt Street（14 牡 Lonhro）FR・UAE１勝，Cri
terium de Lyon‐L ３着，P. Delahante‐L ３着

ビロンギング Belonging（10牝 Raven's Pass）FR１勝，P. Melisande‐L ２着

４代母 ダンスオヴリーヴズDance of Leaves（87 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
［子］ メダーリーMedaaly（94 牡 Highest Honor）GB・UAE３勝，レイシン

グポストトロフィ‐G1，種牡馬
チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest（92 牡 ＊ウォーニング）G
B・FR・USA４勝，英チャレンジＳ‐G2，クイーンアンＳ‐G2，セン
トジェイムズパレスＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ フレネー Fresnaye（14牝 WesternWinter）SAF６勝，ヴィクトレスＳ
‐G3，Stormsvlei Mile‐L，Winter Oaks‐L，etc.

ロールミーイン Laure Me In（14� Ad Valorem）�AUS８勝，SRC
Scone Cup‐L，Clarence River JC Grafton C‐L ２着，ATC F
rank Underwood C‐L ２着

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

78 ルパンスール２０２１ 牡・鹿 ３／ １

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズルパンスール
＊ Dubawi

��
��
�ディスメイ鹿 2016 Desired

4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ルージュロワイヤル（12鹿 ＊フレンチデピュティ）�５勝��，ヒダカソウＣ
（Ｄ1600），道営スプリント（Ｄ1200）２着，ノースクイーンＣ（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 クリムゾンルージュ（03青鹿 ＊エンドスウィープ）入着４回，ラベンダー賞
‐OP ３着，etc.，�２勝��１勝，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ
‐Jpn3 ３着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，しらさぎ賞２着，etc.
リンダリンダ（13牝 ＊フレンチデピュティ）�４勝��１勝，エンプレス杯‐Jpn2

２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，マリーンＣ‐Jpn3 ３着，東京プリンセス賞，
東京シンデレラマイル２着，etc.

トレイントレイン（16牡 トランセンド）２勝，��１勝，赤レンガ記念２着

３代母 クリキャノン（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
ビクトリアス（00� トウカイテイオー）１勝
シフォンブルー（01牝 ＊エルコンドルパサー）�１勝

タネノブライトン（10牡 サクラバクシンオー）��３勝
クリムゾンクエスト（05牝 ＊コロナドズクエスト）入着，��10 勝
クリムゾンシップ（07牝 ＊クロフネ）１勝
クリムゾンラヴ（09牝 ＊ファルブラヴ）�４勝
ベストヴィジョン（11牡 ＊ホワイトマズル）１勝，�４勝��

４代母 リアルタイム（86青鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，夏井川特別２着，布引特別２
着，万代特別３着
［子］ ソワルドパリ（92牝 ＊タクラマカン）１勝

５代母 フアツトウイーゼル（77黒鹿 ＊フランキンセンス）３勝，クイーンＳ３着，ロ
ーズＳ，りんどう賞
［子］ ベルベツトグローブ（83牡 ＊ロイヤルスキー）７勝，フェブラリーＨ

‐Jpn3，銀嶺Ｓ‐OP，巴賞‐OP，etc.，�１勝
マロンデューク（89牡 ＊ロイヤルスキー）１勝，	
12 勝，とちぎ大賞典，
とちぎ大賞典３着

ベルベットタッチ（90牡 ＊スリルシヨー）４勝，三宮特別２着，不知火特
別３着，太宰府特別３着，	
２勝

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝恵庭市柏陽町 �090-8900-4357
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

79 ルージュロワイヤル２０２１ 牡・鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandルージュロワイヤル ＊エンドスウィープ

��
��
�クリムゾンルージュ鹿 2012 クリキャノン

＊セレタ 1b
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイビータイム（14栗 キャプテントゥーレ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
インザロングラン（18牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��１勝�入着
テーオーアラジン（19牝黒鹿 サトノアラジン）�出走，��１勝

２代母 ホットプレイ（92栗 ＊ノーザンテースト）入着
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，シルクロードＳ‐G3 ２着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，etc.
オズノホットハーツ（02牝 ＊ブラックタイアフェアー）�15 勝
ロマンスロード（03牝 ウイングアロー）�３勝�入着３回
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，安土城Ｓ‐OP，六甲Ｓ‐OP ２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，初音Ｓ，江の島特別，etc.
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
タマモダイジョッキ（18牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，十日町特別２着，長万部

特別２着，下北半島特別２着，合馬特別３着，芝桜賞３着
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，甲東特別３着，小豆島特別３着
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，スプリングＳ‐G2 ２着，函館記念‐G3 ２着，etc.

３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.
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

４代母 ＊ロイヤルサツシユ（66 GB鹿 Princely Gift）GB入着
［子］ アスコットロイヤル（76牡 ＊エルセンタウロ）４勝，中京記念，北九州記

念３着，あさがお賞，etc.
［孫］ サツカーボーイ（85牡 ＊デイクタス）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，阪神３

歳Ｓ‐Jpn1，函館記念‐Jpn3，etc.，優２牡，優短距，種牡馬

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： 村上 進治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

80 メイビータイム２０２１ �・鹿 ３／２６
＊ 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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテントゥーレ エアトゥーレメイビータイム ＊ノーザンテースト

��
��
�ホットプレイ栗 2014 ダイナホツト

＊ロイヤルサツシユ 1t
Northern Dancer S4×M4×S5 Lyphard S4×M5 Princely Gift S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドルシアン（11栗 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
インゴットバード（18牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�１勝
ハニートラップ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）��出走

２代母 アルウェン（99栗 ＊トニービン）１勝
ルーシエン（06牝 ネオユニヴァース）�２勝

オテロ（12牡 メイショウサムソン）�３勝�入着，岩手ダービーダイヤモンド
Ｃ３着

ギンザボナンザ（07牝 ゼンノロブロイ）５勝，アネモネＳ‐L，ターコイズＳ‐L ２着，
ニューイヤーＳ‐L ３着，ポプラＳ，かもめ島特別，etc.
ゴールドギア（15牡 ロードカナロア）�５勝，メトロポリタンＳ‐L，緑風Ｓ，

八雲特別，魚沼特別２着，ＨＴＢ賞２着，etc.
レッドサイファー（09牡 フジキセキ）１勝
サンライズウェイ（10牡 ゴールドアリュール）３勝，中ノ岳特別，ドンカスターＣ３着
カンポデフィオーリ（14牝 ゼンノロブロイ）１勝
クウェンヤ（18牝 カレンブラックヒル）���２勝�１勝�入着

３代母 アドラーブル（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1
２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，チューリップ賞‐OP，紅梅賞‐OP ２着
フサイチキャプテン（94牡 ＊トニービン）２勝，桑折特別，八瀬特別３着
エモシオン（95牡 ＊トニービン）５勝，京都記念‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，日経

新春杯‐Jpn2 ２着，etc.
サリーレ（96牡 ＊トニービン）２勝，すみれＳ‐OP，梅花賞３着
マイネルバイファル（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，夏木立賞３着，�10 勝��
ショウケイ（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，文知摺特別，�６勝�

４代母 ＊エコルシユ（82 USA黒鹿 Big Spruce）USA５勝
［子］ ノーザンレインボー（90牡 ＊ノーザンテースト）７勝，アクアマリンＳ，etc.，

障害７勝，中山大障害（春），東京障害特別（秋），優障害，種牡馬
［孫］ エアピエール（96牡 フジキセキ）７勝，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.，	

１勝�入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： エムシーホールディングス�＝東京都新宿区 �090-2157-2882
生 産 牧 場： ㈱ミリオンファーム
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

81 レッドルシアン２０２１ 牡・芦 ４／２２
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルレッドルシアン ＊トニービン

��
��
�アルウェン栗 2011 アドラーブル

＊エコルシユ 14c
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 レディオスソープ（08栗 アグネスタキオン）２勝，新発田城特別（芝 1400），伏拝
特別（芝 1200），伏拝特別（芝 1200）２着，豊橋特別（芝 1400）２着，種市特別
（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ナイトオブゴールド（16牡鹿 ＊ハービンジャー）�２勝
アルコンシチー（17牡鹿 ルーラーシップ）���入着５回
シゲルテンチョウ（18牡鹿 ラブリーデイ）入着，�１勝
ジュンブルームーン（19牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝
ヒーステソーロ（20牡鹿 ヴィクトワールピサ）�未出走

２代母 スプリームブリス（03鹿 サクラバクシンオー）出走
スプリームブルー（09牝 デュランダル）�１勝�４勝��２勝

３代母 ＊レディビーナス（97 USA鹿 Kingmambo）出走
コスモフライハイ（04牝 ダンスインザダーク）１勝

マイネルテンクウ（09牡 タニノギムレット）２勝，開成山特別，燧ヶ岳特別２
着，呼子特別２着，etc.，�２勝��

モエレフットライト（07牡 ゴールドヘイロー）�２勝�入着２回，岩手ダービーダ
イヤモンドＣ２着

リライアブル（08牝 ゴールドヘイロー）�７勝�入着２回
ステラモナーク（17牝 エスポワールシチー）��10 勝�１勝���，菊水賞，

兵庫ダービー２着，園田オータムＴ，etc.
アデレードヒル（13牝 ゴールドヘイロー）４勝，大須特別

４代母 ユーザーフレンドリーUser Friendly（89 GB鹿 Slip Anchor）GB・FR・IR
E・USA８勝，英セントレジャー‐G1，英オークス‐G1，愛オークス‐G1，サン
クルー大賞‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，etc.，欧年度代表馬
［子］ ダウンタウンDowntown（04牝 ＊デインヒル）IRE２勝，ギヴサンクスＳ‐G3
［孫］ ＊ファンスター（16牝 Adelaide）AUS５勝，ＡＴＣフライトＳ‐G1，ＡＴ

ＣファーラップＳ‐G2，ＡＴＣティーローズＳ‐G2，etc.
＊ヤングスター（14牝 High Chaparral）AUS４勝，ＢＲＣクイーンズラン

ドオークス‐G1，ＢＲＣザロージズＳ‐G2，ＶＲＣターンブルＳ‐G1
２着，etc.

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

82 レディオスソープ２０２１ �・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アルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラレディオスソープ サクラバクシンオー

��
��
�スプリームブリス栗 2008 ＊レディビーナス

1s
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 レディブライアン（00青鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，秋分特別（Ｄ1800），愛
宕特別（Ｄ1800）２着，川西特別（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（10）〕
キクノアリア（11牝鹿 ＊アルデバランⅡ）１勝，�４勝�
キクノフェリックス（14牡黒鹿 ハーツクライ）２勝，�２勝
レディヴィクトリア（18牝青 トゥザグローリー）入着，���３勝
ブラックキャノン（19�青鹿 トゥザグローリー）���１勝

２代母 マルブツエンプレス（84黒鹿 ＊ノーザンディクテイター）５勝，北九州短距離
Ｓ‐OP ３着，こでまり賞，ゴールデンスパーＴ２着，瀬戸内海特別３着
マルブツメグミ（92牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，カーネーションＣ‐OP，寒梅賞２着

ラムセスロード（98牡 ＊ラムタラ）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，京阪
杯‐Jpn3 ２着，京都３歳Ｓ‐OP ３着，桂川特別，日田特別２着，etc.

マルブツオペラ（96牡 ＊オペラハウス）２勝，京都４歳特別‐Jpn3 ２着，あざみ賞，
さわらび賞３着，白梅賞３着，障害１勝

マルブツプレスト（97牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝，�１勝�５勝��１勝�
サンシャインハート（99牝 ＊サンシャインフォーエヴァー）�３勝
マルブツエンペラー（05牡 ＊ブライアンズタイム）２勝

３代母 マルブツシヤイン（73栗 ＊マリーノ）出走
マルブツミラクル（88牡 ＊ストラダビンスキー）４勝，八坂特別，伊丹特別，鳳来寺

山特別

４代母 ＊ホイスリングウインド（59 USA鹿 Nasrullah）USA出走
［子］ シヤダイオー（70牡 ＊マリーノ）４勝，京都新聞杯３着，朝日ＣｈＣ２着，

宝塚記念４着，etc.，種牡馬
［孫］ ダイナブリーズ（83牝 ＊ナイスダンサー）６勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，

牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，新潟記念‐Jpn3 ３着，etc.
ウィンディシャダイ（80牡 ＊ノーザンテースト）４勝，目黒記念‐Jpn2 ２
着，日経賞‐Jpn2 ３着，迎春賞，etc.

［曾孫］ エイシンサンサン（92牝 ＊キャロルハウス）４勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，エ
リザベス女王杯‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.

エイシンイットオー（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： 松田 憲一＝浦河町絵笛 �090-3899-5771
生 産 牧 場： 松田 憲一
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

83 レディブライアン２０２１ �・青鹿 ３／１５

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayレディブライアン ＊ノーザンディクテイター

��
��
�マルブツエンプレス青鹿 2000 マルブツシヤイン

＊ホイスリングウインド 8c
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ラブミーピンク（16鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）２着
初仔

２代母 キモンオレンジ（11鹿 ダンスインザダーク）入着，��１勝
ロードレイライン（18牡 ストロングリターン）�２勝，河口湖特別２着

３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，���未出走�入着�
キモンボーイ（16牡 キモンノカシワ）１勝，��５勝���入着２回�
ラブミーパラダイス（17牝 コパノリチャード）��６勝�１勝��

４代母 ウルトラシートゥ（96鹿 Gulch）３勝
［子］ 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

５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
［曾孫］ キモンルビー（17牝 コパノリチャード）���11 勝�４勝�入着，船橋記

念，川崎スパーキングスプリント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

84 ラブミーピンク２０２１ �・栗 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンラブミーピンク ダンスインザダーク

��
��
�キモンオレンジ鹿 2016 コパノプレゼント

＊シートゥシャイニングシー 2b
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M4×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ラッキーマンボ（10鹿 スズカマンボ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
シンボリジョーク（16牡栗 トーセンジョーダン）��出走�５勝
トーケンマンボ（19牝鹿 ホッコータルマエ）���１勝�１勝

２代母 ミスポーラ（01栗 ＊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，睦月賞３着
クローゼシチー（08牡 スズカマンボ）��１勝
カシノシュウセイ（11牡 ＊スタチューオブリバティ）�17 勝
ミスルーア（15牝 スズカマンボ）入着４回，��１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
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，��出走�１勝
カワカミパウダー（02牝 ＊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，etc.

メイショウアサアケ（09牡 ＊シニスターミニスター）２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

85 ラッキーマンボ２０２１ �・鹿 ３／２６

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボラッキーマンボ ＊タイキシャトル

��
��
�ミスポーラ鹿 2010 パウダースノー

＊フロリースカツプ 3l
Halo M4×S5×M5 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ルミアージュ（10栗 ハーツクライ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ファタリテ（16牡鹿 ロードカナロア）�１勝

２代母 ＊ラタフィア（99 USA芦 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，
白藤賞３着，雪割草特別３着
ラターシュ（06牡 マーベラスサンデー）４勝，両津湾特別，鳥取特別，秋嶺Ｓ３着，

雅Ｓ３着
エクセルサス（07牡 スペシャルウィーク）３勝，若駒Ｓ‐OP ３着，皿倉山特別，御

堂筋Ｓ２着，白鷺特別２着，境港特別２着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２歳Ｓ‐G3，

セントウルＳ‐G2 ３着，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，チューリップ賞‐G3 ２着，etc.
シトラスノート（16牝 ロードカナロア）３勝，久多特別，雲雀Ｓ２着，朱雀Ｓ

３着，オークランドＲＣＴ３着，鶴橋特別３着
アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総Ｓ２着，

水無月Ｓ２着，船橋Ｓ２着，豊栄特別２着，etc.
イェーガーオレンジ（14牝 ダイワメジャー）入着５回，�１勝
ビュヴォン（18牡 ダイワメジャー）��５勝�１勝�

３代母 サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 GB栗 Fabulous Dancer）FR入
着５回

＊カツラファビュラス（97牝 Tel Quel）１勝，九重特別３着
＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着

カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞‐G2 ２
着，北野特別，etc.

４代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
［子］ サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞

（春）‐Jpn1，オールカマー‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬
［孫］ サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着

（２回），天保山Ｓ‐OP ３着，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，兵
庫ゴールドＴ‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

86 ルミアージュ２０２１ �・芦 ５／１１

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスルミアージュ
＊ Cozzene

��
��
�ラタフィア栗 2010 Sakura Fabulous

14
Caro S4×M4

価格： 購買者：



母 レイアンドキス（13鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
カタラ（20牝栗 ＊シニスターミニスター）��１勝

２代母 キョウエイタキオン（04栗 アグネスタキオン）２勝
タキオンレディー（12牝 ＊クロフネ）２勝
マイネルバローネ（14牡 ＊シンボリクリスエス）��３勝�10 勝
ミヤギウイング（15牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
サンエイキングダム（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）��７勝
タナザウィング（19牝 エピファネイア）１勝，��出走

３代母 イエローウイング（98栗 ＊ジェイドロバリー）１勝

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

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

タガノコウテイ（99牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，
�４勝�入着�

キャプテンクック（97牡 ＊デインヒル）４勝，室町特別，醍醐特別２着，
壬生特別３着

ビクトリーマッハ（89牝 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特
別２着

［孫］ テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

メイショウシスタス（99牝 バブルガムフェロー）４勝，新涼特別
メイショウトンボ（03牡 ＊オペラハウス）２勝，唐津特別２着

［曾孫］ ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３
着，七夕賞‐G3 ２着，etc.

メイショウソラーレ（10牡 メイショウサムソン）５勝，東大路Ｓ，日吉特
別，ＢＳイレブン賞３着，etc.，障害３勝

販売申込者・所有者： ㈲宮内牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1567
生 産 牧 場： ㈲宮内牧場
飼 養 者： ㈲ディスティニーファーム＝浦河町西舎 �090-7645-0776

87 レイアンドキス２０２１ 牡・栗 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスレイアンドキス アグネスタキオン

��
��
�キョウエイタキオン鹿 2013 イエローウイング

＊ワンスウエド 4m
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5 Mr. Prospector M4×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
〔産駒馬名登録数：１〕
ロマンチックボーイ（20牡黒鹿 ダノンシャンティ）��入着

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）�４勝，夏至Ｓ，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４回��入着４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

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： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

88 ロマンチックキス２０２１ �・鹿 ４／ ９

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�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

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－２（４）〕
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５回
キクノメイストーム（19牝栗 ポアゾンブラック）��３勝

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）�５勝，ブリリアントＳ‐L ２

着，鳳雛Ｓ‐L ３着，三宮Ｓ‐OP，etc.
サンビスタ（09牝 スズカマンボ）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，��３勝�

１勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，etc.
ジレトール（19牡 ロードカナロア）�３勝，端午Ｓ‐OP ２着，昇竜Ｓ‐OP ２着

４代母 イエローブルーム（89栗 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，樅の木賞２着，寒桜賞３着
［子］ インターアプローズ（97牡 ＊トニービン）５勝，神鍋特別，伊丹特別，洲

本特別２着，etc.
テイエムミシルオー（99牡 ＊ミシル）３勝，摩周湖特別２着，ポプラ特別３着

［孫］ スマートアヴァロン（12牡 ＊サウスヴィグラス）７勝，コーラルＳ‐L，す
ばるＳ‐L，根岸Ｓ‐G3 ３着，etc.，��２勝�

ピンクドッグウッド（14牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��１勝�２勝，
エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬，京浜盃２着，etc.，
ＮＡＲ優２牝

メイショウダッサイ（13牡 スズカマンボ）�１勝，障害９勝，中山グラン
ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2，etc.，
優障害

テイエムシシオー（09牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，	５勝，新涼賞，耶
馬溪賞２着，カンナ賞２着

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

89 ローズオブローズ２０２１ �・栗 ５／２０

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

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

価格： 購買者：



母 ローズベビークリス（10黒鹿 ＊ファスリエフ）��５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ガンモヘラクレス（20牡芦 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 ヤマノボンディール（05鹿 ダンスインザダーク）２勝
ゴーストノート（13牡 ＊クロフネ）１勝
ネコワシ（15牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，チバテレ杯，��２勝

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

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

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

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

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

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

ん賞‐OP ２着，礼文特別
エネスク（13牡 ＊ベーカバド）４勝，下総Ｓ，etc.，��入着２回��入着２回

��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着
アクイレジア（01牝 ＊フォーティナイナー）３勝，端午Ｓ‐OP，��入着２回，ジャ

パンＤダービー‐Jpn1 ２着，関東オークス‐Jpn3 ２着
オルキスリアン（13牝 キングカメハメハ）��11 勝�入着，クイーン賞‐Jpn3

３着，東京シンデレラマイル２着，兵庫サマークイーン賞２着
トイガー（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，瀬波温泉特別，

��出走����出走

販売申込者・所有者： ㈲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： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

90 ローズベビークリス２０２１ 牡・栗 ４／ ３

＊

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessローズベビークリス ダンスインザダーク

��
��
�ヤマノボンディール黒鹿 2010 ロジータ

＊チツプトツプ 4m
Halo S4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ロトクレドール（13栗 アドマイヤムーン）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
フラスティー（19牝黒鹿 ＊ケイムホーム）��１勝

２代母 エスワンスペクター（01鹿 ＊シャンハイ）�４勝�１勝���，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3，花吹雪賞
ディーエスコンドル（08牡 フサイチコンコルド）３勝，オホーツクＨ，安達太良Ｓ３着
エスワンプリンス（09牡 ＊アジュディケーティング）�18 勝�１勝�１勝��入着�，笠

松ＧＰ，笠松ＧＰ３着，オッズパークＧＰ３着，黒潮盃３着，吉野ヶ里記念，etc.
ディーズリアン（10牝 マンハッタンカフェ）�７勝
ロトラトゥール（11牝 ゴールドアリュール）３勝，大通特別２着
ロトクルーザー（12牝 ＊クロフネ）�３勝
ファントムメナス（15牡 ゴールドアリュール）１勝，�５勝��入着２回��

３代母 レディープロスパー（88栗 ミナガワマンナ）２勝，�５勝�４勝	入着
マルハチジャルダン（00牡 アンバーシヤダイ）
４勝��５勝�入着�，さつき賞，

若葉賞

４代母 ＊ミスフアピー（84 USA鹿 Fappiano）不出走
［子］ キャニオンロマン（94牡 ＊ブレイヴエストローマン）��７勝�３勝，フ

ロンティアスプリント盃，羽田盃，黒潮盃，etc.
エンビライナー（89牡 ＊ブレイヴエストローマン）５勝，銀嶺Ｓ‐OP ２着，
武蔵野Ｓ‐OP ３着，春風Ｓ，etc.

［孫］ フクノドリーム（11牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝，アイビスサマーダッシュ
‐G3 ２着，すずらん賞‐OP，etc.，�１勝，エーデルワイス賞‐Jpn3

タイセイプライド（15牡 ＊ヨハネスブルグ）３勝，クリスマスローズＳ‐OP，
ダリア賞‐OP，�１勝�１勝���，ＯＲＯターフスプリント２着

グレイトゲイナー（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，蒲郡特別，ＴＶ
ユー福島賞２着，大牟田特別３着，etc.

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

91 ロトクレドール２０２１ 牡・鹿 ５／ １
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズロトクレドール ＊シャンハイ

��
��
�エスワンスペクター栗 2013 レディープロスパー

＊ミスフアピー 1n
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 エアガガ（08鹿 ジャングルポケット）�８勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
アナンクス（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）���１勝�５勝
シトラスダル（19牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）�出走
ヤマノコトブキ（20牡黒鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 エアラグーン（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
エアキリヤン（05� ＊エアエミネム）３勝
エアパグナス（06牡 ＊エアエミネム）１勝，�１勝�４勝
エアソミュール（09牡 ジャングルポケット）10勝，毎日王冠‐G2，鳴尾記念‐G3，

白富士Ｓ‐L，ディセンバーＳ‐L，巴賞‐LR，etc.

３代母 ＊アイドリームドアドリーム（87 USA鹿 Well Decorated）USA２勝
＊ゼルマジョーンズ（93牝 Clever Trick）USA１勝

フィリアノ Filliano（98牝 Jamiano）USA入着２回
ロードキプリング Lord Kipling（03� Kipling）USA・CAN12勝，Ma
nitoba Derby‐L，Gallant Fox H‐L ２着，Coyote Lakes S２
着，etc.

エアデジャヴー（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
エアシェイディ（01牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，キャピタ

ルＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.，種牡馬
エアメサイア（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，秋華賞‐Jpn1，ローズＳ

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ２着，etc.
エアスピネル（13牡 キングカメハメハ）�４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，
富士Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.，��入着�

エアウィンザー（14� キングカメハメハ）７勝，チャレンジＣ‐G3，カシ
オペアＳ‐L，金鯱賞‐G2 ３着，etc.

エアマグダラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，かもめ島特別
エアアンセム（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，函館記念‐G3，ホープフ
ルＳ‐LR，都大路Ｓ‐L ２着，etc.

エアシャカール（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

92 エアガガ２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエアガガ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エアラグーン鹿 2008 ＊アイドリームドアドリーム

4r
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ワイルドシンガー（10鹿 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（４）〕
ソングバトラー（15牡鹿 ＊バトルプラン）��２勝
ピンクモスク（16牝鹿 ヴァーミリアン）�１勝��入着
プロヴィデンス（17牡栗 ＊シニスターミニスター）３勝，河口湖特別（Ｄ1400）２着，

��入着２回��１勝
ワイルドアイズ（19牝鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ウインルーシッド（03栗 Giant's Causeway）出走
カシノミッキー（08牝 ＊アルカセット）�２勝

３代母 ＊ルックトゥザシー（98 USA栗 Seeking the Gold）USA出走
＊ウインルミエール（02牝 Saint Ballado）１勝

ウインサーガ（09� ゼンノロブロイ）１勝，��１勝�１勝	入着５回，文月
賞２着，開聞岳賞２着

４代母 ゴーイングアショアGoing Ashore（89 USA鹿 ＊ポリッシュネイビー）USA３勝
［孫］ キルシュワッサー（03牝 サクラバクシンオー）４勝，中京日経賞，邁進特

別，恵那特別，etc.
デューイ（11牡 ネオユニヴァース）入着２回，
３勝��，サラブレッド
大賞典２着

ハギノソフィア（10牝 アグネスタキオン）１勝，稲光特別３着
［曾孫］ キルロード（15� ロードカナロア）�６勝，パラダイスＳ‐L，高松宮記念

‐G1 ３着，福島ＴＶＯＰ‐OP，etc.
プッシプエンテ Pushi Puente（18 牡 Side Road）�PR３勝，C. Anto
nio Fernandez Castrillon‐LR ３着

マルヒロブライティ（08牝 ＊トワイニング）��３勝，ローレル賞２着，
ユングフラウ賞３着

ヤマノハヤブサ（11牡 ハーツクライ）２勝，飛竜特別２着，八代特別２着

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

93 ワイルドシンガー２０２１ 牡・鹿 ３／３１

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkワイルドシンガー Giant's Causeway

��
��
�ウインルーシッド鹿 2010 ＊ルックトゥザシー

20b
Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アズライト（04青 アグネスタキオン）３勝，岩木山特別（芝 1800）３着，��１勝
〔産駒馬名登録数：５〕
アルヴェール（19牡栗 ＊ラニ）���出走

２代母 ＊ゴーンプロフェッショナル（92 USA青鹿 GoneWest）GB・FR２勝
カネトシディザイア（99牝 フジキセキ）５勝，桜花賞‐Jpn1 ４着，秋華賞‐Jpn1

４着，紅梅Ｓ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，斑鳩Ｓ，etc.
カネトシディオス（07牡 キングカメハメハ）５勝，洛陽Ｓ‐OP ２着，仲秋Ｓ，

月岡温泉特別，保津峡特別，古町特別，etc.，�入着��
カネトシピュール（15牝 ＊ヘニーヒューズ）�16 勝，御厨人窟賞

ミュゲドボヌール（00牝 バブルガムフェロー）４勝，鈴鹿特別，西部日刊スポーツ
杯２着，刈谷特別３着，八幡特別３着，甲斐駒特別３着，�２勝
サンクボヌール（12牝 ＊ハービンジャー）２勝，北大路特別２着

プレシャスレディー（03牝 フジキセキ）１勝
モルエラン（05� ダンスインザダーク）入着４回，障害１勝，��１勝
ドルフィンクエスト（06牡 フジキセキ）１勝，�１勝

３代母 プロフェッショナルダンスProfessional Dance（79 USA鹿 Nijinsky）不出走
フォルリズタンゴ Forli's Tango（85牡 Forli）USA６勝，Chanhassen S
アリアージュAlliage（87牝 Alleged）FR２勝

サーアルフレッド Sir Alfred（98牡 St. Jovite）USA５勝，アスコットＨ‐G3，
ベイメドーズダービー‐G3 ２着，Half Moon Bay S‐L ３着

ニンジャダンサーNinja Dancer（89 牡 Miswaki）GB・IRE２勝，Autumn S‐L
トゥーステップトルーディTwo Step Trudy（94牝 Capote）USA出走

ディクシークリスプDixie Crisp（04 牝 Dixieland Band）USA入着３回，
Dipsea Trail S３着
リコンストラクション Reconstruction（09牡 Broken Vow）USA４勝，
Livermore Valley Wines S，Oh Say S３着

サザンフリーダム Southern Freedom（11牡 Pure Prize）USA７勝，J
oseph T. Grace H，オールアメリカンＳ‐G3 ２着

エピックドリーマー Epic Dreamer（16� Orb）�USA４勝，ガルフスト
リームパークスプリントＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ハーモニーストックファーム＝別海町尾岱沼 �01538-6-2846
生 産 牧 場： ハーモニーストックファーム
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

94 アズライト２０２１ �・青鹿 ５／２４

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアズライト
＊ GoneWest

��
��
�ゴーンプロフェッショナル青 2004 Professional Dance

2d
GoneWest S3×M3 Northern Dancer S4×M5 Nearctic S5×S5
CosmahM5×M5
価格： 購買者：



母 アペリラ（13鹿 キングカメハメハ）出走
本馬の他に産駒あり

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

ペニーブラック（08牝 Redoute's Choice）入着
ミコブラック（18牝 ＊パイロ）１勝，�入着，エーデルワイス賞‐Jpn3 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

アドマイヤクロス（16牡 ディープブリランテ）�１勝�入着

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，隅田川特別３着，
中京日経賞３着，etc.

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）�３勝，青葉賞‐G2 ３着，陣
馬特別，水仙賞，etc.

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： ㈲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： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

95 アペリラ２０２１ �・栗 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 ＊マンファスアペリラ フジキセキ

��
��
�ジェイズミラクル鹿 2013 ＊アサーション

13a
サンデーサイレンス S3×M4 Be My Guest S4×M5

価格： 購買者：



母 アムールリアン（14鹿 ＊ファスリエフ）��８勝，しらさぎ賞（Ｄ1400）２着
初仔

２代母 キャットストリート（03黒鹿 ＊クロフネ）出走
アカシサフィア（08牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
ククリヒメ（10牝 ＊アフリート）��５勝
ミータカラノテガミ（15牝 キングヘイロー）��２勝��３勝

３代母 ＊ファームキャット（92 USA青鹿 Storm Cat）USA出走
ダークウィザード（98� ＊サンデーサイレンス）４勝，有松特別，稲荷特別，北野特

別２着，etc.
ベルリオーズ（00牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，藤森特別，唐津特別２着，久留米特

別２着
アドマイヤマダム（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ネロディアマンテ（10牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，春菜賞３着，サフラン賞３着
アスターサムソン（13� メイショウサムソン）１勝，障害３勝，京都ハイジャ

ンプ‐JG2
ヴィーヴァサルーテ（06牡 スペシャルウィーク）１勝，箕面特別３着

４代母 イクアニミティ Equanimity（75 USA鹿 Sir Ivor）USA６勝，ファンタジー
Ｓ‐G1，サンタスサーナＳ‐G2 ２着，Santa Ysabel S２着，Senorita S２
着，ハニムーンＨ‐G3 ３着
［子］ ファブリナ Fabrina（84牝 Storm Bird）GB・USA５勝，Truly Bound S

フォクシープリンス Foxy Prince（83 牡 Nijinsky）GB・ITY13 勝，P.
Monte Rosa‐L ２着

＊カームダンサー（86牝 Northern Dancer）USA５勝，My Charmer H
３着

［孫］ マイティメドーMighty Meadow（93� Meadowlake）USA６勝，H
eartland Derby２着

［曾孫］ ブラスハット Brass Hat（01� Prized）USA・UAE10 勝，ドンＨ‐G1，
ニューオーリンズＨ‐G2，インディアナダービー‐G2，etc.

アブソルートリーアイデン Absolutely Aiden（16牡 Stay Thirsty）US
A７勝，Good Lord S

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

96 アムールリアン２０２１ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessアムールリアン ＊クロフネ

��
��
�キャットストリート鹿 2014 ＊ファームキャット

8c
Nureyev M3×S4 Hail to Reason S5×S5 Never Bend S5×M5

価格： 購買者：



母 アメリデラックス（12鹿 ＊アメリカンボス）��１勝・４勝��１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ヨシノローズ（19牝鹿 トゥザグローリー）���入着３回�入着２回
アヴェッリーノ（20牡栗 リアルインパクト）�未出走

２代母 ネイビーズドーター（00栗 ＊シャンハイ）�３勝
ブルーネイビーズ（07牡 ＊シーロ）��５勝
ブルーシュネル（10牝 フサイチレオン）��１勝
ジーニアスプリンス（11牡 フサイチレオン）��９勝
サチタカチャンス（14牝 カルストンライトオ）�５勝�
ディアブロリンド（15牝 ブラックタキシード）��１勝
フィエールデエス（16牝 サクラオールイン）�１勝

３代母 ネイビータッチ（94栗 ＊ポリッシュネイビー）�１勝
ネイビーズサン（01牡 ＊シャンハイ）�２勝	入着，園田ジュニアＣ２着，兼六園ジ

ュニアＣ２着，園田ダービー３着
パレスエベレスト（02牡 ＊シャンハイ）３勝，函館日刊スポーツ杯，基坂特別，長万

部特別２着，etc.

４代母 マルゼンキャロル（88鹿 ＊アーテイアス）��２勝
［孫］ トミノダンディ（04牡 ＊チーフベアハート）�12 勝	１勝�
��，オー

タムＣ，イヌワシ賞，オータムＣ２着，etc.

５代母 モガミソロン（83鹿 ＊パーソロン）２勝
［孫］ マルノマンハッタン（04牝 マンハッタンカフェ）��４勝，桜花賞

レギュラーサヤカ（07牝 レギュラーメンバー）��４勝，ローレル賞２着
リュウノワン（11牡 ＊マイネルラヴ）�１勝��１勝
入着，平和賞３着，
不来方賞２着

ロードスウェアー（03� ＊オース）２勝，米山特別，新発田城特別２着
ラブリータキオン（99牝 ＊ライブリーワン）�４勝��６勝
１勝�入着
�，サラプリンセス特別２着

カイシュウコンドル（00牡 フサイチコンコルド）２勝，尾張特別３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

97 アメリデラックス２０２１ 牡・黒鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アメリカンボス Redeemerアメリデラックス ＊シャンハイ

��
��
�ネイビーズドーター鹿 2012 ネイビータッチ

＊シル 5g
Nureyev S4×M5 Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5
Riverman S5×M5
価格： 購買者：



母 アルドラ（09鹿 ＊マイネルラヴ）�10 勝�入着����，サラブレッド大賞典
（Ｄ2000），北日本新聞杯（Ｄ1700），プリンセスＣ（Ｄ1500）２着，兼六園ジュニ
アＣ（Ｄ1400）２着，ダービーＧＰ（Ｄ2000）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
アクティヴローズ（16牝鹿 フリオーソ）�２勝
オルトスラッガー（18�鹿 フリオーソ）���２勝
ネヴァイナフ（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�入着

２代母 スレバルナ（02鹿 ＊パラダイスクリーク）	１勝
アウラスター（06牡 ＊キッケンクリス）１勝
フルド（10牝 ＊マイネルラヴ）�１勝�
スピンムーブ（11牡 スウィフトカレント）��３勝

３代母 ＊シャラニヤ（89 FR鹿 RainbowQuest）FR１勝

４代母 バルブラBarbra（69 FR黒鹿 Le Fabuleux）FR１勝
［子］ ビュリントン Bulington（92牡 Sicyos）FR11 勝，ヴィシー大賞‐G3，G.P.

Anjou Bretagne‐L，G.P. de Bordeaux‐L，etc.，種牡馬
バットマン Batman（75� Sir Gaylord）FR15 勝，P. d'Alencon，
P. Major Fridolin，P. Herod２着，etc.，FR障害１勝

ボーヌ Beaune（74牝 Lyphard）FR４勝，P. de Saint‐Cyr，仏１０００
ギニー‐G1 ２着，サンタラリ賞‐G1 ２着，etc.

［孫］ ベーリング Bering（83 牡 Arctic Tern）FR５勝，仏ダービー‐G1，オカ
ール賞‐G2，ノアイユ賞‐G2，etc.，種牡馬

バルタザール Balthazar（98� Alzao）FR４勝，バルブヴィル賞‐G3，
P. Right Royal‐L，オカール賞‐G2 ３着

バランカ Balanka（92牝 Alzao）FR・USA２勝，Coupe du Fonds Europe
en de l'Elevage‐L，オペラ賞‐G2 ３着，クロエ賞‐G3 ３着

ビブリーク Biblique（86牝 Saint Cyrien）FR・BEL４勝，Vase d'Or
‐L，P. des Haras‐L，P. Pierre Beauduin‐L，etc.

［曾孫］ バラヘリ Balakheri（99 牡 Theatrical）GB・FR・IRE３勝，キングエドワー
ド七世Ｓ‐G2，シャンティー大賞‐G2 ３着，ダンテＳ‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345

98 アルドラ２０２１ �・黒鹿 ４／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyアルドラ ＊パラダイスクリーク

��
��
�スレバルナ鹿 2009 ＊シャラニヤ

7f
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 アルレガーロ（09栗 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（６）〕
トミケンジョメルト（15牡栗 ＊タートルボウル）���４勝
ハディア（17牡鹿 ローレルゲレイロ）�１勝，障害１勝
フルスロットル（19牝栗 ＊トビーズコーナー）���１勝
セザンディーヴァ（20牝黒鹿 ローレルゲレイロ）���１勝

２代母 メジェール（97鹿 ＊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，香春岳特別，安芸Ｓ２着，etc.
ハングインゼア（04牝 ＊タイキシャトル）１勝

キングワールド（17牡 トゥザワールド）�５勝�１勝�入着４回，北日本新聞
杯３着

メリュジーヌ（06牝 ＊フレンチデピュティ）３勝
メリオール（12牝 キングカメハメハ）�出走
メルテッドハニー（17牝 カレンブラックヒル）�１勝，マーガレットＳ‐L
２着

タイセイブリリオ（19牡 ディープブリランテ）�１勝，メルボルンＴ２着，
万両賞３着

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，うずしおＳ３着，札幌スポニチ賞３着，etc.
オーパキャマラード（16牝 ＊ダンカーク）２勝，ＨＴＢ杯３着

３代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
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

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

99 アルレガーロ２０２１ �・青鹿 ３／２８
＊ダンシングブレーヴ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングヘイロー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊グッバイヘイローローレルゲレイロ ＊テンビー

��
��
�ビッグテンビー青鹿 2004 モガミヒメ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールアルレガーロ ＊タバスコキャット

��
��
�メジェール栗 2009 ＊カスパースカイゴールド

20
Halo S4×M4 マルゼンスキーM4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アワフローラ（13栗 サムライハート）�１勝�入着��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハセノフリオーソ（18牡栗 フリオーソ）��１勝
キタノラシーク（19牡青鹿 ベルシャザール）��出走

２代母 ベルフローラ（06栗 ＊タイキシャトル）１勝
ルベールアート（12牝 ハイアーゲーム）�１勝��

３代母 パフィオ（97鹿 ＊アジュディケーティング）２勝
レジェンドプレイス（03牡 スペシャルウィーク）１勝

４代母 ＊エマーズロッカ（88 USA栗 Miswaki）不出走
［子］ デルマエッセンス（95牝 アンバーシヤダイ）３勝，べにばな賞，立川特別３着

メイショウジーゲン（03牡 メジロライアン）２勝，有松特別２着，紫野特
別２着，熊野特別２着

ブルーリワード（96牡 ＊モガミ）�５勝�入着��，東北サラブレッド３
歳Ｃｈ２着，東北優駿３着

ゴッドウィリー（94牝 Quest For Fame）２勝，春日山特別３着
ベストアクトレス（99牝 ＊ラストタイクーン）１勝，��１勝

［孫］ デルマジョン（04牡 ＊ワレンダー）	20 勝，新春盃３着，尾張名古屋杯３着
スマートレパード（10
 ＊ワイルドラッシュ）３勝
アシタガアルサ（18牡 ＊シニスターミニスター）�２勝
デルマアポロ（02牡 ＊マルターズライオン）１勝，	３勝

５代母 ＊ボリーン（76 USA鹿 Bold Bidder）不出走
［子］ レモングラス（90牝 サクラユタカオー）３勝，里見特別，三国特別２着，

村上特別３着
［孫］ オカトラノオ（97牝 ＊ソヴィエトスター）４勝，羊ヶ丘特別，登別特別，

初風特別２着，etc.
シャコーレモン（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，喜多方特別２着，五
泉特別３着

シエラデルタ（07牡 フサイチコンコルド）２勝，合馬特別３着，巌流島特
別３着

販売申込者・所有者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

100 アワフローラ２０２１ 牡・鹿 ２／ ９
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴアワフローラ ＊タイキシャトル

��
��
�ベルフローラ栗 2013 パフィオ

＊エマーズロッカ 2d
ノーザンテースト S4×M5 Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 アンキャニー（10栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
シバノトロフェオ（18牡黒鹿 キズナ）１勝，���入着
アンミティゲイテド（20牝黒鹿 ＊タリスマニック）�未出走

２代母 ＊バブルドリーム（93 FR鹿 Akarad）不出走
ジュヌドリーム Jeune Dream（99牡 Jeune Homme）ITY５勝，P. Merano‐L，

P. Giuseppe deMontel‐L ２着，P. Botticelli‐L ３着
＊ラヴアンドバブルズ（01牝 Loup Sauvage）FR３勝，クロエ賞‐G3，Criterium de La

nguedoc‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，P. des Sablonnets‐L ２着
ラヴインザダーク（06牝 ダンスインザダーク）２勝，インディアＴ
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，スプリングＳ‐G2 ２着，共同通信
杯‐G3 ２着，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，つばき賞２着，マレーシアＣ３着

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
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
コンチャフラメンカ（12牝 ＊ハービンジャー）１勝

３代母 ＊バブルプロスペクター（84 USA栗 Miswaki）IRE１勝
アイリッシュプロスペクター Irish Prospector（90 牡 Irish River）FR３勝，ラフォ

ルス賞‐G3 ２着，P. de Suresnes‐L ３着，P. Tantieme‐L ３着，種牡馬
＊バブルウイングス（92牝 In TheWings）GB４勝

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

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
ウインシュナイト（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，巴賞‐L，小倉大賞典‐Jpn3

２着，下鴨Ｓ，etc.
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

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

101 アンキャニー２０２１ �・栗 ３／３０
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアンキャニー
＊ Akarad

��
��
�バブルドリーム栗 2010 ＊バブルプロスペクター

1b
Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 アンプリエール（07栗 ＊バゴ）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
グングニール（13牡鹿 ヴァーミリアン）��２勝

２代母 ノゾミカナエタマエ（01栗 ＊タイキシャトル）１勝
オールズウェル（08牝 マヤノトップガン）�１勝
ダンツレアリティ（09牝 マヤノトップガン）１勝
イスズイーグル（13牡 ＊パイロ）��９勝�２勝���

３代母 ウィンヒストリー（96鹿 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
セイウンクレナイ（02牝 ＊タイキシャトル）１勝

ニシノエックス（08牡 ＊ムーンバラッド）�５勝，桐花賞３着，不来方賞３着
ユイノムテキ（14牡 ＊キンシャサノキセキ）�７勝��入着３回，イーハトーブ

マイル２着
マチカネノワキ（03牡 スペシャルウィーク）３勝，�３勝�１勝���，星雲賞３着
ナイキトライアンフ（04牝 ＊ボストンハーバー）出走

レジーナフォルテ（14牝 ＊アルデバランⅡ）６勝，ルミエールオータムダッシュ
‐L，春雷Ｓ‐L ２着，ルミエールオータムダッシュ‐L ２着，etc.

マチカネカミカゼ（05牡 アグネスタキオン）３勝，ｔｖｋ賞，松浜特別，etc.，�１
勝�１勝�５勝	入着��，せきれい賞，etc.

シャインプレジャー（06牝 ＊アグネスデジタル）出走
ウインフェニックス（11牡 スズカフェニックス）４勝，いちょうＳ‐LR ２着，

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，２０１５ＷＡＳＪ第４戦，etc.
ヤシャマル（17牡 キズナ）�４勝，日経新春杯‐G2 ３着，新潟大賞典‐G3 ３

着，府中Ｓ

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝
［曾孫］ ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，

府中牝馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ホースガーデンしらおい＝白老町社台 �090-9519-6332
生 産 牧 場： ホースガーデンしらおい
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

102 アンプリエール２０２１ 牡・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ステイゴールド

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

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxアンプリエール ＊タイキシャトル

��
��
�ノゾミカナエタマエ栗 2007 ウィンヒストリー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤセレブ（15鹿 ロードカナロア）入着
本馬の他に産駒あり

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
フルフィル（18牝 ロードカナロア）���１勝
ローザロード（19牝 ＊ドレフォン）���２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

［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

103 アドマイヤセレブ２０２１ �・黒鹿 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

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
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

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：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），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）�１勝�１勝�入着２回
マキアージュ（19牝鹿 ビッグアーサー）	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

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

104 ルージュバンブー２０２１ �・黒鹿 ４／ ２
＊ 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

＊ 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
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レンヌルシャトー（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（９）〕
リン（13牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�４勝����
チョウレンチャン（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�４勝
ラシェーラ（16牝鹿 ルーラーシップ）２勝
ケイティマジック（19牡鹿 ロゴタイプ）�１勝

２代母 ＊レンⅡ（95 IRE 栗 Bob Back）GB・FR・ITY・USA３勝，ドルメーロ賞‐G3，
Criterium du Bequet‐L，ファルマスＳ‐G2 ２着
レンドフェリーチェ（00牝 Cozzene）５勝，紫苑Ｓ‐L，オーロＣ‐L ３着，大阪ス

ポーツ杯，北摂特別２着
リフトザウイングス（08牡 ハーツクライ）１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，朝

日杯フューチュリティＳ‐G1 ５着，ゴールデンホイップＴ２着，小豆島
特別２着，元町Ｓ３着，etc.，�１勝	

モルトフェリーチェ（09牝 ディープインパクト）入着
ケイティクレバー（15牡 ＊ハービンジャー）�３勝，若駒Ｓ‐LR，すみれＳ
‐LR ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ３着，寿Ｓ，etc.，障
害４勝，東京ジャンプＳ‐JG3，etc.

アサクササイレン（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，北斗賞２着，初凪賞２着，�
１勝


リズムオブザレイン（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回
レインスティック（07牡 サクラバクシンオー）６勝，アイルランドＴ‐L，新潟

日報賞，六社特別，ガーベラ賞，六社特別３着
スズノマグマ（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，是政特別，北斗賞２着，横手特別

２着，�	入着３回��，みちのく大賞典３着
レインダンス（04牝 ダンスインザダーク）３勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ

‐Jpn2 ３着，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，京都金杯‐G3 ３着，チューリップ賞
‐Jpn3 ３着，etc.

グラスブラスト（05牡 マンハッタンカフェ）３勝，信夫山特別，麒麟山特別２着，
マカオＪＣＴ３着，�２勝

３代母 インザリギング In the Rigging（85 USA鹿 Topsider）GB１勝

販売申込者・所有者： フクオカファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2309
生 産 牧 場： フクオカファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

105 レンヌルシャトー２０２１ 牡・鹿 ５／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊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ンヌルシャトー
＊ Bob Back

��
��
�レンⅡ栗 2008 In the Rigging

1s
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 ガストネード（11栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
バトルスカーズ（19牡栗 ＊ラニ）���１勝

２代母 ヤマノオーロラ（05栗 タニノギムレット）不出走
ハクユウファイアー（12牡 マンハッタンカフェ）�６勝��入着２回���
ホウオウサンダー（14牡 ゴールドアリュール）��２勝
タイセイブラック（15牡 ブラックタキシード）�４勝��３勝�２勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォザドリーム（94牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マーメイド

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇

賞（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，

	９勝

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
ニホンピロハーレー（96牡 ＊セレスティアルストーム）６勝，オーシャン
Ｓ‐L ２着，クリスマスＣ，伏見特別，etc.

［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝�入
着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱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

106 ガストネード２０２１ 牡・鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスガストネード タニノギムレット

��
��
�ヤマノオーロラ栗 2011 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊イヴェイジョン（08 USA鹿 ＊エンパイアメーカー）USA出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
キアオラチョイスKia Ora Choice（14 AUS�鹿 Redoute's Choice）AUS１勝
イヴェイシヴアクションEvasive Action（19 USA�栗 ＊カリフォルニアクローム）

�USA出走

２代母 インサイドインフォメイション Inside Information（91 USA鹿 Private Account）
USA14 勝，ＢＣディスタフ‐G1，エイコーンＳ‐G1，スピンスターＳ‐G1，アシ
ュランドＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，モリーピッチャーＨ
‐G2，ボニーミスＳ‐G2，etc.
イリシト Illicit（97 牝 Mr. Prospector）不出走

コンテンシャス Contentious（04 牝 Giant's Causeway）GB・FR・GER・US
A２勝，ケルン秋季牝馬マイレ‐G3 ２着，Pomfret S‐L ２着，Ros
emary S‐L ３着

ゴーンアストレイGone Astray（06 牡 Dixie Union）USA５勝，オハイオダ
ービー‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，サルヴェイターマイル‐G3，
レイザーバックＨ‐G3 ２着，Frisk Me Now S２着，etc.，種牡馬

マニピュレータManipulator（01 牡 Unbridled）USA・ARG４勝，種牡馬
スマッグラー Smuggler（02 牝 Unbridled）USA５勝，マザーグースＳ‐G1，ＣＣ

Ａオークス‐G1，エイコーンＳ‐G1 ２着，シュヴィーＨ‐G2 ３着，Three
Ring S‐L ２着

シークレットビッド Secret Bid（10� Street Cry）USA３勝

３代母 ピュアープロフィットPure Profit（82 USA栗 Key to the Mint）USA４勝
フォーリンエイド Foreign Aid（88牝 Danzig）USA４勝，Jasmine S２着，

Tappiano S‐L ３着，Mock Orange S‐R ３着
エデュケイテドリスク Educated Risk（90 牝 Mr. Prospector）USA11 勝，フリゼ

ットＳ‐G1，トップフライトＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，チャーチルダウンズ
ＢＣＨ‐G2，etc.

ヒドンリザーヴ Hidden Reserve（94 牝 Mr. Prospector）USA４勝，デムワゼル
Ｓ‐G2 ２着，シュヴィーＨ‐G2 ３着，ベッドオーロージズＨ‐G3 ２着，etc.

ダイアモンドDiamond（95牡 Mr. Prospector）USA５勝，Skip Trial S‐L，
WhoWouldn'T S‐R ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： Ｐｅｒｒｙ Ｍａｒｔｉｎ＝新ひだか町静内本町 �0146-42-2544
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

107 イヴェイジョン２０２１ 牡・鹿 ４／１２

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudイヴェイジョン インサイドインフォメイション Private Account

��
��
�Inside Information鹿USA 2008 Pure Profit

5f
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account M4×S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 イストワール（01鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（４），海外－１（１），地方－３（４）〕
ホエイソースWhey Sauce（08牝芦 ＊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
ダノンエトワール（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�入着
ニュープロローグ（11牝鹿 キングカメハメハ）�２勝
ナラトゥリス（15牝黒鹿 ルーラーシップ）１勝，赤松賞（芝 1600）３着
ビスタストリカ（16牝鹿 ルーラーシップ）１勝，���出走�出走
ウェイヴァリー（17牡鹿 ＊ノヴェリスト）１勝，�	１勝
ビオグラフィア（18牡鹿 ルーラーシップ）�１勝

２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，Ontario Debutante S‐R ２
着，Victoria S‐L ３着，etc.

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，
Ellis Park H‐L，Bourbonette S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，
Jack Smallwood S‐L ２着，HBPA H‐L ３着，etc.

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，Keystone S
tate Sprint H‐L，Silver Deputy S‐L，etc.，種牡馬

ストロングメモリー（00牝 ＊エンドスウィープ）５勝，ＢＳＮ賞，鶴ヶ城特別２着
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，クイーン賞‐Jpn3
３着（２回），ＪＢＣレディスクラシック‐L ３着

３代母 チャーミングストーリー Charming Story（74 USA鹿 Hail to Reason）US
A６勝，ベルダムＳ‐G1 ３着，レイディーズＨ‐G1 ３着，シュヴィーＨ‐G2 ３
着，Honey Bee H２着，Long Look H３着，etc.

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

108 イストワール２０２１ �・鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellイストワール
＊ Valid Appeal

��
��
�アピーリングストーリー鹿 2001 Charming Story

9f
Hail to Reason M4×M4 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 イチゴアミーラ（13黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着８回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
イチゴキネンビ（19牡鹿 ＊マクフィ）�１勝
ストロベリーツー（20牡黒鹿 ＊ラニ）�未出走

２代母 サイレントラヴ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ハーティンハート（07牡 サクラバクシンオー）２勝，相模湖特別２着，朝日岳特別

２着，外房特別３着，�４勝�入着３回���
ホクセツダンス（08牝 ＊アグネスデジタル）５勝，神無月Ｓ，羊蹄山特別，麦秋Ｓ２

着，播磨特別２着，ファイナルＳ３着，etc.
アズマクリスエス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�４勝
モリトシラユリ（14牝 ＊クロフネ）３勝，フェアリーＳ‐G3 ３着
シゲルミズナ（15牝 ＊ワークフォース）入着２回，��１勝�１勝�１勝
ジュンノサップ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，���出走
ヒデノヴェローチェ（17牡 エイシンフラッシュ）���２勝�１勝

３代母 フアーストラブ（86鹿 ＊ナイスダンサー）��４勝
メモリアルガイ（92牡 サツカーボーイ）３勝，石打特別
メロウキス（93牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，甲東特別，耶馬渓特別３着

ナチュラルメイク（02牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，カンナＳ‐OP ２着，お
おぞら特別，ゆきつばき賞，etc.，�１勝
ミッキーナチュラル（09牡 ネオユニヴァース）４勝，両津湾特別，初凪賞３着

キープユアスマイル（03牝 アグネスタキオン）２勝，紫苑Ｓ‐L ２着
ノボリユキオー（96牡 ＊トニービン）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ

Ｐ‐OP ２着，etc.，��入着２回，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
プレシャスソング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，佐渡特別
トーセントゥルー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，火打山特別２着，シンガポー

ルＴＣ賞３着
アズマタイショウ（06牡 キングカメハメハ）２勝，わらび賞

４代母 レデイーシラオキ（78鹿 ＊セントクレスピン）４勝，中距離特別
［孫］ スペシャルウィーク（95牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，ジャパンＣ‐G1，

日本ダービー‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270

109 イチゴアミーラ２０２１ �・鹿 ３／２５

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayイチゴアミーラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サイレントラヴ黒鹿 2013 フアーストラブ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 イムディーナ（10栗 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
ワンダーヴァレッタ（16牡栗 ＊グラスワンダー）１勝
サラベティ（17牝鹿 ＊ベーカバド）�１勝�６勝�
ビクトリーサイト（18牡鹿 ＊プリサイスエンド）���３勝

２代母 ＊マルターズヒート（01 USA栗 Old Trieste）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，フ
ィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，エルフィンＳ‐OP，
障害１勝
ホットサマーデイ（08牝 ＊アポインテッドデイ）１勝，大牟田特別２着，土湯温泉特

別３着
ジョーヌダンブル（11牝 ＊アグネスデジタル）１勝
マルターズアポジー（12牡 ＊ゴスホークケン）８勝，関屋記念‐G3，小倉大賞典‐G3，福

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

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

米山特別３着

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
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レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールイムディーナ
＊ Old Trieste

��
��
�マルターズヒート栗 2010 Heat Is On

12b
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S4×M5

価格： 購買者：



母 イーサンコヒバリ（13鹿 ＊シンボリクリスエス）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
グリンベース（19牝栗 ＊ダンカーク）���入着

２代母 メダイユドール（03栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ホワイトドレス（09牝 ＊クロフネ）出走

サンドワン（14牝 アジュディミツオー）��２勝
ホイップミルク（17牝 アンライバルド）���３勝
ティーズハクア（19牝 タイセイレジェンド）���２勝�１勝，桜花賞２着，

ブロッサムＣ３着
ゴールドバード（14牡 ＊サマーバード）���６勝

３代母 エタンセル（94鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，長岡特別３着
マイネルビジュー（04牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝，夏木立賞３着，寒竹賞３着
ジュエルオーキッド（05牝 ＊アジュディケーティング）�１勝��入着２回
シルバーロック（07牡 ＊シルバーチャーム）�１勝���

４代母 ティアラ（86栗 ＊ノーザンテースト）３勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，Ｒた
んぱ賞‐Jpn3 ３着，カーネーションＣ‐OP
［子］ マイネルパパリノ（00牡 メジロマックイーン）１勝

アドミランド（97牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝
エクラン（93牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ガーランド（92牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

［孫］ バウンシーチューン（08牝 ステイゴールド）２勝，フローラＳ‐G2
カネトシツヨシオー（03牡 タヤスツヨシ）６勝，福島ＴＶＯＰ‐L，京都金
杯‐G3 ３着，ゴールデンホイップＴ，etc.

カネトシコンジョオ（06牡 ゴールドアリュール）１勝，ぶっぽうそう特別
２着，白藤賞３着，エリカ賞３着

ドラゴンツヨシ（09牡 タヤスツヨシ）１勝
ピエネヴェーレ（04牝 サクラバクシンオー）１勝

［曾孫］ レイハリア（18牝 ロードカナロア）�４勝，キーンランドＣ‐G3，葵Ｓ
（重賞）‐L，雪うさぎ賞

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

111 イーサンコヒバリ２０２１ 牡・芦 ３／２３
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＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayイーサンコヒバリ ＊フォーティナイナー

��
��
�メダイユドール鹿 2013 エタンセル

＊サイクラス 13c
サンデーサイレンス S3×M4 フォーティナイナーM3×S4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 エアブリエ（05鹿 ＊エアエミネム）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（17）〕
パワポケゴールド（13牡鹿 カンパニー）�７勝��４勝�入着２回
ホシフルドヒョウ（16牡黒鹿 スマートファルコン）�入着２回，�３勝
エールゴージューン（19牡栗 ダイワメジャー）���未出走�３勝
ジャッドノワール（20牝鹿 キタサンブラック）�出走

２代母 エアシャキーラ（00鹿 ＊アフリート）出走
エアペイシェンス（06牡 ダンスインザダーク）４勝，障害２勝
エアウルフ（07牡 ＊フレンチデピュティ）６勝，ポラリスＳ‐L，ポラリスＳ‐L ２着
（２回），欅Ｓ‐L ２着，コーラルＳ‐L ３着，大和Ｓ‐OP ２着，etc.

３代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着

＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3
２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，菊花賞
‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬

サトルスマイル（99牝 バブルガムフェロー）１勝
ジャングルスマイル（06牡 ジャングルポケット）�38 勝�１勝��，白山大賞

典‐Jpn3 ２着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，中日杯，etc.
マンハッタンフィズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

コロンバスサークル（06牝 ＊ホワイトマズル）５勝，みなみ北海道Ｓ‐LR ２着，
五稜郭Ｓ‐OP ３着，レインボーＳ，etc.
レッドジェノヴァ（14牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，京都大賞典‐G2 ２
着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，２０１８ＷＡＳＪ第２戦，etc.

アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイ
ーンＣ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.

クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハ
ンブルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬

ダービーフィズ（10牡 ジャングルポケット）５勝，函館記念‐G3，セントライ
ト記念‐G2 ２着，札幌記念‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

112 エアブリエ２０２１ 牡・栗 ４／１７
＊ 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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�エアエミネム Kissagramエアブリエ ＊アフリート

��
��
�エアシャキーラ鹿 2005 ＊サトルチェンジ

16c
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ウインアイスバーグ（15芦 ステイゴールド）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 サマーエタニティ（05芦 アドマイヤコジーン）３勝，高尾特別３着
ウインエターナル（11牡 ＊クロフネ）�１勝
ウインフォーエバー（12牝 ＊コンデュイット）入着，�１勝
ウインファビラス（13牝 ステイゴールド）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1

２着，新潟２歳Ｓ‐G3 ２着，ニューイヤーＳ‐L ３着，常総Ｓ
ウインブライト（14牡 ステイゴールド）７勝，中山記念‐G2（２回），スプリングＳ

‐G2，中山金杯‐G3，etc.，HKG２勝，香港カップ‐G1，香港Ｑエリザベス二
世Ｃ‐G1，etc.，優古牡，種牡馬

ウインラディアント（17牡 オルフェーヴル）��出走�１勝�
ウインエクレール（19牝 ディープインパクト）�２勝，スイートピーＳ‐L

３代母 オールフォーゲラン（93黒鹿 ＊ジェイドロバリー）１勝
マイネシャリマー（04牝 ＊ムタファーウエク）１勝，いちょうＳ‐L ３着，芙蓉Ｓ

‐OP ３着，ベゴニア賞２着
マイネルランスタン（10牡 ステイゴールド）１勝，夏木立賞３着
マイネボニータ（11牝 ＊コンデュイット）２勝，桑折特別２着，�１勝�	

マイネイディール（08牝 アドマイヤマックス）２勝，鞍ケ池特別，黄梅賞３着

４代母 ミスゲラン（81鹿 マルゼンスキー）１勝
［子］ ヤマフリアル（86牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２

着，桜花賞‐Jpn1 ４着，チューリップ賞‐OP ２着，etc.
ナリタショウグン（90牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，苫小牧特別，千歳特別２着
マイハーティーズ（92牝 ＊バイアモン）２勝，伊勢特別，下呂特別２着

［孫］ メガミゲラン（92牝 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，
アンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，etc.

アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ
２着，etc.

ヤマフローレル（92牡 ＊スリルシヨー）１勝，八甲田山特別，乗鞍特別２
着，鳥栖特別３着

販売申込者・所有者： アークフロンティア㈱＝神奈川県横浜市 �045-410-3510
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

113 ウインアイスバーグ２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュウインアイスバーグ アドマイヤコジーン

��
��
�サマーエタニティ芦 2015 オールフォーゲラン

＊ミスブゼン 18
Mr. Prospector S5×M5 ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



母 ウインセラヴィ（10黒鹿 ハーツクライ）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ネオマイア（16牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）��３勝
タンキエットゥ（18牝芦 ジョーカプチーノ）��３勝

２代母 フォーティエース（97鹿 ＊フォーティナイナー）５勝，やまもも賞，藤森特別３着
アグネスラナップ（05牡 アグネスタキオン）３勝，舞鶴特別３着，障害３勝，阪神

スプリングジャンプ‐JG2 ２着
ティアップワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）９勝，カペラＳ‐G3 ２着（２回），etc.，

障害１勝，�１勝�１勝����入着３回�，かきつばた記念‐Jpn3，兵庫ゴー
ルドＴ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3 ２着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.

エスポワールエース（07牡 ＊タイキシャトル）��２勝
ロックフォーティ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）不出走

バトルカグヤ（17牝 アドマイヤムーン）１勝，春菜賞３着
アティード（18牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝，彦星賞，安達太良Ｓ３着，��３勝

フォースライト（09牝 マンハッタンカフェ）２勝，苗場特別３着
ティアップアーリー（11牝 ゴールドアリュール）�４勝
ティアップブロンド（12牝 ゴールドアリュール）２勝
ヴィジャランス（15牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ゴーゴーレイワ（17牝 ＊パイロ）２勝

３代母 ＊ピンクシェイド（91 USA青鹿 Lyphard）FR入着３回
ピンクピンク（96牝 ＊リンドシェーバー）��３勝

フミノポールスター（09牡 ゴールドアリュール）２勝，若戸大橋特別

４代母 ピンクヴァリー Pink Valley（75 USA黒鹿 Never Bend）FR３勝，P. d'A
umale，P. Yacowlef３着
［子］ ピンク Pink（81 牡 Northern Dancer）FR・USA８勝，シュマンドフェル

デュノール賞‐G3，ミュゲ賞‐G3，ロンポワン賞‐G3，etc.，種牡馬
リングピンク Ring Pink（90 牝 Bering）FR・ITY４勝，P. de la Pepinie
re‐L，P. Joubert‐L，エヴリ大賞‐G2 ３着，etc.

リピンク Lypink（93 牝 Lyphard）FR３勝，P. Charles Laffitte‐L，
P. Melisande‐L

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

114 ウインセラヴィ２０２１ �・青鹿 ４／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスウインセラヴィ ＊フォーティナイナー

��
��
�フォーティエース黒鹿 2010 ＊ピンクシェイド

16c
Halo S4×M4 Lyphard M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴェイルドクリス（05青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，なでしこ賞（Ｄ1700）２
着，��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－１（４）〕
ヴェイルドスケール（12牡鹿 ダイワメジャー）１勝，��４勝
ホウオウクリスティ（16牝黒鹿 ハーツクライ）２勝
オメガデラックス（17�黒鹿 ダイワメジャー）�１勝，マカオＪＣＴ（芝 1800）３着
ウエイトジャッジ（18牡黒鹿 ダイワメジャー）���入着２回
ピアツァサンマルコ（19牝鹿 キタサンブラック）�入着
ベラジオソノダラブ（20牡黒鹿 ロゴタイプ）�地方未出走

２代母 ビハインドザマスク（96鹿 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京都牝
馬Ｓ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，安田記念‐Jpn1
５着，etc.
アメーリア（03牝 スペシャルウィーク）�２勝

サンライズソア（14牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，平安Ｓ‐G3，チャンピオン
ズＣ‐G1 ３着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.，�１勝��入着，
名古屋大賞典‐Jpn3，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，種牡馬

シュガーヴァイン（04牝 アグネスタキオン）３勝，紫川特別，巌流島特別，恵那特
別２着，こぶし賞２着

マスクトヒーロー（08牡 ハーツクライ）５勝，マーチＳ‐G3 ３着，師走Ｓ‐OP，ポ
ルックスＳ‐OP ２着，北総Ｓ，多摩川特別，�２勝

マスクオフ（09牝 ディープインパクト）１勝
オメガヴェンデッタ（11� ゼンノロブロイ）５勝，スワンＳ‐G2 ３着，京王杯スプ

リングＣ‐G2 ３着，阪急杯‐G3 ２着，マーガレットＳ‐LR ３着，etc.，��
入着４回，川崎マイラーズ２着，etc.

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

‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
ヴァイオレットラブ（97牝 ＊ドクターデヴィアス）出走

コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ
‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848

115 ヴェイルドクリス２０２１ �・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トーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヴェイルドクリス ＊ホワイトマズル

��
��
�ビハインドザマスク青鹿 2005 ＊ヴアインゴールド

4r
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Lyphard S5×S5×M5

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：２〕
トムワールド（20牡鹿 トゥザワールド）�未出走

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
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

ストールンホリデイ Stolen Holiday（17牝 War Front）�USA４勝，イート
ンタウンＳ‐G3，Sand Springs S‐L ２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

116 エイシンアポロニア２０２１ �・鹿 ３／２２
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

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
Darshaan M3×S4 Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エフティアクトレス（05黒鹿 ＊ファルブラヴ）２勝，桜草特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－７（22）〕
エフティロビン（12牡鹿 タニノギムレット）入着，��１勝
スギノアクトレス（13牝青鹿 タニノギムレット）�２勝��１勝�入着４回
ザッカリーア（14牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）�２勝��６勝�
スギノアルテミス（15牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，�３勝
ゼルミーラ（16牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着２回
クラッチシュート（18牡鹿 トーセンジョーダン）���１勝�１勝�入着５回
カクテルライト（19牝鹿 カレンブラックヒル）��３勝�１勝，ウイナーＣ（Ｄ1400），

若駒賞（Ｄ1600），ビギナーズＣ（Ｄ1400），イーハトーブマイル（Ｄ1600）２着
ダートレイジング（20牡青鹿 ゴールドアクター）�地方未出走

２代母 プライムステージ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，
札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ヴァクストゥーム（99� ＊エリシオ）２勝
アマビリータ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，	５勝
プライムアクトレス（02牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，こでまり賞３着
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，マ

イルＣｈＳ‐G1 ５着，クリスマスＣ，月岡温泉特別，etc.
ステージナーヴ（09� ＊ファルブラヴ）１勝，
９勝�

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

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
ランニングヒロイン（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走

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

ベストロケーション（05牝 ＊クロフネ）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，キーンランド
Ｃ‐G3 ３着，ラピスラズリＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 幌村牧場＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2667
生 産 牧 場： 幌村牧場
飼 養 者： 幌村牧場＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2667

117 エフティアクトレス２０２１ 牡・黒鹿 ５／２２
＊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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightエフティアクトレス ＊サンデーサイレンス

��
��
�プライムステージ黒鹿 2005 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンスM3×S4 ダイナアクトレスM3×S4
Northern Dancer M4×S5×M5 Fairy BridgeM4×S5
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：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（27）〕
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）��２勝	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）���４勝
ドリームワルツ（17牝鹿 タイムパラドックス）	１勝
１勝
コパノオレゴン（20牝鹿 ＊トビーズコーナー）��１勝

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
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

118 エンドレスワルツ２０２１ �・鹿 ４／２２

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�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
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊オリジンファースト（10 AUS鹿 Exceed And Excel）SIN３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ノットイェット（18牝鹿 キズナ）２勝，��入着
フェルヴェンテ（20牡鹿 ダノンバラード）�入着

２代母 ウェストフェイリアWestphalia（00 USA鹿 GoneWest）FR１勝
サヴセンガ Savsenga（06牝 Reset）AUS３勝
ウルバンバUrubamba（12牝 Ad Valorem）AUS１勝
バトルオーダーBattle Order（13� Northern Meteor）AUS・SIN１勝

３代母 イントレピディティ Intrepidity（90 GB黒鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IRE
・USA５勝，英オークス‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，サンタラリ賞‐G1，P. Fin
lande‐L，ガネー賞‐G1 ２着，etc.

＊ムガメール（96牝 Mr. Prospector）GB・FR出走
ムガール（01牝 Silver Hawk）出走
ノーステア（08� ゼンノロブロイ）５勝，メトロポリタンＳ‐L ３着（２回），
早春Ｓ，緑風Ｓ，etc.

フォーリクラッセ（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，白嶺Ｓ，羊蹄山特別，檜
山特別３着

４代母 イントレピッドレイディ Intrepid Lady（70 USA黒鹿 Bold Ruler）FR１勝
［子］ カランドラ Calandra（77牝 Sir Ivor）IRE３勝，愛プリティポリーＳ

‐G2，Gilltown Stud S
アクシュラ Acushla（83 牝 Storm Bird）GB・IRE４勝，フィーニクスス
プリントＳ‐G3（２回），Flying Five S‐L，Phoenix Flying Five
‐L ２着，etc.

リヴァープリンス River Prince（78 牡 Forli）IRE・USA１勝，Herber
tstown S，Stackallen S２着，種牡馬

スクアドロンリーダー Squadron Leader（92 牡 Storm Bird）USA２勝，
Jim Bowie S‐L，種牡馬

［孫］ ＊ゴールデンテンプル（84牝 Golden Fleece）IRE２勝，McGrath S‐L，
Ballycorus S‐L ２着，Brownstown Stud S‐L ２着，etc.

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

119 オリジンファースト２０２１ �・鹿 ２／ ９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊

イクシードアンドイクセル ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Exceed And Excel Patronaオリジンファースト ウェストフェイリア GoneWest

��
��
�Westphalia鹿AUS 2010 Intrepidity

3n
Danzig S3×M4 GoneWest M3×S4 Northern Dancer S4×M5×M5×M5

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
〔産駒馬名登録数：１〕
ブルーポピー（20牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）�地方未出走

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

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

120 オースミアース２０２１ 牡・鹿 ２／ ８
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

＊ 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
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 オーミポルカ（13鹿 キングヘイロー）入着，��１勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
ブラーブサージュ（18牡鹿 マツリダゴッホ）��８勝，佐賀ユースＣ（Ｄ1400）２着

２代母 パープルパンチ（04鹿 ＊マリエンバード）�１勝�７勝�	３勝
オーミアリエル（11牝 キングヘイロー）�７勝
１勝�入着４回�
ヒカリノカケラ（12� マヤノトップガン）�７勝�４勝�入着４回
オーミシューマン（14牡 フサイチリシャール）１勝
オーミガボット（15� タニノギムレット）�１勝�
オーミハルカゼ（16牝 ダノンシャンティ）�２勝

３代母 ショウワグローリー（90黒鹿 ホリスキー）�６勝
パープルタロー（98牡 フジキセキ）３勝，帆柱山特別２着
オースミヘネシー（02牡 ＊ヘネシー）５勝，柳都Ｓ，花園Ｓ，御陵特別，etc.，障害１勝

４代母 ヘロイーダ（82黒鹿 ＊ハビトニー）３勝，清里特別
［子］ マチカネギョウセイ（93牡 ニツポーテイオー）３勝，保津峡特別，飯豊特

別３着
ヤマトメロディー（98牝 ＊エルハーブ）３勝，ＳＴＶ賞２着

５代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別
［子］ サークルシヨウワ（85牝 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3

ツルギテンザン（81牡 ＊コインドシルバー）５勝，和布刈特別，熱田特別
［孫］ アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京

記念‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，
ポートアイランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝

エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特
別，二見ケ浦特別２着，etc.

ツルギシンプウ（89牡 サンシヤインボーイ）２勝，企救丘特別２着，北方
特別２着，濃尾特別３着

サークルメモリー（93牝 ＊エブロス）２勝，三国特別２着
ベルクロス（98牝 タマモクロス）１勝，登別特別２着

販売申込者・所有者： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

121 オーミポルカ２０２１ 牡・鹿 ５／ ６
＊ 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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローオーミポルカ ＊マリエンバード

��
��
�パープルパンチ鹿 2013 ショウワグローリー

＊キングスサークル 1n
Halo S3×M4

価格： 購買者：



母 オールプリュネル（13鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ディアウィンク（98鹿 ＊タイトスポット）１勝
マイネルクラッチ（04牡 ＊スクワートルスクワート）３勝，月岡温泉特別，須磨特別

２着，月岡温泉特別２着，豊栄特別２着，武庫川Ｓ３着，etc.
ドリームザドリーム（05牡 ＊エイシンプレストン）１勝
ナカヤマフェスタ（06牡 ステイゴールド）５勝，宝塚記念‐G1，セントライト記念

‐Jpn2，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，メトロポリタンＳ‐L，etc.，FR入着２回，
凱旋門賞‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

ディアアレトゥーサ（07牝 トーセンダンス）３勝，紫苑Ｓ‐L，福島記念‐G3 ２着，
村上特別，織姫賞２着，ミモザ賞３着

ディアエスペランサ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）入着５回
ゴールドポセイドン（14牡 ステイゴールド）１勝

サトノセレリティ（11牡 ディープスカイ）４勝，成田特別２着，障害１勝
ダンシングリッチー（17� オーシャンブルー）２勝，タイランドＣ，高雄特別３着

３代母 セイレイ（91鹿 ＊デインヒル）３勝，南武特別，佐倉特別，八海山特別３着

４代母 ＊センスオブリズム（84 IRE 鹿 Cure the Blues）IRE 入着
［子］ フォレストコンサート Forest Concert（89 牝 Thatching）IRE２勝，B

eamish Stout S‐L ３着
ディアエイジ（01牡 メジロライアン）入着３回，揖斐川特別３着，�１勝

［孫］ ＊アフォード（98牡 Affirmed）２勝，万代特別，売布特別３着，三条特別３着
＊リブレメンテ（02牝 Fly So Free）１勝，小樽特別２着
アサギリ（06牡 サクラバクシンオー）２勝，噴火湾特別３着

＊タイキアンコール（95牝 Night Shift）１勝，牡丹賞３着

５代母 センシビリティ Sensibility（71 USA鹿 Hail to Reason）FR・IRE１勝
［孫］ シアトリカル Theatrical（82 牡 Nureyev）GB・IRE・GER・USA10 勝，

ＢＣターフ‐G1，ターフクラシックＳ‐G1，マンノウォーＳ‐G1，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 前川 勝春＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3832
生 産 牧 場： 前川 勝春
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

122 オールプリュネル２０２１ �・鹿 ４／２５

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュオールプリュネル ＊タイトスポット

��
��
�ディアウィンク鹿 2013 セイレイ

＊センスオブリズム 3h
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 ラブミークリーム（09芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�２勝��４勝�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（５）〕
サーストンネイジュ（16牝芦 ＊ダンカーク）１勝，��１勝��
シュガートウショウ（17牝芦 メイショウボーラー）�２勝
アイスボウル（18牡芦 ホッコータルマエ）���２勝�
ミラチャリオット（20牡芦 ＊ヘニーヒューズ）�地方未出走

２代母 ロマンスレディー（89芦 Caro）不出走
ブイヤマト（99牡 ＊ウォーニング）６勝，栗東Ｓ‐L，秋吉台特別，九重特別３着
イイデサンドラ（07牝 サクラプレジデント）２勝，菜の花賞，ひいらぎ賞２着

イイデファイナル（14牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，沈丁花賞２着，くすのき賞
２着，��１勝�

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲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

123 ラブミークリーム２０２１ �・芦 ５／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceラブミークリーム Caro

��
��
�ロマンスレディー芦 2009 ＊シユジンスキー

9f
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 カリストーガ（14鹿 ダノンシャンティ）�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
モキハナ（20牝鹿 コパノリッキー）�未出走

２代母 ラブエーヤン（07鹿 サクラバクシンオー）１勝
キタサンデンセツ（15牡 ディープブリランテ）�２勝
テーオースナイパー（16牡 ブラックタイド）�２勝
ヒガシヴァルキリー（17牝 ＊ノヴェリスト）１勝

３代母 ケイコフラワー（00鹿 ＊サンダーガルチ）出走

４代母 ＊ジェミニスター（91 USA鹿 Nijinsky）USA出走
［子］ コパノカチドキ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�６勝����	，

道営記念，道営記念２着，瑞穂賞，etc.

５代母 ローラズスター Laura's Star（77 USA鹿 Key to the Kingdom）USA２勝
［子］ マウントラグーナMount Laguna（84
 Huguenot）USA13 勝，Grey

Panthers Claiming S，Lafayette S‐L ２着，サンヴィセンテＳ
‐G3 ３着，etc.

アーツエインジェル Art's Angel（85 牡 Czaravich）USA３勝，Turf P
aradise Derby

ハーエレガントウェイズ Her ElegantWays（89牝 ＊ハビトニー）USA
３勝，Bustles and Bows S３着

［孫］ ガーデンオヴロージズGarden of Roses（91 牝 Half a Year）USA８勝，
Powder Room H，Evergreen Farm S，BayMeadowsMa
tron H‐R ２着，etc.

＊ローレルアベニュー（95牝 Avenue of Flags）USA３勝，Washingto
n T.B.A. Lassie S，Federal Way H３着，Mona Lisa S３着，etc.

［曾孫］ カヴァレリア Cavalleria（11 牝 Langfuhr）USA６勝，Hoosier Breede
rs Sophomore S‐R

ミュジニーMusigny（06牝 Reset）AUS１勝，MVRC St. Albans S‐L
２着

販売申込者・所有者： ㈲北洋牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2356
生 産 牧 場： ㈲北洋牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

124 カリストーガ２０２１ �・鹿 ４／１１

＊

＊ 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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットカリストーガ サクラバクシンオー

��
��
�ラブエーヤン鹿 2014 ケイコフラワー

＊ジェミニスター 2d
Mr. Prospector S4×S5 Le Fabuleux S5×M5 Northern Dancer S5×S5
Halo M5×M5
価格： 購買者：



母 カワイミチコ（04鹿 シンボリルドルフ）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
モナンジュ（08牝栗 ＊ウォーターリーグ）�１勝�１勝���
モリデンハーレー（17牡黒鹿 ブラックタキシード）��２勝�入着３回

２代母 オーロラテルコ（98鹿 ミスターシービー）不出走
グランデゴール（01牡 シンボリルドルフ）１勝，津田沼特別３着（２回），白山特別３着
キューティホーク（02牝 トウカイテイオー）�３勝
ロワソレイユ（05牡 ミホノブルボン）�１勝���
クワイトファイン（10牡 トウカイテイオー）�１勝��１勝	４勝��，種牡馬

３代母 オーロラシロー（82栗 シンザン）１勝
ブランドミッシェル（89牝 ＊ニシノエトランゼ）５勝，新潟記念‐Jpn3 ３着，天の

川Ｓ，秋興特別，etc.
ニシノチャーミー（04牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3

４代母 ヤノセイラン（74栗 タニノムーテイエ）入着２回
［子］ フウリンランバー（78牡 ＊バーバー）２勝，相模湖特別

ソアラシロー（83牡 ダイコーター）２勝，ほおずき賞
［孫］ トールアンワイド（89牡 ギヤロツプダイナ）５勝，矢作川特別，立夏Ｓ２

着，心斎橋Ｓ２着，etc.
［曾孫］ トウジントルネード（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，神戸新聞杯

‐Jpn2 ３着，胡蝶蘭賞，玄海特別２着，etc.，�入着３回

５代母 レデイロツク（65栃栗 ＊チヤイナロツク）３勝
［子］ ヤノライデン（72牡 ＊タマナー）３勝，マーガレット賞，
�４勝

ヤノズイホウ（77牡 アローエクスプレス）��
�６勝，高崎大賞典２着
ヤノガイセイ（73牡 ＊ダイハード）４勝，
��１勝，みちのく特別３着，
宇都宮記念３着

［曾孫］ テイエムリキサン（00牡 ＊タイキシャトル）２勝，朝日杯フューチュリティ
Ｓ‐Jpn1 ３着，京成杯‐Jpn3 ２着，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

テイエムジェネラス（99牡 ＊ジェネラス）５勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３
着，松前特別，鳴滝特別，etc.，障害１勝

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： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

125 カワイミチコ２０２１ �・鹿 ３／３１
＊ 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

＊パーソロン

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリルドルフ スイートルナカワイミチコ ミスターシービー

��
��
�オーロラテルコ鹿 2004 オーロラシロー

＊レデイアリス 3f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ガーデンショット（13栗 ＊アサクサデンエン）��入着６回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
トドイワオーシャン（19牝栗 サンカルロ）��１勝��
ササキンシャリマー（20牝栗 ジャングルポケット）��１勝

２代母 ガーデンシティー（05黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
ロールケーキ（10牡 タイムパラドックス）�４勝�
ノアストロング（11牡 ＊ヘクタープロテクター）�２勝

３代母 カーペディエム（89栗 サクラユタカオー）不出走
ザラストドロップ（95牝 ヤマニンスキー）３勝，湘南特別，国際ＪＳ（２）２着，五

頭連峰特別３着
ヒシカツジェームス（07牡 アグネスタキオン）４勝，汐留特別，富里特別２着，

ホンコンＪＣＴ２着，etc.
ラヴィドール（08牡 キングカメハメハ）�25 勝�入着４回，新春盃２着，駿蹄

賞３着
マルーンドロップ（11牝 ＊コンデュイット）１勝，日田特別，野島崎特別２着，

�１勝
クラシックステージ（96牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，プリンシパルＳ‐OP ３着，

いちょうＳ‐OP ３着，野麦峠特別，etc.
ヴェリタス（04牡 アドマイヤベガ）２勝，飛竜特別，医王寺特別２着，サロマ湖特

別３着，etc.

４代母 スカーレツトブルー（82栗 ＊ノーザンテースト）１勝
［孫］ クォークスター（07牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念‐G2，

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ２着，プリンシパルＳ‐L ２着
トーセンジョウオー（01牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，��７勝，エ
ンプレス杯‐Jpn2，スパーキングＬＣ‐Jpn3（２回），マリーンＣ
‐Jpn3（２回），etc.，ＮＡＲ優牝馬（2回）

［曾孫］ ブレイブスマッシュ Brave Smash（13牡 トーセンファントム）２勝，サ
ウジアラビアＲＣ（重賞）‐L，etc.，AUS・UAE３勝，ＭＶＲＣマニカ
トＳ‐G1，ＭＲＣフュチュリティＳ‐G1，etc.，種牡馬

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

126 ガーデンショット２０２１ 牡・栗 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シャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサデンエン ＊ホワイトウォーターアフェアガーデンショット マンハッタンカフェ

��
��
�ガーデンシティー栗 2013 カーペディエム

＊スカーレツトインク 4d
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 グリーンモネ（11黒鹿 メイショウサムソン）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
リッチクレマチス（17牝青 ローレルゲレイロ）２勝，かささぎ賞（芝 1200）３着

２代母 グリーンオリーヴ（97鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
フェスティヴレディ（07牝 ＊ブライアンズタイム）出走

メイショウユリシス（17牝 メイショウサムソン）�２勝，千種川特別３着
メイショウスザンナ（09牝 ＊アグネスデジタル）５勝，クイーンＳ‐G3，フラワーＣ‐G3

２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイズＳ‐L ３着，etc.
ブライトオリーヴ（10牡 ＊シンボリクリスエス）�２勝
ラブオリーブ（12牝 ＊アグネスデジタル）�１勝
キタノヴィジョン（17牡 メイショウボーラー）�４勝，ブリリアントＳ‐L ３着，晩

秋Ｓ，香取特別，金蹄Ｓ２着，伊勢佐木特別２着，etc.

３代母 メイシヨウスキー（81鹿 マルゼンスキー）１勝
エスケーローズ（87牝 カツラギエース）２勝，フェニックス賞‐OP ３着，初雛賞３着
メイショウホムラ（88牡 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，フェブラリーＨ‐Jpn3，

神無月Ｓ‐OP，武蔵野Ｓ‐OP，etc.，優ダート，種牡馬
リアルヴィジョン（95牡 サクラユタカオー）６勝，ＴＶ静岡賞，むらさき賞，霞ケ

浦特別，etc.
ローレルヴェロッサ（00牝 ＊ブライアンズタイム）入着，�１勝��

コスモイフリート（07牡 ＊アフリート）３勝，わらび賞３着，�４勝�４勝��

４代母 ＊フエアリーテイル（61 BEL鹿 Sicambre）不出走
［子］ ホクセーミドリ（76牝 ＊ヴエンチア）４勝，Ｒたんぱ賞，オークス３着，

阪神４歳牝馬特別２着，etc.
メイシヨウペガサス（75牡 ＊フオルテイノ）３勝，国東特別，摂津特別，
���６勝

［曾孫］ アインブライド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，野路菊Ｓ‐OP，優２牝

ハスラー（99牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，エイプリルＳ‐L ２着，ディ
センバーＳ‐L ２着，晩春Ｓ，etc.

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

127 グリーンモネ２０２１ �・鹿 １／２６

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアングリーンモネ ＊サンデーサイレンス

��
��
�グリーンオリーヴ黒鹿 2011 メイシヨウスキー

＊フエアリーテイル 4j
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グローリアスダイナ（15鹿 アドマイヤムーン）�入着
初仔

２代母 キタサンバースデー（04黒鹿 ＊マリエンバード）出走
ビクトリーチャンス（09牝 ステイゴールド）�入着２回

クランシリーニー（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝
シンネン（10牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞
ハピネスチャンス（11牡 スズカマンボ）�２勝�１勝

３代母 ＊ダンスチャーマー（90 USA黒鹿 Nureyev）不出走
カサノバダンディ（97牡 ＊トニービン）２勝，べにばな賞，ロベリア賞２着，本栖湖

特別３着
ジャングルポケット（98牡 ＊トニービン）５勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，共同通信杯‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
コマチエクスプレス（99牝 フジキセキ）�１勝

アインシュタイン（14牡 ＊エンパイアメーカー）１勝
タガノヴィヴィアン（00牝 ＊ティンバーカントリー）不出走

ダノンヴィッター（04牡 スペシャルウィーク）２勝，山吹賞

４代母 スキルフルジョイ Skillful Joy（79 USA栗 Nodouble）USA８勝，デルマー
デビュタントＳ‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Hollywood Starlet S，Senor
ita S，ファンタジーＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ ストークアンドレイ（10牝 ＊クロフネ）２勝，函館２歳Ｓ‐G3，ＳＴＶ杯２着

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

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

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

シダー（19牝 ホッコータルマエ）�３勝，対馬特別
フェリシアルチア（14牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�８勝�，日本海ス
プリント，徽軫賞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

128 グローリアスダイナ２０２１ 牡・黒鹿 ２／１３
＊ダンシングブレーヴ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングヘイロー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊グッバイヘイローキタサンミカヅキ サクラバクシンオー

��
��
�キタサンジュエリー鹿 2010 キタサンコール

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズグローリアスダイナ ＊マリエンバード

��
��
�キタサンバースデー鹿 2015 ＊ダンスチャーマー

11g
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴァンデグローブ（14鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ハリマヤバシ（19牝鹿 グランプリボス）��入着
ターニングタイド（20牝栗 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 ジターナ（06青鹿 ダンスインザダーク）出走
キングカラカウア（12牡 キングカメハメハ）３勝，江の島特別２着，夏木立賞２着，

山藤賞２着，阿賀野川特別３着
アビーム（15牝 ＊ノヴェリスト）４勝，フリーウェイＳ，府中特別，五頭連峰特別２

着，鎌ケ谷特別３着

３代母 ＊マルバイユ（00 IRE 鹿 Marju）GB・FR・ITY11 勝，アスタルテ賞‐G1，エミ
リオトゥラティ賞‐G2，セルジオクマニ賞‐G3，P. Fia European Breeders Fund
‐L，P. Pietro Bessero‐L，etc.
マルセリーナ（08牝 ディープインパクト）４勝，桜花賞‐G1，マーメイドＳ‐G3，

ヴィクトリアマイル‐G1 ３着，etc.
ラストドラフト（16牡 ＊ノヴェリスト）�２勝，京成杯‐G3，ＡＲ共和国杯‐G2

２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着（２回），etc.
ヒートオンビート（17牡 キングカメハメハ）�４勝，目黒記念‐G2 ２着，日経

賞‐G2 ３着，七夕賞‐G3 ２着，etc.
グランデッツァ（09牡 アグネスタキオン）５勝，スプリングＳ‐G2，七夕賞‐G3，

札幌２歳Ｓ‐G3，etc.，種牡馬
プロトスター（15� ネオユニヴァース）１勝，セントポーリア賞３着
ギャラントウォリア（18牡 スクリーンヒーロー）�３勝，あやめ賞，逆瀬川Ｓ２着，

支笏湖特別３着，etc.

４代母 ハムバイ Hambye（94 GB鹿 Distant Relative）FR・ITY５勝，P. Alessa
ndro Perrone‐L，P. Eupili‐L
［孫］ マイネルベレーロ（14牡 マツリダゴッホ）１勝，浄土平特別２着，栗子特

別３着，�２勝�入着２回��

５代母 パリエッタジェネル Paglietta Gener（86 IRE 鹿 Final Straw）ITY３勝，
P.dell'Avvenire‐L ２着

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

129 ヴァンデグローブ２０２１ �・鹿 ３／ ２
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlヴァンデグローブ ダンスインザダーク

��
��
�ジターナ鹿 2014 ＊マルバイユ

9f
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ヴェアリアスローズ（10栗 スターリングローズ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
クリノマンジェリカ（16牝青鹿 パドトロワ）�４勝�
クリノニキータ（17牝鹿 ヴァンセンヌ）�１勝
ロイヤルスカッシュ（19�鹿 ＊シニスターミニスター）���入着
カガヤキタイヨー（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ネローリ（01栗 ＊ラムタラ）��５勝
シークロム（12牡 ローレルゲレイロ）��８勝�１勝��８勝�１勝，青藍賞，イ

ーハトーブマイル，スプリングＣ，はまなす賞２着，北斗盃２着，etc.
イワバシル（13牝 スターリングローズ）�３勝�入着
シンシン（14牡 ＊ベーカバド）��２勝	１勝�入着２回
ブラックネロ（18牡 ホッコータルマエ）���２勝

３代母 ファビラスターン（94黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞３着，�１勝
シャドウゲイト（02牡 ＊ホワイトマズル）６勝，中京記念‐G3，中山金杯‐G3，etc.，

��入着，GB・IRE・HKG・SIN２勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，種牡馬
ファビュラスセンス（06牝 ＊グラスワンダー）１勝，鳥屋野特別３着

シゲルオテンバ（18牝 ロードカナロア）�１勝，デイジー賞２着
ブルトンクール（19牝 エピファネイア）�２勝，遊楽部特別

サトノタイガー（08牡 キングカメハメハ）５勝，カペラＳ‐G3 ２着，etc.，��３
勝��入着３回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５
着，etc.，ＮＡＲ優短距

４代母 カッティングエッジ（86栗 ＊フアバージ）６勝，クイーンＣ‐Jpn3，ＴＶ東京
３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，ニューイヤーＳ‐OP，クリスマス
Ｓ‐OP（２回）
［子］ テーオーギャング（04牡 スペシャルウィーク）３勝，須賀川特別，筑紫特

別，桂川Ｓ２着，etc.
［孫］ ハノハノ（08牡 アドマイヤコジーン）６勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，

京洛Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ３着，etc.
［曾孫］ イコピコ（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，菊花賞

‐Jpn1 ４着，白百合Ｓ‐OP

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �0146-47-4220

130 ヴェアリアスローズ２０２１ �・栗 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズヴェアリアスローズ ＊ラムタラ

��
��
�ネローリ栗 2010 ファビラスターン

＊ナイトライト 22d
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 エストレーラ（06黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（18）〕
バラブシュカ（12牝栗 ＊ブレイクランアウト）１勝，��３勝・２勝�入着��，

ノースクイーンＣ（Ｄ1800）２着
ラガースウィフト（14牝黒鹿 ネオユニヴァース）�１勝
ムーンケリー（15牡黒鹿 アドマイヤムーン）���８勝�１勝
テゾーロミオ（17牝黒鹿 ローズキングダム）�２勝��１勝

２代母 ＊ゼンノシチョウ（95 USA黒鹿 Woodman）４勝，天王山特別２着，久多特別
２着，知多特別２着
ゼンノベラーノ（07牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，すばるＳ‐L ２着，ジャニュアリー

Ｓ‐OP ２着，アクアラインＳ，茨城新聞杯，京都スマイルプレミアム２着，etc.

３代母 ジャストジュリエット Just Juliet（82 USA黒鹿 What a Pleasure）USA１勝
ジャストフライ Just Fly（90 牝 Capote）GER５勝

ジャストタイム Just Time（98牡 Emperor Jones）FR・GER３勝，Europa
‐Sprint‐L，Kolner Sprint Preis‐L ２着

ジャストワンダー Just Wonder（00 牡 Hernando）FR・USA４勝，シネマＢ
ＣＨ‐G3，Ascot H‐L，チャールズホイッティンガムメモリアルＨ
‐G1 ３着，etc.

ジャストクイーン Just Queen（03牝 Dansili）FR・GER入着２回，P. Sarac
a‐L ２着
ジャストウイン Just Win（13牝 Mamool）FR１勝，P. Volterra‐L ３着

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.
ティズジュリエット Tis Juliet（86 牝 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，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： ㈲三浦牧場＝日高町賀張 �01456-5-2302
生 産 牧 場： ㈲三浦牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

131 エストレーラ２０２１ �・栗 ４／２０
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエストレーラ
＊ Woodman

��
��
�ゼンノシチョウ黒鹿 2006 Just Juliet

6a
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 キョウエイルフィー（15黒鹿 ルーラーシップ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
キョウエイゲイル（20牡鹿 ＊マクフィ）�未出走

２代母 デヒアバーズ（04黒鹿 ＊デヒア）出走
メイショウアイアン（10牡 マヤノトップガン）４勝，�６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，グランシャリオ門別スプリント，絆Ｃ，etc.

チョココロネ（11牝 ＊アグネスデジタル）�５勝��
メイショウマサカゼ（12� ＊ケイムホーム）２勝
メイショウバーズ（13牝 タニノギムレット）２勝
アイコトバ（18牝 ドゥラメンテ）���１勝�２勝
メイショウソウゲツ（19牝 アドマイヤムーン）�１勝

３代母 ＊バーズウイング（91 IRE 鹿 Bluebird）IRE・GER入着２回

４代母 ウェルシュラヴWelsh Love（86 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）IRE１勝，Dia
mond S‐L ２着
［子］ セカンドエンパイア Second Empire（95 牡 Fairy King）GB・FR・IRE

・USA４勝，仏グランクリテリヨム‐G1，デズモンドＳ‐G3，シェー
ヌ賞‐G3，etc.，種牡馬

バレストリニ Balestrini（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA２勝，
バリーサックスＳ‐G3，ベイメドーズＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

イフティラム Ihtiram（92牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB・AUS・UAE
９勝，Steventon S‐L，Heron S‐L ２着，Gala S‐L ３着，
種牡馬

アジュヒバ Ajhiba（96牝 Barathea）GB２勝，Upavon Fillies S‐L
ヘミングウェイ Hemingway（98牡 Spectrum）GB・IRE２勝，Acom
b S‐L，種牡馬

［孫］ ベレヌス Belenus（02 牡 Dubai Millennium）GB３勝，ソヴリンＳ‐G3，
Hampton Court S‐L ２着，Steventon S‐L ２着，etc.

［曾孫］ 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

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 キョウエイルフィー２０２１ 牡・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュオルフェーヴル メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴキョウエイルフィー ＊デヒア

��
��
�デヒアバーズ黒鹿 2015 ＊バーズウイング

2f
ノーザンテースト S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 キャスノワゼット（16黒鹿 ロードカナロア）�入着
初仔

２代母 アイスドール（03栗 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ
‐L ３着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
マトリョーシカ（11牝 ＊クロフネ）３勝

ヴァシリエフスキー（18牝 ミッキーアイル）２勝，初茜賞３着
ヴィンテージドール（12牝 ＊ホワイトマズル）３勝
アイスシェルフ（17牡 ルーラーシップ）�２勝
コンソレーション（18牡 モーリス）�２勝
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

３代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，�１勝��入着２回，クラスターＣ
‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

４代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
［子］ トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王

杯‐Jpn1，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，
UAE入着，優古牝

［孫］ トゥザグローリー（07牡 キングカメハメハ）８勝，日経新春杯‐G2，日経
賞‐G2，京都記念‐G2，etc.，種牡馬

デニムアンドルビー（10牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2，フ
ローラＳ‐G2，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.

トゥザワールド（11牡 キングカメハメハ）４勝，弥生賞‐G2，若駒Ｓ‐LR，
有馬記念‐G1 ２着，etc.，AUS入着，種牡馬

販売申込者・所有者： シグラップ・マネジメント㈱＝東京都品川区 �090-1796-2929
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
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

133 キャスノワゼット２０２１ 牡・黒鹿 ３／２５
＊ 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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムキャスノワゼット ＊キャプテンスティーヴ

��
��
�アイスドール黒鹿 2016 ビスクドール

＊フェアリードール 9f
Mr. Prospector S3×M5 Nureyev S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 キーウエスト（13鹿 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
カブキチョウ（20牡栗 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊キーブギー（94 USA鹿 Lyphard）GB・IRE１勝，Lupe S‐L ３着
＊ピサノレインボー（06牝 RainbowQuest）入着２回

ブルーフラッシュ（11� ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，あやめ賞２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，比叡Ｓ，阿寒湖特別，etc.，種牡馬
ブルータンザナイト（09牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，伊勢特別，梅田Ｓ３着，與

杼特別３着，瀬戸特別３着，大津特別３着，�１勝����
ローゼンリッター（16牡 ハーツクライ）１勝，���２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.
コールアカウント Call Account（92 牝 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・I
RE１勝，Tipperary S‐L ３着

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

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： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2532
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

134 キーウエスト２０２１ 牡・鹿 ５／２３
＊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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊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ーウエスト
＊ Lyphard

��
��
�キーブギー鹿 2013 Key Dancer

7
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard M3×S5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィカバンブー（11鹿 アドマイヤムーン）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（11）〕
スーパージンガ（16牝栗 バンブーエール）�11 勝�入着３回��，ロータスクラウ

ン賞（Ｄ2000），佐賀王冠賞（Ｄ2000），九州ダービー栄城賞（Ｄ2000），佐賀皐
月賞（Ｄ1800），ル・プランタン賞（Ｄ1800），花吹雪賞（Ｄ1800），九州大賞典
（Ｄ2500）２着，飛燕賞（Ｄ1400）２着

リョウフウ（19牡鹿 ビッグアーサー）�入着

２代母 ティコティコタック（97栗 サツカーボーイ）４勝，秋華賞‐Jpn1，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ３着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
バンブーファルカン（04牡 ＊アフリート）１勝
クリスタルバンブー（06牝 ＊クロフネ）不出走

リンノメサイア（12牝 ＊キンシャサノキセキ）�４勝��４勝	２勝��入着８
回，長月賞３着

コモノドラゴン（08牡 アグネスタキオン）２勝，壇之浦特別，横津岳特別，恋路ケ
浜特別２着，名鉄杯２着，初咲賞２着，etc.，�２勝

ミスズダンディー（12牡 アドマイヤムーン）１勝，富良野特別，二王子特別２着，
日高特別３着，二王子特別３着，�４勝

マーズアタック（13牝 ＊タイキシャトル）�３勝��
ケイティーアカオギ（16
 ＊タイキシャトル）��１勝

３代母 ワンアイドバンブー（91黒鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
バンブーズルド（06牝 ＊エアエミネム）�２勝

エコーズスリー（15牝 ＊セイントアレックス）�１勝��入着�，九州ジュニア
Ｃｈ３着

キネオピューマ（09牡 アドマイヤムーン）３勝，木津川特別２着，中京スポーツ杯
２着，庄内川特別２着，etc.

４代母 ドロレスバンブー（84青鹿 ＊ジヨンテイオンブル）４勝，帆柱山特別，浄土平
特別，帆柱山特別２着，秋元湖特別２着，土湯特別３着
［子］ メイリーバンブー（92牝 バンブーアトラス）３勝，五泉特別，燕特別，真

野湾特別２着，etc.

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

135 ヴィカバンブー２０２１ �・鹿 ３／１９
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズヴィカバンブー サツカーボーイ

��
��
�ティコティコタック鹿 2011 ワンアイドバンブー

＊シルバーバツトン 4g
ノーザンテースト S4×M5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊エコーズインザウインド（09 IRE 鹿 Montjeu）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
セイウンシヴァ（15牡鹿 Canford Cliffs）�１勝
セイウンブラスト（16�芦 キャプテントゥーレ）�２勝�２勝�入着
ナオラモーヌ（17牝鹿 リーチザクラウン）��入着２回�１勝
ヤマタケコーチャン（19牡黒鹿 リーチザクラウン）�入着
ファインザエコーズ（20牝鹿 ファインニードル）��出走

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

ティヴィス Tivis（18 牝 Tale of Ekati）�USA６勝，First Lady S‐R，S
outhern Park S‐R，Cheryl S. White Memorial S３着

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

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

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

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

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

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

Further Flight S‐L

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

販売申込者・所有者： ㈲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

136 エコーズインザウインド２０２１ �・鹿 ５／１１
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesエコーズインザウインド プレセリ Caerleon

��
��
�Preseli鹿IRE 2009 Hill of Snow

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

価格： 購買者：



母 サノノティアラ（16鹿 ＊クロフネ）出走
初仔

２代母 アニマートホウヨウ（10鹿 フサイチコンコルド）�１勝��２勝
サノレーヌ（17牝 ＊サウスヴィグラス）���出走�１勝
サノプリ（19牝 ＊プリサイスエンド）��１勝

３代母 エトレーヌ（04黒鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
シゲルスダチ（09牡 ＊クロフネ）３勝，マーガレットＳ‐LR，北九州記念‐G3 ２着，

フェニックス賞‐OP ２着，etc.
サノイチ（11牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，霜月Ｓ‐L ３着，オアシスＳ‐L ３着，白

嶺Ｓ，etc.，�６勝�

４代母 ライジングサンデー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
［子］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝
ドラゴンライズ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，二本松特別，外房特別
２着，松浜特別２着，etc.

５代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［子］ シンコウシングラー（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ＡＲ共和国杯

‐Jpn2 ３着，セントライト記念‐Jpn2 ３着，ニューマーケットＣ，etc.，
種牡馬

［曾孫］ ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，
府中牝馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ
‐L，マイラーズＣ‐G2 ３着，etc.

レジーナフォルテ（14牝 ＊アルデバランⅡ）６勝，ルミエールオータムダッ
シュ‐L，春雷Ｓ‐L ２着，ルミエールオータムダッシュ‐L ２着，etc.

ヤシャマル（17牡 キズナ）�４勝，日経新春杯‐G2 ３着，新潟大賞典
‐G3 ３着，府中Ｓ

販売申込者・所有者： ㈲豊洋牧場＝日高町豊田 �01456-5-2607
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

137 サノノティアラ２０２１ �・鹿 ４／ ４

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

�
�
�
�
�
�
�
�
� Zomaradahマクフィ ゼラール Green Desert

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューサノノティアラ フサイチコンコルド

��
��
�アニマートホウヨウ鹿 2016 エトレーヌ

＊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 サマーソルスティス（14栗 ＊サマーバード）��４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リスレツィオ（20牝栗 ＊ディスクリートキャット）��出走

２代母 チアズヒカリ（00鹿 マヤノトップガン）４勝，北陸Ｓ‐L ３着，鶴ヶ城特別，
�１勝
レーザーインパクト（09牡 ディープインパクト）２勝，障害１勝
ユイマール（12� ネオユニヴァース）１勝，��４勝
コトブキハウンド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，��７勝
エコロブラスト（18牡 ディープブリランテ）�入着，�３勝

３代母 ＊サラトガシャドーズ（90 USA黒鹿 Saratoga Six）USA３勝

４代母 ドリームティームDream Team（85 USA黒鹿 Cox's Ridge）USA３勝，オ
ークリーフＳ‐G1，アノアキアＳ‐G3，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
［子］ オリエンテイトOrientate（98 牡 Mt. Livermore）USA10 勝，ＢＣスプリ

ント‐G1，フォアゴーＨ‐G1，アルフレッドＧヴァンダービルトＨ
‐G2，etc.，種牡馬

ストルワートリー Stalwartly（03 牡 GoneWest）USA３勝，Nevill S
‐R，種牡馬

オリンピックキャットOlympic Cat（94� Storm Cat）USA４勝，スポ
ートペイジＨ‐G3 ２着

５代母 ライクリーダブル Likely Double（73 USA鹿 Nodouble）USA５勝，リト
ルシルヴァーＨ‐G3，Miss Tropical H３着
［子］ グリエニケGlienicke（84 牡 Hostage）FR２勝，P. Matchem‐L ２着，

ギシュ賞‐G3 ３着，P. de la Ville de Trouville‐L ３着
［曾孫］ ラヴマイケイティ Love My Katy（12 牝 Circular Quay）PR２勝，C.

Eduardo Cautino Insua‐L
タップショー Tap Show（03� Pleasant Tap）USA・CAN10勝，V
aledictory S‐L ２着

アイスフォーレスト Ice Forest（99 牝 Pine Bluff）USA５勝，Zydeco
S３着

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

138 サマーソルスティス２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ Birdstone

�
�
�
�
�

��
��

�サマーバード Hong Kong Squallサマーソルスティス マヤノトップガン

��
��
�チアズヒカリ栗 2014 ＊サラトガシャドーズ

16g
Northern Dancer S5×S5 Storm Bird M5×M5

価格： 購買者：



母 サプライズライン（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
ヨクジョウ（17牝芦 ＊ロージズインメイ）��６勝

２代母 シティオブライト（04鹿 ＊フレンチデピュティ）不出走
シラクサ（09牝 キングヘイロー）�１勝�入着
ブレヴェスト（13牡 ソングオブウインド）２勝，�２勝
ハテ（14牡 ソングオブウインド）�１勝�３勝

３代母 リビングデイライツ（97鹿 フジキセキ）５勝，醍醐特別３着
リビングストン（06� タニノギムレット）１勝，熱田特別２着，ＨＢＣ賞３着，�

２勝�１勝

４代母 ＊グリーンポーラ（88 USA鹿 Nijinsky）FR２勝，カルヴァドス賞‐G3
［子］ ケープリズバーン（95牝 Bering）４勝，オリオンＳ，鳴滝特別，	
１勝，

ＴＣＫ女王盃‐Jpn3
ジェダイト（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞‐OP，エルフ
ィンＳ‐OP ２着，赤松賞

レッドシャガーラ（06牡 ネオユニヴァース）３勝，知床特別，鳴滝特別２
着，ＨＢＣ賞２着，etc.

ヴェルデマーレ（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，和田岬特別，駒ケ岳
特別２着，尾頭橋特別３着，etc.，�１勝

モビーディック（99� ＊サンデーサイレンス）１勝，白藤賞２着，あやめ
賞２着，君子蘭賞２着，etc.

［孫］ ガイヤースヴェルト（10牡 ダイワメジャー）１勝，毎日杯‐G3 ２着，Ｎ
ＨＫマイルＣ‐G1 ５着，由比ヶ浜特別２着，etc.

オージャイト（13牝 キングカメハメハ）３勝，ポプラ特別３着（２回），�
入着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着

ジェードグリーン（14� カンパニー）１勝，萩Ｓ‐LR ３着
サナシオン（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，障害７勝，阪神スプリン
グジャンプ‐JG2，東京ハイジャンプ‐JG2，中山グランドジャンプ
‐JG1 ２着，etc.

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

139 サプライズライン２０２１ 牡・鹿 ４／１８

＊

＊
＊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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceサプライズライン ＊フレンチデピュティ

��
��
�シティオブライト芦 2011 リビングデイライツ

＊グリーンポーラ 16c
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 サンメンフィス（11栗 マイネルセレクト）入着，��８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
フロイントシャフト（18牡栗 トゥザワールド）��入着��１勝
ケイティソルジャー（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 カヤドールージュ（02栗 ＊クロコルージュ）１勝

３代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
ウイニングリバー（93牝 ＊ムーンマツドネス）�４勝

マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹
賞，葉牡丹賞２着

ケイティラブ（04牝 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特別，
ＴＶユー福島賞３着，etc.
マイネルエメ（15� ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��12 勝��

ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，�１
勝��１勝�	２勝
１勝�１勝�入着，とちぎマロニエＣ‐Jpn3，朱鷺大賞
典‐Jpn3，etc.，種牡馬

ファンドリウイナー（96牡 ニホンピロウイナー）２勝
マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺトロフィー

‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
ケイティローレル（06牝 サクラローレル）入着，�２勝

ケイティブレイブ（13牡 アドマイヤマックス）３勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，etc.，
�１勝��６勝１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，etc.

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

４代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
［曾孫］ ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

５代母 グロリファイイングGlorifying（71 USA栗 Ribot）FR１勝，P. Francois A
ndre３着

販売申込者・所有者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935

140 サンメンフィス２０２１ �・栗 ４／２２

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルセレクト ウメノアスコットサンメンフィス ＊クロコルージュ

��
��
�カヤドールージュ栗 2011 ＊ビーマイフアイア

1s
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 キュプリーヌス（15鹿 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�入着
初仔

２代母 スペリオルダンサー（08鹿 アグネスタキオン）��出走
マリノパシフィカス（14牝 フリオーソ）�４勝
ハードエイム（16牡 ＊ケープブランコ）入着，�２勝
ユウガ（18牝 ＊ディスクリートキャット）�１勝��

３代母 スペリオルパール（98鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
タガノボーディング（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，摂津特別，清滝特別３着，

ＨＢＣ賞３着，etc.
タガノサムアップ（07牝 フジキセキ）入着３回

タガノトリオンフ（12牝 ＊ワイルドラッシュ）入着４回，�13 勝�，兵庫クイー
ンＣ（２回），新春賞２着，摂津盃３着，etc.

ラストインパクト（10牡 ディープインパクト）７勝，金鯱賞‐G2，京都大賞典‐G2，
小倉大賞典‐G3，etc.，UAE入着

タガノベルーガ（11牝 ネオユニヴァース）２勝，忘れな草賞‐OP ２着

４代母 ＊パシフィカス（81 USA鹿 Northern Dancer）GB２勝
［子］ ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，

有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬
ビワハヤヒデ（90牡 ＊シャルード）10勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）
‐Jpn1，宝塚記念‐Jpn1，etc.，年代表，優３牡，優古牡，種牡馬

ビワタケヒデ（95牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，小
倉記念‐Jpn3 ３着，若葉Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬

ビワビーナス（94牝 ＊トニービン）３勝，大倉山特別，富良野特別，天竜
川特別２着，etc.

ビワタイテイ（97牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，かきつばた賞２着，ム
ーニーバレーレーシングＣ賞２着

［孫］ セイルラージ（07牡 アグネスタキオン）５勝，巴賞‐LR ２着，ニューイ
ヤーＳ‐L ２着，福島民報杯‐L ３着，etc.

シルクチャンピオン（00牡 ＊ヒシアリダー）３勝，白百合Ｓ，西郷特別３
着，ゴールデンブーツＴ３着，��入着８回�

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

141 キュプリーヌス２０２１ 牡・栗 ３／１５
＊ 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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythキュプリーヌス アグネスタキオン

��
��
�スペリオルダンサー鹿 2015 スペリオルパール

＊パシフィカス 13a
Mr. Prospector S3×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クラシックス（13青鹿 キングヘイロー）��２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ドンアミティエ（20牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 モガミヒメ（92黒鹿 ＊カコイーシーズ）�２勝��１勝�，東京３歳優駿牝馬２着
ビッグテンビー（98牝 ＊テンビー）１勝

ローレルゲレイロ（04牡 キングヘイロー）５勝，スプリンターズＳ‐G1，高松
宮記念‐G1，阪急杯‐G3，東京新聞杯‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，etc.，
優短距，種牡馬

リキサンマックス（08牡 キングヘイロー）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
アメージングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着
ノースブリッジ（18牡 モーリス）�５勝，エプソムＣ‐G3，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐G3 ３着，アメジストＳ，ｔｖｋ賞，葉牡丹賞

キタサンラブコール（11牡 キングヘイロー）４勝，中京日経賞，ハッピーエン
ドＣ，フィリピンＴ３着，秋明菊賞３着

ラヴァーズレーン（00牝 メジロライアン）５勝，由布院特別，桜島特別，ホンコン
ＪＣＴ３着
トキノフウジン（07牡 キングヘイロー）５勝，ＴＶ静岡賞，美唄特別，アカシ

ヤ特別２着，障害１勝
スルターナ（12牝 キングヘイロー）４勝，天の川賞，はこべら賞
アヴォンリー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，浦安特別，岩室温泉特別２着
オセアダイナスティ（18牡 オルフェーヴル）�３勝，津軽海峡特別，湯浜特別

ローレルウェルシュ（03牡 ＊テンビー）４勝，秋保特別，��２勝
マヤノテムジン（05� メジロライアン）１勝，�６勝
ゼフィランサス（08牝 キングヘイロー）３勝

ダンケシェーン（15� ＊ヘニーヒューズ）�３勝，日吉特別，神鍋特別３着，夙
川特別３着

ディープボンド（17牡 キズナ）�４勝，阪神大賞典‐G2（２回），京都新聞杯
‐G2，有馬記念‐G1 ２着，天皇賞（春）‐G1 ２着（２回），etc.，FR１勝，
フォワ賞‐G2

キタサンイナズマ（10牡 キングヘイロー）３勝，タケホープＣ，銀蹄Ｓ２着

３代母 モガミポイント（85鹿 マルゼンスキー）３勝，弥彦特別，千葉Ｓ３着

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

142 クラシックス２０２１ �・鹿 ４／ ３

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロークラシックス ＊カコイーシーズ

��
��
�モガミヒメ青鹿 2013 モガミポイント

＊セレタ 1b
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 クインズジャスミン（16栗 ジャスタウェイ）出走
初仔

２代母 ＊ジャストトゥートゥー（00 USA鹿 In Excess）USA５勝，Flawlessly S‐L
ジャストペガサス Just Pegasus（06 牝 Fusaichi Pegasus）FR３勝
＊ケイアイルーラー（07牡 Roman Ruler）２勝，立川特別２着，ガーベラ賞２着
＊ケイアイヘルメス（08牡 Pulpit）４勝，ワカタカＣ，神無月Ｓ３着，��３勝，ゴ

ールドＣ３着
ケイアイアラシ（10� ダイワメジャー）入着４回，�10 勝�入着��
クインズセブン（11牡 ＊ファスリエフ）１勝，SIN４勝
クインズミラーグロ（12牝 マンハッタンカフェ）５勝，紫苑Ｓ‐LR，小倉大賞典‐G3 ２

着，マーメイドＳ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.
ケイアイムーンバ（15� ＊ハービンジャー）�２勝
クインズモアナ（17牝 オルフェーヴル）�３勝
クインズラベンダー（18牝 ハーツクライ）１勝，黄菊賞２着

３代母 マーシュグラスMarsh Grass（94 USA鹿 Slewpy）USA入着２回
オリンピックマイラーOlympic Miler（02� Olympio）USA８勝，Golden Bea

r Breeders' Cup S‐L ３着

４代母 タングルドTangled（88 USA鹿 Linkage）不出走
［子］ キャッツクレイドル Cat's Cradle（92 牝 Flying Paster）USA10 勝，エ

イコーンＳ‐G1，ファンタジーＳ‐G2，La Habra S‐L，etc.
［曾孫］ ノータイムトゥバディナージュNotime to Badinage（06� Petionville）

USA４勝，Zia Park Governor's Cup S

５代母 ワンスマートレイディOne Smart Lady（84 USA鹿 Clever Trick）不出走
［子］ ＊ローミンレイチェル（90牝 ＊マイニング）USA９勝，バレリーナＨ‐G1，

ボーモントＳ‐G2，ブラウン＆ウイリアムソンＨ‐G3，etc.
［孫］ ゼンノロブロイ（00牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ジャパンＣ‐G1，有馬記

念‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，GB入着，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

143 クインズジャスミン２０２１ �・黒鹿 ３／２９
＊ 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

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルクインズジャスミン
＊ In Excess

��
��
�ジャストトゥートゥー栗 2016 Marsh Grass

2b
Seattle Slew S5×M5

価格： 購買者：



母 クラフトアンサー（15鹿 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
タカイチジャンボ（19牡鹿 トゥザグローリー）�地方未出走

２代母 フェルナンディーナ（94栗 ＊ノーザンテースト）３勝，鶴見特別２着
フロレアーナ（01牝 ダンスインザダーク）出走

フロレアル（08牝 ＊スニッツェル）�１勝��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着
トーセンペトリュス（06牡 ダンスインザダーク）２勝，飯盛山特別
テイエムオウショウ（09牡 ハーツクライ）１勝，障害１勝

３代母 ＊エニグマ（83 IRE 黒鹿 Ahonoora）GB出走
シャルフォード Shalford（88 牡 Thatching）GB・HKG７勝，コーク＆オラリーＳ

‐G3，デュークオヴヨークＳ‐G3，ダイアデムＳ‐G3，etc.，種牡馬
ブレッチリーパーク Bletchley Park（89 牡 Caerleon）GB・FR２勝，Sirenia S

‐L，種牡馬
コーンサークルCorn Circle（90 牝 Thatching）GB出走

クリスマン Krisman（99牡 Kris）ITY13 勝，オメノーニ賞‐G3，P. Certosa
‐L（２回），P. Cancelli‐L，etc.，種牡馬

ザパズラー The Puzzler（91� Sharpo）GB・IRE６勝，Waterford Testimonia
l S‐L，Marble Hill S‐L，グリーンランズＳ‐G3 ２着，etc.

リドルミー（97牝 ＊カーネギー）１勝
アドマイヤホクト（04牡 サクラバクシンオー）４勝，ファルコンＳ‐Jpn3，ク

リスマスローズＳ‐OP
フーズゼアWho's There（06 牝 Flying Spur）AUS出走
フーズノッキングWho's Knocking（14牝 StarWitness）AUS６勝，
Canberra National Sprint‐L ２着

４代母 プリンセスルーPrincess Ru（62 GB鹿 Princely Gift）GB入着
［孫］ トレイシーズエレメント Tracy's Element（90 牝 ＊ラストタイクーン）S

AF13 勝，コンピュータフォームスプリント‐G1，南アフィリーズスプ
リント‐G1，ザスタースプリンント‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

144 クラフトアンサー２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズクラフトアンサー ＊ノーザンテースト

��
��
�フェルナンディーナ鹿 2015 ＊エニグマ

8c
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテーストM3×S4

価格： 購買者：



母 グランペルル（14芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
フークエラドゥーラ（19牡鹿 ＊ラニ）��出走�１勝�

２代母 レッドジュエル（06鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ジョウノマチエール（90鹿 マルゼンスキー）入着
ジョウノパリジャン（95� ＊ミルジヨージ）４勝，青嵐賞，九十九里特別２着，本栖

湖特別２着，etc.
ウインラディウス（98牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，京王杯スプリングＣ‐G2，富

士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
ジョウノヴィーナス（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Ｃｈ２０００
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
グレルグリーン（16牡 ヴァーミリアン）１勝，山藤賞３着

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
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

145 グランペルル２０２１ 牡・鹿 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

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceグランペルル ＊シンボリクリスエス

��
��
�レッドジュエル芦 2014 ジョウノマチエール

＊フラストレート 1b
Roberto S3×M5 Mr. Prospector S3×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 クラレンスハウス（12鹿 ＊ハービンジャー）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
インビジブルサリー（18牝鹿 ワンダーアキュート）��１勝
ハピコ（19牝鹿 コパノリッキー）���出走�１勝

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
ゴールデンヒーラー（18牝 ＊タートルボウル）��８勝��，一條記念みち
のく大賞典２着，シアンモア記念３着，ひまわり賞，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�入着２回
��，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： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135
生 産 牧 場： 藤春 修二
飼 養 者： 藤春 修二＝浦河町野深 �0146-27-4135

146 クラレンスハウス２０２１ �・鹿 ３／２１
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlクラレンスハウス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビッグエリザベス鹿 2012 モルゲンロート

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊グランドアメリフローラ（04 USA鹿 Grand Slam）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
ツァーリ（11牡栗 スペシャルウィーク）１勝
バルビエール（12牡鹿 ゼンノロブロイ）２勝，種市特別（芝 2000）
フォルジョー（19牡栗 ジョーカプチーノ）���１勝

２代母 レイディアメリフローラ Lady Ameriflora（94 USA栗 Lord Avie）USA２勝
フォーチュネトデイヴ Fortunate Dave（99牡 Lear Fan）GB１勝，GB障害４勝
ディッピンチップスDip N Chips（01 牝 Benny the Dip）USA１勝

３代母 アメリフローラAmeriflora（89 USA鹿 Danzig）不出走
＊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，毎日王冠‐Jpn2，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，
京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬

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，レイクプラシドＨ‐G2，etc.

＊レッドレイヴン（10牡 Smart Strike）６勝，巴賞‐LR，ディセンバーＳ‐L，福
島民報杯‐L，etc.

アメイズメントAmazement（11 牝 Bernardini）不出走
カーネルリアム Colonel Liam（17牡 Liam's Map）�USA・UAE７勝，
ターフクラシックＳ‐G1，ペガサスワールドＣターフ招待Ｓ‐G1（２回），
ムニスメモリアルクラシックＳ‐G2，etc.

アルサリブ Al Tharib（04 牡 Silver Hawk）GB２勝，セプテンバーＳ‐G3 ２着
メイドンアメリカMaiden America（10 牝 Rock Hard Ten）不出走

テンシティ Ten City（15 牡 Run Away and Hide）USA２勝，バシュフォー
ドマナーＳ‐G3，イロクオイＳ‐G3 ３着，Ellis Park Juvenile S３着

ホープフルグロウス Hopeful Growth（17牝 Tapiture）USA３勝，モンマス
オークス‐G3，ブラックアイドスーザンＳ‐G2 ３着

ワンダーアポンアスターWonder Upon a Star（11 牝 Street Cry）USA出走
シャンパンアイヴィ Champagne Ivy（18牝 Shackleford）�USA２勝，Mi

ss Gracie S３着

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

147 グランドアメリフローラ２０２１ �・栗 ３／ １

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊

グランドスラム GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Grand Slam Bright Candlesグランドアメリフローラ レイディアメリフローラ Lord Avie

��
��
�Lady Ameriflora鹿USA 2004 Ameriflora

12c
Mr. Prospector M4×S5 Danzig M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 クリーペル（06鹿 ＊タイキシャトル）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（29）〕
ミヤノレジェンド（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝
リボンナイト（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）障害１勝，�11 勝�入着２回
ミスターバッハ（15牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝��３勝，クラウンＣ（Ｄ1600）

２着，イノセントＣ（Ｄ1200）２着，サッポロクラシックＣ（Ｄ1200）３着
イキザマ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��８勝�１勝
コンモートフーガ（18牡黒鹿 フリオーソ）���１勝	２勝
ヒエンディー（19牡鹿 アドマイヤムーン）�	入着

２代母 ＊プチアノ（94 USA芦 Rubiano）USA１勝
ラストパートナー（01牝 ＊エリシオ）１勝，�３勝��

ヒダルマ（15牡 スクリーンヒーロー）入着３回，�	13 勝��，摂津盃２着，
摂津盃

グラッドリー（03牝 アグネスタキオン）１勝
トモジャドット（16牡 ＊サウスヴィグラス）�３勝，有田特別，西郷特別２着，

冬至特別３着

３代母 プチェカPucheca（74 USA鹿 Tom Rolfe）不出走
タブロー Tableaux（78牝 Round Table）USA５勝，クリサンシマムＨ‐G3 ２着，

Violet H２着
スカッフルバーグ Scuffleburg（89 牡 Cox's Ridge）USA５勝，ペガサスＨ

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，種牡馬
トゥラウエル Trowel（79
 Blade）USA７勝，Regaey Island H３着
トレンディジェント Trendy Gent（81 牡 Nijinsky）GB・GER・NOR・SWE・D

EN７勝，Noble Dancer Vandrepremie‐L，Bergen Bank Aerespremie
‐L，Danish Eclipse S‐L ２着

バックビーン Buckbean（85牡 Buckfinder）USA17 勝，Cardinal H，Colu
mbus Classic H，Indiana S，etc.，種牡馬

４代母 リーガルグリーム Regal Gleam（64 USA黒鹿 Hail to Reason）USA８勝，
フリゼットＳ，セリマＳ，Blue Hen S，メイトロンＳ３着

販売申込者・所有者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907
生 産 牧 場： ㈲ハクツ牧場
飼 養 者： ㈲ハクツ牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2907

148 クリーペル２０２１ 牡・栗 ２／２７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンクリーペル
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ鹿 2006 Pucheca

1s
Tom Rolfe M4×S5 Hail to Reason M5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 クレーンズラヴァー（07栗 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ウォークザライン（16牡栗 ＊ハービンジャー）２勝
ヴィグルズマン（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝

２代母 ギャラントハウス（94栗 ＊キャロルハウス）不出走
アイジオス（98牝 ＊スキーキャプテン）入着，�２勝
メイプルスプリング（99牝 ＊ソヴィエトスター）１勝，��２勝，クイーン賞‐Jpn3

キリキングスター（07牡 キングカメハメハ）１勝，�２勝�１勝
メイプルレインボー（12牡 カネヒキリ）４勝，２０１７ＹＪＳＦＲ中山２戦，金蹄Ｓ

３着，天の川賞３着
ギャラントスワロー（03牝 ステイゴールド）��１勝
マサライト（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，磐梯山特別，三条特別，障害４勝，

京都ハイジャンプ‐JG2 ２着，小倉サマージャンプ‐JG3 ３着，�３勝
スタンドアップ（08牡 ＊アフリート）�２勝�１勝�１勝

３代母 ギャラントルックス（87栗 ＊ノーザンテースト）不出走

４代母 シヤダイギヤラント（74鹿 ＊ボールドアンドエイブル）２勝，おおぞら特別
［子］ スクラムダイナ（82牡 ＊デイクタス）３勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，皐月賞

‐Jpn1 ２着，日本ダービー‐Jpn1 ３着，etc.，優２牡，種牡馬
ダイナフランカー（83牡 ＊デイクタス）７勝，バレンタインＳ‐OP，クリ
スマスＳ‐OP，クリスマスＳ‐OP ３着，etc.

ダイナギヤラント（79牝 ＊エルセンタウロ）４勝，新潟日報賞，米山特別
ダイナスキツパー（80牝 ＊エルセンタウロ）５勝，三宮特別
ギャラントナイト（90牡 ＊ノーリユート）２勝，木古内特別
ブロックバスター（89牡 ＊ノーリユート）入着，山国川特別２着，�２勝

［孫］ ギャラントリーダー（85牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，クリスタルＣ‐Jpn3
２着

ドリブルラッシュ（92	 ＊ナイスダンサー）５勝，オクトーバーＳ，鹿野
山特別，霜月Ｓ２着，etc.，障害２勝

アイリッシュライン（93	 ＊ナイスダンサー）１勝，御嶽特別，
１勝�1
0 勝��

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

149 クレーンズラヴァー２０２１ �・栃栗 ２／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊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レーンズラヴァー ＊キャロルハウス

��
��
�ギャラントハウス栗 2007 ギャラントルックス

＊ギヤラントノラリーン 1l
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 クロタカ（09黒鹿 ＊シーキングザダイヤ）２勝，春風Ｓ（Ｄ1200）３着，�９勝
��６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ムーンライトホーク（17牝黒鹿 アドマイヤムーン）���入着３回
ティアラキング（18�黒鹿 ベルシャザール）��２勝��２勝

２代母 ラプンツェル（02黒鹿 ＊デヒア）�４勝�
アロマー（10牝 ＊ルールオブロー）�８勝�２勝�２勝
ブルーベルファイト（12牡 ＊ファンタスティックライト）�５勝�５勝�１勝
ブルーフォース（14牡 ＊サウスヴィグラス）�	入着�６勝�２勝
１勝���
ラプズベスト（15牡 ＊キングズベスト）�１勝
１勝�	入着８回
カラフルライフ（18牝 ＊バトルプラン）��未出走��１勝
イエローウィン（19牝 ゴールドシップ）�１勝

３代母 ＊ラクリス（91 USA黒鹿 Private Account）FR入着
ニューグレイオンザブロックNugrayontheblock（99� With Approval）USA・

CAN16勝，R. J. Speers S２着，Klondike H２着，Gold Breeders' Cu
p S２着，etc.

クロニカ（00牝 Broad Brush）３勝，麒麟山特別３着，�１勝�入着

４代母 スペクタキュラ－ジョ－ク Spectacular Joke（82 USA鹿 Spectacular Bid）
FR・USA４勝，モーリスドゲースト賞‐G2，パレロワイヤル賞‐G3，ポルトマイ
ヨ賞‐G3 ２着，P. de Bagatelle‐L ２着，Miss America H‐L ３着
［子］ アモニータ Amonita（98 牝 Anabaa）FR・USA６勝，マルセルブサック

賞‐G1，スワニーリヴァーＨ‐G3，P. du Pin‐L，etc.
コックスオランジュ Cox Orange（90牝 Trempolino）FR・USA10 勝，バッ
クラムオークＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3，ボーゲイＨ‐G3，etc.

［孫］ エンビハール Enbihaar（15 牝 Redoute's Choice）GB・FR７勝，リリ
ーラングトリーＳ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，ランカシャーオ
ークス‐G2，etc.

ヴィスタベッラ Vista Bella（02 牝 ＊ディクタット）GB・UAE２勝，M
asaka S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着

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

150 クロタカ２０２１ �・黒鹿 ４／２１

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�シーキングザダイヤ ＊シーキングザパールクロタカ ＊デヒア

��
��
�ラプンツェル黒鹿 2009 ＊ラクリス

2s
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 クロネコ（01鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（32）〕
メルシーボクチャン（06牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝
シベリアンタイガー（11�鹿 タニノギムレット）�３勝，奥尻特別（芝 1800），三

年坂特別（芝 1600）２着，障害２勝
シルバーゲイル（13牡芦 アドマイヤコジーン）�３勝�10 勝�２勝
ウチュウセンカン（16�鹿 タニノギムレット）��６勝
バーミーズ（17牝鹿 ＊シニスターミニスター）入着４回，��１勝�７勝��入着
グランマーテル（18�鹿 トーセンジョーダン）��入着４回
ベジックス（19牡芦 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ＊フサイチグレース（94 CAN栗 Storm Cat）USA１勝
セイビンググレース（00牡 Rahy）１勝，	３勝
４勝��入着３回
ベストエリシオ（02牡 ＊エリシオ）��２勝
ジャパンボーイ（03牡 ＊メイショウドトウ）�２勝
ビッグブロンド（09牝 ゴールドアリュール）�１勝��１勝

３代母 ウィンドスプレイWind Spray（78 GB鹿 Mill Reef）GB・IRE入着
メグヤースMegyaas（87 牡 Shadeed）GB・USA１勝，Cock of the North S‐L

２着
ホットラヴェンダーHot Lavender（89 牝 Shadeed）GB入着４回

デュバイアンギフトDubaian Gift（99� Bahamian Bounty）GB７勝，Sc
arbrough S‐L

４代母 ラッカー Lacquer（64 GB鹿 Shantung）GB・IRE５勝，愛１０００ギニー，C
ambridgeshire H，英１０００ギニー３着，Wills Silver Goblets H２着，Char
les Engelhard S３着，etc.
［子］ ＊ブライトフイニツシユ（73牡 Nijinsky）GB６勝，ヨークシャーＣ‐G2，

英ジョッキークラブＣ‐G3，種牡馬
シャイニングフィニッシュ Shining Finish（77 牡 Nijinsky）GB５勝，セ
ントサイモンＳ‐G3，ジョンポーターＳ‐G2 ３着，ヨークシャーＣ
‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 増本 良孝＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2156
生 産 牧 場： 増本 良孝
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

151 クロネコ２０２１ �・栗 ５／２９
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイクロネコ
＊ Storm Cat

��
��
�フサイチグレース鹿 2001 Wind Spray

3c
Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 グローバルソング（04栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（12），地方－１（２）〕
ダンディーレイ（10牡栗 ＊アグネスデジタル）３勝，初茜賞（Ｄ1800）３着，チバテ

レ杯（Ｄ1800）３着
アスカクイン（11牝栗 スペシャルウィーク）３勝，木古内特別（Ｄ1700）２着
バスタータイプ（12牡鹿 ＊ホワイトマズル）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，総武Ｓ‐OP
（Ｄ1800），アレキサンドライトＳ（Ｄ1800），香取特別（Ｄ1800）

アスカショウダイ（14牡栗 ＊コンデュイット）�２勝�
アスカリアン（15牝黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ソングオブバラード（19牝鹿 ブラックタイド）�出走

２代母 グロリアスバラッド（98鹿 Kingmambo）入着
エアドミンゴ（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，足立山特別２着
ディアヴァンドーム（08牡 アグネスタキオン）２勝
スタンドバイミー（09牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，くすのき賞２着，樅の木賞２

着，障害１勝

３代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝

４代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）USA２勝
［子］ グローリアスソングGlorious Song（76牝 Halo）USA17 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，etc.
デヴィルズバッグDevil's Bag（81牡 Halo）USA８勝，米シャンペインＳ
‐G1，ローレルフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

セイントバラード Saint Ballado（89牡 Halo）USA４勝，アーリントン
クラシック‐G2，シェリダンＳ‐G3，種牡馬

［孫］ シングスピール Singspiel（92 牡 In TheWings）１勝，ジャパンＣ‐G1，
GB・FR・USA・CAN・UAE９勝，ヨークインターナショナルＳ
‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬

スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，
ハリウッドターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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

152 グローバルソング２０２１ 牡・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 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayグローバルソング Kingmambo

��
��
�グロリアスバラッド栗 2004 ＊マプティットジョリィ

12c
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer M4×S5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ケンジントン（10鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サッポロジャンプ（19牝鹿 パドトロワ）���１勝
グローリアスイリゼ（20牝青鹿 スパロービート）��出走

２代母 ＊ダイアゴネル（00 IRE 鹿 Darshaan）FR１勝
シアフォース（07牡 Motivator）１勝
クエルクス（08牝 フジキセキ）１勝

ローゼンクリーガー（16牝 ＊ノヴェリスト）２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，ダ
リア賞‐OP ２着，秋明菊賞，りんどう賞２着，祇園特別３着

スタリア（09牝 ＊アルカセット）１勝
エオリア（14牝 ＊ストリートセンス）４勝，浜名湖特別，堺Ｓ２着，立志Ｓ２着，

伊勢佐木特別２着，舞鶴Ｓ３着，etc.
ハートウォーミング（16牝 ハーツクライ）１勝，胎内川特別

３代母 ダンスオヴリーヴズDance of Leaves（87 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest（92 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・

USA４勝，英チャレンジＳ‐G2，クイーンアンＳ‐G2，セントジェイムズパレ
スＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

メダーリーMedaaly（94 牡 Highest Honor）GB・UAE３勝，レイシングポストト
ロフィ‐G1，種牡馬

デュバイフォールDubai Fall（99 牝 Mr. Prospector）USA・UAE１勝，Seren
a's Song S２着

ダンスデコールDanse d'Ecole（01 牝 Daylami）FR・GER・AUS３勝，Derby
de l'Ouest‐L ２着

ガルフブリーズGulf Breeze（05牝 Dubai Destination）不出走
フレネー Fresnaye（14牝 WesternWinter）SAF６勝，ヴィクトレスＳ‐G3，

Stormsvlei Mile‐L，Winter Oaks‐L，etc.

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

販売申込者・所有者： ㈱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

153 ケンジントン２０２１ �・鹿 ６／ １

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラケンジントン
＊ Darshaan

��
��
�ダイアゴネル鹿 2010 Dance of Leaves

4m
Northern Dancer S4×M5 Nearctic S5×S5

価格： 購買者：



母 サミーカラー（02鹿 ＊オペラハウス）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（26）〕
リバーカクテル（07牝栗 マーベラスサンデー）�３勝�入着２回
コスモヘイガー（08牡栗 ＊グラスワンダー）２勝，福寿草特別（芝 2000）
ナンヨーガンバロー（09牡鹿 ＊チーフベアハート）�８勝
マグナムボーイ（10牡鹿 ＊タイキシャトル）１勝，�６勝
キングストロンガー（12牡栗 ＊グラスワンダー）�１勝��入着７回�
ウイントリオンフ（13牡鹿 ナカヤマフェスタ）�３勝��２勝
リーチアディール（18牡鹿 リーチザクラウン）	��３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，	�未出走�１

勝��，園田ＦＣスプリント２着
マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）��８勝�４勝

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

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

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

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲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

154 サミーカラー２０２１ �・黒鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinサミーカラー ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー鹿 2002 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スマートレモラ（08鹿 ゴールドアリュール）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（５）〕
トニーシャレード（15牡青鹿 スマートロビン）���１勝・２勝
パイクステソーロ（16牡芦 ＊クロフネ）�２勝�入着４回
ヴァルゴスピカ（17牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）�１勝
ラージベル（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝

２代母 スノースタイル（99芦 ＊ホワイトマズル）２勝，岡崎特別，五泉特別，白河特
別２着，朝日岳特別２着，葉山特別３着，�１勝
カントリースノー（07� ＊ティンバーカントリー）３勝，障害１勝
スノークラフト（09牝 ＊アグネスデジタル）１勝

ゴープラチナム（17牝 マツリダゴッホ）入着，���入着２回�４勝	入着
プラチナムレイアー（18牡 マツリダゴッホ）�３勝，ラジオ福島賞，マレーシ

アＣ２着
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，米子Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L，etc.
インスタイル（11� マヤノトップガン）１勝，	３勝��３勝�
入着２回�
トーコーブリザード（13牡 マツリダゴッホ）
３勝
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，福寿草特別３着，��３勝�５勝
ホウオウプリンセス（16牝 ディープインパクト）�入着５回，�３勝

３代母 ＊シャルムダンサー（93 FR芦 ＊グルームダンサー）１勝，尾張特別３着
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.
スマートスタイル（02牝 ＊フレンチデピュティ）	２勝
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
ペルセフォネ（12牝 マツリダゴッホ）�３勝�入着

４代母 ＊ダムスペクタキュラー（88 USA芦 Spectacular Bid）不出走
［子］ ジャスミンリーフ（96牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝，福島３歳Ｓ‐OP

３着

販売申込者・所有者： ㈲本間牧場＝日高町幾千世 �01456-7-2458
生 産 牧 場： ㈲本間牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

155 スマートレモラ２０２１ �・栗 ２／１４

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

�
�
�
�
�
�
�
�
� Chipeta Springsドレフォン エルティマース Ghostzapper

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤスマートレモラ ＊ホワイトマズル

��
��
�スノースタイル鹿 2008 ＊シャルムダンサー

4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スプリングキャロル（13鹿 ＊クロフネ）１勝，��１勝
初仔

２代母 ラークキャロル（06鹿 ステイゴールド）３勝，ミモザ賞
ノモ（14牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝�

３代母 タバスコキャロル（97栗 ＊トニービン）１勝，三国特別２着，沓掛特別３着，
�１勝
アルーアキャロル（13� ゴールドアリュール）４勝，青竜Ｓ‐OP ２着，苗場特別２

着，西湖特別２着，etc.，�１勝�

４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
［子］ 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.
シャープキック（96牝 メジロマックイーン）５勝，江坂特別，睦月賞，松
浦特別，etc.

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
�

［孫］ 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，etc.，種牡馬

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

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

［曾孫］ シャルフジン（19牡 ＊ヘニーヒューズ）��２勝�２勝，京浜盃，雲取
賞，羽田盃３着，etc.

ファルコンビーク（17牡 スマートファルコン）��８勝�１勝，川崎マ
イラーズ，川崎マイラーズ３着

ホワイトヘッド（16牡 ＊ダンカーク）��４勝�２勝，黒潮盃３着，京
浜盃３着

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，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

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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

156 スプリングキャロル２０２１ �・黒鹿 ２／２６
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 シニスターミニスター

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

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュースプリングキャロル ステイゴールド

��
��
�ラークキャロル鹿 2013 タバスコキャロル

＊クレアーブリツジ 13c
Deputy Minister M4×S5 Halo 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：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ファムファタル（16牝鹿 トゥザグローリー）１勝，��２勝�１勝��
キャプテンフック（18牡栗 スピルバーグ）��出走
ボルドーバターリャ（20牝芦 ＊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
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.

アルビードAlbeed（07牝 Tiger Hill）GB１勝
ゴールデンキングダムGolden Kingdom（19牡 Kingda Ka）�IND入着，
Guindy Grand Prix‐LR ３着

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： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132
生 産 牧 場： 目名太山口牧場
飼 養 者： ㈱ニシケン牧場＝新ひだか町三石鳧舞 �0146-49-2132

157 コスモカゼツカイ２０２１ �・黒鹿 ４／１４
＊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

＊

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×S4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 コンサートクィーン（98鹿 ＊カコイーシーズ）��３勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－７（25）〕
ブルーヒーロー（06牡鹿 ＊シーロ）��３勝，戸塚記念（Ｄ2100）２着，黒潮盃
（Ｄ1800）２着，東京ダービー（Ｄ2000）２着，クラウンＣ（Ｄ1600）２着，東京
湾Ｃ（Ｄ1700）３着

ワタリプリンセス（10牝鹿 ダンスインザダーク）�９勝��
ワタリキングオー（11牡鹿 キングヘイロー）�２勝��２勝，クラウンＣ（Ｄ1600）
ケンタキシード（14牡鹿 ブラックタキシード）��１勝
エムオークィーン（15牝鹿 スマートファルコン）�２勝��４勝
ワタリビクトリー（17牝鹿 ベルシャザール）��出走��１勝
シンメロワン（18�黒鹿 リーチザクラウン）���１勝
クィーンズヒル（20牝鹿 カレンブラックヒル）��入着４回

２代母 マルゼンラッド（91鹿 ＊ミルジヨージ）��４勝
クールダウン（96牝 ＊シャンハイ）３勝，甲斐駒特別２着
サダムアオイツキ（99牡 ＊シャンハイ）３勝，出雲崎特別
シャンハイサラ（00牝 ＊シャンハイ）��２勝�１勝，サラ・クイーンＣ２着
ワレンダラッド（05牝 ＊ワレンダー）不出走

エムオーグリッタ（14牡 ブラックタキシード）５勝，古町Ｓ，與杼特別，名古
屋城Ｓ２着，招福Ｓ２着，北総Ｓ３着，etc.，���出走

ディパッセ（19牡 サトノアラジン）�３勝，西部スポニチ賞
ブルーラッド（06牡 ＊シーロ）�１勝��６勝�４勝�入着，浦和記念‐Jpn2，マー

キュリーＣ‐Jpn3 ２着，埼玉栄冠賞，戸塚記念，東京湾Ｃ，etc.，ＮＡＲ優３歳

３代母 マルゼンキール（81栗 ＊ボールドラツド）１勝
マルシンアモン（93牝 ＊バイアモン）�２勝

ゴウゴウキリシマ（03牡 キングヘイロー）３勝，シンザン記念‐Jpn3，千両賞，
黄菊賞３着

ゴールドキリシマ（04牡 ステイゴールド）３勝，京都２歳Ｓ‐L，中京２歳Ｓ
‐OP ３着，清水Ｓ，etc.

レッツゴーキリシマ（05牡 メジロライアン）５勝，関屋記念‐G3，カシオペア
Ｓ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ２着，etc.

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

158 コンサートクィーン２０２１ 牡・鹿 ４／１０
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionコンサートクィーン ＊ミルジヨージ

��
��
�マルゼンラッド鹿 1998 マルゼンキール

＊シル 5g
Alydar M3×S5

価格： 購買者：



母 ゴールデンターキン（14栗 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ベッロ（20牡栗 ＊マクフィ）��出走

２代母 アブラシオ（05鹿 ＊グラスワンダー）１勝
トラストフェアリー（11牝 ＊ケイムホーム）１勝

ミズノコキュウ（19牝 ミッキーアイル）�１勝
ソルプレーサ（12牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，白馬岳特別，岩室温泉特別３着，

火打山特別３着，茨城新聞杯３着，�６勝�入着，園田ＦＣスプリント３着
バイカターキン（13牝 ＊エンパイアメーカー）不出走

ラナチャンス（18牡 ミッキーアイル）�２勝
ヴァルツァーシャル（19牡 ＊マクフィ）�２勝，オキザリス賞３着

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

３代母 ジュウジホウセキ（92鹿 マルゼンスキー）１勝，村上特別２着
ウメノコトブキ（98牝 ＊グルームダンサー）５勝，塩沢特別，苫小牧特別，彦星賞２

着，etc.
アキノグローブ（07牡 マーベラスサンデー）３勝，伊勢特別，九十九島特別，

川内特別２着，etc.
キスザブライド（11牝 アドマイヤジャパン）�２勝�１勝，大観峰賞３着

トラストジュゲム（02牡 ＊スキャターザゴールド）６勝，門松Ｓ‐OP，甲南Ｓ，上賀
茂Ｓ，etc.

ホッコーガンバ（08牡 ゼンノロブロイ）４勝，道新スポーツ賞，石狩特別，マレー
シアＣ２着，etc.

４代母 ジユウジターキン（80鹿 ＊ハンターコム）２勝
［孫］ 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，etc.
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，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
［曾孫］ 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�	

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

159 ゴールデンターキン２０２１ 牡・青鹿 ４／２５

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスゴールデンターキン ＊グラスワンダー

��
��
�アブラシオ栗 2014 ジュウジホウセキ

＊フオルカー 13c
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 コスモパープル（12芦 ステイゴールド）��９勝�５勝�４勝
初仔

２代母 ロイヤルライン（06芦 ＊クロフネ）出走
シゲルエチゴ（11牡 デュランダル）入着，��４勝�１勝�
バシレウス（18牡 ルーラーシップ）１勝，��出走�出走
コンスタンティン（19牝 オルフェーヴル）�２勝

３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

４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
［子］ 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

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.

ドリームパートナー（00	 ＊エリシオ）４勝，弥彦特別，ウェルカムＳ２
着，オクトーバーＳ２着，etc.

＊マンボパートナー（05	 Kingmambo）入着３回，�３勝
３勝�３勝，
ステイヤーズＣ３着

［孫］ 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.

ヨカグラ（13	 ＊ハービンジャー）１勝，障害４勝，小倉サマージャンプ
‐JG3，東京ハイジャンプ‐JG2 ２着

フラリオナ（18牝 ストロングリターン）�１勝，ききょうＳ‐OP ２着，
聖籠特別２着

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

160 コスモパープル２０２１ 牡・黒鹿 ３／１７

＊

キテンズジョイ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Kitten's Joy

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

��
��
�TrensaUSA 栗 2013 Serape

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュコスモパープル ＊クロフネ

��
��
�ロイヤルライン芦 2012 ロイヤルパートナー

＊ダンシングキイ 7
サンデーサイレンスM3×M5

価格： 購買者：



母 ケージーサクランボ（10黒鹿 キングカメハメハ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
チェリーヒック（17牝黒鹿 フェノーメノ）��７勝，クイーンＣ（Ｄ1600）２着
パラリーガル（18牝青鹿 カレンブラックヒル）��１勝�１勝��１勝
フォルテース（20牡黒鹿 シルバーステート）�入着

２代母 ケージーレインボー（02鹿 ダンスインザダーク）入着
ケージーカンザクラ（06牝 サクラバクシンオー）１勝，五色沼特別３着
ケージーアメリカン（07牡 ＊アフリート）２勝，��１勝�１勝�14 勝�１勝，白銀

争覇，白銀争覇２着，オータムスプリントＣ２着
ケージーハヤブサ（09牡 ＊ファスリエフ）４勝，三浦特別，夙川特別，深草Ｓ２着，

三浦特別２着，藤森Ｓ３着，etc.
スズカプリズム（13牝 ＊プリサイスエンド）２勝，夙川特別２着
テイエムシニスター（19牡 ＊シニスターミニスター）�１勝

３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，etc.

４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
［子］ 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，etc.
［孫］ 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

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.

販売申込者・所有者： ㈲三石ビクトリーファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-7367-8235
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

161 ケージーサクランボ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２０
＊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アルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスケージーサクランボ ダンスインザダーク

��
��
�ケージーレインボー黒鹿 2010 ＊ケージービューティ

1g
サンデーサイレンス S3×M4 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 コパノアーデン（14鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��３勝�
初仔

２代母 ショップインミラノ（07鹿 ＊フレンチデピュティ）��２勝
ジュンサザンクロス（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��６勝

３代母 ホリデイインミラノ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ソーニ（08牝 ＊シンボリクリスエス）入着，�３勝
ミラノダービー（12牡 ＊トワイニング）��１勝
クロノスドリーム（14牡 ローエングリン）�２勝�入着２回���
ラヴィテスミラノ（18牡 タイムパラドックス）���出走�１勝

４代母 ＊スーア（97 IRE 鹿 Fairy King）FR・ITY５勝，伊１０００ギニー‐G2，キウスー
ラ賞‐G3 ２着，P. Novella‐L ２着，ドルメーロ賞‐G3 ３着
［子］ ソーマジック（05牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，アネモネＳ‐L，桜花賞

‐Jpn1 ３着，ターコイズＳ‐L ３着，etc.
トーセンデューク（11牡 ディープインパクト）５勝，トリトンＳ，弥彦特
別，etc.，��１勝，埼玉新聞栄冠賞

サトノエンペラー（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，アメジストＳ，安
房特別，松前特別，etc.

ゴールドマイン（04	 ダンスインザダーク）４勝，
９勝�入着７回�，
青藍賞，岩鷲賞，桐花賞，etc.

サトノジューオー（07牡 アグネスタキオン）２勝，相模湖特別３着
サトノティアラ（08牝 アグネスタキオン）２勝

［孫］ マジックキャッスル（17牝 ディープインパクト）�２勝，愛知杯‐G3，秋
華賞‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ３着，etc.

ソーヴァリアント（18牡 オルフェーヴル）�４勝，チャレンジＣ‐G3，セ
ントライト記念‐G2 ２着，藻岩山特別，etc.

ソーグリッタリング（14牡 ステイゴールド）７勝，都大路Ｓ‐L，六甲Ｓ‐L，
エプソムＣ‐G3 ２着，etc.

５代母 ボールドスターレットBold Starlet（87 GB鹿 Precocious）IRE３勝
［子］ ＊ロードアイランド（96牡 Turtle Island）２勝，飯盛山特別３着，�２勝���

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

162 コパノアーデン２０２１ 牡・鹿 ４／ ４

＊

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceコパノアーデン ＊フレンチデピュティ

��
��
�ショップインミラノ鹿 2014 ホリデイインミラノ

＊スーア 16f
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊サパス（02 USA栗 Kingmambo）FR１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（17）〕
ティンパニー（10牝栗 ＊バゴ）入着，�２勝
バゴガエシ（12牡栗 ＊バゴ）�２勝
ジャストフォファン（13牡鹿 ＊バゴ）�７勝��１勝�５勝��入着３回，王冠賞
（Ｄ1800），オパールＣ（芝 1700）２着，北斗盃（Ｄ1600）２着，せきれい賞
（芝 2400）３着，北海優駿（Ｄ2000）３着

ヴィーナスフローラ（14牝栗 ハーツクライ）３勝，ポプラ特別（Ｄ1700）２着，小
樽特別（芝 1200）２着

パトリオットラン（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝

２代母 ヴェリートルー Very True（92 USA栗 Proud Truth）USA６勝，レアトリ
ートＨ‐G3，Montauk H‐R，レイディーズＨ‐G2 ３着，Montauk H‐R
２着，Yaddo H‐R ２着，etc.
プラネタリープールズPlanetary Pools（99 牝 ＊スピニングワールド）FR１勝
アルニターク Alnitak（01 牡 Nureyev）FR・NOR・SWE・DEN３勝，パリ大賞

‐G1 ３着，Valley Chapel Memorial‐L ２着，Valley Chapel Memoria
l‐L ３着，Walter Nilsens Minnelop‐L ３着

３代母 トレイボーンTray Bone（85 USA栗 Le Fabuleux）不出走
レッドラディオール Red Radior（95 牡 EndsWell）PR４勝，C. Norman H. Dav

ila‐L
ディクシーズヒーローDixie's Hero（00	 Skip Away）USA３勝，John D. Mar

sh S‐R ２着

４代母 ティビアTibia（72 USA鹿 Gray Phantom）USA１勝
［孫］ ハイランドヴィクセン Highland Vixen（93牝 Highland Ruckus）USA

５勝，Star Shoot S‐L，Polite Lady H，Fanfreluche S‐R，etc.
［曾孫］ サンダータッチ Thunder Touch（01牡 Gulch）USA６勝，フォールハ

イウエイトＨ‐G3，Vincent A. Moscarelli Memorial H‐L，ボール
ドルーラーＨ‐G3 ３着，種牡馬

ザフルサークル Thefull Circle（99	 Unbridled's Song）USA５勝，
Princeton S，Rushing Man S‐L ２着

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
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

163 サパス２０２１ 牡・鹿 ５／２１

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueサパス ヴェリートルー Proud Truth

��
��
�Very True栗USA 2002 Tray Bone

A4
Le Fabuleux S4×M4 Ribot S5×M5 Flower Bowl S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 スターフォーユー（06鹿 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（７）〕
ベルサイユ（11牝鹿 アドマイヤジャパン）��１勝
シゲルクロカジキ（13牡鹿 マーベラスサンデー）障害２勝，�３勝
ドナリエラ（16牝鹿 カネヒキリ）�２勝
スターファースト（19牡鹿 ゼンノロブロイ）�出走，���１勝
ジョウショーホープ（20牡鹿 ミッキーロケット）�１勝

２代母 ホシノキンカ（99鹿 ＊ラムタラ）１勝
ランブリングローズ（07牝 ＊アグネスデジタル）３勝，八女特別３着，豊前特別３着

ユニオンローズ（15� ネオユニヴァース）１勝，なでしこ賞３着，�４勝
ミトノゴールド（12牡 ＊アグネスデジタル）３勝，高砂特別３着，	１勝
テンキセキ（13牝 ＊アグネスデジタル）２勝

３代母 ＊スターマイライフ（94 USA芦 Storm Cat）１勝
ロイヤルペルラ（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

スティールパス（07牝 ネオユニヴァース）５勝，ポラリスＳ‐L ２着，etc.，
��１勝，スパーキングＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

トレンドハンター（08牝 マンハッタンカフェ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞
‐G1 ３着

プレシャスライフ（04牝 ＊タイキシャトル）
５勝
シーブリーズライフ（10牝 アドマイヤジャパン）３勝，クロッカスＳ‐OP，カ

ンナＳ‐OP ２着，福島２歳Ｓ‐OP ３着，etc.
サークルオブライフ（19牝 エピファネイア）�３勝，阪神ジュベナイルフィ
リーズ‐G1，アルテミスＳ‐G3，チューリップ賞‐G2 ３着，etc.，優２牝

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

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，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： 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

164 スターフォーユー２０２１ �・鹿 ４／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawスターフォーユー ＊ラムタラ

��
��
�ホシノキンカ鹿 2006 ＊スターマイライフ

22d
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M4×S5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 シエルブラン（14栗 ゼンノロブロイ）２勝
初仔

２代母 ファルネーゼ（05栗 ＊フレンチデピュティ）３勝
サンガッロ（12牡 キングカメハメハ）入着，��11 勝
ダイワダッチェス（13牝 ＊ワークフォース）３勝，フェアリーＳ‐G3 ３着，飯豊特

別，サンライズＳ２着，春菜賞３着
アーキトレーヴ（15� ダイワメジャー）�５勝
パラティーノヒル（17牝 オルフェーヴル）�入着３回，�２勝

３代母 ＊ユーキャンドゥイット（93 USA栗 Gold Alert）USA14 勝，ファーストレイ
ディＨ‐G3，シャーリージョーンズＨ‐G3，Princess Rooney H‐L，Melale
uca S‐L，Kimscountrydiamond H，etc.

＊スティリスタ（02牡 Saint Ballado）２勝
ダンルース（03牝 Giant's Causeway）不出走

カサノヴァソルト（07牡 ＊ファルブラヴ）入着，�２勝�入着
ミラクルウェーブ（11牝 キングカメハメハ）�６勝
タガノフェアリー（12牝 ＊スニッツェル）１勝

ピュカーロ（08牡 ＊ワイルドラッシュ）入着４回，�２勝
リュクスメジャー（09牝 ダイワメジャー）３勝，シドニーＴ，香嵐渓特別２着，リ

ボン賞２着
リュクスウォリアー（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝，三浦特別２着
リュクスマジェスタ（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝

ウインユニファイド（12牡 ＊キンシャサノキセキ）６勝，ジュライＳ‐L，上賀茂Ｓ，etc.，
��２勝�，オグリキャップ記念２着，etc.

４代母 ロイヤルフィットRoyal Fit（87 USA栗 Native Royalty）USA１勝
［子］ ユーキャンドゥーイトトゥーUcandoittoo（98牝 Honour and Glory）

USA５勝，Miss Kansas City H３着
ホーリーフィットHoly Fit（06� Songandaprayer）USA８勝
ハンドオーヴァーフィストHand Over Fist（94� Premiership）USA６勝

［孫］ デュービットDubit（05 牝 E Dubai）USA４勝，Astoria S‐L ２着，
Tellike S２着，Fair Queen H２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アクセス・ワン＝宮崎県宮崎市 �0146-28-7777
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

165 シエルブラン２０２１ �・栗 ４／ ６

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルシエルブラン ＊フレンチデピュティ

��
��
�ファルネーゼ栗 2014 ＊ユーキャンドゥイット

4r
Deputy Minister M4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 シックファイター（03栗 ＊ヘクタープロテクター）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（20）〕
アナクレオン（08牡栗 タニノギムレット）�７勝�４勝�入着２回
ダンツフォワード（09牡栗 ダイワメジャー）入着，�２勝
オリアーナ（10牝青鹿 フジキセキ）２勝
ビービーアイガー（12牡鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝��入着�
アツコ（13牝鹿 ＊ワークフォース）障害１勝
アシャカリアン（14牡栗 ＊サマーバード）２勝
サノノツルギ（15�黒鹿 ネオユニヴァース）	�入着２回�３勝��１勝，石川ダ

ービー（Ｄ2000）２着
サノノエスポ（20牝栗 エスポワールシチー）	入着

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

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

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

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

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

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

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

Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.

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

販売申込者・所有者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈱セイクリットファーム＝日高町平賀 �01456-2-3935

166 シックファイター２０２１ �・青鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaシックファイター
＊ Be My Guest

��
��
�インヴァイト栗 2003 Burghclere

2f
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 シュヴァルツィーナ（14鹿 ＊カジノドライヴ）��入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
ポジティブガール（19牝栗 ＊バトルプラン）�出走

２代母 シュヴァルツ（02黒鹿 ＊ディアブロ）�５勝�１勝
サムサラ（08牝 ＊シルバーチャーム）�２勝
キャンディウイン（09牝 ＊ルールオブロー）�１勝��１勝�
ビックマウンテン（12牡 ＊シニスターミニスター）１勝
シュヴァノーティ（15牡 ＊モンテロッソ）�１勝�２勝��入着

３代母 シンツインクル（94鹿 ミスターシービー）不出走
ゴールデンコマツ（99牡 ＊ホワイトマズル）�７勝

４代母 シンウインド（84黒鹿 ＊ウエスタンウインド）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スワンＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2 ２着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ２着，朝日Ｃ
ｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.
［子］ サマーウインド（05牡 ＊タイキシャトル）４勝，�２勝�１勝��２勝	３勝

�２勝�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，クラスターＣ‐Jpn3
カゼノコウテイ（03牡 テイエムオペラオー）２勝，ＮＳＴ賞，月岡温泉特
別２着，etc.，�２勝�３勝
２勝，瑞穂賞，etc.

シンリズム（95牡 ＊リズム）３勝，愛宕特別２着，豊前特別３着，	２勝
�入着

セトノウインド（97牝 ＊ジェネラス）４勝，鳥栖特別２着
クオーターバック（02牡 ＊フォーティナイナー）�１勝�入着３回

［孫］ セトノプロミス（10牡 スパイキュール）４勝，福島放送賞，etc.，	11 勝
��，御厨人窟賞，黒潮スプリンターズＣ，etc.

セトノジェネシス（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝，	７勝
セトノシャトル（15牡 ＊タイキシャトル）２勝
ヒットナンバー（08牡 リンカーン）入着，	６勝
セトノチーター（13牝 マルカシェンク）入着４回，�２勝	１勝

５代母 ソロナエビス（72栃栗 ＊タマナー）２勝，３歳抽せん馬特別
［子］ シンピロー（78牡 ＊オンリーフオアライフ）２勝，函館３歳Ｓ

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

167 シュヴァルツィーナ２０２１ 牡・鹿 ４／１１
＊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

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourシュヴァルツィーナ ＊ディアブロ

��
��
�シュヴァルツ鹿 2014 シンツインクル

＊ヴイキユニア 16b
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ジュラーレ（13鹿 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
カリュウ（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�１勝

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�３勝，紫苑Ｓ‐G3，フェアリーＳ‐G3，秋

華賞‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.
プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若

戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着
ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

アイルビーゼア（18牝 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�１勝�，園田プ
リンセスＣ２着，兵庫若駒賞３着

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）２勝，��４勝��入着２回	，

全日本２歳優駿‐Jpn1，ダイオライト記念‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407

168 ジュラーレ２０２１ �・黒鹿 ５／ １
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマージュラーレ ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ鹿 2013 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ショウサンユリシス（11鹿 ＊プリサイスエンド）��４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
オーロファースト（18牝栗 ＊シニスターミニスター）���２勝�１勝�入着３回

２代母 ビューティテイスト（98栗 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
ラケナリア（05牝 ＊ジェイドロバリー）入着，��４勝
アイビーフォールド（07牡 ジャングルポケット）２勝，はなのき賞３着，寒桜賞３着
ビューティワンダー（10牝 ＊グラスワンダー）�16 勝��
ファシナンテ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）���２勝�７勝�２勝
モダンテイスト（16牝 ルーラーシップ）１勝
ナナナナナイロ（18牝 ＊アジアエクスプレス）��１勝��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
ミヤマリリー（88牝 ＊アーテイアス）４勝，八雲特別（２回），漁火特別２着，芝桜賞

２着，etc.
ミヤママーガレット（90牝 タマモクロス）４勝，伊良湖Ｓ，ゴールデンサドルＴ，

小樽特別，etc.，�１勝
ビューティークロス（91牝 タマモクロス）４勝，臥牛山特別，サルビア賞

ケリーズビューティ（01牝 ＊ブライアンズタイム）��４勝
インプレスウィナー（07牡 フサイチコンコルド）７勝，オーロＣ‐L，京王
杯スプリングＣ‐G2 ３着，尾張Ｓ‐L ３着，etc.，�３勝���

ナランフレグ（16牡 ゴールドアリュール）�６勝，高松宮記念‐G1，オー
シャンＳ‐G3 ２着，オパールＳ‐L ２着，etc.

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

こでまり賞２着
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： ㈲豊洋牧場＝日高町豊田 �01456-5-2607
生 産 牧 場： ㈲豊洋牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

169 ショウサンユリシス２０２１ �・鹿 ２／ ７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyショウサンユリシス ダンスインザダーク

��
��
�ビューティテイスト鹿 2011 ミヤマビユーテイー

＊フラストレート 1b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シンハルカジョウ（03鹿 ブラックタキシード）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
ロスカティオス（10牝栗 ＊ティンバーカントリー）�３勝��４勝
マイネルルミノーソ（14牡黒鹿 フリオーソ）１勝
ワンモアベット（15牝青 ＊ロージズインメイ）�３勝�入着２回

２代母 ダイナボンダー（83栗 ＊ノーザンテースト）７勝，福島ＲＣ７０周年記念‐OP，
立夏賞，新潟日報賞，飯盛山特別，相川特別，etc.
アドマイヤジェンヌ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，石狩特別２着

マイネノーブレス（07牝 マヤノトップガン）３勝，桑折特別３着
ベルオッハー（99牝 フジキセキ）�２勝�入着３回
エプソムスケール（01牡 メジロマックイーン）�10 勝�入着２回

３代母 ＊タイムトウポンダー（77 USA栗 Court Recess）不出走
サクラケンラン（85牝 ＊ノーザンテースト）出走

プレアクティブ（97牝 ＊ゴールデンフェザント）�１勝
マイネルランページ（04牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，山桜賞，黄梅賞２着
シンプウライアン（05牡 ブラックタキシード）�４勝��，スプリングＣ
２着，駿蹄賞３着

ノムラテンカムテキ（92	 ＊ジェイドロバリー）��７勝，しらさぎ賞，ゴールドＣ３着

４代母 ラペルーズ La Peruse（65 USA栗 Tom Fool）不出走
［曾孫］ アイヴォリーミスト Ivory Mist（82 牝 Sir Ivor Again）USA６勝，Albert

a Oaks‐R，Mount Royal S，Rundle Heights H，etc.

５代母 ブイヤベースBouillabaisse（56 USA栗 Counterpoint）USA５勝
［子］ フィッシュハウス Fish House（64牝 Porterhouse）USA６勝，サンタス

サーナＳ，Lassie Trial S，ガーデニアＳ２着，etc.
［孫］ ニチドウタロー（76牡 ＊エルセンタウロ）５勝，天皇賞（春），中京３歳Ｓ

‐OP，もみじ賞，種牡馬
フリーラウンド Free Round（72牡 Round Table）FR２勝，ウジェーヌ
アダム賞‐G2，サラマンドル賞‐G1 ２着，仏グランクリテリヨム
‐G1 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ハーモニーストックファーム＝別海町尾岱沼 �01538-6-2846
生 産 牧 場： ハーモニーストックファーム
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

170 シンハルカジョウ２０２１ �・青鹿 ２／２４

＊

ラングフール Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Langfuhr

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

��
��
�Dixiana DelightUSA 鹿 2012 Lake Lady

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットシンハルカジョウ ＊ノーザンテースト

��
��
�ダイナボンダー鹿 2003 ＊タイムトウポンダー

2s
Northern Dancer S4×M4 Nearctic S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 シュシュファレル（08栗 ＊タップダンスシチー）�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
ステイシーファレル（12牝鹿 ハイアーゲーム）�５勝��，天山賞（Ｄ1750）
コブラショット（13�青鹿 ハイアーゲーム）��２勝
パールアッシュ（14牝栗 ディープスカイ）�１勝�１勝�����
エーステージ（19牡鹿 パドトロワ）	
未出走�出走

２代母 センエツルビー（90鹿 ＊スイフトスワロー）�１勝
セイエイシーズ（95牝 ＊カコイーシーズ）��７勝��５勝
クレーデ（96牝 ＊アロングオール）�４勝�
アートサンキュー（97牡 ＊アルカング）入着２回，�８勝�入着２回
ナミ（98牝 ＊カコイーシーズ）入着，�２勝��５勝，エーデルワイス賞‐Jpn3，ス

ーパーＣｈＳ，ゴールデンティアラ賞，トゥインクルレディ賞，東京プリンセ
ス賞，etc.

モエレルビー（00� サクラチトセオー）�３勝
ドリームフロー（02牡 ＊カコイーシーズ）��８勝
シャコーレインボー（03牡 ＊カコイーシーズ）��３勝
ラビットハルマ（07牡 ＊カコイーシーズ）
２勝�

３代母 ロイヤルミコマ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）不出走
レオピアレス（92牝 ＊カコイーシーズ）不出走

レオフォーレンス（01牝 フジキセキ）３勝
レオカクテル（18牡 タイムパラドックス）	２勝，鋸山特別２着

レオマジック（02牡 ＊ライブリーワン）１勝，プラタナス賞２着，�４勝���

４代母 スイートオパール（68鹿 ＊パーソロン）４勝
［子］ フィデオンオパール（79牡 ＊フイデイオン）３勝，こけもも賞

タツノリマンドオー（83牡 ＊リマンド）１勝，かきつばた賞２着
［孫］ レオテンザン（84牡 ＊スイフトスワロー）４勝，京都新聞杯‐Jpn2，Ｒた

んぱ賞‐Jpn3，クローバー賞‐OP ３着，etc.，種牡馬
［曾孫］ ランシャガール（98牡 ＊クリミナルタイプ）１勝，みなみ北海道Ｓ‐L ３着，

笹山特別３着，��１勝

販売申込者・所有者： 船越 伸也＝平取町荷菜 �090-1528-4809
生 産 牧 場： 船越 伸也
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

171 シュシュファレル２０２１ 牡・鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceシュシュファレル ＊スイフトスワロー

��
��
�センエツルビー栗 2008 ロイヤルミコマ

＊ニイアンドリア 12c
Northern Dancer M4×M4×S5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ツーソックス（05鹿 ＊ファルブラヴ）�３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
オフェーリアシチー（11牝芦 アドマイヤコジーン）１勝
ミコサン（15牝栗 ディープブリランテ）�２勝��１勝
クリノキューチャン（19牝鹿 ＊モンテロッソ）�出走

２代母 ＊ダンジグウィズウルヴス（97 USA鹿 Danzig）GB出走
ダイアモンドヘッド（03� ＊サンデーサイレンス）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2

２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，晩春Ｓ３着，��１勝
ウインヴェロシティ（06牡 ダンスインザダーク）３勝，香住特別
ディープデザイア（07牝 アグネスタキオン）１勝
ボンベイダック（08牝 ディープインパクト）１勝
ゲイシャギャルGeisha Gal（09 牝 アグネスタキオン）USA２勝

ウーラギャルOola Gal（15 牝 Quality Road）USA３勝，Barely Even S
‐R ２着

３代母 ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 USA鹿 Cryptoclearance）
USA５勝，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G2，スカイ
ラヴィルＳ‐G2，Florida Oaks‐L ３着
イシグル Ishiguru（98牡 Danzig）GB・FR・IRE３勝，フライイングファイヴＳ‐G3，

Belgrave S‐L，Richard H. Faught Memorial S‐L ２着，種牡馬
キャットファイター Cat Fighter（00 牝 Storm Cat）USA３勝，ラカニャーダＳ

‐G2，エルエンシノＳ‐G2 ３着，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着，etc.
タクティクムーヴTacticmove（01牝 Deputy Minister）USA出走

グッドラックガスGood Luck Gus（12� Lookin At Lucky）USA５勝，Ha
ynesfield S‐R，Albany S‐R，Damon Runyon S‐R，etc.

ワイルキャットWile Cat（03 牝 Storm Cat）不出走
シュムース Shumoos（09牝 Distorted Humor）GB・USA３勝，サイレニアＳ

‐G3，クイーンメアリーＳ‐G2 ２着，チェリーヒントンＳ‐G2 ３着，etc.
ライネット Lynnette（08 牝 ＊ヨハネスブルグ）USA２勝

ジェニファーライネット Jennifer Lynnette（13 牝 Elusive Quality）USA・C
AN４勝，ロイヤルノースＳ‐G3，Star Shoot S‐L ２着，Zadracart
a S‐R ２着，etc.

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

172 ツーソックス２０２１ 牡・鹿 ５／ １
＊

＊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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightツーソックス
＊ Danzig

��
��
�ダンジグウィズウルヴス鹿 2005 Strategic Maneuver

4g
Northern Dancer S4×M4×M4 Special S4×M5

価格： 購買者：



母 スイートデュプレ（11鹿 ダイワメジャー）�１勝�入着�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
クラウンデフィート（17牡青 シビルウォー）���２勝�２勝

２代母 ＊ゲーリックチューン（91 USA鹿 Danzig）不出走
＊シンボリインディ（96牡 A.P. Indy）５勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，京成杯オータ

ムＨ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ２着，マーガレットＳ‐OP，ひいらぎ賞
＊スイートスリリング（97牝 ＊サンダーガルチ）２勝，江戸川特別３着

バンガロール（06牡 アグネスタキオン）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，マリー
ゴールド賞‐OP ２着，会津特別，新春Ｓ３着

＊スイートクラフティ（98牝 Crafty Prospector）５勝，驀進特別，神奈川新聞杯，鳥
羽特別，久慈川特別，フリーウェイＳ２着，etc.
サプールコンゴ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�６勝��４勝�	，黒潮皐月賞

３着，土佐春花賞３着
エロイカ（09牡 ディープインパクト）１勝
マコトクオバディス（10牝 ダイワメジャー）入着２回，	６勝�入着２回，秋桜賞３着

３代母 スクアンソング Squan Song（81 USA黒鹿 Exceller）USA18 勝，アフェク
ショニトリーＨ‐G3，レアトリートＨ‐G3，コティリオンＳ‐G3，Carousel H
‐L（２回），Haddonfield H‐L（２回），etc.
ティンオークスTin Oaks（89 牝 Deputy Minister）USA出走

テンペストフュージット Tempest Fugit（97
 Unaccounted For）USA10 勝，
John B.Campbell H‐L，Oceanport H‐L，Eight Thirty S，etc.

オメガコードOmega Code（00牡 Elusive Quality）USA３勝，サンミゲル
Ｓ‐G3，Jessman CloudMemorial S‐L，Gilded Time S‐L ３着，
種牡馬

＊クインプール（90牝 Alydar）USA３勝，ケンタッキーオークス‐G1 ３着
コミックジーニアス Comic Genius（98 牡 Unbridled）USA４勝，Rockingham

Park Derby２着，種牡馬
フォークアート Folk Art（01 牝 Bertrando）USA１勝

ヴァーソエイヴァーソ Verso a Verso（10牝 Circular Quay）USA２勝，My
Dear Girl S‐R，John Franks Juvenile Fillies Turf S‐R ２着

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

173 スイートデュプレ２０２１ �・黒鹿 ４／１８
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケスイートデュプレ
＊ Danzig

��
��
�ゲーリックチューン鹿 2011 Squan Song

5f
Halo S4×M4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スキャンパー（13 GB鹿 Oasis Dream）GB出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
ケリアテソーロ（18牝鹿 ダイワメジャー）�１勝，�２勝
ユキノエリザベス（19牝黒鹿 キタサンブラック）�１勝

２代母 ウィンスWince（96 GB鹿 Selkirk）GB・IRE４勝，英１０００ギニー‐G1，フ
レッドダーリングＳ‐G3，Star S‐L ２着
クイフQuiff（01 牝 Sadler's Wells）GB２勝，ヨークシャーオークス‐G1，英セン

トレジャー‐G1 ２着，リブルズデイルＳ‐G2 ３着
アラビアンガルフ Arabian Gulf（04 牡 Sadler's Wells）GB１勝，チェスターヴァ

ーズ‐G3 ２着，種牡馬
トータルコマンド Total Command（07� Sadler's Wells）GB１勝，クイーンズ

ヴァーズ‐G3 ３着，USA障害１勝
ドリームワイルドDreamWild（10 牝 Oasis Dream）GB１勝

バイパーティサンシップ Bipartisanship（18 牝 Bated Breath）�IRE・USA
２勝，Tropical Park Oaks‐L，ブラウンズタウンＳ‐G3 ３着

３代母 フリット Flit（88 USA鹿 Lyphard）GB１勝
フリーティンググリンプス Fleeting Glimpse（94牝 RainbowQuest）FR１勝，

サンタラリ賞‐G1 ２着
ハーフグランス Half Glance（99牝 ＊デインヒル）GB３勝，メイヒルＳ‐G3，

Pretty Polly S‐L ３着
タイクーン Tycoon（01牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA・UAE１勝，

愛ダービー‐G1 ３着，英セントレジャー‐G1 ３着，ターフクラシック
招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

ウルンディUlundi（95� RainbowQuest）GB・USA６勝，Wolferton S‐L，
GB・IRE障害５勝

４代母 ニンブルフォリーNimble Folly（77 USA栗 Cyane）不出走
［子］ コントルダンス Contredance（82牝 Danzig）USA８勝，アーリントン

ワシントンラッシーＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，New Year
H‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �0146-42-1477
生 産 牧 場： ㈲服部牧場
飼 養 者： ㈲服部牧場＝新ひだか町静内神森 �090-8906-7169

174 スキャンパー２０２１ 牡・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

オアシスドリーム Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Oasis Dream Hopeスキャンパー ウィンス Selkirk

��
��
�Wince鹿GB 2013 Flit

4r
Lyphard M4×M5 Northern Dancer M5×M5

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：２〕
スターメメ（20牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

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： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： 林 博道
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

175 スターギャル２０２１ �・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 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊
＊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
Lyphard S5×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：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（19）〕
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）�	２勝，ノトキリシマ賞（Ｄ1500）３

着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）３着
ホヌ（20牡鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

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

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： ㈲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

176 スナークスマイル２０２１ 牡・鹿 ５／１０

＊

＊
＊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

＊ 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
Deputy Minister M3×S5 Hold Your Peace M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 スノードリーム（13芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，ごぎょう賞
（Ｄ1200）３着，���２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 マルカジュリエット（00鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
リトルジュリエット（06牝 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��入着３回
ミッキーフィーバー（10牡 メイショウサムソン）入着，�２勝
ヌンジュリエット（14牝 ローエングリン）入着２回，�３勝
タイセイスキャット（16� ＊ヨハネスブルグ）入着４回，�１勝�１勝��
ユウユウレラシオン（20牝 インカンテーション）��２勝

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

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

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

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

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

浜特別，etc.

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

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

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

［孫］ キッシンタイ Kissin Ty（01� Kissin Kris）USA７勝，Rattlesnake S

販売申込者・所有者： ㈱前谷牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-5983-9711
生 産 牧 場： 前谷 武志
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

177 スノードリーム２０２１ �・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceスノードリーム ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカジュリエット芦 2013 ＊クルーピアレディー

4g
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 スリースノーグラス（04芦 ＊グラスワンダー）�２勝�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（17）〕
ミサキマキバオー（09牡芦 サクラプレジデント）�10 勝
ハクウン（10牝芦 ダンスインザダーク）�１勝��３勝
マイネルフロスト（11牡芦 ブラックタイド）４勝，毎日杯‐G3，福島民報杯‐L
（芝 2000），日本ダービー‐G1 ３着，七夕賞‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，
中山金杯‐G3 ２着，鳴尾記念‐G3 ３着，アンドロメダＳ‐L（芝 2000）３着，
コスモス賞‐OP（芝 1800）

マイネルオニキス（16牡黒鹿 ブラックタイド）���１勝�２勝

２代母 ＊ダイヤモンドスノー（95 USA芦 Dayjur）１勝
スリーダイヤスノー（00牡 ＊ラストタイクーン）１勝
スリージェム（01牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐L ３着，仁川Ｓ‐L ３着，

橿原Ｓ，安芸Ｓ，ジャニュアリーＳ，etc.
フローラルジュノー（03牝 ＊タイキシャトル）１勝

３代母 アンシャンレジーム Ancient Regime（78 USA芦 Olden Times）GB・FR
３勝，モルニー賞‐G1，ロベールパパン賞‐G1 ２着，セーネオワーズ賞‐G3 ２
着，グロシェーヌ賞‐G3 ２着，プティクヴェール賞‐G3 ３着
ラグランドエポック La Grande Epoque（84牝 Lyphard）GB・FR・SWE２勝，

P. Yacowlef‐L，アベイドロンシャン賞‐G1 ２着，グロシェーヌ賞‐G2
４着，etc.
マトロMatelot（90 牡 Riverman）GB・FR・UAE６勝，P. Cor de Chasse

‐L，P. du Pont‐Neuf‐L，モーリスドゲースト賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
ラーミ Rami（87 牡 Riverman）GB・IRE・SAF５勝，コンコルドＳ‐G3，Leice

stershire S‐L，クイーンアンＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
クラクレジマン Crack Regiment（88 牡 El Gran Senor）FR・ITY・USA・HKG

・SPA３勝，エクリプス賞‐G3，G.P. de la Hispanidad‐L，クリテリヨム
ドメゾンラフィット‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ダンシングマエストロDancing Maestro（96 牡 Nureyev）GB・FR１勝，Criter
ium de Vitesse‐L ３着，P. Yacowlef‐L ３着，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

178 スリースノーグラス２０２１ 牡・芦 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraスリースノーグラス
＊ Dayjur

��
��
�ダイヤモンドスノー芦 2004 Ancient Regime

15a
Halo S4×S4 Danzig M4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 タイムトゥラン（04鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－４（21）〕
スリータイタン（09�黒鹿 スズカマンボ）５勝，ベテルギウスＳ‐OP（Ｄ1800）２

着，丹沢Ｓ（Ｄ2100），鳥取特別（Ｄ2000），赤富士Ｓ（Ｄ2100）２着，名古屋城
Ｓ（Ｄ1800）３着

ノッキングオン（10牡鹿 ＊ジャイアントレッカー）３勝，��３勝���１勝
マジックボーイ（12牡鹿 スマートボーイ）��10 勝
グロースハック（13牡栗 メイショウボーラー）��１勝�入着２回�
スリーコーズライン（16牡鹿 スズカコーズウェイ）障害１勝
ミホスローロリス（17牝鹿 スズカコーズウェイ）���５勝	１勝
テイエムランウェイ（19牡栗 スズカコーズウェイ）�１勝
アストライオス（20牡鹿 ダブルスター）�
入着

２代母 アイオーユー（90栗 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，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，
��入着２回，マリーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
ショウグンエックス（98牡 ＊フォーティナイナー）４勝
プリモレディ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

タイセイパルサー（13牡 ＊パイロ）４勝，フェニックス賞‐OP ３着，桃山Ｓ，
摩耶Ｓ３着，上賀茂Ｓ３着，桃山Ｓ３着

３代母 ＊ランザリスク（76 GB鹿 Run the Gantlet）GB出走
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
スイスリスク Swiss Risk（88 牝 ＊ラストタイクーン）FR出走

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

アジテーション（89牝 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.
プリエミネンス（97牝 ＊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，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-42-0002
生 産 牧 場： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189

179 タイムトゥラン２０２１ 牡・青鹿 ５／ ８

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayタイムトゥラン ヤマニンスキー

��
��
�アイオーユー鹿 2004 ＊ランザリスク

5d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊セイクリッドフレイム（05 USA鹿 Rahy）GB出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（31）〕
ケイアイレーヴェ（10牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�４勝�７勝
セイクリッドブルー（11牝鹿 ＊ブライアンズタイム）�７勝
レディームーン（12牝栗 アドマイヤムーン）�４勝�入着６回
ゴールドスピアー（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）��入着��３勝
サブリナ（15牝栃栗 ダノンシャンティ）１勝
ジェネラルエリア（17牝鹿 ＊バトルプラン）��１勝�１勝�４勝	��，お松の

方賞（Ｄ1900）２着，スプリングＣ（Ｄ1800）２着，百万石賞（Ｄ2100）３着，東
海クイーンＣ（Ｄ1800）３着

ゴールドスペンサー（18牡鹿 パドトロワ）���入着２回
クリノリアルレディ（20牝鹿 リアルインパクト）�出走

２代母 アシュラーカト Ashraakat（95 USA鹿 Danzig）GB・FR３勝，Charlotte
Fillies S‐L，Sceptre S‐L，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，Oak Tree S‐L ２着
ヘザームHezaam（01牡 Red Ransom）GB５勝
エルデセシーEl Dececy（04牡 Seeking the Gold）GB12 勝
アクタールAqtaar（08
 Smart Strike）USA８勝

３代母 エルスール Elle Seule（83 USA栗 Exclusive Native）FR・USA３勝，アス
タルテ賞‐G2，P. des Tuileries‐L，オペラ賞‐G2 ２着，ボワ賞‐G3 ２着，
ロワイヨモン賞‐G3 ３着，etc.
オンリースールOnly Seule（88 牝 Lyphard）FR１勝

オキュパンディストOccupandiste（93 牝 Kaldoun）FR６勝，フォレ賞‐G1，
モーリスドゲースト賞‐G1，ポルトマイヨ賞‐G3，etc.

メフサーフMehthaaf（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE４勝，愛１０００ギニー‐G1，
セレブレイションマイル‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

エルナディム Elnadim（94牡 Danzig）GB・USA５勝，ジュライＣ‐G1，ダイアデ
ムＳ‐G2，Hopeful S‐L，etc.，種牡馬

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

販売申込者・所有者： ㈲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

180 セイクリッドフレイム２０２１ 牡・鹿 ３／２３

＊

＊ 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

＊

ラヒー Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Rahy Glorious Songセイクリッドフレイム アシュラーカト Danzig

��
��
�Ashraakat鹿USA 2005 Elle Seule

4m
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M4×S5×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 セクシイスイート（08鹿 タヤスツヨシ）入着，障害１勝，��１勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（11）〕
セクシイストリー（15牝鹿 アーネストリー）�２勝�２勝
セクシイフラワー（16牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝
セクシイライン（17牝青鹿 タニノギムレット）�２勝
ソルト（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）��３勝
エムオースイート（19牝鹿 タニノギムレット）���入着４回�１勝

２代母 ラブリースイート（99鹿 ボールドノースマン）１勝
ケンドジュウライ（04牡 フサイチソニック）�６勝�	入着３回
アゲシオ（06牡 ＊アサティス）入着２回，�１勝��４勝
ニシキホマレ（07牡 ＊オペラハウス）２勝
セクシイサウンド（10牝 ブラックタイド）１勝

３代母 アカリホマレ（91栗 ビゼンニシキ）��２勝
グランモンテ（97牡 ボールドノースマン）��３勝
スマートブライト（98牡 ボールドノースマン）��２勝

４代母 アカリジヨオー（81鹿 ＊パーソナリテイ）２勝
［子］ ヤマテツイナヅマ（86牝 ＊イエローゴツド）
７勝�１勝��，３歳優駿２着

アカリシュート（89牝 ＊レシテイシヨン）�２勝�７勝�４勝２勝
フシミジョオー（92牝 ＊インイクストリーミス）�２勝�１勝

５代母 フシミレデイ（75鹿 シンザン）不出走
［子］ フシミアテンション（89牝 ＊ノーアテンシヨン）�１勝�６勝�入着３回

ドラールウイング（85牝 ＊ボールドコンバタント）�７勝
マリンパワー（80� ＊ラナーク）�５勝
アカリゴット（87牡 ＊イエローゴツド）入着，�４勝�
フシミドレッサー（88牝 ビゼンニシキ）�３勝
ストームダイキチ（90牡 ＊アカビール）
１勝
フシミシヨウリ（82牝 ＊サウンドトラツク）�１勝
ルパンイツセイ（79牡 ＊ボールドアンドフリー）１勝

［孫］ モリトレンゲ（95牝 リードワンダー）１勝

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 �080-2871-0269

181 セクシイスイート２０２１ 牡・鹿 ４／２３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�タヤスツヨシ ＊マガロセクシイスイート ボールドノースマン

��
��
�ラブリースイート鹿 2008 アカリホマレ

＊シビーズ 3j
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ゼクト（12黒鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ジゼル（19牝栗 ＊シニスターミニスター）���２勝
シゲルカミカゼ（20牡黒鹿 ＊ドレフォン）�出走

２代母 スターオブジェンヌ（03黒鹿 ＊アジュディケーティング）�３勝��３勝�，
トゥインクルレディ賞，桜花賞２着
スターオブローマン（11牝 ダンスインザダーク）��１勝�１勝�
ラヴインアクション（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝���入着４回
アハデコノヨヲ（14牝 フリオーソ）�１勝
スターオブソレイユ（15牝 ヴァーミリアン）�６勝�入着���，カペラ賞２着，

佐賀皐月賞３着
キヨセ（17牡 ＊カジノドライヴ）�１勝��２勝�入着２回

３代母 アイテイマリー（85鹿 ホスピタリテイ）�６勝

４代母 ホクセーチエリー（81鹿 ＊パーソロン）不出走
［子］ メイショウベンハー（87牡 マルゼンスキー）３勝，平安Ｓ‐OP ３着，欅

Ｓ２着，長良川Ｓ３着
リュウホウ（89牝 ＊スリルシヨー）３勝，大沼Ｓ，仁山特別，函館日刊ス
ポーツ杯２着，etc.

メイショウマゼンタ（93牡 ダイナガリバー）３勝，月山特別，最上川特別
２着，木曽川特別３着，etc.

［孫］ ロングアドミラル（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，浄土平特別３着

５代母 ホクセーミドリ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）４勝，Ｒたんぱ賞，オークス３着，阪
神４歳牝馬特別２着，ひいらぎ賞，さざんか賞
［孫］ アインブライド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ

‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，野路菊Ｓ‐OP，優２牝
ハスラー（99牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，エイプリルＳ‐L ２着，ディ
センバーＳ‐L ２着，晩春Ｓ，etc.

メイショウヤシマ（90牡 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，霜月Ｓ，羊蹄
山特別，羅生門Ｓ３着，etc.，	１勝��

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

182 ゼクト２０２１ �・栗 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターゼクト ＊アジュディケーティング

��
��
�スターオブジェンヌ黒鹿 2012 アイテイマリー

＊フエアリーテイル 4j
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 セラミックアート（10栗 フジキセキ）入着２回，��１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
マゼンダフラッシュ（19牝栗 ストロングリターン）��２勝

２代母 ヴァインドレッサー（02鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
マスターソムリエ（07牡 フジキセキ）２勝
サトノジューク（09牡 マンハッタンカフェ）�７勝
ダイアペイソン（11牝 マツリダゴッホ）�５勝
タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L ２着，

東風Ｓ‐L ２着，毎日杯‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.
プリオラート（14牡 スマートファルコン）��５勝
ランドアーティスト（17� ヴィクトワールピサ）�１勝，北辰特別３着

３代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，

桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.，優古牝
アルティメイトラブ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝
ゴッドセレクション（18牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，伏竜Ｓ‐OP，etc.，�
��入着２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着

ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タン
ザナイトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，etc.

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

ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記
念‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，etc.

フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

４代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
［子］ ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京

都牝馬Ｓ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイ
ダービー‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲本間牧場＝日高町幾千世 �01456-7-2458
生 産 牧 場： ㈲本間牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

183 セラミックアート２０２１ 牡・鹿 ３／２４

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーセラミックアート ＊エンドスウィープ

��
��
�ヴァインドレッサー栗 2010 ヴァイオレットラブ

＊ヴアインゴールド 4r
Halo M4×S5 Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ソーシャライツ（14黒鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ファディッシュ（19牝黒鹿 グランデッツァ）�出走，��入着

２代母 マンハッタンセレブ（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
シャインセレブ（07牝 ＊クロフネ）出走

シャインヴィットゥ（14牡 ＊ファスリエフ）５勝，２０１８フェアウェルＳ，���
１勝�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着

シャインカメリア（15牝 ＊アポロキングダム）２勝，ダリア賞‐OP ２着，エス
ペランサ賞３着，��２勝�

サトノグロリアス（09牡 ジャングルポケット）１勝
セレブリティモデル（10牝 キングカメハメハ）２勝，忘れな草賞‐OP
ブルックデイル（12牝 キングカメハメハ）４勝，山中湖特別，湯川特別，土湯温泉

特別，粟島特別２着
ロスカボス（13� キングカメハメハ）２勝，野路菊Ｓ‐OP，すみれＳ‐OP ３着，青

梅特別３着，障害１勝
セイハロートゥユー（18牡 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ＊サトルチェンジ（88 IRE 黒鹿 Law Society）GB・IRE３勝，Giolla Mear R
ace‐L，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着

＊エアスマップ（95牡 ＊デインヒル）７勝，オールカマー‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3
２着，新潟記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

マンハッタンカフェ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，有馬記念‐Jpn1，菊花賞
‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，etc.，優古牡，種牡馬

マンハッタンフィズ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
アプリコットフィズ（07牝 ジャングルポケット）４勝，クイーンＳ‐G3，クイ

ーンＣ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.
クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬
ダービーフィズ（10牡 ジャングルポケット）５勝，函館記念‐G3，セントライ

ト記念‐G2 ２着，札幌記念‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 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

184 ソーシャライツ２０２１ �・黒鹿 ５／１３
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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーソーシャライツ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マンハッタンセレブ黒鹿 2014 ＊サトルチェンジ

16c
トニービンM3×S4 サンデーサイレンスM3×S4 Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 トーコーアンジェ（11栗 ディープスカイ）�２勝
初仔

２代母 ＊ホットマンボ（03 USA栗 Kingmambo）USA出走
シンゼンスマイル（07牡 Menifee）�11 勝
コウエイオトメ（08牝 ハーツクライ）５勝，比叡Ｓ，四国新聞杯（２回），牧園特別，

古都Ｓ２着，琵琶湖特別２着，etc.
マーティンバローズ（09牡 ネオユニヴァース）入着３回，��２勝��入着７回，

開聞岳賞２着，文月賞３着
ケイティバローズ（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，檜山特別，ユートピアＳ２着，

��入着２回�，エンプレス杯‐Jpn2 ３着
ビンテージヴォーグ（12牡 マンハッタンカフェ）��５勝
マナープリンセス（14牝 ハーツクライ）�４勝
キャンドゥ（15牡 オルフェーヴル）��１勝�４勝�１勝
ホットスタンプ（16牝 オルフェーヴル）	２勝�２勝
スンリ（18牝 キズナ）�３勝，エルフィンＳ‐L ２着

３代母 エイオーエルヘイズ A. O. L. Hayes（97 USA栗 A.P. Indy）USA６勝，
Prismatical S‐L，Summit S２着，レアトリートＨ‐G3 ３着，アンアランデ
ルＳ‐G3 ３着
クインガールQuinn Girl（06 牝 Fusaichi Pegasus）USA・BRZ入着

インバティヴェルウルク Imbativel Hulk（13 牡 Holy Roman Emperor）BRZ
４勝，アドエマル＆ホベルトＧファリア大賞‐G3 ３着

４代母 ポッシブルメイト Possible Mate（81 USA栗 King's Bishop）USA14 勝，ニ
ューヨークＨ‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2，ヴァイオレットＨ‐G3，ボイリ
ングスプリングズＨ‐G3，Mutual Savings Life Ladies H‐L，etc.
［子］ フェアリーガーデン Fairy Garden（88牝 Lyphard）FR・USA10 勝，マ

ッチメイカーＳ‐G2，オーキッドＨ‐G2，セネカＨ‐G3，etc.
［孫］ タップデイ Tap Day（01牡 Pleasant Tap）USA11 勝，メドーランズＢ

ＣＳ‐G2，Budweiser Challenger S，Frisk Me Now S，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： 藤本 直弘
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

185 トーコーアンジェ２０２１ 牡・黒鹿 ４／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエピカリス ＊カーネギー

��
��
�スターペスミツコ黒鹿 2014 マーチンミユキ

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビトーコーアンジェ
＊ Kingmambo

��
��
�ホットマンボ栗 2011 A. O. L. Hayes

4r
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊デザートオブライフ（13 IRE 芦 Mastercraftsman）GB・GER２勝，ツークンフ
ツレネン‐G3，Star S‐L ２着，Washington Singer S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 クランキースパンキー Cranky Spanky（03 IRE 栗 Spectrum）ITY４勝，
P. Royal Mares‐L，P. Patrizio Galli‐L ２着
ホットキッスHotkiss（09� Footstepsinthesand）ITY３勝
ポテンツァPotenza（16� Born To Sea）�GB６勝
ファンダビドウシ Fandabidozi（18� Mastercraftsman）�GB１勝

３代母 アルメニアArmenia（97 IRE 栗 ＊アラジ）GB・IRE１勝
ペッパーポッパー Pepper Popper（06 牡 Indian Haven）ITY１勝，P. Natale di

Roma‐L ２着，P. Signorino‐L ３着

４代母 アトランティックフライア Atlantic Flyer（88 USA鹿 Storm Bird）GB１勝，
フィリーズマイル‐G1 ３着，チェリーヒントンＳ‐G3 ３着，プレスティージ
Ｓ‐G3 ３着

５代母 ユーフロシニー Euphrosyne（76 USA黒鹿 ＊ジヤツジヤー）USA10 勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，ニッカボッカーＨ‐G3，White Rose S，ＷＬマクナイ
トＨ‐G2 ２着，シープスヘッドベイＨ‐G2 ２着，etc.
［子］ ユーフロシニースター Euphrosyne Star（93 牝 ＊ブラッシングジョン）M

EX６勝，C. Independencia‐L，C. Jacarandas‐L
［曾孫］ ロードマルコス Lord Marcos（97 牡 Clackson）BRZ11 勝，ブラジル大

賞‐G1，ＡＢＣＰＣＣ－マティアスマシュリネ大賞‐G1，フロンティ
ン博士大賞‐G2（２回），etc.，種牡馬

ミスターリズンノースMr. Risennorth（97 牡 Music Prospector）BRZ
７勝，ジョゼＣアスンプカン会長大賞‐G3，サンパウロ市長大賞‐G3，
ＡＢＣＰＣＣ－ミリャ杯‐G3 ２着，etc.

ドントゲットサスピシャスDon'tgetsuspicious（06 牝 E Dubai）USA・
CAN17勝，Day Lilly S‐L，Pink Ribbon S‐L，Municipaliti
es Mayors H，etc.

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

186 デザートオブライフ２０２１ 牡・鹿 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

マスタークラフツマン Danehill Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Mastercraftsman Starlight Dreamsデザートオブライフ クランキースパンキー Spectrum

��
��
�Cranky Spanky芦IRE 2013 Armenia

3j
Storm Bird S4×M5 Lyphard S5×M5 Blushing GroomM5×M5

価格： 購買者：



母 タイヨウノコ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ヒスイクロシェット（17牝青鹿 フェノーメノ）��２勝�

２代母 ムーンライトソナタ（99黒鹿 サクラバクシンオー）４勝，賢島特別，有田特別，
長岡特別，知多特別２着（２回），芦屋川特別２着，etc.
エリーゼ（08牝 ＊ストラヴィンスキー）�２勝
リバティーホール（09牝 ＊ケイムホーム）１勝，白河特別２着，福島中央ＴＶ杯３着，

�２勝��
バーニングハート（10牝 ＊ストラヴィンスキー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着
マイカイ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝��５勝
チタノプリンセス（14牝 サクラプレジデント）���９勝�入着２回
ルーナセレナータ（16牝 トーセンラー）入着，�３勝�入着３回
デザートムーン（17牝 ベルシャザール）���４勝
ハヅキ（18牝 ＊ゴスホークケン）��４勝

３代母 ＊ブルースフォーユー（87 IRE 鹿 Cure the Blues）�入着４回

４代母 アーブリーArburie（71 IRE 栗 Exbury）FR・IRE１勝
［子］ アスクザウィンド Ask theWind（80牝 Run the Gantlet）FR・IRE３

勝，Hard Fought S‐L
［孫］ ファントムブリーズ Phantom Breeze（86牡 ＊ヴィジョン）IRE・USA８

勝，パンアメリカンＨ‐G2，マンハッタンＨ‐G2，愛ダービートライ
アルＳ‐G2，etc.，種牡馬

ミスティウィンドMistyWind（88牡 Be My Guest）IRE・USA６勝，
Point Reyes Invitational H‐R，Vallejo Day H‐L ２着，Ber
keley H２着，etc.，種牡馬

ホストオヴエインジェルズ Host of Angels（85 牝 General Assembly）
IRE・USA６勝，Brownstown Stud S‐L ２着，Phoenix Oaks
Trial‐L ２着

［曾孫］ ストライクレイト Strike Rate（00 牝 Smart Strike）USA４勝，Winte
rgreen S，Decoration Day H‐L ３着

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
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

187 タイヨウノコ２０２１ 牡・黒鹿 ４／１３

＊

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudタイヨウノコ サクラバクシンオー

��
��
�ムーンライトソナタ鹿 2012 ＊ブルースフォーユー

2u
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 タッカーアリシア（16鹿 ＊キンシャサノキセキ）出走
初仔

２代母 ＊ブルーオアシス（01 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IRE１勝，Hopping
s S‐L ２着
ナヴラス（08牡 Green Desert）入着，�２勝
ターゲットゾーン（10牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ファラオカズマ（13牡 ダイワメジャー）�７勝�入着
ショウナンサザナミ（14牝 ステイゴールド）１勝，桑折特別２着
プレイズラン（15牝 ディープブリランテ）１勝

３代母 ハンブルエイト Humble Eight（92 USA黒鹿 Seattle Battle）USA６勝，ハ
ニービーＳ‐G3，National Jockey Club Oaks‐L，Paseana S，Frontier
S，ファンタジーＳ‐G2 ３着，etc.
ハンブリングHumbling（98牝 Petionville）USA出走

フォーラ Phola（06 牝 ＊ヨハネスブルグ）USA５勝，チャーチルディスタフター
フマイルＳ‐G2，ヒルズバラＳ‐G3，ジャストアゲイムＳ‐G1 ２着，etc.

ステイジコール Stage Call（99 牡 Sadler's Wells）IRE・USA５勝，Hopemont
S‐L，愛フュチュリティＳ‐G2 ３着，アメリカンターフＳ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ヒューミリス Humilis（00 牝 Sadler's Wells）IRE３勝，BlueWind S.‐L
サウンドザフルート Sound the Flute（04 牝 Theatrical）SAF１勝

マジェスティックモーツァルトMajestic Mozart（15� Dynasty）�SAF５勝，
サマーＣ‐G1 ２着，ペニンシュラＨ‐G2 ３着，Memorial Mile‐L
２着，etc.

４代母 アレジドディヴォーションAlleged Devotion（88 USA鹿 Alleged）不出走
［孫］ ソヴリン Sovereign（16牡 Galileo）GB・IRE・USA・BHR２勝，愛ダ

ービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，バリーサ
ックスＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ショウナンマイティ（08牡 マンハッタンカフェ）４勝，産経大阪杯‐G2，
安田記念‐G1 ２着，安田記念‐G1 ３着，etc.

ゴーフォザサミット（15� ハーツクライ）３勝，青葉賞‐G2，百日草特別

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

188 タッカーアリシア２０２１ �・黒鹿 ２／ 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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンタッカーアリシア
＊ Sadler's Wells

��
��
�ブルーオアシス鹿 2016 Humble Eight

4k
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ダノンスズラン（07黒鹿 Awesome Again）�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－４（８）〕
ダノンジェット（13牡黒鹿 ダノンシャンティ）�２勝�入着 10回
スタンシア（15牝黒鹿 ドリームジャーニー）�１勝
ローザノワール（16牝青鹿 マンハッタンカフェ）�５勝，ディセンバーＳ‐L
（芝 1800），ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，内房Ｓ（Ｄ1800），リボン賞
（Ｄ1800），鳥取特別（Ｄ1800）３着

クリノアマリリス（17牝鹿 ダノンシャンティ）入着３回，�１勝�
リンガー（18牝鹿 ドリームジャーニー）��４勝，のじぎく賞（Ｄ1700）３着
スズランノハナタバ（19牝鹿 スマートファルコン）���入着２回

２代母 ＊パルムドールⅡ（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・USA３勝，フロール賞‐G3，
P. Joubert‐L
ウェスタナイズWesternize（00 牝 GoneWest）USA入着

ウェスタンレイディWestern Lady（09牝 Win RiverWin）TUR５勝，O
zdemir Atman S‐L ３着

＊グランカナリア（05牝 Malibu Moon）出走
コウギョウカナリア（15牝 ディープブリランテ）�１勝，若鮎賞２着

ゴールデンボーダー（12牝 ステイゴールド）�４勝
ココナッツクッキー（13牝 ナカヤマフェスタ）�１勝

３代母 パンパベラ Pampa Bella（81 FR栗 Armos）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，
仏オークス‐G1 ３着，サンタラリ賞‐G1 ３着
ピストレブルー Pistolet Bleu（88牡 Top Ville）FR・USA７勝，サンクルー大賞

‐G1，クリテリヨムドサンクルー‐G1，エヴリ大賞‐G2，オカール賞‐G2，ノ
アイユ賞‐G2，etc.，種牡馬

ピーストークPeace Talk（96 牝 Sadler's Wells）不出走
ピースドリーム Peace Dream（04牝 Linamix）FR４勝，P. Occitanie‐L

３着
＊ピースバーグ（10牝 Sageburg）GB・FR・IRE４勝，サンドリンガム賞‐G2，

オマール賞‐G3，ファルマスＳ‐G1 ３着，etc.

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

189 ダノンスズラン２０２１ �・青鹿 ３／１１
＊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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊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

オーサムアゲイン Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�Awesome Again Primal Forceダノンスズラン
＊ Sadler's Wells

��
��
�パルムドールⅡ黒鹿 2007 Pampa Bella

9e
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ダンツクインビー（02鹿 スペシャルウィーク）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，
桜花賞‐Jpn1 ５着，三河特別（芝 1200）２着，周防灘特別（芝 1200）２着，二本
松特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－３（８）〕
ライフトップガン（10牡鹿 マヤノトップガン）１勝，�３勝�
エーコーショウリ（13牝栗 ＊カジノドライヴ）��３勝�
ダンツキャッスル（16牡鹿 ルーラーシップ）�５勝，大沼Ｓ‐L（Ｄ1700），ユニコ

ーンＳ‐G3 ３着，マリーンＳ‐OP（Ｄ1700）３着，立夏Ｓ（Ｄ1600），檜山特別
（Ｄ1700），伊丹Ｓ（Ｄ1800）２着，あずさ賞（芝 1800）２着，下総Ｓ（Ｄ1800）
３着，與杼特別（Ｄ1900）３着

エムテイフラッシュ（17牡青鹿 ベルシャザール）入着５回，��２勝�入着

２代母 ＊ダンツシュアー（92 CAN黒鹿 Storm Cat）４勝，有明特別，伊吹山特別，寒
梅賞，花背特別２着，もちの木賞２着，etc.
ダンツクレバー（00牝 ＊ピルサドスキー）４勝

ヴィッセン（11牡 ディープインパクト）４勝，睦月賞，松籟Ｓ２着，兵庫特別
２着，三田特別２着，白川特別２着，etc.

マイネアプレイザー（04牝 タニノギムレット）２勝，瓢湖特別

３代母 クイビッドQui Bid（85 USA芦 Spectacular Bid）不出走
クベルQue Belle（94 牝 ＊シアトルダンサーⅡ）FR・GER・USA５勝，ヘンケルレ

ネン‐G2，独オークス‐G2，Fruhjahrs‐Stuten Preis‐L，etc.
ケルアミーQelle Amie（96牝 Beau Genius）GER１勝，Grosser Hoppegarten

er Stutenpreis Der 3‐L ２着，Idee Festa Rennen‐L ３着
アリービーグッド Alybgood（97牝 Alydeed）USA５勝，Indian Maid S‐L，

Reluctant Guest S‐L ３着
シアトルクイ Seattle Qui（00 牝 Seattle Slew）USA出走

ノーモア KnowMore（10� Lion Heart）USA１勝，ベストパルＳ‐G2，デ
ルマーフュチュリティ‐G1 ２着，フロントラナーＳ‐G1 ２着

カルティエラタンQuartier Latin（01 牡 Woodman）FR・GER・ITY３勝，Ha
pag Lloyd‐Pokal‐L，Neue Bult Fruhjahrspreis‐L ３着，GB・GER・I
TY障害１勝

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
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

190 ダンツクインビー２０２１ 牡・栗 ４／ 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レッドスパーダ
＊ Storm Cat

��
��
�バービキャット鹿 2006 Barbarika

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールダンツクインビー
＊ Storm Cat

��
��
�ダンツシュアー鹿 2002 Qui Bid

22d
Storm Cat S3×M3 Halo S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ターフデライト（09青 アグネスタキオン）２勝，デイジー賞（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
カルタゴ（18牝青鹿 ＊バゴ）�１勝
マーテン（19牡青鹿 リアルインパクト）�出走

２代母 マンデーデライト（97黒鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，若戸特別，英彦山特別３着
キングスデライト（04牡 アグネスタキオン）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，タイランド

Ｃ，はなみずき賞，湯浜特別２着，青島特別３着
リトルディッパー（05牝 ＊アグネスワールド）２勝，春菜賞２着，黄梅賞３着，朱竹

賞３着
バイオンディップス（12牡 マンハッタンカフェ）４勝，是政特別３着，障害１勝
ノーダブルディップ（18牡 リーチザクラウン）�２勝，調布特別２着

メガチューズデー（06牡 ネオユニヴァース）入着３回，�９勝，中島記念
ユメノカケハシ（07牝 デュランダル）入着５回，�２勝�７勝
オリファン（08牝 デュランダル）入着，��２勝�入着��
シャドウシティー（11牡 デュランダル）１勝，	１勝
１勝��入着９回��
ユニゾンデライト（13牡 ドリームジャーニー）３勝，糸魚川特別，阿武隈Ｓ３着，

ベストウィッシュＣ３着，
１勝
デルマオウショウ（14牡 ダイワメジャー）�６勝��入着４回
アウティミアー（16牝 ネオユニヴァース）�	入着３回�４勝��
ペルシャンジュエル（17牝 アサクサキングス）１勝

３代母 ＊オーナーズデライト（90 USA鹿 Gulch）USA３勝
ブリージーウッズ（00牝 ＊ティンバーカントリー）２勝

ララベル（12牝 ゴールドアリュール）��８勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，
スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着，マリーンＣ‐Jpn3 ２着，etc.，ＮＡＲ優
２牝，ＮＡＲ優３牝，ＮＡＲ優古牝

４代母 ウィークエンドディライトWeekend Delight（82 USA黒鹿 Clever Trick）
USA16 勝，スカイラヴィルＳ‐G3，Jasmine S‐L，Sunflower S‐R，Bl
ue Delight S，Edgewood S，etc.
［孫］ ジェムズアンドゴールドGems and Gold（98牝 Judge T C）USA２勝，

Sunland Park Oaks

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643

191 ターフデライト２０２１ �・青 ５／１８
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amerifloraスクリーンヒーロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラターフデライト ＊リアルシヤダイ

��
��
�マンデーデライト青 2009 ＊オーナーズデライト

3n
サンデーサイレンス S3×M3 Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5×M5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 テアトロレアル（13黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
モズリッキー（19牡鹿 トランセンド）�２勝
ツウカイリアル（20牡鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ナイトアットオペラ（02青鹿 ＊オペラハウス）３勝，房総特別２着，まりも特
別２着，葉牡丹賞２着
オベロン（10� ＊シンボリクリスエス）入着２回，障害１勝，京都ジャンプＳ‐JG3 ３着
ガレットショコラ（14牝 ＊カジノドライヴ）入着２回，��17 勝�，兵庫サマークイ

ーン賞３着

３代母 エルフィンフェザー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，月岡特別３着
フェザーレイ（01牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，長岡特別２着，火打山特別２着

サムソンズプライド（10牡 メイショウサムソン）５勝，プリンシパルＳ‐LR，
白富士Ｓ‐L ３着，緑風Ｓ，etc.

エルフィンパーク（05牝 タニノギムレット）不出走
ブレスジャーニー（14牡 ＊バトルプラン）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，サウジア

ラビアＲＣ‐G3，チャレンジＣ‐G3 ３着，etc.
カールファターレ（07牝 キングカメハメハ）１勝

アドマイヤルプス（17� ＊ヘニーヒューズ）�５勝，オアシスＳ‐L ２着，アハ
ルテケＳ‐OP，播磨Ｓ，etc.

４代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王
杯‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝

オレハマッテルゼ（00牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，高松宮記念‐Jpn1，
京王杯スプリングＣ‐G2，キャピタルＳ‐L，etc.，種牡馬

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

192 テアトロレアル２０２１ �・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ヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayテアトロレアル ＊オペラハウス

��
��
�ナイトアットオペラ黒鹿 2013 エルフィンフェザー

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ディープスタイル（15栗 ディープブリランテ）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
キョウエイカリーナ（20牝栗 レーヴミストラル）���入着

２代母 ガーデンスタイル（05栗 ＊デヒア）１勝
ウインストアヘッド（13牡 ヴァーミリアン）�１勝�入着３回
コスモカンナム（14牡 ディープブリランテ）��１勝�
ジョーパティオ（17牝 ジョーカプチーノ）��７勝�３勝��１勝
サイダイゲンカイ（18牡 ジョーカプチーノ）���１勝�２勝，栄冠賞
タフクッキーガール（19牝 ジョーカプチーノ）��１勝

３代母 ＊サークリング（94 USA栗 Irish River）USA１勝
オフィサー（02牡 Fusaichi Pegasus）５勝，ギャラクシーＳ‐L，霜月Ｓ‐L ２着，etc.，

��１勝	入着��，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
マカハ（09牡 キングカメハメハ）４勝，相模湖特別，相馬特別，石清水Ｓ２着，etc.

４代母 マジックサークルMagic Circle（81 USA鹿 Alydar）USA５勝，ネクストム
ーヴＨ‐G3 ４着，North South Gal S‐R ３着
［子］ マジックスコールMagic Squall（96
 Summer Squall）USA９勝，

Puss N Boots S３着
［孫］ サークルオヴライフ Circle of Life（97 牝 Belong to Me）USA３勝，スピ

ナウェイＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1 ３着，メイトロンＳ‐G1 ３着，etc.
ミスアドヴェンチャーMiss Adventure（08 牝 Added Edge）USA２勝，
Iowa Legacy Stallion S‐R ３着

［曾孫］ サーキュラーキー Circular Quay（04牡 ＊サンダーガルチ）USA５勝，
ホープフルＳ‐G1，ニューオーリンズＨ‐G2，ルイジアナダービー
‐G2，etc.，種牡馬

アイスロケット Ice Rocket（06
 Cape Canaveral）USA３勝，Nor
thern Lights Futurity‐R

ラギドエッジ Ragged Edge（09
 Added Edge）USA・CAN５勝，
Blair's Cove S‐R

販売申込者・所有者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777
生 産 牧 場： ㈲本桐牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

193 ディープスタイル２０２１ �・栗 ３／２５
＊ Dansili

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ハービンジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Penang Pearlアグニシャイン アグネスタキオン

��
��
�ガールオンファイア栗 2014 ＊レディブロンド

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ディープスタイル ＊デヒア

��
��
�ガーデンスタイル栗 2015 ＊サークリング

1p
サンデーサイレンス S4×M4 ウインドインハーヘアS4×M4 Riverman M5×M5

価格： 購買者：



母 テレフォトグラフ（09栗 ハーツクライ）�８勝�５勝���入着３回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
グレイテストクルー（17牝黒鹿 ＊パイロ）��６勝
ヤマショウリアン（18牡鹿 ＊シンボリクリスエス）���入着�１勝
ユメノホノオ（20牡栗 ＊バトルプラン）��出走

２代母 フライバイペガサス（02芦 Fusaichi Pegasus）出走
シャインオブロード（07牡 アグネスゴールド）�６勝�
ビックセイラー（10牝 ＊クロフネ）�２勝

カクテルドレス（15牝 リーチザクラウン）２勝
マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）��５勝，平和賞３着
ビクトリアペガサス（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��２勝
ロイヤルペガサス（17牡 ハタノヴァンクール）���７勝
ウインブランカ（18牝 ゴールドシップ）入着３回，�	２勝�
入着５回

３代母 ＊マックスジーン（93 USA芦 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイ
Ｈ‐G2（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，ジェニーワイリーＳ
‐G3，ミセズリヴィアＳ‐G3，etc.
マクシマール（03牝 アグネスタキオン）１勝

フェスティヴイェル（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，２０１６ＷＡＳＪ第２戦，
調布特別，出雲崎特別，etc.，種牡馬

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

４代母 ＊ジャッキーマックス（82 IRE 芦 Sexton Blake）FR・USA５勝，P. des Bell
es Filles‐L
［子］ ジャッキーテースト（01牝 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，

クリスマスキャロル賞３着，�１勝
［孫］ レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Jua

n Arias‐L ３着
シベリアンライオン（02牡 ＊マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，
初春賞３着，横手特別３着

［曾孫］ ストライプ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，クロッカスＳ‐L

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

194 テレフォトグラフ２０２１ �・鹿 ５／２０
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンステレフォトグラフ Fusaichi Pegasus

��
��
�フライバイペガサス栗 2009 ＊マックスジーン

9e
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 デンコウデア（09黒鹿 スペシャルウィーク）３勝，香嵐渓特別（Ｄ1400）３着，筑
紫特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７）〕
デンコウリジエール（17牡鹿 メイショウボーラー）�５勝，オータムリーフＳ‐OP
（Ｄ1400），大垣Ｓ（Ｄ1200）

メイショウカイト（18牝黒鹿 ラブリーデイ）�２勝
メイショウボヤージ（19牝黒鹿 メイショウサムソン）�出走

２代母 プレゼンテーション（01鹿 Awesome Again）出走
メイショウマカルー（06牝 アグネスフライト）�３勝�
ハギノギフト（08牝 マンハッタンカフェ）入着，�７勝

３代母 ＊レディテルライド（97 USA黒鹿 A.P. Indy）不出走
プリモスペシャル（04牝 ＊フォーティナイナー）出走

スタンドアウト（11牡 スズカマンボ）�９勝�７勝�７勝�入着２回�	，王
冠賞，北海優駿３着

オトコギ（12牡 ＊サウスヴィグラス）�１勝
１勝�９勝�３勝，菊水賞３着

４代母 ハイランドクリスタル Highland Crystal（88 USA鹿 Raise a Man）USA
９勝，ヴァイオレットＨ‐G3，River Downs S‐L，Penn National BC H，
マッチメイカーＳ‐G2 ２着，ダイアナＨ‐G2 ３着，etc.
［曾孫］＊チーカブー（13牝 Unusual Heat）USA３勝，ハニムーンＳ‐G2，Ca

mpanile S‐R，Sandy Blue S２着，etc.

５代母 ハイランドミルズHighland Mills（79 USA黒鹿 Pia Star）USA入着
［子］ 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

［孫］ ビットオヴホイムジー Bit ofWhimsy（04牝 Distorted Humor）USA
４勝，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1，ミセズリヴィアＳ‐G2，
サンズポイントＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 村下 明博＝浦河町野深 �0146-27-4352
生 産 牧 場： 村下 明博
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

195 デンコウデア２０２１ �・黒鹿 ４／２９
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールデンコウデア Awesome Again

��
��
�プレゼンテーション黒鹿 2009 ＊レディテルライド

14f
Halo S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 トーホウリリー（13栗 ネオユニヴァース）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レットイットゴー（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�未出走

２代母 ＊トーホウガイア（01 USA栗 Unbridled's Song）入着，�９勝
トーホウブーケ（08牝 トーホウエンペラー）��１勝
トーホウアマポーラ（09牝 フジキセキ）６勝，ＣＢＣ賞‐G3，キーンランドＣ‐G3

２着，うずしおＳ，壬生特別，伊万里特別，etc.
トーホウヴィオラ（10牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝��
トーホウジャッカル（11牡 スペシャルウィーク）３勝，菊花賞‐G1，神戸新聞杯

‐G2 ３着，宝塚記念‐G1 ４着，天皇賞（春）‐G1 ５着，玄海特別２着，種牡馬
トーホウアスティ（12牝 ＊フレンチデピュティ）�２勝
トーホウアルテミス（15牝 ハーツクライ）３勝，海の中道特別，矢車賞，嵯峨野特

別３着，皿倉山特別３着
トーホウゴールデン（17牡 オルフェーヴル）入着，��２勝

３代母 アガミAgami（95 USA鹿 Nureyev）GB・FR入着２回
フサイチプリティ Fusaichi Pretty（08 牝 Fusaichi Pegasus）USA２勝

ファストロジー Fastology（15牝 Astrology）CAN１勝
アバヴアンドビヨンド Above and Beyond（19� Iliad）�CAN２勝，
Birdcatcher S２着

４代母 アガスリー Agacerie（81 USA鹿 Exclusive Native）USA９勝，ヴァインラ
ンドＨ‐G3，Eatontown H‐L，Pucker Up S‐L，Kerala S‐L，Moo
nMaiden S‐L，etc.
［孫］ レッドテラー Red Terror（00� Red Ransom）AUS３勝，ＡＴＣフラ

ンクパッカープレイト‐G3，ATC Carbine Club S‐L ２着
ゴールドアカデミーGold Academy（98� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）SIN
・MAL４勝，Patrons' Bowl‐L，Queen Elizabeth II Cup‐L
３着，Singapore Derby Trial‐L ３着

サイレントムーヴィー Silent Movie（04� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）AU
S７勝，BRC Spear Chief H‐L ２着，Tattersall's Mile‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259

196 トーホウリリー２０２１ �・青 ３／１６

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパストーホウリリー
＊ Unbridled's Song

��
��
�トーホウガイア栗 2013 Agami

16a
Halo M4×S5 Exclusive Native S5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイレジーナ（07鹿 ＊ワイルドラッシュ）３勝，��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（19）〕
トウカイソフィア（16牝鹿 ＊アグネスデジタル）�６勝�３勝
トウカイバリエンテ（17牡青鹿 ＊シニスターミニスター）�８勝
トウカイベルシナル（18牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）入着２回，��１勝
トウカイルッカ（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��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）�３勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，
長久手特別，御堂筋Ｓ３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： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

197 トウカイレジーナ２０２１ 牡・黒鹿 ３／２４

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

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

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkトウカイレジーナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ鹿 2007 トウカイナチユラル

＊星友 19b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ドゥザボサノバ（08 IRE 栗 Galileo）IRE２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
デンコウイッセン（13牡鹿 メイショウサムソン）��３勝
ヘルメットネエサン（16牝鹿 ブラックタイド）�１勝
ガダルカナルカナ（17牝栗 ゴールドシップ）��出走
カワカミベルベット（19牝鹿 ＊プリサイスエンド）��出走�１勝

２代母 サティーン Sateen（97 GB栗 Barathea）GB・FR・BEL５勝
センドーラ Sendora（04牝 Kendor）FR１勝
ヴィタヴェントゥーリVita Venturi（07 牡 Galileo）IRE１勝，種牡馬
ジェットストリーミング Jet Streaming（14牝 Born To Sea）GB・IRE２勝

３代母 スーク Souk（88 IRE 鹿 Ahonoora）GB２勝，Sceptre S‐L ３着
ピュース Puce（93牝 Darshaan）GB・ITY３勝，Harvest S‐L，P. Giovanni

Falck‐L ２着，パークヒルＳ‐G3 ３着
ポンジー Pongee（00牝 Barathea）GB６勝，ランカシャーオークス‐G2，P

innacle S‐L，ヨークシャーオークス‐G1 ２着，etc.
シューク Shouk（94牝 Shirley Heights）GB１勝

マジカルロマンスMagical Romance（02牝 Barathea）GB・FR３勝，チヴァ
リーパークＳ‐G1

アレクサンドロワ Alexandrova（03牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE４勝，
英オークス‐G1，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，etc.

シターラ Sitara（98 牝 Salse）GB１勝
ゴールデンソードGolden Sword（06牡 High Chaparral）GB・FR・IRE・S

AF・UAE４勝，チェスターヴァーズ‐G3，愛ダービー‐G1 ２着，ドバイ
シティオヴゴールド‐G2 ３着，種牡馬

リキンドリング Rekindling（14 牡 High Chaparral）GB・FR・IRE・AUS４勝，
ＶＲＣメルボルンＣ‐G1，カラＣ‐G2，バリーサックスＳ‐G3，etc.，種牡馬

ゴールデンクエストGolden Quest（01� RainbowQuest）GB５勝，グッドウッ
ドＣ‐G2 ２着，Grand Cup S‐L ３着

バーターBarter（06 牝 Daylami）GB出走
ハグル Haggle（13 牝 Pivotal）GB・FR３勝，フィユドレール賞‐G3，P. Ma

urice Zilber‐L，コリーダ賞‐G2 ３着，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

198 ドゥザボサノバ２０２１ �・黒鹿 ２／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaドゥザボサノバ サティーン Barathea

��
��
�Sateen栗IRE 2008 Souk

21a
Sadler's Wells M3×M4 Halo S4×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：


