
母 タイセイビビッド（15鹿 ヴィクトワールピサ）出走
初仔

２代母 ＊リップスポイズン（08 GER栗 Mamool）FR・GER２勝，独１０００キニー‐G2，
Scherping‐Rennen‐L ２着
ハンナ（13牝 ディープインパクト）１勝

ユングヴィ（18牡 ミュゼスルタン）�１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着
ネームユアポイズン（14� ハーツクライ）２勝，���出走
アンブロークン（16牡 ヴィクトワールピサ）１勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ２着，五頭連峰

特別３着
サルビア（18牝 ダイワメジャー）�２勝，りんどう賞

３代母 リップスプレイン Lips Plane（00 IRE 栗 Ashkalani）ITY１勝，P. Repub
bliche Marinare‐L ２着，ドルメーロ賞‐G3 ３着
レイディリップス Lady Lips（04 牝 Zinaad）GER１勝

リップスクイーン Lips Queen（16牝 Kamsin）�GER３勝，ハノーファー秋
季牝馬賞‐G3，G.P. der Hannoverschen Volksbank‐L ２着

リップスアロー Lips Arrow（05牝 Big Shuffle）FR・GER・ITY３勝，Dallma
yr Prodomo‐Trophy‐L，G.P. des Autoring Hannover‐L，ロトハンブル
クトロフィ‐G3 ２着，etc.
ラッキーライオン Lucky Lion（11牡 High Chaparral）FR・GER５勝，バイ

エリシェスツフトレネン‐G1，独２０００ギニー‐G2，ドクトルブッシュ記念
‐G3，etc.，種牡馬

リップスイーグル Lips Eagle（17牝 Gleneagles）�GER１勝，G.P. der Burckh
ardt Metall Glas‐L ２着，Neue Bult Youngster Cup‐L ３着

リップスプラネット Lips Planet（13 牝 Mamool）GER・ITY１勝，G.P. der Stad
tsparkasse Dusseldorf‐L ３着

４代母 ロイヤルハウスRoyal House（95 FR鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）IRE２勝
［子］ ビーコンロッジ Beacon Lodge（05� Clodovil）GB・FR・IRE６勝，

シュマンドフェルデュノール賞‐G3，ホーリスヒルＳ‐G3，Haydo
ck Spring Trophy‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

297 タイセイビビッド２０２０ 牡・黒鹿 ３／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスタイセイレジェンド メジロマックイーン

��
��
�シャープキック栗 2007 ペッパーキャロル

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアタイセイビビッド
＊ Mamool

��
��
�リップスポイズン鹿 2015 Lips Plane

14c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 タガノレベッカ（11栗 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ツキニホエル（19牡栗 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 タイニーシャイナー（05鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
タガノリアン（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝

３代母 シャイニンググラス（98青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川
特別，広瀬川特別，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
ペイデュソレイユ（07牝 ＊シンボリクリスエス）出走

テイエムソレイユ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝，開聞岳特別，湯浜特別３着，
木古内特別３着

オンリーワンボーイ（17牡 カレンブラックヒル）�２勝，五泉特別３着
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）�15 勝�13 勝，池田湖賞，春望賞，

長月賞，etc.
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）�２勝，朝日岳特別

４代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
［子］ シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，

オーロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐
賞２着，白川特別２着，etc.

シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ
杯３着，ゴールデンサドルＴ３着

［孫］ ナイトオブナイツ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，巴賞‐OP，巴賞‐OP ２
着，難波Ｓ，etc.，��未出走���出走

シャイニンアーサー（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，八重
桜賞，白井特別３着，etc.

ロードキング（13牡 ディープインパクト）２勝，湯川特別３着，�地方未出走
［曾孫］ ルクルト（17牡 ＊キングズベスト）�２勝，十日町特別２着

販売申込者・所有者： ㈲木戸口牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0602
生 産 牧 場： ㈲木戸口牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733
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ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲
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�
� Galileo

�
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�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモタガノレベッカ ＊フレンチデピュティ

��
��
�タイニーシャイナー栗 2011 シャイニンググラス

＊ミルレーサー 22d
Northern Dancer S4×M5 ノーザンテーストM4×M5

価格： 購買者：



母 タケショウナデシコ（10黒鹿 スペシャルウィーク）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ココラ（17牝黒鹿 ルーラーシップ）�２勝
ラルカナタ（18牝黒鹿 ＊ハービンジャー）�出走
パーシスト（19牝鹿 モーリス）�未出走

２代母 ＊スーティー（92 IRE 青鹿 Caerleon）GB出走
キシュウソウシュウ（97牝 Machiavellian）１勝
エプソムフォース（99牡 ＊ティンバーカントリー）３勝，駒ケ岳特別，障害１勝
ラーチャプルック（05牝 マーベラスサンデー）��入着３回

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

ナムラセレナーデ（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 ＊アグサン（85 IRE 青 Lord Gayle）GB入着３回
＊ジョーンズギフト（90牝 ＊デュラブ）GB出走

トモリ Tomori（99 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY１勝，独ダービー
‐G1 ３着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，リディアテシオ賞‐G2 ３着，etc.

ビワハイジ（93牝 Caerleon）４勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都牝馬特別‐Jpn3，
札幌３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牝
アドマイヤジャパン（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，菊花賞

‐Jpn1 ２着，皐月賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
アドマイヤオーラ（04牡 アグネスタキオン）４勝，京都記念‐G2，弥生賞

‐Jpn2，シンザン記念‐Jpn3，etc.，種牡馬
ブエナビスタ（06牝 スペシャルウィーク）９勝，ジャパンＣ‐G1，天皇賞（秋）

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

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

ジョワドヴィーヴル（09牝 ディープインパクト）２勝，阪神ジュベナイルフィリー
ズ‐G1，チューリップ賞‐G3 ３着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，優２牝

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

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

299 タケショウナデシコ２０２０ �・黒鹿 ４／１５
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エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
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�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールタケショウナデシコ
＊ Caerleon

��
��
�スーティー黒鹿 2010 ＊アグサン

16c
Secretariat S4×S5 Nijinsky M4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 タマモホットポット（12黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シニスターシックス（18牝栗 ＊シニスターミニスター）���入着�１勝�入着

２代母 ホットプレイ（92栗 ＊ノーザンテースト）入着
ダイナジョウ（00牝 ＊ブラックタイアフェアー）�１勝
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）�１勝，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： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
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

300 タマモホットポット２０２０ 牡・鹿 ２／２９
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フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンタマモホットポット ＊ノーザンテースト

��
��
�ホットプレイ黒鹿 2012 ダイナホツト

＊ロイヤルサツシユ 1t
Pleasant Colony S4×M4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ダンツスウィフト（09栗 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（16）〕
セイファルコン（14牡栗 ＊カジノドライヴ）��３勝，ハイセイコー記念（Ｄ1600）２着
カシノアプローズ（15牝芦 ＊クロフネ）�１勝
コルテ（16牡鹿 ＊ワークフォース）入着２回，��７勝�３勝��
カピテル（17�黒鹿 トーセンジョーダン）入着，��１勝��入着
マックスレジェンド（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�	１勝

２代母 ＊アンティーケリー（99 IRE 栗 Polish Precedent）FR１勝
シングアップロック（04牝 Singspiel）�２勝

ガンコ（13牡 ナカヤマフェスタ）６勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2 ３着，松
籟Ｓ，江坂特別

サイアーエフェクト（05牡 フジキセキ）１勝，	３勝��２勝�入着７回，嘉瀬川
賞２着，松浦川賞３着

３代母 アナマトルーシュカAnna Matrushka（84 GB栗 Mill Reef）不出走
アナオヴサクソニー Anna of Saxony（89牝 Ela‐Mana‐Mou）GB・USA４勝，パー

クヒルＳ‐G3，セントサイモンＳ‐G3 ２着，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ２着，etc.
アナアマリアAnna Amalia（00 牝 In TheWings）FR１勝

＊アーヴェイ（06牝 Danehill Dancer）GB・IRE・USA・CAN５勝，フラ
ワーボールＳ‐G1，ラヴァラック＆ランウェイズフィリーズＳ‐G3，
Upavon Fillies S‐L，etc.

アナオヴキエフAnna of Kiev（90 牝 Salse）FR出走
＊アンナモンダ（02牝 Monsun）GB・FR・GER・ITY４勝，ヴィットリオディカ

プア賞‐G1，ヘンケルレネン‐G2，オイロパマイレ大賞‐G2
アクセサリーズAccessories（03 牝 Singspiel）不出走

ヘルメット Helmet（08 牡 Exceed And Excel）GB・AUS・UAE６勝，ＡＴ
ＣサイアーズプロデュースＳ‐G1，ＡＴＣシャンペインＳ‐G1，ＭＲＣコ
ールフィールドギニーズ‐G1，etc.，種牡馬

エポレット Epaulette（09 牡 ＊コマンズ）AUS５勝，ＢＲＣドゥームベン１０，
０００Ｓ‐G1，ＡＴＣゴールデンローズＳ‐G1，コールフィールドギニーズ
プレリュード‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 加藤 重治＝浦河町絵笛 �0146-22-5581
生 産 牧 場： 加藤 重治
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

301 ダンツスウィフト２０２０ �・鹿 ５／２３
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ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケダンツスウィフト
＊ Polish Precedent

��
��
�アンティーケリー栗 2009 Anna Matrushka

7f
Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 タカミツサクラ（14鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 キタノオーロラ（05栗 ＊グランデラ）２勝，佐渡金銀山特別

３代母 スピーディローザー（95栗 ＊ヘクタープロテクター）３勝，信貴山特別，かも
め島特別２着，天神橋特別３着
キタノリューオー（04牡 ＊タバスコキャット）４勝，フリーウェイＳ，立春賞，奥多

摩Ｓ２着，etc.
シャイニータイガー（06牡 ステイゴールド）４勝，白鷺特別，萬代橋特別２着

４代母 タイガーローザ（85栗 カネミノブ）２勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着，ひいらぎ
賞‐OP，野菊賞２着，きんもくせい特別２着，葉牡丹賞３着
［子］ リアルサイボーグ（94牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，山吹賞３着
［孫］ ファションローザ（97牝 ＊シャンハイ）�１勝�３勝，さつき賞２着

５代母 クインテツソ（74栗 ＊テツソ）不出走
［子］ タイガーボーイ（82牡 ＊ボールドラツド）４勝，セントライト記念‐Jpn3，

函館記念‐Jpn3 ２着，マーガレット賞
タイガールイス（83牡 ＊ボールドラツド）８勝，フェブラリーＨ‐Jpn3 ２
着，根岸Ｓ‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.，�１勝��

［孫］ タイガーエース（89牡 ＊メンデス）３勝，府中３歳Ｓ‐OP ２着，クローバ
ー賞‐OP ３着，春菜賞，etc.，�８勝

タイガーチャンプ（92牡 ＊アレミロード）６勝，いちょうＳ‐OP ２着，ス
トークＳ，ゴールデンスパーＴ，etc.，種牡馬

タイガープリンス（84牡 ＊ロイヤルニジンスキー）２勝，ひいらぎ賞‐OP
２着，河口湖特別，佐倉特別２着，etc.

アネスト（97牝 オグリキャップ）�１勝��入着２回，東京３歳優駿牝馬２着
ロバートタイガー（88牡 ＊メンデス）４勝，船橋Ｓ，昇仙峡特別，迎春Ｓ
３着，�２勝

アラマサプリンセス（91牝 ダイナガリバー）４勝，習志野特別，織姫賞，
日本海Ｓ２着

セタガヤズシオウ（97牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）３勝，筑前特別

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

302 タカミツサクラ２０２０ 牡・鹿 ５／１８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythタカミツサクラ ＊グランデラ

��
��
�キタノオーロラ鹿 2014 スピーディローザー

＊タイランツクヰーン 14f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊タッチオブクラス（12 IRE 鹿 High Chaparral）�入着７回�
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊マヤノソフィア（04 IRE 鹿 ＊ロックオブジブラルタル）FR２勝，P. Coronat
ion‐L ２着

＊マックスデューロ（09牡 Manduro）�１勝
スターオブブラッド（18牡 ダイワメジャー）���入着２回�１勝�入着３回

３代母 タラスコン Tarascon（95 IRE 鹿 Tirol）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，
モイグレアスタッドＳ‐G1
ボーケールBeucaire（00 牝 ＊アントレプレナー）IRE２勝

シカラ Sikara（08 牝 Aussie Rules）IRE・USA３勝，ロバートＧディックメモ
リアルＳ‐G3 ３着
セドュナ Ceduna（15� Denman）�USA３勝，Animal Kingdom S
３着

タラズウェルズTara's Wells（05 牝 Sadler's Wells）不出走
アルベローネ Alberone（14牡 Born To Sea）�NOR・SWE・DEN２勝，ス

カンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3 ３着
ハイアウォード High Award（08� Holy Roman Emperor）GB・IRE・HKG８

勝，Woodcote S‐L

４代母 ブレヤニBreyani（87 IRE 鹿 Commanche Run）GB・IRE４勝
［子］ ミスターモネMister Monet（01 牡 ＊パントレセレブル）GB・FR５勝，

ギヨームドルナーノ賞‐G2，ローズオヴランカスターＳ‐G3
マーラマーラMala Mala（98 牝 Brief Truce）GB・IRE１勝，チヴァリ
ーパークＳ‐G1 ３着，モイグレアスタッドＳ‐G1 ３着

［孫］ ザラストライオン The Last Lion（14牡 Choisir）GB４勝，ミドルパー
クＳ‐G1，サイレニアＳ‐G3，Dragon S‐L，etc.，種牡馬

コンテスト Contest（04 牡 Danehill Dancer）GB・FR・IRE・UAE５勝，
P. Servanne‐L，Cork S‐L，モートリー賞‐G3 ２着，etc.

ラシャンロック Russian Rock（07牡 ＊ロックオブジブラルタル）GB・U
AE・OMN11勝，Jebel Ali Sprint‐L（２回）

販売申込者・所有者： 農事組合法人協栄組合＝平取町本町 �01457-2-2658
生 産 牧 場： 農事組合法人協栄組合
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

303 タッチオブクラス２０２０ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊

ハイシャパラル Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�High Chaparral Kasoraタッチオブクラス
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�マヤノソフィア鹿IRE 2012 Tarascon

13e
Halo S4×S5 Kris S4×M5

価格： 購買者：



母 ダームドゥラック（09鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，ラベンダー賞‐OP（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（８）〕
サトノフレイム（14牡鹿 ＊ロージズインメイ）１勝，��２勝
ロジタイム（16牝鹿 アドマイヤムーン）���２勝�３勝�１勝
ラヴケリー（18牝鹿 カレンブラックヒル）�１勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着，函

館２歳Ｓ‐G3 ３着，クローバー賞‐OP（芝 1500）２着，黒松賞（芝 1200）２着
シェヴロンケリー（19牝鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 ＊フェアリーテールタイム（95 USA鹿 Fairy King）不出走
タイセイエピローグ（14牡 スクリーンヒーロー）１勝，��１勝

３代母 ミニーハウクMinnie Hauk（75 USA鹿 Sir Ivor）IRE２勝，Cornelscour
t S ２着，Fasig Tipton C.T.B.A. S ２着
エイヴィアンス Aviance（82牝 Northfields）GB・IRE２勝，フィーニクスＳ‐G1

チャイムズオヴフリーダム Chimes of Freedom（87牝 Private Account）G
B・FR・IRE６勝，コロネイションＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，
チャイルドＳ‐G2，etc.

＊アルデバランⅡ（98牡 Mr. Prospector）GB・USA８勝，メトロポリタン
Ｈ‐G1，フォアゴーＨ‐G1，サンカルロスＨ‐G1，etc.，種牡馬

インパーフェクトサークル Imperfect Circle（88 牝 Riverman）GB２勝，Fi
rth of Clyde S‐L，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着

＊スピニングワールド（93牡 Nureyev）GB・FR・IRE・USA８勝，ＢＣマイル
‐G1，愛２０００ギニー‐G1，ジャックルマロワ賞‐G1（２回），etc.，種牡馬

リモートロマンスRemote Romance（97牝 Irish River）FR２勝
サデックス Saddex（03牡 Sadler's Wells）FR・GER・ITY７勝，伊共和
国大統領賞‐G1，ラインラントポカル‐G1，シャンティー大賞‐G2，etc.，
種牡馬

デノンDenon（98牡 Pleasant Colony）FR・USA・HKG６勝，ハリウッドダー
ビー‐G1，マンハッタンＨ‐G1，ターフクラシック招待Ｓ‐G1，etc.，種牡馬

チーフコンテンダー Chief Contender（93 牡 Sadler's Wells）GB・FR・AUS４
勝，カドラン賞‐G1，Derby de l'Ouest‐L，ケルゴルレイ賞‐G2 ３着
（２回），etc.

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

304 ダームドゥラック２０２０ 牡・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayダームドゥラック
＊ Fairy King

��
��
�フェアリーテールタイム鹿 2009 Minnie Hauk

8f
Roberto S4×M4 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×S5×M5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊チアフルドーラ（05 USA鹿 Jump Start）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（22）〕
シベリアンスオード（10牡栗 ＊シベリアンホーク）４勝
アドラビリティ（12牝青鹿 ＊ゴスホークケン）入着，�２勝
レイズアチアー（14牡栗 スズカフェニックス）��８勝�入着２回
ナイトメア（15牡栗 ＊アイルハヴアナザー）��８勝��４勝
コスモアシュラ（18牡芦 ゴールドシップ）�１勝，コスモス賞‐OP（芝 1800）３着

２代母 チアーチアーCheer Cheer（98 USA栗 Lord Carson）不出走
＊チアフルワールド（02牡 ＊スピニングワールド）３勝，クロッカスＳ‐OP ２着，驀

進特別，黒松賞，ＵＨＢ賞２着，さくらんぼ特別２着，etc.
＊シベリアンクラシカ（04牝 Siphon）４勝，飯豊特別，千葉日報杯，新発田城特別，

黒松賞２着
シベリアンプラウド（16牡 トーセンホマレボシ）��３勝，王冠賞２着，北海

優駿３着，北斗盃３着
チアチアクラシカ（17牝 リアルインパクト）�２勝
アビッグチア（18牝 リオンディーズ）�３勝，由比ヶ浜特別

トゥーチアーズTwo Cheers（06 牝 ＊ストラヴィンスキー）USA１勝
レッドホットチアリーダーRedhot Cheerleader（14 牝 Haynesfield）USA１勝

３代母 チアーフルスプリー Cheerful Spree（87 USA黒鹿 Spend a Buck）USA９
勝，バックラムオークＨ‐G3，ビウィッチＳ‐G3 ２着，River Downs S‐L ２
着，Honey Fox H‐L ３着

＊イアラハリケーン（95牡 Capote）１勝，日向特別３着，障害１勝，�１勝，燕特別

４代母 サタンズチアー Satan's Cheer（72 USA黒鹿 Crimson Satan）USA23 勝，
Scarlet Carnation S，Mint Julep H，Pioneer H，Permian Visitatio
n S，Spring Fever H，etc.

５代母 チアリーバイオCheery Bio（61 USA黒鹿 Prince Bio）USA入着２回
［孫］ ウェンディトムWendy Tom（80牡 Tom Tulle）USA11 勝，Tenacio

us H，Sport City H，Diplomat Way H３着，種牡馬

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

305 チアフルドーラ２０２０ 牡・栗 ４／１９
＊ 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

＊

ジャンプスタート A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Jump Start Steady Catチアフルドーラ チアーチアー Lord Carson

��
��
�Cheer Cheer鹿USA 2005 Cheerful Spree

5b
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ディスグラース（13黒鹿 ＊ワークフォース）入着２回，�１勝�入着２回
本馬の他に産駒あり

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）�１勝

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： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

306 ディスグラース２０２０ �・鹿 ２／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonディスグラース ＊キャプテンスティーヴ

��
��
�アイスドール黒鹿 2013 ビスクドール

＊フェアリードール 9f
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンス S3×M4 フェアリードールS3×M4
Nureyev S4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ディレットリーチェ（10栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ゴッドオプティマス（17牡栗 ＊ノヴェリスト）��１勝
マロンカグラ（18牝栗 ＊ダンカーク）���１勝
グランブリッジ（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 ブロンコーネ（03鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着
シルクバローロ（08牡 キングカメハメハ）�４勝
フィンガーポスト（13牡 ネオユニヴァース）１勝
グッドフェローズ（14牡 ゼンノロブロイ）入着３回，�３勝
ロゼキルシュ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝

３代母 ミセスビクトリア（95栗 ＊トニービン）不出走
ビクトリーステップ（99牝 ＊オジジアン）１勝

プリティマックス（14牝 アドマイヤマックス）３勝，帆柱山特別３着，郡山特
別３着

アマゾナイト（02牝 ＊アフリート）出走
トミケンユークアイ（09� メイショウボーラー）５勝，マリーンＳ‐LR ３着，

釜山Ｓ，津軽海峡特別，etc.

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

Ｓ‐OP，秋嶺Ｓ，etc.
［曾孫］ グレイトパール（13牡 キングカメハメハ）７勝，アンタレスＳ‐G3，平安

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

ブライトアイザック（06牡 スペシャルウィーク）７勝，欅Ｓ‐L，ペルセウ
スＳ‐L ３着，アハルテケＳ‐OP，etc.

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

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

307 ディレットリーチェ２０２０ �・栗 ５／１４

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケディレットリーチェ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ブロンコーネ栗 2010 ミセスビクトリア

＊ビユーチフルドリーマー 12
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 デューイガール（09青鹿 スペシャルウィーク）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
クリノタカラモノ（15牝鹿 スマートロビン）�２勝
ライングローリー（18牡鹿 ローエングリン）�出走

２代母 ホールオブフェーム（91黒鹿 ＊アレミロード）２勝，噴火湾特別
サイボーグガイ（98牡 メジロマックイーン）�１勝�１勝�入着�
バランスオブゲーム（99牡 フサイチコンコルド）８勝，毎日王冠‐G2，オールカマ

ー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2（２回），セントライト記念‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
種牡馬

スマートエッジ（00� ＊ホワイトマズル）３勝，福島中央ＴＶ杯２着，佐渡金銀山特
別２着

アドマイヤキング（01牡 ミラクルアドマイヤ）１勝，�２勝
マスターオブゲーム（05� フサイチコンコルド）２勝，岩谷特別，障害１勝
トーセンオーパス（06� フサイチコンコルド）３勝，小峰城特別，南相馬特別２着，

障害２勝
インダクティ（08牝 ハーツクライ）２勝，かもめ島特別３着，遊楽部特別３着

ケイデンスコール（16牡 ロードカナロア）�４勝，マイラーズＣ‐G2，京都金
杯‐G3，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，中山記念‐G2 ２着

フェイムゲーム（10� ハーツクライ）７勝，目黒記念‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2，ダ
イヤモンドＳ‐G3（３回），京成杯‐G3，天皇賞（春）‐G1 ２着，etc.

ドリームシューター（12牡 フサイチコンコルド）�２勝

３代母 ベルベットサッシュ（86鹿 ＊デイクタス）１勝

４代母 ダイナサツシユ（79鹿 ＊ノーザンテースト）入着３回
［子］ 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
［孫］ ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，etc.，

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

レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイ
ーンＳ‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 海馬沢 明＝新冠町大狩部 �090-2695-1388
生 産 牧 場： 海馬沢 明
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

308 デューイガール２０２０ 牡・黒鹿 ４／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールデューイガール ＊アレミロード

��
��
�ホールオブフェーム青鹿 2009 ベルベットサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 デライトシーン（04栗 サクラバクシンオー）４勝，アクアマリンＳ（芝 1200）２着，
飯豊特別（芝 1200）３着，鏑矢特別（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－６（31）〕
フジノマユサン（11牝栗 ＊フレンチデピュティ）�６勝
ジャジャンケン（12牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，���２勝・１勝�８勝
ブラックハンマー（14牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝��２勝
ギュウホ（16牡鹿 ジャングルポケット）�１勝�２勝
アヴァンティ（17牝栗 キングヘイロー）��６勝
マイネルカーニバル（18牡青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���出走
フェルグランツ（19牝栗 ＊アイルハヴアナザー）��１勝

２代母 エクラドール（99栗 ＊サンデーサイレンス）出走
カズノサイレンス（05牡 タニノギムレット）��１勝
マンシュウクロフネ（06牡 ＊クロフネ）	９勝
マキノクィーン（10牝 ＊クロフネ）３勝
ゴールドパール（11牡 サクラバクシンオー）��18 勝�１勝
チムニーロック（13牡 ＊ファルブラヴ）�10 勝�５勝
エズ（14牝 ＊ファルブラヴ）�１勝
ツェレトナー（17牡 ストロングリターン）���出走�８勝

３代母 プリンセスシラオキ（92栗 ＊ミルジヨージ）入着４回
ブーケブラン（97牝 ＊カーネギー）２勝，カーネーション特別
ラヴィングサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アールロッソ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝，大府特別，ヤマボウシ賞
プリンセスレビュー（00牝 ＊エリシオ）入着

ピーチフィズ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��３勝
ジュニエーブル（14牡 スズカフェニックス）２勝，浦佐特別２着，���出走
ジェラペッシュ（17牝 ワールドエース）�１勝，赤松賞３着

ブーケドレーヌ（03牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
ニコールバローズ（09牝 ゼンノロブロイ）４勝，紫川特別，下北半島特別，河

北新報杯２着，etc.
ピースキーパー（05牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，京都２歳Ｓ‐L ３着，初夢Ｓ，阪

神スプリングプレミアム３着，etc.

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

309 デライトシーン２０２０ 牡・黒鹿 ３／１３
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモデライトシーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�エクラドール栗 2004 プリンセスシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 テラコッタ（07栗 アグネスタキオン）��５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
チョウワイルド（18牡黒鹿 ワイルドワンダー）�出走

２代母 ＊シーリング（90 FR鹿 Bering）FR２勝
トレアルタ Torrealta（96 牝 In TheWings）GB・FR１勝，P. Scaramouche

‐L ２着，P. Lord Seymour‐L ３着，P. Right Royal‐L ３着
トゥアデボージューT'As d'Beaux Yeux（07牝 Red Ransom）FR２勝
アッシロ Assiro（15 牡 ＊デクラレーションオブウォー）�FR・ITY６勝，
ミラノ大賞‐G2，カルロダレッシオ賞‐G3，P.M. Ippolito Fassati di B
alzola‐L，アンブロジアノ賞‐G3 ３着

トレストレラ Torrestrella（01 牝 Orpen）FR・USA３勝，仏１０００ギニー‐G1，P.
Finlande‐L
ファルマ Farmah（11牝 Speightstown）FR・ITY・UAE４勝，カルロ＆フラ

ンチェスコアロイジ賞‐G3，P. de Bonneval‐L，P. Sigy‐L ２着，
P. Ronde de Nuit‐L ３着

インティラーク Intilaaq（12牡 Dynaformer）GB・UAE３勝，ローズオヴラ
ンカスターＳ‐G3，Steventon S‐L

ウスールWusool（15 牡 Speightstown）�FR４勝，ポールドムサック賞‐G3
サマーシー Summer Sea（02牝 Bahhare）FR出走

ディエゴヴァロールDiego Valor（11 牡 Le Havre）FR・SPA７勝，G.P. de
la Hispanidad‐L，P. Gobierno Vasco‐L ２着，エドモンブラン賞
‐G3 ３着（２回）

＊アサクサバンザイ（03牡 Lomitas）１勝
アクアリング（05牝 Anabaa）１勝

クイーンズリング（12牝 マンハッタンカフェ）６勝，エリザベス女王杯‐G1，
府中牝馬Ｓ‐G2，フィリーズレビュー‐G2，京都牝馬Ｓ‐G3，有馬記念
‐G1 ２着，etc.

アクアミラビリス（16牝 ヴィクトワールピサ）�３勝，エルフィンＳ‐L，パラ
ダイスＳ‐L ２着，志摩Ｓ，ストークＳ２着，石清水Ｓ２着，etc.

３代母 ブルーリヴァー Blue River（80 FR鹿 Riverman）FR１勝，オマール賞‐G3
３着

販売申込者・所有者： オギオギ牧場＝新ひだか町三石富沢 �090-9522-7565
生 産 牧 場： オギオギ牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

310 テラコッタ２０２０ �・栗 ４／１６

＊

＊ Deputy Minister

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フレンチデピュティ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mitterandノボジャック

＊
＊アフリート

��
��
�フライトオブエンジェルスUSA 栗 1997 Intently

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラテラコッタ
＊ Bering

��
��
�シーリング栗 2007 Blue River

1t
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 デルマオサキ（10鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ハーキーステップ（16牡青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，桑名特別
（芝 1200），�１勝�２勝

ユーメイドリーム（17牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���出走�入着２回
フィーネ（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）出走，�地方未出走

２代母 ジェミードレス（97黒鹿 ＊トニービン）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，エプソム
Ｃ‐Jpn3 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，福島ＴＶＯＰ‐OP，都大路Ｓ‐OP ２着，etc.
センシュアルドレス（04牝 アグネスタキオン）２勝，セレブレイション賞２着，汐

留特別３着，春菜賞３着
スクエアフォールド（13� ＊シンボリクリスエス）３勝，尾張特別，尾張特別２

着，松島特別２着，フルーツラインＣ２着，中京スポニチ賞３着，etc.
ダークジャケット（05牡 ダンスインザダーク）１勝
ドレスアフェアー（07牡 スペシャルウィーク）２勝，�４勝��
コティリオン（08牡 ディープインパクト）１勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，毎日杯

‐G3 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，ベゴニア賞２着
デルマハゴロモ（09牝 フジキセキ）出走

ロードリベラル（14� ＊ブレイクランアウト）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3
３着，きんもくせい特別，両国特別３着，	入着４回�，佐賀オータムス
プリント２着

３代母 ブリリアントカット（87鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，ラジオ福島賞，噴火湾
特別２着
プリンセスカット（01牝 ＊トニービン）出走

ネオヴァンドーム（07牡 ネオユニヴァース）４勝，きさらぎ賞‐G3，都大路Ｓ
‐L（２回），東風Ｓ‐L ２着，種牡馬

タスカータソルテ（04牡 ジャングルポケット）５勝，札幌記念‐Jpn2，京都新聞杯
‐Jpn2，中京記念‐G3，etc.

テイラーバートン（07牝 ジャングルポケット）３勝，クイーンＣ‐G3 ３着，フェア
リーＳ‐G3 ３着，萩Ｓ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

311 デルマオサキ２０２０ 牡・鹿 ５／１３

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

�
�
�
�
�
�
�
�
� Park Appealベーカバド ベフカラ Kris

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスデルマオサキ ＊トニービン

��
��
�ジェミードレス鹿 2010 ブリリアントカット

＊ジエヌインダイアモンド 11
Kris S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ティンタジェル（09鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ウワサノジョニー（14牡鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝�
ゴールデンスパロー（15牝栗 ＊タイキシャトル）��１勝�１勝
ボルゾーバー（18牡鹿 タニノギムレット）�入着４回

２代母 メジロシェダー（04鹿 アグネスタキオン）出走
イヴアルブ（10牡 ＊シニスターミニスター）��５勝，東京湾Ｃ３着
デラニュースター（13牝 ＊カジノドライヴ）�１勝�入着

３代母 ＊ニーニャデガルチ（93 CAN鹿 Gulch）４勝，オホーツクＨ，��入着，さき
たま杯‐Jpn3 ３着
ソロデビュー（00牡 ダンスインザダーク）１勝，ムーニーバレーレーシングクラブ

賞３着
チザルピーノ（01牡 スペシャルウィーク）４勝，彦星賞，柏崎特別３着

４代母 ディーヴァズデビューDiva's Debut（86 CAN鹿 Deputy Minister）USA７
勝，Whimsical S‐L，Etobicoke H‐L，John Reading S，ジェニュイ
ンリスクＳ‐G2 ２着，Berlo H‐L ２着，etc.
［子］ キャプディヴァ Capdiva（94牝 Capote）USA４勝，Fury S‐R，C

anadian Oaks‐R
［孫］ リバティラヴァー Liberty Lover（12 牡 Diabolical）�USA８勝，Ne

wMexico Classic Cup Juvenile‐R，Red HedemanMile S‐R，
Pepsi Cola S‐R ３着，etc.

ダイアボリカルキングDiabolical King（13	 Diabolical）�USA４勝，
Mountain Top NewMexico Bred Futurity‐R，Rio Grande Se
nor Futurity‐R ２着

ホエアダズザキャッシュゴーWheredoesthecashgo（15	 Southwestern Heat）
�USA６勝，Rio Grande Senor Futurity‐R，O.D. McDonald S
‐R ３着

［曾孫］ アラセリスベイビーエメ Aracelis Baby M.（09 牝 Simon Pure）PR25 勝，
C.Ano Nuevo‐L，C.Dia de la Raza‐L，C.Dia de la Mujer
‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲荻伏三好ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4051
生 産 牧 場： ㈲荻伏三好ファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

312 ティンタジェル２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ９

＊

＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスティンタジェル アグネスタキオン

��
��
�メジロシェダー鹿 2009 ＊ニーニャデガルチ

15c
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ダラーバックス（09鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
エチゴヤマト（14牡鹿 フリオーソ）��２勝���
パノラミック（17�鹿 ＊モンテロッソ）���４勝�１勝
シャインローレル（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）���出走
ハクサンバニー（19牝栗 ストロングリターン）�未出走

２代母 ＊オルティスローザ（04 USA栗 Fusaichi Pegasus）不出走
ベルウッドジンプウ（10牡 ゴールドアリュール）入着，�３勝��入着２回�
グランドゲルニカ（12牝 ネオユニヴァース）��１勝
サンライズクロンヌ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，美濃特別，信濃川特別２着，

千両賞２着，白梅賞３着，�	１勝
ユニルドール（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝，
３勝��入着
キョウエイシンシア（16牝 ヴィクトワールピサ）��５勝

３代母 ＊ゲルニカ（97 ARG栗 Luhuk）ARG６勝，パレルモ賞‐G1，ＣＥディスタフ
‐G1，ミルギニーズ‐G1，亜１０００ギニー‐G1，イネスＶロカ賞‐G3，etc.
タペストリー（05牝 Fusaichi Pegasus）出走

サージェントバッジ（12� ステイゴールド）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，ア
ルデバランＳ‐OP ３着，雅Ｓ，etc.，��２勝���	

レッドカーペット（13牡 ダノンシャンティ）３勝，もみじＳ‐OP ２着
レイナソフィア（06牝 スペシャルウィーク）２勝，春日山特別，浦佐特別２着
エイシンオスマン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，Ｎ

ＨＫマイルＣ‐G1 ４着，障害２勝

４代母 グワーシュGouache（89 ARG栗 ＊サザンヘイロー）ARG９勝，ブエノスア
イレス市大賞‐G1，サトゥルニーノＪウンスエ大賞‐G1，カルロスカサレス賞
‐G2，フランシスコＢボッシュ将軍賞‐G3（２回），ビアモンテ将軍賞‐G3，etc.
［子］ パブリックスピーカー Public Speaker（05 牡 Distorted Humor）USA

８勝，Robert F. Carey Memorial H‐L，Sea O Erin H‐L，ファ
イアクラッカーＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ゴールデンライフGolden Life（04 牝 ＊コロナドズクエスト）FR３勝，
P. Isola Bella‐L

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

313 ダラーバックス２０２０ �・鹿 ３／２６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスダラーバックス
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�オルティスローザ鹿 2009 ＊ゲルニカ

9g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊トピカⅡ（09 IRE 鹿 Whipper）FR４勝，ミエスク賞‐G3，Criterium de Lyon
‐L，仏１０００ギニー‐G1 ３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
＊エイシンククルカン（14 IRE 牡鹿 Lawman）�１勝
エイシンガイン（17牡青鹿 ＊エーシンスピーダー）��３勝
テオリス（18牡鹿 モーリス）�出走

２代母 ソヴァナ Sovana（00 IRE 鹿 ＊デザートキング）FR１勝，ミネルヴ賞‐G3 ３着
マフラMafra（06 牝 Kalanisi）FR９勝
フィアメラ Fiammella（08 牝 Verglas）FR３勝
ミンデロMindelo（10 牡 Whipper）FR１勝
カルサ Kalsa（11 牝 Whipper）FR３勝，エドモンブラン賞‐G3，P. Ceres‐L
ボッカバチアータ Bocca Baciata（12 牝 Big Bad Bob）GB・FR・IRE５勝，キル

ボイエステイトＳ‐G2，ダンスディザインＳ‐G3，Victor McCalmont Mem
orial S‐L，Salsabil S‐L，愛プリティポリーＳ‐G1 ２着，etc.

スヴェンナ Suvenna（13牝 Arcano）IRE２勝
プリモバーチョ Primo Bacio（18 牝 Awtaad）�GB２勝，Michael Seely M

emorial S‐L
ハリーカラハンHarry Callahan（15� Dutch Art）�GB３勝
ボストンブルーインBoston Bruin（16 牡 Kodiac）�IRE・SPA３勝
タスカンオアシスTuscan Oasis（17 牝 Oasis Dream）�GB１勝

３代母 ピアチェンツァPiacenza（92 IRE 鹿 Darshaan）FR１勝
ペルージナ Perugina（97牝 Highest Honor）FR３勝，エクリプス賞‐G3，P. A

mandine‐L，ボワ賞‐G3 ３着，etc.
ローレンズガール Lauren's Girl（12 牝 Bushranger）不出走

ラペローサ La Pelosa（16牝 Dandy Man）GB・USA・CAN２勝，ナタルマ
Ｓ‐G1，スイートソレラＳ‐G3 ２着，アルバニーＳ‐G3 ２着，etc.

４代母 カハーラ Kahara（79 IRE 栗 Habitat）FR１勝，P. de Bagatelle２着
［孫］ トロッポオカ Troppo Oca（02牝 Orpen）ITY３勝，マリオインチーザ賞‐G3

ヴィタバ Vitaba（93牝 Northern Baby）FR２勝，P. Herod‐L，P
. Madame Jean Couturie‐L ３着

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

314 トピカⅡ２０２０ �・鹿 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

ホイッパー Miesque's Son

�
�
�
�
�

��
��

�Whipper Myth to RealityトピカⅡ ソヴァナ ＊デザートキング

��
��
�Sovana鹿IRE 2009 Piacenza

6e
Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4 Northern Dancer S5×M5
Nureyev S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ドゥマイモンシェリ（14青鹿 ＊タイキシャトル）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アップリュウジン（18牡鹿 ＊バトルプラン）��１勝
キセガワ（19牝栗 ＊バトルプラン）��出走

２代母 シルクプレアデス（03鹿 アドマイヤベガ）出走
スノーレイズ（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝

３代母 ＊キロフプリミエール（90 GB鹿 Sadler's Wells）FR・IRE・USA５勝，ラト
ガーズＨ‐G3，アシーニアＨ‐G3 ２着
シーザリオ（02牝 スペシャルウィーク）４勝，オークス‐Jpn1，フラワーＣ‐Jpn3，etc.，

USA１勝，アメリカンオークス‐G1，優３牝，優父内
エピファネイア（10牡 ＊シンボリクリスエス）６勝，ジャパンＣ‐G1，菊花賞

‐G1，神戸新聞杯‐G2，etc.，種牡馬
ロザリンド（11牝 ＊シンボリクリスエス）�入着
オーソリティ（17牡 オルフェーヴル）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2，青葉賞
‐G2，弥生賞ディープインパクト記念‐G2 ３着，etc.

リオンディーズ（13牡 キングカメハメハ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1，弥生賞‐G2 ２着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，優２牡，種牡馬

グローブシアター（14牡 キングカメハメハ）�５勝，ホープフルＳ‐G2 ３着，
万葉Ｓ‐OP ３着，比叡Ｓ，etc.，障害２勝

サートゥルナーリア（16牡 ロードカナロア）６勝，ホープフルＳ‐G1，皐月賞
‐G1，金鯱賞‐G2，etc.，優３牡，種牡馬

ルペルカーリア（18牡 モーリス）�１勝，京都新聞杯‐G2 ２着
キーロフスカヤKirovskaya（05牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

イリテア Irithea（13牝 ＊スニッツェル）�AUS８勝，スコーンＲＣダークジュ
エルクラシック‐G3，ホークスベリークラウン‐G3，ＡＴＣサファイアＳ
‐G2 ２着，etc.

＊サバンナズチョイス（07牝 Redoute's Choice）AUS３勝，ＢＲＣドゥームベンロ
ージズＳ‐G3 ２着
オーヴァーシェアOvershare（14 牡 I Am Invincible）AUS３勝，ＭＲＣゼデ

ィターヴＳ‐G3，MVRCMitchell McKenzie S‐L，ＭＲＣマンフレッ
ドＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-6777
生 産 牧 場： ㈲キヨタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

315 ドゥマイモンシェリ２０２０ �・鹿 ３／２６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンドゥマイモンシェリ アドマイヤベガ

��
��
�シルクプレアデス青鹿 2014 ＊キロフプリミエール

16a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M4×M5 Sadler's Wells S4×M4
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 トシキャンディ（06鹿 バブルガムフェロー）５勝，プロキオンＳ‐G3，春風Ｓ
（Ｄ1200），浦安特別（Ｄ1200），アクアラインＳ（Ｄ1200）２着，etc.，�７勝�，
ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ４着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（８）〕
サンライズアイドル（15牡鹿 ＊モンテロッソ）��８勝
ハローキャンディ（17牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝
マイステージ（18牝鹿 ＊ストーミングホーム）�１勝

２代母 ＊コルチカ（96 GB鹿 Machiavellian）FR３勝
トップロイエルTop Royelle（04 牝 Royal Applause）GB・USA４勝

フィフスオヴエイプリル Fifth of April（10 牝 ＊デヒア）USA３勝，All Sold
Out S‐R ２着

シャイニイチカ（07牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，水上特別，�２勝
サンライズアルプス（11牡 ステイゴールド）１勝
パッションチカ（14牝 ナカヤマフェスタ）２勝

３代母 イヴレア Ivrea（87 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・USA１勝，リブルズデイル
Ｓ‐G2 ２着，ミュージドラＳ‐G3 ３着，ランカシャーオークス‐G3 ３着
ヘデラ Hedera（92牝 Woodman）GB・UAE１勝，Rosemary S‐L ３着

アイヴィリーグ Ivy League（99牝 Doyoun）FR・AUS６勝，P. Urban Sea
‐L，ベルトゥー賞‐G3 ２着，ATC Stayers C‐L ３着
コーネル Cornell（08� Elusive Quality）AUS４勝，SAJC Port Adelai
de Guineas‐L，Geelong Classic‐L ２着，ＳＡＪＣチェアマンズ
Ｓ‐G3 ３着

ボストンアイヴィBoston Ivy（01牝 Mark of Esteem）不出走
マスターノヴェールMaster Noverre（06� Noverre）GB・AUS・HKG
３勝，ジムクラックＳ‐G2 ２着

シアン Syann（07牝 Daylami）IRE２勝，Oyster S‐L ３着
ダッチトリートDutch Treat（16 牝 Dutch Art）�GB・FR２勝，Was
hington Singer S‐L ２着

インテンスロマンス Intense Romance（14牝 Intense Focus）�GB・IRE９
勝，Rous S‐L，Arran S‐L

販売申込者・所有者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-9080-5588
生 産 牧 場： 浦河小林牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

316 トシキャンディ２０２０ 牡・栗 ５／２５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニートシキャンディ
＊ Machiavellian

��
��
�コルチカ鹿 2006 Ivrea

1l
Halo M4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 チャームウィーク（04鹿 スペシャルウィーク）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（９）〕
タマモアタック（12牡鹿 ＊アルデバランⅡ）４勝，蹴上特別（Ｄ1900），愛宕特別
（Ｄ1800）２着，伊達特別（Ｄ1700）２着

ハナザカリ（15牝黒鹿 ルーラーシップ）１勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１戦（芝 2000）３
着，�１勝，ブロッサムＣ（Ｄ1600）３着

チャービル（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）���１勝・５勝�，のじぎく賞
（Ｄ1700），園田オータムＴ（Ｄ1700）３着

シゲルアマノガワ（17牡栗 ＊ダンカーク）�２勝

２代母 アイアムクロス（94黒鹿 タマモクロス）不出走
タマモミニスター（98� ＊ミシル）２勝
メローライフ（99牝 ヤマニンゼファー）１勝
タマモガルチ（00牡 ＊サンダーガルチ）５勝，津軽海峡特別，噴火湾特別，清里特別

２着，伊勢特別３着，彦星賞３着
タマモウィナー（06牡 ＊フォーティナイナー）１勝

３代母 ＊ダンシングゴッデス（85 USA鹿 Nijinsky）GB・IRE２勝，Pearl Sprint S‐L，
愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛プリティポリーＳ‐G2 ４着，デズモンドＳ‐G3 ３着
キサグラムKissagram（90牝 Alysheba）不出走

＊アラバンサ（93牡 El Gran Senor）９勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，札幌
記念‐Jpn2 ３着，函館記念‐Jpn3 ３着，etc.，�８勝	


＊カラキーア（94牝 Sadler's Wells）GB・USA２勝，Virginia S‐L ２着
＊エアエミネム（98牡 ＊デインヒル）８勝，オールカマー‐Jpn2，神戸新聞杯

‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
チャームレディ（05牝 アグネスタキオン）不出走

エーティーラッセン（14牡 ＊サマーバード）�３勝，日経新春杯‐G2 ３着，明
石特別，オリオンＳ２着，etc.

４代母 プロデューサー Producer（76 USA黒鹿 Nashua）GB・FR・IRE・USA10 勝，
フォレ賞‐G1，オペラ賞‐G2，クロエ賞‐G3，ロワイヨモン賞‐G3，Susan's
Girl H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
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

317 チャームウィーク２０２０ �・鹿 ３／ ６

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールチャームウィーク タマモクロス

��
��
�アイアムクロス鹿 2004 ＊ダンシングゴッデス

8i
Halo M4×S5 Nijinsky M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ドラゴンホマレ（14青鹿 トーセンホマレボシ）１勝
初仔

２代母 ＊プラチナチャリス（06 GB黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）出走
ロジチャリス（12牡 ダイワメジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，芙蓉Ｓ‐LR ２着，

東風Ｓ‐L ３着，メイＳ‐OP，アイビーＳ‐OP ３着，etc.，��未出走���出走
グッドスカイ（13牝 ステイゴールド）障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，阪神スプリン

グジャンプ‐JG2 ２着，東京ハイジャンプ‐JG2 ２着，東京ジャンプＳ‐JG3 ２着
グレイル（15牡 ハーツクライ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，オール

カマー‐G2 ３着，セントライト記念‐G2 ３着

３代母 ＊シルバーチャリス（01 IRE 鹿 RainbowQuest）不出走
ゴールドチャリス（18牝 トゥザワールド）�２勝，中京２歳Ｓ‐OP，カンナＳ‐OP

３着，フェニックス賞‐OP ３着

４代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，コリーダ賞‐G3 ２着，ラクープドメゾン
ラフィット‐G3 ２着，P. des Tourelles‐L ２着，etc.
［子］ ＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンター

ズＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬
ピンクカメオ（04牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，
中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイー
ンＳ‐G3 ３着，東京スマイルプレミアム

シェイクスピア Shakespeare（97� RainbowQuest）IRE・HKG５勝，
Platinum S‐L

スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，
２歳クリテリヨム‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontar
me‐L ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，ホ
ープフルＳ‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着（２回），etc.

＊シベリアンホーク（00牡 ＊スピニングワールド）４勝，キャピタルＳ‐L，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，福島ＴＶＯＰ‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： 天羽 禮治
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

318 ドラゴンホマレ２０２０ �・黒鹿 ４／２０

＊

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

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�トーセンホマレボシ エヴリウィスパードラゴンホマレ
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�プラチナチャリス青鹿 2014 ＊シルバーチャリス

5g
デインヒル S3×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 トリプレット（14黒鹿 ＊ストリートセンス）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ラプンツェルムーン（19牝黒鹿 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ＊トリプルピルエット（03 USA青鹿 ＊サンデーサイレンス）��１勝
ヴァルナビスティー（08牡 ＊デビッドジュニア）２勝，開成山特別３着
トリビューン（11牡 ＊コマンズ）１勝
クワドループル（12牡 ＊コマンズ）４勝，鎌倉Ｓ３着

＊トリプルエース（17牡 Shamardal）�３勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ２着，サンタクロースＨ

３代母 ＊シャター（88 USA青鹿 Mr. Prospector）FR・USA３勝，オールアロングＳ
‐G2，P. de la Calonne‐L，仏１０００ギニー‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1
３着，クロエ賞‐G3 ２着，etc.
シャストゥリ Shastri（94 牝 Alleged）FR・IRE・GER３勝，Silbernes Band Der

Ruhr‐L ２着
アヌラ Anura（02牝 Giant's Causeway）USA２勝，Omnibus S３着
エンパイアビルダー Empire Builder（09 牡 Kitten's Joy）USA・VEN５
勝，American Dreamer S，MamboMeister S，Naked Greed
S，etc.

ラックオヴザキテン Luck of the Kitten（12牡 Kitten's Joy）GB・USA
２勝，Zuma Beach S‐L，ＢＣジュヴェナイルターフ‐G1 ２着，ト
ランシルヴァニアＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ステイトシント State Shinto（96� Pleasant Colony）GB・FR・GER・USA・U
AE９勝，ドラール賞‐G2，マクトゥームチャレンジＲ１‐G3，プランスドラ
ンジュ賞‐G3，etc.

４代母 サヴァナダンサ－Savannah Dancer（82 USA黒鹿 Northern Dancer）USA
６勝，デルマーオークス‐G2，Santa Ysabel S‐L，Hollywood Park The Very O
ne S‐R，Los Cerritos S‐R，ハリウッドダービー‐G1 ２着，etc.
［孫］ アラゴルン Aragorn（02牡 Giant's Causeway）GB・IRE・USA６勝，

エディリードＳ‐G1，シューメイカーマイルＳ‐G1，オークトリーＢ
Ｃマイル‐G2，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： 奥山牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

319 トリプレット２０２０ 牡・鹿 ２／１２

＊

＊
＊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

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleトリプレット
＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�トリプルピルエット黒鹿 2014 ＊シャター

5h
Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ドリーボンズレガシー（05 USA鹿 Proud Citizen）USA３勝，デビュターントＳ
‐G3 ２着，Bassinet S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（13）〕
プラウドレガシー（11牝鹿 ダンスインザダーク）��１勝
ロジレガシー（12牡鹿 ダイワメジャー）���８勝
ソロダンサー（13牝鹿 ゴールドアリュール）３勝
デビルバローズ（17牡鹿 ゴールドアリュール）入着，��３勝��１勝
イーテーラー（18牝鹿 モーリス）�地方未出走

２代母 ケリーアンバー Kelly Amber（88 USA鹿 Highland Park）USA４勝，Ba
ssinet S‐L，Dixie Miss S，Martha Washington S‐L ２着，Cain‐Tu
ck‐Ee S２着
ウィルクレストWilcrest（95� Houston）USA４勝，Jean Lafitte Futurity
オールモストアンバーAlmost Amber（96 牝 Mt. Livermore）GB１勝

アモンティリャードAmontillado（11牝 Pastoral Pursuits）GB出走
リトルオーケリー Little O' Kelly（19 牝 Twilight Son）�ITY 入着２回，
P. Vittorio Crespi‐L ３着

＊グラッブユアハート（00牝 Deputy Commander）３勝，�１勝��４勝�入着，
マリーンＣ‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，白山大賞典
‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3，etc.
ダイワユニティー（10牝 ディープインパクト）１勝，菅名岳特別２着

ダッツレイディディDattts Lady Di（06 牝 Proud Citizen）USA２勝
リンディ Lindy（12牝 War Front）USA１勝，Astoria S３着

３代母 パメラケイ Pamela Kay（83 USA鹿 Hold Your Peace）USA２勝，Lad
y Sponsors' S‐L，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G1 ３着
トリッキメイTricki Mae（93牝 Phone Trick）USA４勝

＊レイクサイドカップ（99牝 Salt Lake）USA３勝，Ellis Park Debutante S
‐L，スカイラヴィルＳ‐G2 ２着，デビュターントＳ‐G3 ２着，etc.

ファーストマニー First Money（01牡 Lil's Lad）USA３勝，バシュフォード
マナーＳ‐G3 ２着，ケンタッキーＢＣＳ‐G3 ２着，種牡馬

エインジェルトランペット Angel Trumpet（02 牝 Cape Canaveral）USA５勝，
Pent Up Kiss H，Gowell S，スカイラヴィルＳ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

320 ドリーボンズレガシー２０２０ �・鹿 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊

プラウドシティズン GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Proud Citizen Drums Of Freedomドリーボンズレガシー ケリーアンバー Highland Park

��
��
�Kelly Amber鹿USA 2005 Pamela Kay

4r
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native M4×M5

価格： 購買者：



母 ドリームチャイルド（13鹿 ネイティヴハート）�３勝��２勝�
本馬の他に産駒あり

２代母 セレナーデ（09黒鹿 アッミラーレ）不出走
ドリームシイ（15牝 ＊アポロキングダム）�６勝，ビギナーズＣ３着

３代母 ＊タイキセレナーデ（97 USA鹿 Dixieland Band）出走
ジャイアンツゲット（05牡 ＊タイキファイヤー）��３勝，東京湾Ｃ２着，黒潮盃３着
オウシュウダイアン（06牝 ＊タイキファイヤー）��１勝��，ローレル賞２着

４代母 ハベサウンドHobe Sound（82 IRE 栗 Busted）GB５勝
［子］ レコードサウンド Record Sound（89牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・ITY

２勝，P. Avvocato Amedeo Peyron‐L，P. Giuseppe deMontel
‐L ３着

＊アグネスメディア（96牡 Miswaki）３勝，芦ノ湖特別２着
＊タイキガルチ（94牡 Gulch）入着２回，中ノ岳特別３着，��４勝�７勝

［孫］ タイキヘラクレス（96	 ＊イブンベイ）３勝，障害１勝，
１勝�１勝
��，ダービーＧＰ‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1 ３着，etc.

テストボーイ Test Boy（03	 Brahms）USA・CAN９勝，Speed To Spar
e S‐L，Don Fleming H‐L，RemingtonMile S‐L，etc.

タイキエンプレス（93牝 ＊トニービン）２勝，十和田湖特別２着，かもめ
島特別３着，堀川特別３着

［曾孫］ サイレントキャンディ Silent Candy（07牝 Candy Ride）USA５勝，Hat
oof S，Lady Canterbury S‐L ２着，パカラップＳ‐G3 ３着

クワイトアハンドフルQuite a Handful（06 牡 Mutakddim）USA５勝，
Oliver S‐L ２着，Honor Glide S２着，ホーソーンダービー
‐G3 ３着，etc.，種牡馬

ユキノハボタン（05牝 バブルガムフェロー）５勝，醍醐Ｓ，河北新報杯，
納沙布岬特別，etc.

ゲットブラック（04牡 サクラバクシンオー）４勝，三河特別，中京スポー
ツ杯２着

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： ㈲グラストレーニングセンター
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

321 ドリームチャイルド２０２０ 牡・鹿 ４／ ７
＊ 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

＊スターオブコジーン

�
�
�
�
�

��
��

�ネイティヴハート ポトマツクチエリードリームチャイルド アッミラーレ

��
��
�セレナーデ鹿 2013 ＊タイキセレナーデ

21a
Northern Dancer S4×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ドリームエンブレム（05青 ＊ウォーエンブレム）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（17）〕
トーホウサリー（09牝黒鹿 デュランダル）�５勝
ストロベリーキング（11�黒鹿 ハーツクライ）２勝，はなみずき賞（芝 2000）２着，

��未出走�５勝�
ビッグウェーブ（15牡鹿 ダイワメジャー）入着４回，��１勝�４勝
ニーマルブラック（17�青 ゼンノロブロイ）��出走�２勝�入着２回
ドリームポルックス（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）�	
出走

２代母 マキシムドリーム（94黒鹿 ＊リアルシヤダイ）入着３回
ドリームスピカ（99牝 バブルガムフェロー）不出走

マジックボンバー（04牡 ＊タイキシャトル）４勝，皆生特別，與杼特別２着，ブ
ラッドストーンＳ３着

ペプチドスピカ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�１勝	

ペプチドウォヘッド（12牡 キングカメハメハ）４勝，もちの木賞

ユーセイハヤトオー（01� ＊スピニングワールド）３勝

３代母 チャンネルフォー（88青鹿 ＊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，立夏Ｓ，知多特別，etc.

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
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

［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.

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

322 ドリームエンブレム２０２０ �・鹿 ２／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyドリームエンブレム ＊リアルシヤダイ

��
��
�マキシムドリーム青 2005 チャンネルフォー

＊ワンスウエド 4m
リアルシヤダイM3×S5 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 トラストフェアリー（11栗 ＊ケイムホーム）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ノアスマッシュ（18牝鹿 キズナ）�入着５回
ミズノコキュウ（19牝鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 アブラシオ（05鹿 ＊グラスワンダー）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）�１勝
ゴールデンターキン（14牝 ネオユニヴァース）１勝
オーヴァルエース（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，ヒヤシンスＳ‐L，寒椿賞，種牡馬

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： ㈲梅田牧場＝浦河町荻伏町 �0146-25-2425
生 産 牧 場： ㈲梅田牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

323 トラストフェアリー２０２０ �・鹿 ５／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayトラストフェアリー ＊グラスワンダー

��
��
�アブラシオ栗 2011 ジュウジホウセキ

＊フオルカー 13c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 トーワフォーチュン（03鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－８（35）〕
シゲカツワンダフル（07牡芦 アドマイヤコジーン）入着，��１勝�５勝
メトログリペン（08牡鹿 リンカーン）入着４回，�１勝�１勝��
イナズマソリオ（09牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着２回，��５勝�１勝
ラサイニ（10牝黒鹿 ＊ムーンバラッド）入着２回，�１勝��
イナズマアリオーン（12牡鹿 カネヒキリ）�２勝��２勝�３勝
マイネルラック（13牡鹿 オレハマッテルゼ）４勝，鈴鹿特別（Ｄ1400），アクアラ

インＳ（Ｄ1200）３着，貴船Ｓ（Ｄ1400）３着，高砂特別（Ｄ1200）３着
アタミ（14牡黒鹿 メイショウボーラー）１勝，	�２勝
ポステリタス（15牝鹿 ＊グラスワンダー）��２勝�６勝
ゲッテルフンケン（16牝鹿 ストロングリターン）�１勝��２勝，リリーＣ
（Ｄ1200）２着

ルートニイサンロク（17牡鹿 トーセンホマレボシ）	
入着２回��

２代母 ＊グリーングッズ（86 USA鹿 Clever Trick）USA１勝
シューシャ（91牝 ニホンピロウイナー）出走

シュロ（05牡 フサイチソニック）
９勝��，金杯２着
トーワイグザンプル（94牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，槍ヶ岳特別，瀬戸特別３着
トーワトレジャー（97牝 ＊トニービン）５勝，新潟記念‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ３着，ロ

ーズＳ‐Jpn2 ３着，函館記念‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，etc.
トーワイートゥー（01牝 ＊ジョリーズヘイロー）１勝

３代母 ベアエッセンス Bare Essence（81 USA鹿 Youth）USA４勝，Meadowla
rk S‐R ２着

４代母 ボールドイグザンプル Bold Example（69 USA鹿 ＊ボールドラツド）USA３
勝，Polly Drummond S２着，Blue Hen S２着
［孫］ カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 牝 Timeless Moment）G

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

＊オウインスパイアリング（86牡 Slew o' Gold）USA７勝，フラミンゴＳ‐G1，
アメリカンダービー‐G1，ジャージーダービー‐G2，etc.，種牡馬

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

324 トーワフォーチュン２０２０ �・鹿 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceトーワフォーチュン
＊ Clever Trick

��
��
�グリーングッズ鹿 2003 Bare Essence

8h
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナショナルホリデー（04栗 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（２）〕
フロールシータ（11牝栗 エアジハード）１勝，�１勝��
マルカベッカム（13牡鹿 ＊ワークフォース）１勝
ナショナルアンセム（17牝鹿 ロードカナロア）��１勝
タイセイマーベル（18牡栗 スクリーンヒーロー）�１勝

２代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，札幌日

経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，道新杯‐OP ２着，etc.，�１勝�２勝�１勝，東北
サラ大賞典，etc.，種牡馬

マルカコマチ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3，京阪杯
‐Jpn3 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，小倉大賞
典‐Jpn3 ３着，etc.
マルカアイチャン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，つわぶき賞，りんどう賞

２着，あけび賞３着
アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑

Ｓ‐L ３着，ウェルカムＳ，尖閣湾特別２着，鳥屋野特別２着
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫ
マイルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬

ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福島ＴＶＯ
Ｐ‐OP ２着，白秋Ｓ，本栖湖特別，アプローズ賞，etc.

ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
ブレークビーツ（10� ジャングルポケット）３勝，日高特別，北斗特別，修学

院Ｓ２着，etc.，�２勝��	，桂樹杯，かきつばた賞，etc.
フラッグサルート（15牝 ＊タートルボウル）１勝，長良川特別３着，��	出走


出走
フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，織姫賞，

西郷特別２着，フィリピンＴ２着

３代母 ダイナワールド（80栗 ＊ハンターコム）不出走

販売申込者・所有者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616
生 産 牧 場： ㈱オリオンファーム
飼 養 者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616

325 ナショナルホリデー２０２０ �・鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイナショナルホリデー ＊デイクタス

��
��
�ナショナルフラッグ栗 2004 ダイナワールド

＊ハニードリーマー 23b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナムラバイオレット（13栗 ＊チーフベアハート）２勝，�２勝，早池峰スーパース
プリント（Ｄ1000），岩鷲賞（Ｄ1200）３着
初仔

２代母 ナムラテンニョ（99鹿 ＊キンググローリアス）３勝
ナムラマンジロウ（10牡 ハーツクライ）１勝，�４勝�３勝�入着２回��
ナムラムート（14牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，��４勝�，園田ＣｈＣ２着

３代母 ＊トネスボウス（92 USA鹿 Danzig）GB・USA１勝
テイエムポイント（01牡 ＊ウォーニング）４勝，みちのく特別２着，西日本スポーツ

杯２着，知多特別３着

４代母 ソーシースリープス So She Sleeps（82 USA鹿 Seattle Slew）USA７勝，
コロンビアナＨ‐G3，River Downs S，Dahlia H，Buckram Oak Farm
S２着
［曾孫］ ミスタージョーブレイカーMr. Jawbreaker（10	 Candy Ride）USA２

勝，Prairie Gold Juvenile S‐L

５代母 シャイドーン Shy Dawn（71 USA栗 Grey Dawn）USA19 勝，コレクショ
ンＨ‐G3（２回），アフェクショニトリーＨ‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，ディ
スタフＨ‐G3，ベッドオーロージズＨ‐G3，etc.
［子］ オープニングヴァースOpening Verse（86 牡 The Minstrel）GB・USA

10勝，ＢＣマイル‐G1，オークローンＨ‐G1，レイザーバックＨ‐G2，etc.，
種牡馬

デインジャラスドーンDangerous Dawn（87牡 Cox's Ridge）USA９
勝，Vulcan S，Wadsworth Memorial H，ベストターンＳ
‐G3 ３着，etc.

［孫］ ディフィデントDiffident（92 牡 Nureyev）GB・FR・GER・UAE10 勝，
ダイアデムＳ‐G2，リゾランジ賞‐G3，European Free H‐L，etc.，
種牡馬

［曾孫］ イルワールド Il Warrd（05 牡 Pivotal）GB・FR３勝，Easter S‐L，
Guisborough S‐L，ジャージーＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

326 ナムラバイオレット２０２０ �・鹿 ２／ ６
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartナムラバイオレット ＊キンググローリアス

��
��
�ナムラテンニョ栗 2013 ＊トネスボウス

21a
Danzig M4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ネバーエンディング（02鹿 ＊エンドスウィープ）２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－５（25）〕
メイスンウォー（10牡鹿 ＊ウォーエンブレム）４勝
エンドゾーン（11牝鹿 フジキセキ）�１勝�３勝��入着２回�
シースレス（12牡黒鹿 ＊ウォーエンブレム）�８勝��１勝�２勝
マサノホウオウ（14牡黒鹿 アーネストリー）入着，２０１７ＹＪＳＦＲ中山１戦
（芝 2000）２着，�２勝��５勝

グラビテーション（16牡鹿 ベルシャザール）��１勝，ハイセイコー記念
（Ｄ1600）３着，鎌倉記念（Ｄ1500）３着

トーホウノーヴァ（18牡栗 トーホウジャッカル）�出走
ジョーストーリー（19牝栗 エスポワールシチー）���２勝

２代母 マキシマムデニール（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
マキシマムプレイズ（95� ＊サンデーサイレンス）１勝，障害３勝，京都ジャンプＳ

‐JG3 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着
レットミーマックス（98牡 ニホンピロウイナー）３勝，水無月特別３着
ウッドカッター（99� ＊ティンバーカントリー）４勝，麒麟山特別，伊勢佐木特別２着
エポレット（00牝 ＊リアルシヤダイ）出走

シルクシュナイダー（08牡 ＊アグネスデジタル）４勝，アンタレスＳ‐G3 ３着，
平安Ｓ‐G3 ３着，アルデバランＳ‐OP ２着，ヒヤシンスＳ‐OP ２着，
いぶき賞‐OP ３着，etc.

コパノビジン（13牝 ゴールドアリュール）２勝，��２勝，東京シンデレラマ
イル３着

ボードスウィーパー（01牡 ＊エンドスウィープ）８勝，霜月Ｓ‐L（２回），コーラルＳ
‐L ３着，ギャラクシーＳ‐L ３着，太秦Ｓ，河原町特別，etc.

セブンサミッツ（06牡 フジキセキ）４勝，猪苗代特別，野分特別３着

３代母 ダイナセレナード（79黒鹿 ＊エルセンタウロ）４勝，鷹取特別，愛宕特別
ノーザンセレナード（93牝 ＊ノーザンテースト）２勝

ラッシュストリート（05� マーベラスサンデー）４勝，招福Ｓ，etc.，�１勝�
入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3409
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

327 ネバーエンディング２０２０ �・栗 ２／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceネバーエンディング ＊ノーザンテースト

��
��
�マキシマムデニール鹿 2002 ダイナセレナード

＊フリソデ A13
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 タイセイボニータ（12栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：４〕
ミウィ（19牝鹿 ミュゼスルタン）�出走

２代母 アルフィーネ（00栗 ＊ラムタラ）出走
コーエイオウカ（06牝 ニューイングランド）��１勝
アッレグレット（07牝 スターリングローズ）�４勝�
アマノレインジャー（08牡 ＊タイキシャトル）４勝
フロリディータ（11牝 ブラックタイド）�３勝
ブラックライト（13牡 ブラックタイド）�２勝
スコーピオンキング（15牡 ＊ケイムホーム）�１勝�２勝
トリヴォルテソーロ（16牡 スターリングローズ）１勝，��１勝��入着２回

３代母 マルブツアルファ（89鹿 ＊ブレイヴエストローマン）不出走

４代母 マルブツドーター（68栗 ＊バウンドレス）１勝
［子］ マルブツロンリー（84牝 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，サファイヤＳ

‐Jpn3，葵賞‐OP，パールＳ‐OP ２着
マルブツローマン（81牡 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，フリージア賞

［孫］ マルブツホープ（92牡 ＊オウインスパイアリング）�20 勝�入着，佐賀記
念‐Jpn3 ３着，名古屋記念２着，ゴールド争覇，etc.

マルブツロドリゴ（94牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）４勝，醍醐特別，洛東
特別３着

［曾孫］ マルブツタイクーン（00牡 ＊ラストタイクーン）２勝，京王杯２歳Ｓ
‐Jpn2 ２着，文月特別２着

マルブツビンスキー（89牡 ＊ストラダビンスキー）３勝，春蘭Ｓ‐OP，樅
の木賞，�１勝	10 勝�，スポニチ杯

キタノジライ（91牡 ＊スプレンデイドモーメント）�５勝��１勝，全日
本３歳優駿，ジュニアＣ，北海道３才優駿３着，etc.

マルブツアトム（91牡 ＊リドヘイム）３勝，伊吹山特別２着，�７勝
マルブツプリンス（03牡 ＊ティッカネン）１勝，伏拝特別２着，ガーベラ
賞３着

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

328 タイセイボニータ２０２０ �・栗 ３／１０
メジロテイターン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� メジロマックイーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� メジロオーロラギンザグリングラス ＊サンキリコ

��
��
�ニドクリキリコ芦 2005 ニドクリフオックス

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンタイセイボニータ ＊ラムタラ

��
��
�アルフィーネ栗 2012 マルブツアルファ

＊フロリースカツプ 3l
Nijinsky M4×M5

価格： 購買者：



母 バイオレントハート（04黒鹿 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－５（12）〕
ワイドキング（10牡鹿 キングカメハメハ）入着，��１勝
ウィットウォーター（11牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）４勝，乙訓特別（芝 1200），御池

特別（芝 1200）２着，佐世保Ｓ（芝 1200）３着，淀屋橋Ｓ（芝 1200）３着
スリルオブジョイ（12牝鹿 ＊バゴ）��１勝
ワカダンナ（14牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
バイオレントブロー（15�黒鹿 ＊バゴ）�３勝，壇之浦特別（芝 2000），知床特別
（芝 2000），大原Ｓ（芝 2000）２着，関門橋Ｓ（芝 2000）３着，障害１勝

グランヴィクトリア（16牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝�１勝�２勝
マイストック（18牡鹿 ＊マクフィ）��１勝�

２代母 ＊グレートクリスティーヌ（87 USA鹿 Danzig）USA１勝
＊ログキャビン（96牡 Woodman）２勝，石狩特別２着，陸奥湾特別２着，ニセコ特

別３着，大森浜特別３着
エアステビア（97牝 Woodman）１勝
ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮記念

‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，スプリンターズＳ
‐Jpn1 ２着，etc.，優古牝

＊ファリダット（05牡 Kingmambo）５勝，栗東Ｓ‐L，マーガレットＳ‐L，安田記
念‐G1 ３着，阪神Ｃ‐Jpn2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.

＊フィドゥーシア（12牝 Medaglia d'Oro）７勝，春雷Ｓ‐L，アイビスサマーダ
ッシュ‐G3 ２着，葵Ｓ‐LR ２着，韋駄天Ｓ‐OP，長篠Ｓ，etc.

＊ジャンダルム（15牡 Kitten's Joy）�５勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，春雷Ｓ‐L，
信越Ｓ‐L，ニューイヤーＳ‐L，ホープフルＳ‐G1 ２着，etc.

シマノタカラチャン（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
リコーデリンジャー（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��３勝，エ

ーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，リリーＣ３着
ダイワマジック（01牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，	１勝��４勝

３代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Rancho Bernardo H，
Las Cienegas H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

329 バイオレントハート２０２０ 牡・鹿 ３／３０
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイバイオレントハート
＊ Danzig

��
��
�グレートクリスティーヌ黒鹿 2004 Great Lady M.

22d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M4×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 ハヤブサマナポン（13栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
テガタナ（18牡栗 フリオーソ）���入着

２代母 ミスイースター（98黒鹿 ＊ウォーニング）１勝
ダイメイザバリヤル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，白河特別，サンライズＳ２

着，五色沼特別２着，寺泊特別２着，知多特別３着，etc.
マルブツイースター（05牡 サクラバクシンオー）３勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，ファル

コンＳ‐Jpn3 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，クロッカスＳ‐OP
スターマーチ（07牝 フジキセキ）入着，�１勝
アースプレイ（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，三面川特別２着，ｔｖｋ賞３着，山中

湖特別３着
ダンツレガリア（12牡 ＊バゴ）２勝
エスタシオン（14� ネオユニヴァース）�12 勝�入着２回

３代母 ＊イングリッシュホーマー（85 USA鹿 Conquistador Cielo）不出走
ストーレンハート（92牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，三国特別２着，越路特別３着
ブリリアントバイオ（93牝 ＊トニービン）１勝

ケイパブルバイオ（01牝 ＊ジェリ）４勝，秋分特別，桜島特別２着，オーロラ特
別２着

ヨドノサフラン（94牝 ミスターシービー）１勝，もみじＳ‐OP ２着，３歳抽せん馬
特別２着
サフランディライト（08牡 ＊クロフネ）４勝，白川特別，稲村ヶ崎特別，松籟Ｓ

２着，etc.
トウカイパルサー（96牡 トウカイテイオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2

３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.

４代母 フィドルスティクス Fiddlesticks（76 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ヴィヴァノ Vivano（89牝 IslandWhirl）USA10 勝，ハニービーＨ‐G3，

Gallant Bloom H‐L，フリゼットＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バーニングローマ Burning Roma（98牡 Rubiano）USA13 勝，米フュチュリ

ティＳ‐G1，メドーランズＣ‐G2，レッドバンクＨ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 �0146-28-1150
生 産 牧 場： 榊原 敏明
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

330 ハヤブサマナポン２０２０ �・栗 ３／１８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハヤブサマナポン ＊ウォーニング

��
��
�ミスイースター栗 2013 ＊イングリッシュホーマー

8h
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ハレイワクィーン（10黒鹿 キングカメハメハ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
レインボーシャーク（15牝黒鹿 サムライハート）��４勝
ヴィクトリアループ（16牝黒鹿 ハイアーゲーム）��２勝
エナサン（17牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
スマイルキューティ（18牝鹿 エスポワールシチー）���１勝�１勝
マーゴットビート（19牡黒鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ＊ユメノラッキー（98 USA栗 Salt Lake）３勝，立待岬特別，下北半島特別，
長万部特別２着，基坂特別２着
ラッキーフラワー（06牝 ＊マイネルラヴ）１勝，�５勝��入着，園田ＣｈＣ２着
ラッキーツー（07牝 ＊アグネスデジタル）入着，��４勝�入着２回�
シャーク（09� デュランダル）�	31 勝��，あすなろ賞３着
ラッキーハンター（11牡 ハーツクライ）��２勝
イキオイ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，長万部特別，ＵＨＢ杯２着，河北新報杯２

着，潮騒特別３着，道新スポーツ杯３着，etc.
サイタスリーレッド（13牡 ダノンシャンティ）６勝，栗東Ｓ‐L，カペラＳ‐G3 ２着，etc.，

��１勝	�入着２回�，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3，兵庫ゴールド
Ｔ‐Jpn3 ３着，クラスターＣ‐Jpn3 ３着

エンパシー（14牡 メイショウボーラー）１勝，�
５勝�４勝�
ラッキーユー（15� ショウナンカンプ）���６勝�

３代母 トレイシーズシークレットTracey's Secret（85 USA栗 Riverman）USA出走

４代母 ラッキースペル Lucky Spell（71 USA鹿 Lucky Mel）USA12 勝，プリンセ
スＳ‐G3，ラスパルマスＨ‐G3，Las Flores H，Linita S，Time To Lea
ve S，etc.
［子］ マーリンズチャームMerlins Charm（79牝 Bold Bidder）GB２勝，ジャ

ージーＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，Kiveton Park S‐L ２
着，etc.

［孫］ アンブライドルズソングUnbridled's Song（93牡 Unbridled）USA５勝，
ＢＣジュヴェナイル‐G1，フロリダダービー‐G1，ウッドメモリア
ルＳ‐G2，etc.，種牡馬

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

331 ハレイワクィーン２０２０ 牡・栗 ３／２３
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハレイワクィーン
＊ Salt Lake

��
��
�ユメノラッキー黒鹿 2010 Tracey's Secret

4m
Nureyev S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Never Bend S5×M5

価格： 購買者：



母 バトルキクヒメ（07芦 ＊ホワイトマズル）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
トモジャヴェール（14牡芦 ＊エイシンアポロン）�２勝��
ブルベアナガイモ（15牡鹿 ローエングリン）�２勝��３勝�入着２回�
ドラゴンウォリアー（17牡鹿 アンライバルド）１勝，��１勝，ぎふ清流Ｃ
（Ｄ1400）３着

２代母 キクノトッポリーノ（89芦 ＊クリスタルパレス）入着
マロンスラヴィック（94牡 ＊スラヴィック）�	10 勝
クリスタルステージ（95牡 メリーナイス）�３勝
入着
サミットロード（97牝 ＊スキーキャプテン）
１勝
トーセンダンディ（98牡 ＊ホワイトマズル）６勝，オールカマー‐Jpn2，七夕賞

‐Jpn3 ２着，新潟記念‐Jpn3 ３着，古都Ｓ，清滝特別，etc.，
２勝
コスモインベイダー（00牡 ＊ミシル）１勝
フジジェニュイン（01牡 ジェニュイン）��２勝
シロワイン（02牝 エアジハード）�２勝��
トーセングッジョブ（04牡 マンハッタンカフェ）��７勝
トーセンスウィング（05牡 フサイチソニック）１勝

３代母 ヒロノホーマー（81鹿 ＊リイフオー）３勝，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着，高砂特別
ユニコーン（87牡 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，逢坂山特別２着，金華山特別３着
ユウライジン（88牡 ＊パークリージエント）３勝，粟島特別３着，小牧特別３着，�２勝
ドラゴンジェイ（93牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，��７勝�11 勝��入着３回，Ｔ

Ｖ埼玉杯２着，千葉ＴＶ放送盃

４代母 ヒデコトブキ（66鹿 コダマ）５勝，桜花賞，阪神４歳牝馬特別，阪神３歳Ｓ２
着，サンケイ大阪杯３着，紅梅賞‐OP，etc.
［子］ ミョウコウハヤテ（75牡 ＊イエローゴツド）３勝，水仙賞
［孫］ ハギノレジェンド（87牡 ハギノカムイオー）２勝，京都４歳特別‐Jpn3

３着，菩提樹Ｓ，渡月橋Ｓ２着，etc.

５代母 ミスケイコ（58青 ＊ライジングフレーム）15勝，京都盃，阪急杯，大阪杯３着
（２回），阪神牝馬特別２着，阪急杯３着，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2067
生 産 牧 場： 小倉 光博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

332 バトルキクヒメ２０２０ 牡・芦 ４／１２
＊ 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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeバトルキクヒメ ＊クリスタルパレス

��
��
�キクノトッポリーノ芦 2007 ヒロノホーマー

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

価格： 購買者：



母 バブルウィズジョイ（14芦 ダイワメジャー）出走
初仔

２代母 バブリームード（07芦 ＊クロフネ）不出走
スギノゼウス（11牡 フジキセキ）入着２回，�６勝��
インザバブル（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，三浦特別３着
バブリーバローズ（15牡 ステイゴールド）１勝
バブリーダンス（16牝 ゴールドアリュール）���３勝

３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 d

e Languedoc‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，etc.
ハブルバブル（08牝 ディープインパクト）１勝，フラワーＣ‐G3 ２着
ディープブリランテ（09牡 ディープインパクト）３勝，日本ダービー‐G1，東

スポ杯２歳Ｓ‐G3，皐月賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬
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

４代母 ＊バブルプロスペクター（84 USA栗 Miswaki）IRE１勝
［子］ ザッツザプレンティ（00牡 ダンスインザダーク）３勝，菊花賞‐Jpn1，Ｒ

たんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
マニックサンデー（97牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，サンスポ４歳牝馬
特別‐Jpn2

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.

［孫］ ショウナンパントル（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，阪神ジュベナイル
フィリーズ‐Jpn1，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紫苑Ｓ‐L ２着，優２牝

エポワス（08� ＊ファルブラヴ）７勝，キーンランドＣ‐G3，大阪―ハン
ブルクＣ‐L，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

フリップフロップ Flip Flop（01牝 Zieten）FR・USA４勝，P. Charles La
ffitte‐L，イエローリボンＳ‐G1 ２着，ウィルシャーＨ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 織田 米見＝新ひだか町静内神森 �090-9758-9796
生 産 牧 場： 織田 正敏
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

333 バブルウィズジョイ２０２０ 牡・栗 ５／１２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケバブルウィズジョイ ＊クロフネ

��
��
�バブリームード芦 2014 ＊バブルドリーム

1b
Deputy Minister S5×M5

価格： 購買者：



母 パンジェンシー（07栗 ＊フレンチデピュティ）��入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（６）〕
クーリールレーヴ（14牡鹿 ＊ワークフォース）�１勝�
クリノクリストフ（15牝鹿 ＊ハードスパン）��１勝�１勝�入着
ガビチャン（17牝鹿 ＊モンテロッソ）	
入着６回��１勝
トウキョウドライヴ（18牡栗 ＊カジノドライヴ）	�２勝
ホープヒル（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）	地方未出走

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

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

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


３代母 テイーブレーク（85栗 ＊ノーザンテースト）出走
ティーパーティー（90牝 ＊リアルシヤダイ）不出走

ツルマルブラボー（98牝 ダンスインザダーク）２勝，国東特別，�４勝��入着�
アグネスサンデー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，中京スポーツ杯，なにわＳ２

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

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

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

天皇賞（秋）‐Jpn1 ４着，漁火特別，etc.

販売申込者・所有者： 小野瀨 竜馬＝清水町熊牛 �080-6098-2868
生 産 牧 場： 小野瀨 竜馬
飼 養 者： ㈱リトルブルーファーム＝清水町熊牛 �0156-62-4454

334 パンジェンシー２０２０ 牡・栗 ４／２７
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�アッサムヒル栗 2007 テイーブレーク

＊リセス 19b
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ハンナリト（07鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
ガーニーフラップ（13牡鹿 ＊タイキシャトル）��６勝，クラウンＣ（Ｄ1600），東

京湾Ｃ（Ｄ1700）２着
サブノヒマワリ（15牝栗 ＊ワイルドラッシュ）���入着８回
メイショウランセツ（16牡栗 ＊ダンカーク）�１勝
アートオブライフ（17牝黒鹿 スマートファルコン）���３勝
イトザクラ（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走
ダテボレアス（19牡鹿 ロードカナロア）�未出走

２代母 イシノアパトゥーラ（01鹿 ＊ウォーニング）１勝
アイカギ（08牝 ＊ファンタスティックライト）出走

コスモキーマン（12牡 ＊タイキシャトル）２勝，�１勝
ヒロノフェロー（13牡 キングヘイロー）１勝，�７勝�
メイショウクライム（16� ＊ケープブランコ）１勝
メイショウホルダー（17牡 ヴィクトワールピサ）１勝

トウケイロベルト（09牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝�

３代母 リヴァーガール（91鹿 ＊リヴリア）１勝
テイエムオーシャン（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞

‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝
テイエムオペラドン（09牡 テイエムオペラオー）１勝，障害３勝，京都ハイジ

ャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
テイエムハヤブサ（02牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別，こけもも賞２着

４代母 エルプス（82栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞‐Jpn1，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優３牝
［子］ イーエルブロッサム（98牝 ＊ラストタイクーン）１勝，相川特別３着

５代母 ホクエイリボン（73栗 ＊イーグル）不出走
［孫］ メイショウテゾロ（92牡 ＊アサティス）３勝，シンザン記念‐Jpn3，マイ

ルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，千両賞

販売申込者・所有者： 川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735
生 産 牧 場： 川越ファーム
飼 養 者： 川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735

335 ハンナリト２０２０ �・鹿 ４／３０

＊

＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスハンナリト ＊ウォーニング

��
��
�イシノアパトゥーラ鹿 2007 リヴァーガール

＊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 パーティクル（11鹿 ハーツクライ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
エンジェル（15牝黒鹿 ヴァーミリアン）�６勝�入着６回
シラン（18牝黒鹿 リオンディーズ）��入着

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： エクワインエンジニアリング＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

336 パーティクル２０２０ 牡・鹿 ３／ ３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスパーティクル
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジェスティックラニア鹿 2011 Crystal Ring

21a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピエールナオチャン（09青鹿 ＊ケイムホーム）�５勝��入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
リンノレジェンド（16牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）��５勝��２勝�１勝�１勝，道

営記念（Ｄ2000），ダービーＧＰ（Ｄ2000），黒潮盃（Ｄ1800），赤レンガ記念
（Ｄ2000），イヌワシ賞（Ｄ2000），北海優駿（Ｄ2000）２着，王冠賞（Ｄ1800）３着

サンディロン（17牝青鹿 ベルシャザール）��出走�２勝��１勝
ナックタイガー（18牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）�２勝

２代母 ピアソニック（93青鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝
エニーモア（02牝 ＊スキャン）�１勝
キクノソニック（03牡 ＊ボストンハーバー）	12 勝�
ピアアゼリア（04牝 ブラックタキシード）�１勝��１勝

３代母 ＊ルウイーダ（84 USA黒鹿 In Reality）GB出走
ピアルピナス（90牝 Northern Baby）２勝，��１勝

タガノリファール（00牡 ロイヤルタッチ）３勝，城崎特別，桜島特別２着，秋
分特別３着

コスモキャンドル（01牝 ジェニュイン）２勝
マイネルレガーロ（07牡 ＊マイネルラヴ）１勝，清津峡特別２着，��３勝�

ジェンツブレイド（97
 ＊アジュディケーティング）３勝，尾瀬ケ原特別，渡利特別
３着，白井特別３着，etc.

４代母 ミセズウォレンMrs. Warren（74 USA黒鹿 Hail to Reason）USA７勝，
メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，フィレンツェＨ‐G2，スカイラヴィル
Ｓ‐G3，マザーグースＳ‐G1 ２着，etc.
［子］ ミセズフラグラーMrs. Flagler（81 牝 Hoist the Flag）USA３勝，Tinicu

m S，アディロンダックＳ‐G3 ３着，Fallsington H３着，etc.
［孫］ テンペランストゥー Temperence Two（89牡 Temperence Hill）USA

７勝，Burnaby H，Stepping Stone S，Ascot Graduation B
reeders' Cup S，etc.，種牡馬

［曾孫］ スワッグダディ Swag Daddy（09牡 Scat Daddy）USA３勝，Restrainor
S‐R，Damon Runyon S‐R，Sweet Envoy S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

337 ピエールナオチャン２０２０ 牡・鹿 ２／ ６

＊

＊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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayピエールナオチャン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ピアソニック青鹿 2009 ＊ルウイーダ

4r
In Reality M4×S5 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 バーバリアン（14青鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�１勝，兼六園ジュニアＣ
（Ｄ1500）２着，金沢プリンセスＣ（Ｄ1400）２着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ドーニングストーム（00 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
シュリューター Schlueter（04� Behrens）USA１勝
ヴァヤコンディオスVaya Con Dios（05� Vicar）USA３勝
ペルレストラーダ（07牝 ＊アルデバランⅡ）��９勝

ロジペルレスト（15� ロジユニヴァース）�３勝，花見山特別
トミケンクッカ（09牝 キングカメハメハ）�２勝�２勝
ミュゼタイフーン（11牡 ハーツクライ）�２勝
クリムゾンバローズ（13� ゴールドアリュール）３勝
ジョウラン（16牡 エスポワールシチー）２勝，�３勝��，道営スプリント２着，

エトワール賞，北斗盃２着

３代母 トライアンフアトドーン Triumph At Dawn（90 USA栗 Alydar）USA６勝，
Straight Deal S‐L，トップフライトＨ‐G1 ２着
バックインナセックBackinasec（04 牝 Dynaformer）USA出走

ヴェニヴェニ Veni Veni（08 牡 Suave）ARG５勝，P. Mineral‐L，カルロ
スペジェグリーニ大賞‐G1 ３着，P. Haras Argentinos‐L ３着

４代母 ドーンズカートシーDawn's Curtsey（82 USA栗 Far North）USA５勝，
フラワーボ－ルＨ‐G1，アシーニアＨ‐G3，ロングアイランドＨ‐G2 ２着，ブラ
ックヘレンＨ‐G2 ３着，シープスヘッドベイＨ‐G2 ３着，etc.
［子］ ホークフライアー Hawk Flyer（00 牡 Silver Hawk）GB２勝，グレイト

ヴォルティジュールＳ‐G2 ３着，ゴードンＳ‐G3 ３着
［孫］ ペルーヴィアンボーイ Peruvian Boy（06牡 Matty G）PER８勝，ホセ

Ｒラセット賞‐G3 ３着，コメルシオ賞‐G3 ３着
［曾孫］ リッチーズヴァイブ Richie's Vibe（09� Danerich）AUS５勝，ＭＶＲ

ＣスタンリーウートンＳ‐G2，VRC Always Welcome S‐L，S
AJC Christmas H‐L ２着，etc.

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

338 バーバリアン２０２０ 牡・青鹿 ３／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジバーバリアン
＊ Storm Cat

��
��
�ドーニングストーム青鹿 2014 Triumph At Dawn

12c
Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 パイナマナ（14鹿 カネヒキリ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
カラニ（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走

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

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

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

別３着

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

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

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

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

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

339 パイナマナ２０２０ 牡・栗 ３／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�カネヒキリ ＊ライフアウトゼアパイナマナ ＊キンググローリアス

��
��
�ルピナスレイク鹿 2014 ユメノトビラ

＊ダブルドア 4r
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ファシネイト（09栗 キングカメハメハ）��７勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ラヴィブリランテ（16牝鹿 ディープブリランテ）入着，�２勝�入着
ソイル（17牡栗 リアルインパクト）�１勝
グラヴィテ（18牝黒鹿 ネオユニヴァース）�入着２回

２代母 ＊スイートハビタット（00 IRE 栗 Grand Lodge）２勝，塩屋埼特別３着，飛竜
特別３着
スイートジョリ（08牝 スペシャルウィーク）�８勝
スイートサルサ（10牝 デュランダル）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3，府中牝馬Ｓ‐G2 ３着，

クイーンＣ‐G3 ２着，愛知杯‐G3 ３着，ユートピアＳ，etc.
シックザール（16牡 ジャスタウェイ）入着２回，���４勝
サクセスハーモニー（17牝 ダイワメジャー）�２勝

３代母 リンデスベリ Lindesberg（95 GB鹿 Doyoun）GB入着３回
アマデウスモーツァルト Amadeus Mozart（03� Mozart）GB・IRE・SIN11 勝，

フィーニクスＳ‐G1 ２着
マダムホイMadame Hoi（05 牝 HawkWing）GB１勝，Masaka S‐L ３着

＊ナンシーフロムナイロビ（11牝 Sixties Icon）GB・USA５勝，ロイヤルヒロイン
Ｓ‐G2，イエローリボンＨ‐G2 ３着，Pontefract Castle S‐L ２着

アドインフィニタム Ad Infinitum（18牝 Golden Horn）�GB１勝，Heigh
t of Fashion S‐L

４代母 ビーディスクリートBe Discreet（81 IRE 鹿 ＊ジユニアス）FR５勝
［子］ ヨーテボリGothenberg（93 牡 ＊ポリッシュパトリオット）GB・FR・IRE

・GER・ITY・UAE７勝，ベルリンブランデンブルクトロフィ‐G2，エ
ミリオトゥラティ賞‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ オイロファルコン Euro Falcon（97� Polar Falcon）FR・GER・SVK1
1 勝，Neusser Sandbahn Grand Prix‐L

［曾孫］ ファシネイティングロック Fascinating Rock（11牡 Fastnet Rock）GB
・IRE８勝，英チャンピオンＳ‐G1，タタソールズゴールドＣ‐G1，
キルターナンＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
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

340 ファシネイト２０２０ �・鹿 ５／ １

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスファシネイト
＊ Grand Lodge

��
��
�スイートハビタット栗 2009 Lindesberg

16a
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 トウバレリーナ（12青 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ビックバレリーナ（17牝黒鹿 トゥザワールド）��５勝�，東海クイーンＣ
（Ｄ1800），梅桜賞（Ｄ1800）２着，ライデンリーダー記念（Ｄ1600）２着，新緑
賞（Ｄ1600）３着

ミラクルキャッチ（18牝青鹿 ＊サウンドボルケーノ）��２勝
サンコーチ（19牡青鹿 サンカルロ）��出走

２代母 オルターネイティヴ（00青鹿 ＊タイキシャトル）３勝，桜草特別
リア（07牝 ＊トワイニング）�１勝
ロジハーツ（08牡 ハーツクライ）２勝，新発田城特別２着
マイネルフェイブル（09牡 ハーツクライ）入着，��８勝
ジュンハーツ（14牝 ハーツクライ）入着３回，��７勝��入着
ミナミン（17牝 スピルバーグ）���１勝，ローレル賞３着，鎌倉記念３着
セブンゴー（18牡 ヴィクトワールピサ）���１勝

３代母 ＊リスクアタッチ（91 USA鹿 Private Account）USA２勝
シャレーポピー（02牝 ＊サンデーサイレンス）出走

シャレーストーン（06牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��４勝�１勝�，羽田盃
２着，京浜盃２着，ニューイヤーＣ２着，etc.

４代母 アンバサダーオヴラック Ambassador of Luck（79 USA鹿 What Luck）U
SA14 勝，マスケットＳ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，バレリーナＳ‐G3，D
uchess S，Martha Washington S，etc.
［子］ アリダヴィド Alydavid（88 牡 Alydar）USA５勝，ダービートライアル

Ｓ‐G3，シェリダンＳ‐G3 ２着，種牡馬
ザヒール Zakhir（86	 Topsider）GB・USA７勝，Cock of the North S
‐L，リッチモンドＳ‐G2 ２着

［孫］ プラタ Plata（01 牝 Skip Away）USA７勝，Stefanita S‐L，Northv
iew Stallion Station S‐R，Conniver S‐R ２着，etc.

アラムラム Aramram（99牡 Danzig）GB・FR・UAE２勝，Thirsk Cl
assic Trial‐L，セントジェイムズパレスＳ‐G1 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 海馬沢 明＝新冠町大狩部 �090-2695-1388
生 産 牧 場： 海馬沢 明
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

341 トウバレリーナ２０２０ 牡・青鹿 ４／１７
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジトウバレリーナ ＊タイキシャトル

��
��
�オルターネイティヴ青 2012 ＊リスクアタッチ

23b
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M5 Damascus S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊トロピカルフロール（08 IRE 黒鹿 Big Shuffle）FR４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
エイシンヘリテイジ（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）�１勝
エイシンバイエルン（17牝青鹿 ディープインパクト）１勝，�地方未出走
エイシンジラソーレ（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��１勝�

２代母 トゥルフクヴェレTurfquelle（93 IRE 鹿 ＊シャーディー）GER入着
トゥルフアウエTurfaue（00牝 Big Shuffle）不出走

トゥルフフラーメ Turfflamme（09牝 Lomitas）GER２勝，Junioren Preis
‐L ３着

＊ターフドンナ（12牝 Doyen）GER２勝，独オークス‐G1，ハンブルク牝馬賞
‐G3 ３着

＊エリザベスタワー（18牝 Kingman）�２勝，チューリップ賞‐G2
ターフシャフルTurfshuffle（03� Big Shuffle）GB・GER４勝，GB障害１勝

＊ターフローズ（04牝 Big Shuffle）FR・ITY５勝，リディアテシオ賞‐G1，P. Arc
hidamia‐L，ポモーヌ賞‐G2 ２着，ミュゲ賞‐G2 ２着，P. de Lieurey
‐L ２着，etc.
ロサギガンティア（11牡 フジキセキ）５勝，阪神Ｃ‐G2，スプリングＳ‐G2，

オーロＣ‐L，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，キャピタルＳ‐L ２着，etc.
スターオブペルシャ（13� ダイワメジャー）７勝，信越Ｓ‐L，谷川岳Ｓ‐L，阪

神Ｃ‐G2 ３着，オーロＣ‐L ３着，トリトンＳ，etc.
カモンモンC'MonMon（13� Gentlewave）FR・GER２勝

３代母 テクラThekla（80 GER鹿 Prince Ippi）GER１勝
トゥルフケーニヒ Turfkonig（86 牡 ＊アンフイールド）GER11 勝，バイエリシェス

ツフトレネン‐G1，バイエリシェスツフトレネン‐G2，ヴィルトシャフト大賞
‐G2，ハンザ賞‐G2，独２０００ギニー‐G2，ウニオンレネン‐G2，etc.，種牡馬

トライフォーサ Tryphosa（92牝 Be My Guest）GB・FR・GER３勝，独１０００ギニ
ー‐G2，Kronimus Rennen‐L，仏オークス‐G1 ３着，etc.

ティベリウスカエサル Tiberius Caesar（00 牡 Zieten）FR・GER・ITY・NOR・
SWE５勝，ハンザ自由都市ブレーメン大賞‐G3，ハンザ自由都市ブレーメン大
賞‐G3 ２着，Buchmacher Efroni‐Trophy‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

342 トロピカルフロール２０２０ 牡・黒鹿 ２／１０

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tale of the Cat

�
�
�
�
�
�
�
�
� Yarnエーシントップ エコロジー Unbridled's Song

��
��
�EcologyUSA 黒鹿 2010 Gdansk's Honour

＊

ビッグシャフル Super Concorde

�
�
�
�
�

��
��

�Big Shuffle Raise Your Skirtsトロピカルフロール トゥルフクヴェレ ＊シャーディー

��
��
�Turfquelle黒鹿IRE 2008 Thekla

8b
Danzig S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊トーセンアート（04 USA鹿 Woodman）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（６）〕
トーセンムンク（09牝鹿 キングカメハメハ）２勝
トーセンレインボー（10牝栗 ダイワメジャー）�３勝

ジョエル（18牡 トーセンブライト）���３勝，クラウンＣ
ネクストヒロイン（13牝鹿 トーセンファントム）��１勝
フラッシュグリーム（14牡黒鹿 マンハッタンカフェ）��入着�２勝����入着４回
ブーケブランシェ（17牝栗 トーセンホマレボシ）���入着４回
ビレッジライナー（19牡鹿 ワンアンドオンリー）�出走

２代母 ＊チェサプラナ（89 GB鹿 Niniski）FR・GER・USA３勝，Nereide‐Rennen
‐L，メルクフィンク銀行賞‐G1 ２着，アラルポカル‐G1 ３着，独セントレジ
ャー‐G2 ２着，独１０００ギニー‐G2 ２着，etc.

＊ヴィエールソンリ（98牝 Cryptoclearance）FR・USA１勝
ロジメジャー（09牡 ダイワメジャー）３勝，スプリングＳ‐G2 ３着，ホンコン

ＪクラブＴ，美浦Ｓ２着，セントポーリア賞２着，オリエンタル賞３着，etc.，
�３勝�１勝�

マカナニMakanani（14 牝 ブラックタイド）�SIN７勝，Raffles Cup‐L，
Committee's Prize‐L ２着

＊アルカセット（00牡 Kingmambo）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・FR５勝，サンク
ルー大賞‐G1，英ジョッキークラブＳ‐G2，Goodwood Glorious S‐L，コ
ロネイションＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

３代母 トップオヴザリーグTop of The League（82 IRE 黒鹿 High Top）GB１勝
サンセバスチャン San Sebastian（94� Niniski）GB・FR・IRE・NZ８勝，カド

ラン賞‐G1，ロイヤルオーク賞‐G1 ２着，カドラン賞‐G1 ２着，etc.，FR・
NZ障害３勝

ヌーシュケイNoushkey（96牝 Polish Precedent）GB２勝，ランカシャーオーク
ス‐G3，英オークス‐G1 ２着，Lingfield Oaks Trial S‐L ３着
アナーミルAnaamil（02 牝 Darshaan）GB１勝
サージハー Sajjhaa（07牝 ＊キングズベスト）GB・ITY・UAE・HKG８勝，
ジェベルハッタ‐G1，ドバイデューティフリー‐G1，ケイプヴァーデ
ィＳ‐G2，etc.

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

343 トーセンアート２０２０ 牡・芦 ３／１１

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊

ウッドマン Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Woodman ＊プレイメイトトーセンアート
＊ Niniski

��
��
�チェサプラナ鹿USA 2004 Top of The League

10c
Mr. Prospector M3×S5 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノリアン（10栗 ハーツクライ）�５勝�１勝�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ピコリーヌ（17牝鹿 エピファネイア）�１勝�
レイデエルドラド（18牡鹿 トーセンラー）���出走

２代母 ＊ナドラ（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB入着
ナドラシャーンNadrashaan（96牝 Darshaan）FR入着７回

ティッケリーTickery（05 牝 Anabaa Blue）不出走
シギラリア Sigillaria（14 牝 Silent Times）BRZ２勝，ジョゼＢＣノゲイ
ラ会長大賞‐G2

クリアーコースト Clear Coast（07 牝 Lando）FR５勝，P. Joubert‐L ３着
アルダンパシヨン Ardent Passion（97牡 Bering）FR・ITY８勝，P. Saraca‐L

３着
マスターデイヴィドMaster David（01 牡 Grand Slam）GB・USA２勝，Sham

S‐L，ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，レムゼンＳ‐G2 ２着，ピーターパン
Ｓ‐G2 ３着，サンタカタリーナＳ‐G2 ３着

ニシノアルバトロス（04牡 アグネスタキオン）１勝
ニシノエモーション（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，山吹賞
ニシノメルモ（07牝 スペシャルウィーク）２勝，十勝岳特別２着
ニシノキミヨ（08牝 ＊バゴ）１勝

３代母 ビントパシャ Bint Pasha（84 USA栗 Affirmed）GB・FR・IRE・USA４勝，
ヴェルメイユ賞‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2，
Lupe S‐L ２着
リヴィア Revere（90 牡 ＊ダンシングブレーヴ）GB・FR・IRE・ITY７勝，ナポリ市

大賞‐G3，Goodwood Foundation S‐L，Gala S‐L，etc.，種牡馬
ザフォニウム Zafonium（97牡 Zafonic）GB１勝，キングエドワード七世Ｓ‐G2

２着，種牡馬
アーミンシー Ermine Sea（03� RainbowQuest）GB・FR１勝，クイーンズヴァ

ーズ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

344 ニシノリアン２０２０ �・鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスニシノリアン
＊ Sadler's Wells

��
��
�ナドラ栗 2010 Bint Pasha

16c
サンデーサイレンス S3×M3 Sadler's Wells M3×S4 Lyphard S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ノブジョプリン（11鹿 スペシャルウィーク）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ジャニスパール（17牝鹿 バーディバーディ）�１勝����
パワーインユニティ（18牡鹿 メイショウボーラー）出走，�地方未出走
リネンセンス（19牝栗 トゥザワールド）�未出走

２代母 ＊ハートオンウェーブ（00 USA鹿 Storm Cat）１勝，マリーゴールド賞‐OP ２着
ストロングレダ（06牝 マンハッタンカフェ）入着２回

ダンツプリウス（13牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，アー
リントンＣ‐G3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着，ジュニアＣ‐OP，きん
もくせい特別２着，etc.，障害１勝

キクノドラート（15� カネヒキリ）�１勝
サンキララ（17牝 スピルバーグ）��１勝

３代母 フェアリーハイツ Fairy Heights（91 IRE 鹿 Fairy King）GB３勝，フィリー
ズマイル‐G1，Sweet Solera S‐L，レイシングポストトロフィ‐G1 ２着
ミスターマハタンMr. Mahatan（04牡 Distorted Humor）BRZ３勝，P. Eurico

Solanes‐L ２着
ダイナフェアーDynaffair（05 牝 Dynaformer）USA出走

アセンブリーホール Assembly Hall（10� Sharp Humor）USA・CAN３勝，
Manitoba Derby‐L，Assiniboia Gold Cup S２着

４代母 コマンチベルCommanche Belle（83 GB鹿 Shirley Heights）GB・IRE入
着４回
［子］ プエルトリーコ Puerto Rico（03牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・HKG

２勝，ガリニュールＳ‐G3，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2 ３着
パーシャンブレイヴ Persian Brave（90牡 Persian Heights）GB６勝，
セントサイモンＳ‐G3，ジョンポーターＳ‐G3 ２着，Aston Park S
‐L ２着，etc.，GB障害１勝，種牡馬

［曾孫］ ターンミールース Turn Me Loose（11牡 Iffraaj）AUS・NZ７勝，ＭＲ
ＣフュチュリティＳ‐G1，ＶＲＣカンターラＳ‐G1，ＮＺ２０００ギニー
‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3409
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

345 ノブジョプリン２０２０ 牡・鹿 ３／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールノブジョプリン
＊ Storm Cat

��
��
�ハートオンウェーブ鹿 2011 Fairy Heights

14f
Nureyev S5×S5 Nijinsky S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ピュアウィッシーズ（13黒鹿 Manduro）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マクシミリアン（18牡栗 ドゥラメンテ）�出走，��１勝

２代母 ＊ミリオンウィッシーズ（02 GB鹿 Darshaan）FR３勝
メイラヴェル（15牝 ダイワメジャー）２勝，道新スポーツ杯２着，大日岳特別２着
マカオンドール（18牡 ゴールドシップ）�２勝，京都新聞杯‐G2 ３着，Ｒ－ＮＩＫ

ＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ３着，白百合Ｓ‐L ３着，大寒桜賞，水仙賞２着，etc.

３代母 ムーンライツボックスMoonlight's Box（96 USA鹿 Nureyev）不出走
＊バゴ（01牡 Nashwan）GB・FR・IRE・USA８勝，凱旋門賞‐G1，パリ大賞‐G1，

ガネー賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1，etc.，
種牡馬

ベータ Beta（04牝 Selkirk）FR２勝，Criterium de Vitesse‐L，カブール賞‐G3
２着，アランベール賞‐G3 ３着
テスTeth（09牝 Dansili）GB・FR入着３回
ウットンズコルトWootton's Colt（17 牡 Wootton Bassett）�ITY２勝，
Criterium Nazionale‐L

ビデイル Bedale（11� Cape Cross）FR・UAE１勝，P. Ridgway‐L ２
着，P. de Suresnes‐L ２着

マクシオスMaxios（08 牡 Monsun）GB・FR８勝，ムーランドロンシャン賞‐G1，
イスパーン賞‐G1，アルクール賞‐G2，etc.，種牡馬

＊マリシューズ（12牝 Galileo）FR１勝，P. Six Perfections‐L ３着，Criterium
de Vitesse‐L ３着

ザブリスキー Zabriskie（15 牡 Frankel）GB・IRE・GER１勝，ダンテＳ‐G2 ３着

４代母 クードジェニー Coup de Genie（91 USA鹿 Mr. Prospector）GB・FR・U
SA４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，P. Imprude
nce‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着
［子］ ＊デネボラ（01牝 Storm Cat）FR・USA２勝，マルセルブサック賞‐G1，

カブール賞‐G3，フォレ賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 奥山牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

346 ピュアウィッシーズ２０２０ �・黒鹿 ５／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

マンデュロ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�Manduro Mandellichtピュアウィッシーズ
＊ Darshaan

��
��
�ミリオンウィッシーズ黒鹿 2013 Moonlight's Box

2d
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ビーウインド（01鹿 ＊スピニングワールド）入着２回
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－５（14），地方－４（12）〕
マジックウインド（07牝青 ネオユニヴァース）�１勝�２勝
ステラウインド（09牡黒鹿 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L（芝 3000），青葉賞

‐G2 ３着，七夕賞‐G3 ２着，函館記念‐G3 ３着，ジューンＳ（芝 2000），稲
村ヶ崎特別（芝 2000），陣馬特別（芝 2400），クリスマスＣ（芝 2200）２着，精進
湖特別（芝 2000）２着

ペプチドウインド（10牡鹿 ダンスインザダーク）１勝，�２勝�
エイユービリオネア（11牡栗 ＊ヨハネスブルグ）２勝
スマートルビー（13牝栗 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別（芝 1800），テレ玉

杯（芝 2000）２着
ジュンエスポワール（15牡黒鹿 ハーツクライ）入着，�１勝�１勝�１勝
ベルウインド（16牡栗 オルフェーヴル）�４勝��
ムーンライト（17牝青 ハーツクライ）	２勝，豊橋特別（芝 1400）２着

２代母 ビクトリーマッハ（89黒鹿 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着
スルーザシーズン（96牝 ＊スキャン）３勝

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特別２着，
�４勝

ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着
パーフェクトライフ（97牝 ＊ポリッシュパトリオット）１勝

３代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
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.
シマノビューティー（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）３勝

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

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，天皇賞（秋）‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2（２回），阪神大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，etc.，
優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

347 ビーウインド２０２０ 牡・青鹿 ３／ ９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�スピニングワールド Imperfect Circleビーウインド バンブーアトラス

��
��
�ビクトリーマッハ鹿 2001 ＊ワンスウエド

4m
Northern Dancer S4×M4 Blushing Groom S4×M4 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 ビクトリアクロス（07栗 ＊ヘクタープロテクター）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
トーイティアモー（15牝青 ダノンシャンティ）��１勝��入着３回
ラヴィッシュ（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）���４勝
サンデーグラス（18牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝

２代母 トップビクトリア（98芦 タマモクロス）入着，��５勝
ミヤコノオウザ（06牡 ニューイングランド）��６勝
トップモースト（08牡 ザッツザプレンティ）１勝
ヒデノビクトリア（09牝 オンファイア）入着５回，�１勝��
ナガラセンプー（10牡 サイレントディール）入着，��１勝
ナガラスマイル（13牡 オレハマッテルゼ）�４勝��入着，高知優駿３着

３代母 ライトオンタイム（84鹿 ＊ノーザンテースト）入着２回
トップアイレン（92牝 ＊トニービン）不出走

トップロンシャン（03牝 ワカオライデン）��６勝
エムザックサンダー（12牡 メイショウボーラー）�４勝	１勝���，兼
六園ジュニアＣ３着

トップシャイアン（95牡 ＊ヘクタープロテクター）��５勝，ゴールドＣ２着，種牡馬

４代母 ＊エンペリーズゴールド（78 USA黒鹿 ＊エンペリー）USA１勝
［子］ ゴールドマウンテン（89牡 ＊フオテイテン）10勝，札幌スプリントＳ

‐Jpn3，阪急杯‐Jpn3，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，etc.
ゴールドストリート（88牡 ＊テリオス）５勝，中京３歳Ｓ‐OP ２着，京都
３歳Ｓ‐OP ２着，etc.，障害３勝，阪神障害Ｓ（秋）

ハートオブゴールド（92牝 ＊テリオス）４勝，賢島特別，新発田特別，や
まなみＳ３着

サファイアブルー（86牝 マルゼンスキー）２勝，知床特別，富良野特別３着
［孫］ ジュエリーソード（96牡 ＊トニービン）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ

‐Jpn2 ２着，武庫川Ｓ，サンタクロースＳ３着
グリーンプレジャー（99牡 ＊ホワイトマズル）５勝，三木市制５０周年記念，
ウイルデイールメモリアル，尾張特別２着，etc.

ドナシュラーク（06牡 ＊ホワイトマズル）２勝，きんもくせい特別

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： ㈲グラストレーニングセンター
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

348 ビクトリアクロス２０２０ �・栗 ４／ ９
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sweet Ministerインカンテーション

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaビクトリアクロス タマモクロス

��
��
�トップビクトリア栗 2007 ライトオンタイム

＊エンペリーズゴールド 3n
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ヒカルユメアカリ（09黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
サークルドリーム（13牡黒鹿 ＊トワイニング）��１勝
セイユメアカリ（17牡黒鹿 フリオーソ）�２勝
スノームーンライト（18牡黒鹿 アドマイヤムーン）�出走
ヴィユノーク（19牡鹿 エイシンフラッシュ）���出走

２代母 ヒカルエガオ（05鹿 アグネスタキオン）出走
ヒカルケンシ（10牡 キングカメハメハ）�１勝�２勝
ヒカルブルービー（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝
オーキャロル（12牝 キングカメハメハ）出走

ソリッドアーマー（17� ワールドエース）��１勝
フェイマスダンディ（18牡 ＊ダノンレジェンド）�１勝

タカノオージャ（16� ＊パイロ）１勝，��１勝

３代母 ヒカルパルテール（97鹿 ＊トニービン）１勝
ヒカルルージュ（03牝 マヤノトップガン）１勝
ヒカルマイデビュー（08牡 マンハッタンカフェ）１勝

４代母 ヒカルバリオス（91鹿 マルゼンスキー）入着
［子］ ヒカルウイッシュ（02牡 ＊アフリート）５勝，マーチＳ‐G3 ３着，しらか

ばＳ‐OP，ウェルカムＳ，etc.
ヒカルパラッツォ（98牡 ＊トニービン）１勝，千両賞２着
ヒカルイノベーター（99牡 メジロライアン）１勝

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

ヒロノオリオン（15牝 ＊カジノドライヴ）１勝，�１勝�入着
ヒノクニリョジョウ（09牝 オレハマッテルゼ）１勝
ヒカルホクレア（05牡 タニノギムレット）�12 勝��２勝�

５代母 クインオブナポリ（84鹿 ＊ノノアルコ）出走
［子］ シーザースネイチャ（90牡 シンボリルドルフ）６勝，白秋Ｓ，東風Ｓ，千

葉ＴＶ杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈲宇南山牧場＝むかわ町春日 �0145-42-4959
生 産 牧 場： ㈲宇南山牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

349 ヒカルユメアカリ２０２０ 牡・青鹿 ４／２７

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヒカルユメアカリ アグネスタキオン

��
��
�ヒカルエガオ黒鹿 2009 ヒカルパルテール

＊メイビイソウ 27a
Seattle Slew S4×M5

価格： 購買者：



母 ビキニスタイル（11黒鹿 ディープインパクト）２勝，熱田特別（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ブライテストダーク（18牡栗 ＊ノヴェリスト）���入着

２代母 フィバリッシュ（00鹿 ＊トニービン）入着９回
タガノレヴェントン（06牝 キングカメハメハ）出走

タガノトネール（10� ＊ケイムホーム）７勝，武蔵野Ｓ‐G3，武蔵野Ｓ‐G3 ２
着，etc.，�１勝���入着２回�，サマーＣｈ‐Jpn3，マイルＣｈＳ南
部杯‐Jpn1 ２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着，etc.

タガノエスプレッソ（12牡 ブラックタイド）�４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，
弥生賞‐G2 ３着，マリーンＳ‐LR ２着，etc.，障害４勝，京都ジャンプ
Ｓ‐JG3，阪神ジャンプＳ‐JG3，etc.

タガノヴェローナ（14牝 ＊クロフネ）４勝，ＴＶＱ杯，北國新聞杯２着，大雪Ｈ
２着，ポプラ特別２着，錦秋Ｓ３着，etc.

タガノエルフ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，響灘特別３着，伊勢特別３着
タガノディアマンテ（16牡 オルフェーヴル）�２勝，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，

きさらぎ賞‐G3 ２着，万葉Ｓ‐OP，エリカ賞３着
マシラ（07牝 フジキセキ）１勝
ネオザウイナー（08牡 フジキセキ）４勝，ファイナルＳ，矢作川特別，清洲特別，

桶狭間Ｓ３着，豊明Ｓ３着，etc.，�１勝���入着２回

３代母 ＊ヘバ（87 USA鹿 Nureyev）GB１勝
＊ダルーゼット（94牝 Darshaan）IRE２勝，Mitsubishi Diamond Vision S‐L ３着
ヘッドライナー（04� サクラバクシンオー）８勝，ＣＢＣ賞‐G3，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，

ＣＢＣ賞‐G3 ２着，etc.

４代母 ライクリーイクスチェインジ Likely Exchange（74 USA鹿 Terrible Tiger）
USA23 勝，デラウェアＨ‐G1，Mint Julep H，Fleur de Lis H（２回），La
tonia Championship H，Kentucky Cardinal H，etc.
［子］ クレームフレーシュ Creme Fraiche（82� Rich Cream）USA17 勝，ベ

ルモントＳ‐G1，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1（２回），スーパー
ダービー‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： ㈲社台コーポレーション白老ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

350 ビキニスタイル２０２０ �・鹿 ４／３０

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアビキニスタイル ＊トニービン

��
��
�フィバリッシュ黒鹿 2011 ＊ヘバ

9f
Northern Dancer S5×S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ピサノマイセン（99栗 ＊マイニング）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－８（18）〕
ダンツヘイロー（05牡鹿 ＊ジョリーズヘイロー）１勝，��４勝�入着５回�
カリスマローズ（06牝鹿 ＊ホワイトマズル）�２勝
ボーンコレクター（07牡鹿 ボーンキング）１勝，��１勝
ルチオピーピーノ（12牡黒鹿 サムライハート）�２勝
カシマミルキー（13牝黒鹿 ブラックタイド）��１勝
エスプリファルコン（14牡栗 スマートファルコン）��４勝
カシマサミダレ（15牝栗 ＊シニスターミニスター）��３勝
タワーズアドリーム（18牡鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 ユニバーサルダイナ（82栗 ＊ノーザンテースト）４勝，蓬莱峡特別２着，西海
賞２着，花園特別３着，ひよどり越特別３着，日南特別３着
ユニバーサリスト（88牡 ＊ノーリユート）�６勝
オールアビッグ（89牡 ＊ターゴワイス）�７勝
ユニバーサルタイム（91牡 ＊アレミロード）１勝
スターセレッソ（92牝 ミスターシービー）６勝，灘Ｓ‐OP ２着，関越Ｓ‐OP ３着，

サンタクロースＨ，etc.，��入着２回，エンプレス杯‐Jpn2 ２着，マリー
ンＣ‐Jpn3 ２着

イシヤクモンド（94牡 ＊アレミロード）５勝，桃山特別２着，太秦Ｓ３着，姫路特別
３着，花背特別３着

ツルマルアタック（00牡 ＊ホークアタック）２勝

３代母 ＊リンデンプリンセス（72 USA栗 Prince John）USA２勝
サクラステルス（84牡 ＊ノーザンテースト）４勝，香取特別，白井特別２着，��２勝

４代母 リンデンハイツ Linden Heights（65 USA鹿 Great One）USA１勝
［孫］ キラニンズラス Killanin's Lass（79 牝 Olympiad King）GB・USA11 勝，

Santa Lucia H‐LR
レセパセ Laissez Passer（73 牡 Northern Dancer）USA６勝，Marin
e S，Canadian Derby‐R，Carleton S，etc.

タクウィラ Tukwila（86 牝 Coastal）USA８勝，Essex County S，
Castle Forbes S，Middlesex County S，etc.

販売申込者・所有者： 金舛牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2822
生 産 牧 場： 金舛牧場
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

351 ピサノマイセン２０２０ 牡・鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�マイニング I Passピサノマイセン ＊ノーザンテースト

��
��
�ユニバーサルダイナ栗 1999 ＊リンデンプリンセス

A11
Mr. Prospector M3×S4

価格： 購買者：



母 ヒメベニサクラ（15鹿 ディープブリランテ）入着
初仔

２代母 サトノサクラ（07青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
モントルルシュマン（12牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�４勝�２勝�入

着３回�
ファビラスヒーロー（13� ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��２勝��入着�

３代母 ＊シジェームサン（92 USA黒鹿 Septieme Ciel）FR・USA７勝，サンゴルゴニ
オＨ‐G2，ダリアＨ‐G2，アシーニアＨ‐G3，P. de Bagatelle‐L，Hanshin
H‐L ２着，etc.
セレブ（98� GoneWest）４勝，竜飛崎特別，晩秋特別２着
ボールドブライアン（99� ＊ブライアンズタイム）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，函館ス

プリントＳ‐Jpn3 ２着，石清水Ｓ，etc.
フローレス（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，古町特別３着，�１勝
メイクヒストリー（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，エルフィンＳ‐OP ３着

ティリアンパープル（10牝 ジャングルポケット）障害２勝，新潟ジャンプＳ
‐JG3，新潟ジャンプＳ‐JG3 ３着

アサギリジョー（14牡 ジャングルポケット）１勝，山吹賞３着，葉牡丹賞３着
ミルフィアタッチ（06牝 キングカメハメハ）３勝，小名浜特別２着

カサーレ（15牝 マンハッタンカフェ）�１勝，四国新聞杯３着，夕月特別３着，
	３勝

ルージュマジック（08牝 ＊アフリート）��２勝
ヒメタチバナ（13牝 ナカヤマフェスタ）２勝，南相馬特別，フルーツラインＣ

２着，桑折特別２着，etc.

４代母 サマレクス Samalex（82 GB鹿 Ela‐Mana‐Mou）FR２勝，ペネロープ賞
‐G3 ３着，サンロマン賞‐G3 ３着

５代母 パンパスミスPampas Miss（74 USA栗 Pronto）GB・FR出走
［孫］ ムドゥドゥMdudu（91牡 Mtoto）FR・SPA10 勝，サンセバスティアン金

杯‐G3，種牡馬

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

352 ヒメベニサクラ２０２０ �・青鹿 ３／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

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ヒメベニサクラ ＊シンボリクリスエス

��
��
�サトノサクラ鹿 2015 ＊シジェームサン

9f
Gold Meridian S5×M5 Tri Argo S5×M5

価格： 購買者：



母 ハニーサックル（11青鹿 ハーツクライ）��入着３回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
マンゴープリン（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）���入着�２勝
マリキンサックル（18牡栗 フリオーソ）���１勝
カジュアルスパート（19牡黒鹿 フリオーソ）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

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

［曾孫］ チンディット Chindit（18 牡 Wootton Bassett）�GB４勝，英シャンペ
インＳ‐G2，グリーナムＳ‐G3，Pat Eddery S‐L

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2067
生 産 牧 場： 小倉 光博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

353 ハニーサックル２０２０ �・鹿 ４／１５

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハニーサックル Montjeu

��
��
�ガッビア青鹿 2011 ＊ガバーナ

8h
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バタラバ（00鹿 バンブービギン）２勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－６（20）〕
イチエイクリッパー（07牡鹿 ＊スキャン）４勝
クィーンジラソーレ（09牝栗 サツカーボーイ）�６勝
マウントプリサイス（10�栗 ＊プリサイスエンド）�１勝��
マウントマズル（11牡鹿 ＊ホワイトマズル）入着４回，�３勝��
ラブオールミー（13牝鹿 メイショウボーラー）�２勝�３勝
ベリーグレート（14牝鹿 ＊タイキシャトル）入着，�２勝
ユーシオ（17牡鹿 キングヘイロー）���１勝�１勝�１勝
エレグア（18牡鹿 ジョーカプチーノ）�１勝

２代母 ＊アウントヘップ（90 USA鹿 Seattle Slew）USA出走
バンブーポパイ（98牡 ＊ポリッシュネイビー）	
６勝
バンブーロナウド（01牡 ＊キンググローリアス）�８勝�
ルンバメモリー（03牝 バンブーメモリー）９勝�入着２回

３代母 ＊インメモリー（85 USA鹿 Alydar）USA出走
クラウネット Crownette（89 牝 Seattle Slew）USA４勝，Santa Ysabel S‐R，

La Centinela S‐R ２着，Miesque S‐L ３着
クラウニングストーム Crowning Storm（96牡 Storm Cat）USA２勝，イロ

クオイＳ‐G3 ２着，アファームドＨ‐G3 ３着，種牡馬
チョコレトキャンディ Chocolate Candy（06牡 Candy Ride）USA４勝，エ

ルカミノレアルダービー‐G3，California Derby‐L，Real Quiet S
‐L，etc.

４代母 ウォントテルユーWon't Tell You（62 USA鹿 Crafty Admiral）USA５勝
［子］ アファームド Affirmed（75牡 Exclusive Native）USA22 勝，ケンタッキ

ーダービー‐G1，ベルモントＳ‐G1，プリークネスＳ‐G1，etc.，年
代表（2回），種牡馬

［孫］ セニョールピート Senor Pete（87 牡 Green Dancer）USA２勝，米フュ
チュリティＳ‐G1，米シャンペインＳ‐G1 ３着，ゴーサムＳ‐G2 ２
着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲木戸口牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0602
生 産 牧 場： ㈲木戸口牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

354 バタラバ２０２０ 牡・鹿 ３／２４
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

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

��
��
�タニノクリスタル鹿 1999 ＊タニノシーバード

バンブーアトラス

�
�
�
�
�

��
��

�バンブービギン フオローバンブーバタラバ
＊ Seattle Slew

��
��
�アウントヘップ鹿 2000 ＊インメモリー

23b
Graustark S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ハミングライフ（11栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ペイシャハミング（17牝栗 ＊ヨハネスブルグ）���入着３回
テイエムマジック（18牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝，わらび賞（Ｄ1800）

２代母 オーバーザウォール（94栗 ＊ドクターデヴィアス）５勝，福島記念‐Jpn3，山
中湖特別，九州スポーツ新聞杯，野苺賞
オーバーザスカイ（04牝 アグネスタキオン）出走

タガノスカイ（11牝 ＊チチカステナンゴ）３勝，乙訓特別２着，君子蘭賞２着
フェデラルホール（09牡 ステイゴールド）４勝，レジェンドトレーナーズＣ，九十

九里特別，南相馬特別，阿賀野川特別２着，青嵐賞２着，etc.
クラウディオス（10� ネオユニヴァース）３勝，不知火特別

３代母 アンデスレディー（86栗 ＊ノーザンテースト）１勝，シクラメンＳ‐OP ２着
フォルクローレ（99牝 ダンスインザダーク）６勝，ストークＳ，芦屋川特別，伏見

特別２着
アルバート（11牡 アドマイヤドン）９勝，ステイヤーズＳ‐G2（３回），ダイヤ

モンドＳ‐G3，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
サンバレンティン（01牡 スペシャルウィーク）８勝，七夕賞‐G3，福島記念‐Jpn3，

大阪スポーツ杯，etc.
インティライミ（02牡 スペシャルウィーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都新聞杯

‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3，etc.
ナスカ（03牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

レイナカスターニャ（08牝 キングカメハメハ）１勝
アンデスクイーン（14牝 ＊タートルボウル）５勝，��２勝�１勝，エンプ
レス杯‐Jpn2，Ｌプレリュード‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3，etc.

アロマティコ（09牝 キングカメハメハ）６勝，巴賞‐LR，秋華賞‐G1 ３着，エ
リザベス女王杯‐G1 ３着，etc.

４代母 ペルースポート（72栗 ＊ガーサント）３勝，ながつき賞
［子］ シヤダイチヤツター（80牝 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，

北九州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲梅田牧場＝浦河町荻伏町 �0146-25-2425
生 産 牧 場： ㈲梅田牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

355 ハミングライフ２０２０ �・鹿 ３／ ８

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハミングライフ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�オーバーザウォール栗 2011 アンデスレディー

＊レデイチヤツター 19
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 パッシオーネ（10栗 ゼンノロブロイ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（17）〕
コンパッシオーネ（14牡栗 ＊クロフネ）���３勝
リモ（15牝栗 ＊カジノドライヴ）�２勝
ジュンケンジー（16�栗 ＊アイルハヴアナザー）���１勝�10 勝
ルリーナ（17牝鹿 ルーラーシップ）�１勝

２代母 カーリーパッション（94栗 ＊トニービン）１勝
パラディン（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，紫川特別，横手特別３着
フラムドパシオン（03牡 ＊クロフネ）５勝，ヒヤシンスＳ‐OP，北総Ｓ，富嶽賞，灘

Ｓ２着，etc.，UAE入着，ＵＡＥダービー‐G2 ３着
ダートムーア（08牝 ＊クロフネ）４勝，西脇特別，くすのき賞２着，舞浜特別３着，etc.，

��入着２回，エンプレス杯‐Jpn2 ３着，Ｌプレリュード３着
マーセラス（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
カーリーエンジェル（90牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ）入着２回，松浜特別３着

エガオヲミセテ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マイラーズＣ‐Jpn2，サン
スポ阪神牝馬特別‐Jpn2，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

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

エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札
幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ドゥラメンテ（12牡 キングカメハメハ）５勝，日本ダービー‐G1，皐月賞
‐G1，中山記念‐G2，etc.，UAE入着，優３牡，種牡馬

フォゲッタブル（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダイ
ヤモンドＳ‐G3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，
UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

356 パッシオーネ２０２０ 牡・鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダンスインザダーク

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンシングキイザサンデーフサイチ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ黒鹿 2004 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルパッシオーネ ＊トニービン

��
��
�カーリーパッション栗 2010 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M3 トニービン S3×M3 ダイナカールS3×M3
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 ハヤブサユウサン（10鹿 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ビクトリーゴールド（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
ラッセルリー（18牝黒鹿 キズナ）�出走
シゲルローズ（19牝鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 シアトルビューティ（00鹿 ＊タイキブリザード）３勝
テツムーン（09牝 アドマイヤムーン）�入着４回

エターナルヴィテス（16牡 トゥザグローリー）�３勝，ホンコンＪクラブＴ，
鹿野山特別３着

ビューティガッキ（11牝 キングカメハメハ）�４勝�１勝��
シゲルノコギリザメ（13牡 スーパーホーネット）３勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，シ

ンザン記念‐G3 ３着，橘Ｓ‐OP ３着，房総特別，帆柱山特別２着，etc.

３代母 タイキビューティー（95栗 ＊ドクターデヴィアス）不出走
ゲットブラック（04牡 サクラバクシンオー）４勝，三河特別，中京スポーツ杯２着

４代母 ＊サウンドビューティ（88 IRE 栗 Be My Guest）１勝
［子］ タイキヘラクレス（96� ＊イブンベイ）３勝，障害１勝，�１勝	１勝

��，ダービーＧＰ‐Jpn1，名古屋優駿‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1 ３着，etc.

タイキエンプレス（93牝 ＊トニービン）２勝，十和田湖特別２着，かもめ
島特別３着，堀川特別３着

［孫］ ユキノハボタン（05牝 バブルガムフェロー）５勝，醍醐Ｓ，河北新報杯，
納沙布岬特別，etc.

５代母 ハベサウンドHobe Sound（82 IRE 栗 Busted）GB５勝
［子］ レコードサウンド Record Sound（89牡 ＊ダンスオブライフ）IRE・ITY

２勝，P. Avvocato Amedeo Peyron‐L，P. Giuseppe deMontel
‐L ３着

［孫］ テストボーイ Test Boy（03� Brahms）USA・CAN９勝，Speed To Spar
e S‐L，Don Fleming H‐L，RemingtonMile S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 �0146-28-1150
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

357 ハヤブサユウサン２０２０ 牡・鹿 ４／２１

＊

＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハヤブサユウサン ＊タイキブリザード

��
��
�シアトルビューティ鹿 2010 タイキビューティー

＊サウンドビューティ 21a
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ファーマフローラ（15青鹿 スクリーンヒーロー）�入着８回
初仔

２代母 ファーマペニー（08鹿 ジャングルポケット）１勝
スターフラッシュ（14� スクリーンヒーロー）２勝
ファーマプリン（17牝 アンライバルド）��１勝�入着２回

３代母 ミスチバスペニー（03栗 テイエムオペラオー）�３勝

４代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
［子］ フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞

（２回），霊山特別，etc.
［孫］ トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞

‐G2 ３着，福島記念‐G3 ３着，etc.
サンデームーティエ（14� タニノギムレット）３勝，ダイヤモンドＳ‐G3
２着，稲城特別，箱根特別２着，etc.

５代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.
［子］ ＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，

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

New Year Cup‐L ３着
セイカフォルテ（08牡 タイムパラドックス）４勝，両津湾特別，招福Ｓ２
着，ながつきＳ２着，etc.

セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂
津特別２着，etc.

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

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

ココロチラリ（09牝 エアジハード）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

販売申込者・所有者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

358 ファーマフローラ２０２０ 牡・芦 ２／１３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインファーマフローラ ジャングルポケット

��
��
�ファーマペニー青鹿 2015 ミスチバスペニー

＊ペニーアップ 3e
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 WishingWell S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 フェアリーロンド（09鹿 ゴールドアリュール）入着２回，�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
トミケンアラバール（17牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��４勝

２代母 ＊フェアリーワルツ（99 USA鹿 Lear Fan）出走
フェアリーノート（04牡 アドマイヤコジーン）��７勝
オーロマイスター（05牡 ゴールドアリュール）６勝，エルムＳ‐G3 ２着（２回），根

岸Ｓ‐G3 ３着，欅Ｓ‐L ３着，etc.，�１勝���，マイルＣｈＳ南部杯
‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1 ５着

テーオーストーム（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，富良野特別，アカシヤ特別２
着，許波多特別２着，羊蹄山特別３着

サイモンドルチェ（07牝 ジャングルポケット）入着
サイモンサーマル（15� エイシンフラッシュ）�１勝，�１勝
スイーツビュッフェ（16牝 ゴールドアリュール）�１勝
サンライズオネスト（17牡 ダイワメジャー）�４勝，水無月Ｓ，志摩Ｓ３着

テーオーアポロン（08牡 ハーツクライ）	２勝
サイモンジャスミン（11牝 ネオユニヴァース）入着，�１勝
ケワロス（15牝 ダイワメジャー）�２勝，紫川特別２着，中京スポーツ杯３着
シゲルグリンダイヤ（16牡 ジャスタウェイ）入着６回，�	２勝��，オータムＣ２着

３代母 クイックアンドスムーズQuick and Smooth（92 USA鹿 Crafty Prospector）
USA入着２回

４代母 ミズボールディングMs. Balding（76 USA鹿 Sir Ivor）USA７勝，Tusca
rora H，ネクストムーヴＨ‐G3 ３着
［子］ ダンスウィズフランセスDanceWith Frances（90 牝 Green Dancer）

USA６勝，Misty Isle S‐L，Furl Sail H，Indian Maid H，etc.
シチズンズアレスト Citizen's Arrest（95� Silver Deputy）USA７勝，
Claiming Crown Express S‐R ３着

＊ウインテイクハート（96牡 ＊オジジアン）３勝，八坂特別２着，多治見特
別２着，利根川特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596

359 フェアリーロンド２０２０ �・栗 ３／１６
＊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ドリームジャーニー メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート鹿 2004 エレクトロアート

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤフェアリーロンド
＊ Lear Fan

��
��
�フェアリーワルツ鹿 2009 Quick and Smooth

A1
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×S5
Hail to Reason S5×M5×M5 Northern Dancer S5×M5 Lt. Stevens S5×M5
価格： 購買者：



母 プテリュクス（16栗 スマートファルコン）出走
初仔

２代母 ＊ゴールドティアラ（96 USA栗 Seeking the Gold）７勝，プロキオンＳ
‐Jpn3，シリウスＳ‐Jpn3，ユニコーンＳ‐Jpn3，etc.，�１勝�１勝��入着，
マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，かきつばた記念‐Jpn3，etc.
エンプレスティアラ（04牝 ＊クロフネ）出走

レッドレグナント（15牝 ロードカナロア）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，多摩川
Ｓ，道新スポーツ賞，サフラン賞，北斗特別３着

ココシュニック（05牝 ＊クロフネ）３勝
ステファノス（11牡 ディープインパクト）４勝，富士Ｓ‐G3，大阪杯‐G1 ２着，

天皇賞（秋）‐G1 ２着，天皇賞（秋）‐G1 ３着，etc.，HKG入着２回，香
港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ココファンタジア（13牝 ステイゴールド）３勝，知立特別，小樽特別
フィニフティ（15牝 ディープインパクト）１勝，クイーンＣ‐G3 ２着，佐渡Ｓ

２着，初音Ｓ２着，納屋橋Ｓ３着，うずしおＳ３着
ゴールデンハインド（06牡 ＊クロフネ）６勝，万葉Ｓ‐L，札幌日経ＯＰ‐LR，支笏湖

特別，横津岳特別
ロングロウ（07牡 ＊クロフネ）５勝，上賀茂Ｓ，滝桜賞，舞鶴特別２着
ゴールデンクラウン（09� フジキセキ）３勝
ドリームティアラ（11牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ブライトティアラBright Tiara（89 USA栗 Chief's Crown）USA１勝
＊ベストブート（99牝 Storm Boot）USA１勝

サイトディーラー（06牝 キングカメハメハ）不出走
モズカッチャン（14牝 ＊ハービンジャー）４勝，エリザベス女王杯‐G1，フ
ローラＳ‐G2，オークス‐G1 ２着，etc.

ポーエツヴォイス Poet's Voice（07 牡 Dubawi）GB・FR・UAE４勝，クイーンエ
リザベス二世Ｓ‐G1，セレブレイションマイル‐G2，英シャンペインＳ‐G2，etc.，
種牡馬

パトロネスPatroness（08 牝 Dubawi）FR入着
ブレアハウス Blair House（13� Pivotal）�GB・AUS・UAE４勝，ジェベル

ハッタ‐G1，ＭＲＣコールフィールドＳ‐G1 ２着

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： オーシャンズランチ＝浦河町上向別 �080-5075-0405

360 プテリュクス２０２０ �・栗 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブプテリュクス
＊ Seeking the Gold

��
��
�ゴールドティアラ栗 2016 Bright Tiara

10a
サンデーサイレンス S3×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ブライズメイト（05鹿 エイシンサンディ）�２勝��１勝，関東オークス‐Jpn2
３着，東京プリンセス賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（19）〕
ハニームーン（12牡鹿 メイショウサムソン）�１勝��６勝�，サンライズＣ
（Ｄ1700）２着

ウイングカイユウ（13�鹿 メイショウサムソン）��３勝
カケジヤソデノ（14牝栗 メイショウボーラー）�４勝��入着
ジョウショーメイト（15牝鹿 ＊シンボリクリスエス）��４勝�入着２回
リミテッド（18�黒鹿 ＊バトルプラン）��１勝

２代母 アナザーワールド（91鹿 ＊リアルシヤダイ）出走
インターファイヤー（96牡 ＊ノーザンテースト）１勝
グッバイルーキー（99牡 フサイチコンコルド）�１勝	入着２回
ミキノパッション（00牡 ＊ジェイドロバリー）入着，�５勝
セフティーステージ（02牡 ジェニュイン）４勝，竜飛崎特別，早鞆特別，上賀茂Ｓ

２着，甲南Ｓ３着，灘Ｓ３着，etc.，
６勝	

３代母 ヨドハマナス（75鹿 ＊ボールドアンドエイブル）５勝，京都牝馬特別２着，函
館記念２着，クイーンＳ２着，函館記念３着，中山牝馬Ｓ‐OP，etc.
アスコットハマナス（84牝 ＊ノーザンテースト）５勝，コーラルＳ‐OP ３着，サン

タクロースＨ，オーロラ特別，etc.
ラベンダーノート（94牝 ＊ドクターデヴィアス）入着３回

マイネルグロッソ（02牡 ＊スターオブコジーン）２勝，喜多方特別，喜多方特別
３着（２回）

４代母 ＊タミアナ（62 GB鹿 Tamerlane）USA６勝
［子］ セーヌスポート（74牝 ＊ボールドアンドエイブル）５勝，京成杯３歳Ｓ，

牝馬東タイ杯，関屋記念２着，etc.，優２牝
ダグラスポイントDouglas Point（72� Amber Morn）USA７勝，W
estside Claiming S２着

［曾孫］ ノーブルグラス（91牝 ＊ミルジヨージ）７勝，札幌スプリントＳ‐Jpn3
（２回），スワンＳ‐Jpn2 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

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

361 ブライズメイト２０２０ 牡・鹿 ３／２３

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードブライズメイト ＊リアルシヤダイ

��
��
�アナザーワールド鹿 2005 ヨドハマナス

＊タミアナ 20a
Northern Dancer S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ブラッシュウィズデスティニー（01 CAN黒鹿 Broad Brush）USA１勝，マザリ
ーンＳ‐G2 ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－６（48）〕
ケイアイゲンブ（06牡鹿 Smart Strike）１勝，なでしこ賞（Ｄ1700）３着，��10

勝，東京スプリング盃（Ｄ1400）２着
ケイアイブレイズ（07牡鹿 ＊クロフネ）�15 勝�入着�
ケイアイアルテミス（08牝鹿 ジャングルポケット）１勝，�２勝��
クインズストリーク（11牝黒鹿 ゴールドアリュール）��８勝
クインズダルビー（14�鹿 フリオーソ）��３勝��４勝
イチジン（17牡鹿 アドマイヤムーン）���２勝	４勝

２代母 フォレヴァークラシック Forever Classic（91 CAN鹿 Regal Classic）USA
８勝，Queen Bee H２着，Chou Croute S‐L ３着，Maple Leaf S‐L
３着
エトラスカンEtruscan（03� Old Trieste）USA・CAN３勝
アルバイシンAlbaicin（09 牡 Bellamy Road）MEX４勝
ビヨンドミッドナイトBeyond Midnight（10 牝 Midnight Lute）USA２勝

３代母 フォーリアナ Forleana（75 CAN鹿 Forum）USA６勝，Tattling H２着
クイーンオヴイージプトQueen of Egypt（82 牝 Vice Regent）USA６勝，Jammed

Lovely S‐LR，Tattling H‐L，Ontario Colleen H‐R ２着，etc.
クワイエトクレオQuiet Cleo（88牝 No Louder）USA14 勝，Wonder Where S

‐R，La Prevoyante S‐R，Tattling H‐L ２着（２回），etc.
クワイエトリゾルヴQuiet Resolve（95� Affirmed）USA10 勝，アットマ
イル‐G1，キングエドワードＨ‐G2，ホンコンＪＣトロフィ‐G2，etc.

アイオヴザスフィンクス Eye of the Sphynx（01牝 Smart Strike）USA４勝，
セリーニＳ‐G2，Fury S‐R，Woodbine Oaks‐R，etc.

ローマンブライアー Roman Briar（86 牝 Briartic）USA１勝，Wonder Where S
‐LR ２着，Lady Angela S‐LR ３着

ローマンビューグル Roman Bugle（89 牝 No Louder）USA２勝，Princess Eliz
abeth S‐R ３着

＊フォーザキング（90牝 Deputy Minister）USA３勝，Queen Alexandra S２着

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

362 ブラッシュウィズデスティニー２０２０ 牡・鹿 ４／３０

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊

ブロ－ドブラッシュ Ack Ack

�
�
�
�
�

��
��

�Broad Brush Hay Patcherブラッシュウィズデスティニー フォレヴァークラシック Regal Classic

��
��
�Forever Classic黒鹿CAN 2001 Forleana

2h
Northern Dancer S5×M5 Turn‐to M5×M5

価格： 購買者：



母 フラワーファースト（13鹿 ネオユニヴァース）入着３回，��１勝�
本馬の他に産駒あり

２代母 ウィストラム（02鹿 ＊フレンチデピュティ）３勝，西湖特別，麒麟山特別２着，
鎌倉特別２着，妙高特別２着，両津湾特別３着
ロレーヌクロス（10牡 マンハッタンカフェ）２勝
マレーナ（11牝 ダイワメジャー）３勝，舞浜特別２着
ハーツキー（12牝 ハーツクライ）�５勝
アウトライアーズ（14牡 ヴィクトワールピサ）４勝，スプリングＳ‐G2 ２着，小倉

記念‐G3 ３着，関門橋Ｓ，松島特別，ひいらぎ賞，etc.
ドゥリトル（15牡 トーセンホマレボシ）�２勝，浜名湖特別３着
ヴァルドワーズ（16牝 ダノンシャンティ）１勝

３代母 ＊リュドゥパーム（87 USA黒鹿 Icecapade）USA２勝，デルマーデビュタント
Ｓ‐G2，デルマーフュチュリティ‐G1 ２着

＊パームシャドウ（94� A.P. Indy）３勝，マーガレットＳ‐OP，いちょうＳ‐OP ３
着，山藤賞，etc.

サウンドバイト（03牝 ＊ホワイトマズル）１勝
ダイワミストレス（09牝 ダイワメジャー）１勝，フェアリーＳ‐G3 ３着，黒松

賞２着
コマビショウ（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，鳳雛Ｓ‐LR ３着，伏竜Ｓ

‐OP ３着，平城京Ｓ，etc.

４代母 アムリーズナブルAm Reasonable（72 USA芦 Turn to Reason）USA９勝
［子］ アムケイパブル AmCapable（80 牝 Icecapade）USA12 勝，アフェクシ

ョネトリーＨ‐G3，ディスタフＨ‐G3，Interborough H‐L，etc.
［孫］ アールトン Erlton（96牡 Buckaroo）USA８勝，Hirsch Jacobs S‐L，

Victoria S‐L，Dover S‐L，etc.，種牡馬
イロクオイパーク Iroquois Park（88 牡 Chief's Crown）USA４勝，
De Anza S‐L，種牡馬

デヘロDehero（99� ＊デヒア）AUS５勝，Eskimo Prince H‐L
トッドラー Toddler（97� Polish Numbers）USA19 勝，Wadsworth
Memorial H，Kings Point H‐R

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

363 フラワーファースト２０２０ 牡・鹿 ２／１９

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスフラワーファースト ＊フレンチデピュティ

��
��
�ウィストラム鹿 2013 ＊リュドゥパーム

14f
Deputy Minister M4×S5 Sharpen Up S5×M5

価格： 購買者：



母 パサパ（07黒鹿 キングカメハメハ）��入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ワンラヴワンハートOne Love One Heart（12 牡青鹿 ＊マイネルラヴ）１勝，�I

RE 出走
ヴィレミーナ（13牝鹿 マツリダゴッホ）��１勝
ベントラ（18牡黒鹿 ダイワメジャー）�出走
スカイ（19牝鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ＊スイートマイハート（94 IRE 青鹿 Caerleon）１勝
フェアリーブレス（02牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

エクスクライム（09牡 ハーツクライ）３勝，五泉特別，庄内川特別，五泉特別２着
エクスパーシヴ（10牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，つわぶき賞３着

アルスビバーチェ（04牡 マンハッタンカフェ）�１勝
アキノワンツー（06牝 ＊クロフネ）入着３回，�３勝
カムインターコイズ（08牡 ＊スニッツェル）�１勝

３代母 オールマイハートAll My Heart（87 USA鹿 Sharpen Up）不出走
ヤスミンYazmin（97牝 Green Desert）GB・FR・USA１勝

イビスカス Ibiscus（03 牡 Zafonic）ITY９勝，Criterium Varesino‐L ３
着，Criterium Labronico‐L ３着

４代母 レッドカムズアップRed Comes Up（80 USA黒鹿 Blushing Groom）FR
入着２回
［子］ レッドアフェア Red Affair（94 牝 ＊ジェネラス）IRE２勝，Mitsubishi

Diamond Vision S‐L
［孫］ レッドストーンダンサー Redstone Dancer（02 牝 Namid）GB・IRE６

勝，ブラウンズタウンＳ‐G3，ミンストレルＳ‐G3，オークトリーＳ
‐G3 ３着

レッドリエゾン Red Liason（99牝 Selkirk）GB・GER３勝，Surrey S
‐L，ゴルデネパイチェ‐G2 ２着，ヘンケルレネン‐G2 ３着，etc.

フェイスフィリー Faithfilly（10 牝 Red Clubs）GB・FR２勝，P. de la
Vallee d'Auge‐L，P. des Reves d'Or‐L ２着

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3409
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

364 パサパ２０２０ 牡・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスパサパ
＊ Caerleon

��
��
�スイートマイハート黒鹿 2007 All My Heart

14f
Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ブリーズヴェール（12黒鹿 ＊バゴ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
メイショウエニシア（18牝青鹿 リアルインパクト）�１勝

２代母 レディフューチャー（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
レディリリカル（01牝 ＊エルコンドルパサー）�１勝
レディエレガンス（02牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
ロードキャニオン（04� ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別，熊野特別２着，晩

秋特別３着，���入着３回，報知オールスターＣ２着
レディリバティー（05牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ロードオブザリング（07牡 ＊ホワイトマズル）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，アン

ドロメダＳ‐L ３着，垂水Ｓ，許波多特別，ドンカスターＣ，etc.
ミライポケット（08牝 ジャングルポケット）入着２回，�７勝��
フューチャーセイル（09牝 ＊クロフネ）出走

ハリオアマツバメ（17牝 フリオーソ）�	６勝，園田クイーンセレクション２着
プロテクション（11牝 ジャングルポケット）入着，�４勝��
ロードインスパイア（13� ＊ロードアルティマ）１勝
ユメニカケル（14牝 ＊ロードアルティマ）�１勝


３代母 アンフイニイ（82黒鹿 マルゼンスキー）３勝，エイプリルＳ‐OP ３着，上総
特別，里見特別，仲春賞２着，隅田川特別２着，etc.
マイヨジョンヌ（90牡 ＊リヴリア）７勝，新潟大賞典‐Jpn3（２回），福島記念

‐Jpn3，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
スノーフレーク（91牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，ひいらぎ賞３着
ユーワケリガン（92牝 ＊カコイーシーズ）４勝，カーネーションＣ‐OP ２着，晩秋

特別，グローバルＣ，etc.
アンソレイユ（93牝 ＊リズム）出走

グラスポジション（99牡 ＊リアルシヤダイ）６勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ホープフルＳ‐OP ２着，ニューマーケットＣ，etc.

メイショウデンゲキ（94牡 ＊リヴリア）４勝，石清水Ｓ，春菜賞，こぶし賞３着
シャワーパーティー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，京都３歳Ｓ‐OP，六甲アイ

ランドＳ，黄菊賞，etc.，	４勝���

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

365 ブリーズヴェール２０２０ �・鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxブリーズヴェール ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディフューチャー黒鹿 2012 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky S4×M5 Highclere S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ブルーインザスカイ（11芦 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ロバノチハレ（17牝芦 スマートファルコン）���１勝
シエルブルー（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�入着３回

２代母 レンデフルール（04青鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝，有田特別２着，郡山特
別２着，伏拝特別２着，喜多方特別３着，萌黄賞３着
エピックウィン（12� ＊バゴ）２勝
ディアパヴォーネ（14牝 ＊エンパイアメーカー）１勝
コパノビアンカ（17牝 ＊ノヴェリスト）１勝，ダリア賞‐OP ３着

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‐Jpn2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲エムエム、ヤマダファーム＝浦河町野深 �0146-27-4377
生 産 牧 場： ㈲エムエム、ヤマダファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

366 ブルーインザスカイ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２５
＊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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラブルーインザスカイ ＊ブライアンズタイム

��
��
�レンデフルール芦 2011 ＊フローラルマジック

18
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーハピネス（04青鹿 エイシンサンディ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－７（28）〕
エルウェーオージャ（08�青 マイネルセレクト）１勝，恵那特別（Ｄ1200）３着，

�７勝�１勝��入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着，兼六園ジュ
ニアＣ（Ｄ1400），ゴールドジュニア（Ｄ1600）２着，黒潮スプリンターズＣ
（Ｄ1300）３着，菊水賞（Ｄ1700）３着

ネクタルブルー（10牡青鹿 マイネルセレクト）入着３回，��１勝
ユメウメサクラ（12牝黒鹿 マイネルセレクト）�７勝�３勝�２勝��１勝
プリサイスブルー（13牝鹿 ＊プリサイスエンド）�２勝��
ブルーグリュック（14牡青鹿 ＊プリサイスエンド）�２勝
デゴイチ（15牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝
マリガン（16牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝��入着
エンドルスター（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）	��出走

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

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

コスモローランド（02牡 シンボリルドルフ）�２勝
ブルーアンビシャス（05牡 フサイチコンコルド）入着６回，�２勝
ブーケドロゼブルー（07牝 ＊ロージズインメイ）２勝，カーネーションＣ

ポッシビリタース（14牡 ＊プリサイスエンド）�２勝�，菊水賞３着
ロゼブルー（08牝 ダンスインザダーク）�２勝
マイネルイルソーレ（10牡 ＊プリサイスエンド）１勝

３代母 マルミチーフ（87鹿 ビツグデイザイアー）�入着５回

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

367 ブルーハピネス２０２０ �・黒鹿 ４／２５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンサンディ エイシンウイザードブルーハピネス トウシヨウボーイ

��
��
�イセノトウショウ青鹿 2004 マルミチーフ

＊サンニーモード 5d
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 プラスドピラミッド（14青鹿 ヴィクトワールピサ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊モテック（95 FR鹿 ＊ラストタイクーン）FR４勝，フロール賞‐G3，P. Char
les Laffitte‐L，コリーダ賞‐G3 ３着，P. des Tourelles‐L ３着
モーディッシュ（01牝 Singspiel）�１勝

スティンライクビー（12� ＊キンシャサノキセキ）３勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，越後
Ｓ３着，鎌倉Ｓ３着，��６勝�入着����，赤松杯２着，白銀争覇２着

ブラックルーラー（05牡 フジキセキ）２勝
テクニカルラン（06牝 アグネスタキオン）３勝，南港特別，舞浜特別３着

セイイーグル（14� ローエングリン）�１勝，豊川特別２着，寺泊特別２着，
青島特別３着，刈谷特別３着

サンテミリオン（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，オークス‐G1，フローラＳ‐G2，フ
ラワーＣ‐G3 ３着，若竹賞

モータウンサウンド（08牡 ネオユニヴァース）入着３回，	３勝�
レコンダイト（10牡 ハーツクライ）５勝，目黒記念‐G2 ２着，大阪―ハンブルクＣ

‐L ２着，中日新聞杯‐G3 ３着，但馬Ｓ，北野特別，etc.
コケット（15牝 ダイワメジャー）１勝
モードフランス（16牝 アサクサキングス）入着，���４勝

３代母 スダカ Sudaka（86 FR鹿 Garde Royale）FR１勝，クレオパトル賞‐G3

４代母 ディディアクララDidia Clara（78 FR栗 Sea Break）FR６勝，P. des Chenett
es‐L ２着，H.de l'Essonne‐L ２着，P. des Belles Filles‐L ２着
［子］ ラファヴォリータ La Favorita（89 牝 Nikos）FR・USA４勝，P. de la

Calonne‐L，Ladyhawke Ranch H‐R，オペラ賞‐G2 ２着，etc.
クローディオン Clodion（96� Nikos）GB・FR・UAE７勝，Jebel Ali S
‐L，Al Rashidiya‐L ３着（２回），Predominate S‐L ３着

カリマラ Calimala（88 牝 Son of Silver）FR１勝，P. Isonomy‐L
２着

［孫］ マンアマングメンMan Among Men（00� Gentlemen）USA・CAN４
勝，Pinjara S‐R

ガルマGalma（03牝 Goldneyev）FR７勝，P. des Lilas‐L ２着

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

368 プラスドピラミッド２０２０ 牡・黒鹿 ２／１８
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアプラスドピラミッド
＊

＊ラストタイクーン

��
��
�モテック青鹿 2014 Sudaka

16g
サンデーサイレンス S3×M4 Garde Royale S4×M4 Halo S4×S5×M5
Mill Reef S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ベガグレシヤス（07芦 アドマイヤドン）�２勝�３勝��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（９）〕
ブルベアライノ（14牡芦 ＊ロージズインメイ）���５勝
ビッグマロン（15牡鹿 ショウナンカンプ）��４勝
ソスピタ（17牝芦 スクリーンヒーロー）�２勝
グリームエース（18牡鹿 キズナ）�１勝

２代母 ハヤテグレシャス（92芦 ＊ネヴアーダンス）３勝，�１勝���入着２回，東
京盃３着
ツルギフクセント（98牝 ＊スリルシヨー）２勝
ナムラハトル（01牝 ジェニュイン）３勝，茨城新聞杯３着
タマノタカラ（02牡 タマモクロス）��４勝�
プラチナヘッド（05牝 ＊ヘクタープロテクター）��１勝
テイエムオオタカ（08牡 ＊ホワイトマズル）５勝，スワンＳ‐G2 ２着，京王杯２歳

Ｓ‐G2 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ２着，オーロＣ‐L ２着，バーデンバー
デンＣ‐L ２着，etc.

３代母 ホワイトグレシヤス（80芦 ＊ラナーク）不出走

４代母 ＊モーストグレイシヤス（71 USA栗 Tambourine）不出走
［孫］ イズミカツリュウ（96牡 ＊グルームダンサー）	
８勝�５勝�５勝�

��，中日杯，北國王冠２着，百万石賞３着（２回），etc.
コスモニルヴァーナ（00牝 タヤスツヨシ）１勝，雪うさぎ賞２着，ガーベ
ラ賞３着

アルケミスト（95牡 ＊ゴールデンフェザント）２勝，はなのき賞２着

５代母 コーディアリー Cordially（62 USA鹿 Ambiorix）USA５勝，マザーグース
Ｓ，Rosenna S，デラウェアオークス２着，ヴァインランドＨ２着，デムワゼ
ルＳ３着
［子］ フォレヴァーコーディアル Forever Cordial（77 牝 Never Bend）USA

８勝，Fleur de Lis H，Regret S，ゴールデンロッドＳ‐G3 ２
着，etc.

販売申込者・所有者： 片岡 博＝新ひだか町東静内 �0146-44-2120
生 産 牧 場： 片岡 博
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

369 ベガグレシヤス２０２０ �・芦 ４／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ティンバーカントリー

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤドン ベガベガグレシヤス ＊ネヴアーダンス

��
��
�ハヤテグレシャス芦 2007 ホワイトグレシヤス

＊モーストグレイシヤス 9b
Never Bend M4×S5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ペイデュソレイユ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（２）〕
ナゴミ（12牝鹿 ＊バゴ）�１勝
テイエムソレイユ（15牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）３勝，開聞岳特別（Ｄ1700），湯浜特

別（Ｄ1700）３着，木古内特別（Ｄ1700）３着
スイゲツ（16牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝
オンリーワンボーイ（17牡青鹿 カレンブラックヒル）�２勝，五泉特別（Ｄ1800）３着
メイマックス（19牡鹿 シビルウォー）�未出走

２代母 シャイニンググラス（98青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川
特別，広瀬川特別，佐渡特別２着，グラジオラス賞２着，etc.
シャイニーフェイト（08牡 キングカメハメハ）�15 勝�13 勝，池田湖賞，春望賞，

長月賞，高知優駿，六角川賞２着，etc.
ダイワダルタニアン（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝
アサクサリーダー（12� メイショウサムソン）１勝，障害１勝
シトラスノキセキ（16牝 ＊ワークフォース）�２勝，朝日岳特別

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ

‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �0146-49-5101
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

370 ペイデュソレイユ２０２０ �・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayペイデュソレイユ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンググラス黒鹿 2007 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ヘルヴェティア（11栗 ＊サウスヴィグラス）入着，��６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴレネリ（18牝鹿 ジョーカプチーノ）���１勝

２代母 マイティーボタン（04栗 ＊タイキシャトル）１勝
ブラックフライデーBlack Friday（10牡 ブラックタイド）１勝，SIN２勝
モンサンアルナイル（13� ＊カジノドライヴ）２勝，三陸特別３着，���４勝
ドライブラン（17牝 ＊カジノドライヴ）入着２回，��１勝

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

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

ナリタシーズン（07牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，八海山特別，米沢特別２着，�４勝
ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着

４代母 ビクトリーマッハ（89黒鹿 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着
［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.
スマートルビー（13牝 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別，テレ玉杯２着
ムーンライト（17牝 ハーツクライ）�２勝，豊橋特別２着

５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

［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

販売申込者・所有者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

371 ヘルヴェティア２０２０ 牡・栗 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターヘルヴェティア ＊タイキシャトル

��
��
�マイティーボタン栗 2011 スルーザシーズン

＊ワンスウエド 4m
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ノーフェイト（12栗 サムライハート）２勝，�６勝��
初仔

２代母 ビットオブファット（02栗 ＊エンドスウィープ）不出走
ギブナッシンバック（13牝 マツリダゴッホ）１勝
ビーレディ（14牝 メイショウボーラー）入着３回，�２勝
メイショウバーバラ（16牝 メイショウボーラー）�１勝

３代母 アテナトウシヨウ（81栗 トウシヨウボーイ）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着
アサクサキャノン（87牡 ＊ノーザンディクテイター）３勝，セントライト記念‐Jpn2

２着，赤倉特別，ＮＳＴ賞２着，etc.
ユウキエトワール（88牝 ＊ステイールハート）３勝，白藤Ｓ

ユウキチェリオ（97牝 ＊オペラハウス）入着
メイショウリオン（02牡 ＊ジョリーズヘイロー）２勝，小石原特別，志摩特
別２着，清洲特別３着

マチカネフクキタル（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，菊花賞‐Jpn1，京都新
聞杯‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，種牡馬

ロイヤルキャニオン（96牝 ＊ラストタイクーン）１勝
テイエムアモーレ（08牝 ＊タイキシャトル）２勝，飛揚特別２着
ケルソン（12牡 ＊タイキシャトル）�３勝�１勝�入着��，ゴールドジュニア３着

マチカネテマリウタ（99牝 ＊フォーティナイナー）４勝，御影特別３着，若菜賞３着
マチカネホホエミ（00牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ナゲッツ（14牝 ＊ベーカバド）�６勝��，加賀友禅賞２着

４代母 グレイトウシヨウ（74芦 ＊シルバーシヤーク）３勝
［孫］ シンショウフジ（96牡 ＊ラシアンルーブル）��２勝，しらさぎ賞２着

バンダムマーフィー（92牡 タマモクロス）３勝，対馬特別，玄海特別３着
［曾孫］ ピースオブレグルス（03牡 ＊ポリッシュパトリオット）１勝，わらび賞，

瀬波温泉特別２着，etc.，�３勝�入着，道営記念３着

５代母 ローズトウシヨウ（65鹿 ＊テユーダーペリオツド）入着
［孫］ シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オー

クス‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

372 ノーフェイト２０２０ �・栗 ３／１２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

��
��
�Beautiful MomentUSA 栗 2008 Proud Minstrel

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴノーフェイト ＊エンドスウィープ

��
��
�ビットオブファット栗 2012 アテナトウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マオリオ（13青鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
サンマルマオリオ（17牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��出走�４勝
サンマルベローチェ（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ジョウノファミリー（06黒鹿 キングカメハメハ）不出走
グランフィデリオ（11牡 ブラックタイド）１勝，三峰山特別，薫風Ｓ３着，青梅特

別３着，レジェンドＪＳＣ３着，��４勝��入着３回�
ライジングリーズン（14牝 ブラックタイド）３勝，フェアリーＳ‐G3，アネモネＳ‐LR
ゴライアス（15牡 ゴールドアリュール）�４勝，総武Ｓ‐OP ３着，霜月Ｓ‐OP ３

着，韓国馬事会杯，初茜賞，伊勢佐木特別３着
リーピングリーズン（16牝 ブラックタイド）�２勝，五泉特別，響灘特別２着，尾

瀬特別２着，�２勝

３代母 エビスファミリー（92青鹿 ＊ブライアンズタイム）��８勝
ブルーコンコルド（00牡 フサイチコンコルド）７勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，etc.，

�１勝�１勝��３勝�３勝�，ＪＢＣマイル‐Jpn1，ＪＢＣスプリント
‐Jpn1，東京大賞典‐Jpn1，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1（３回），かしわ記念
‐Jpn1，etc.，ＤＧ優秀

シャドウムーン（02牝 キングヘイロー）２勝，菜の花賞‐OP ３着，白山特別
タガノアンピール（14牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝，豊中特別２着，障害１勝

４代母 エビスベローチエ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）出走
［孫］ コトブキハワイアン（86牡 ハワイアンイメージ）１勝，ＴＶ埼玉杯，�15

勝，東海大賞典３着，スプリング争覇，etc.
ツキノセカイオー（91牡 リードワンダー）１勝，たちばな賞２着
ツキノブレイヴ（94牡 ミスターシービー）１勝，牧園特別３着，�２勝�，
中津大賞典３着

５代母 ヤマユリ（65青 ＊ネヴアービート）２勝
［子］ エビスフオーラン（72牡 ＊エタン）９勝，京都新聞杯３着，京都４歳特別

２着，中日新聞杯３着，etc.，障害２勝
［孫］ アキノライリー（83牝 タケシバオー）１勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

373 マオリオ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２０

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスマオリオ キングカメハメハ

��
��
�ジョウノファミリー青鹿 2013 エビスファミリー

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

価格： 購買者：



母 ＊ホウショウワールド（06 USA鹿 Sky Classic）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
ホウショウマージ（11牝栗 タニノギムレット）�１勝
ホウショウブレット（14牡栗 ＊ロージズインメイ）�２勝��入着５回
バロズレガシー（18牡栗 バロズハート）���１勝

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

＊ゲイリーエンジェル（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）�２勝
アンサンブルライフ（13牡 ＊アジュディケーティング）���４勝，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ３着，さきたま杯‐Jpn2 ３着，平和賞，鎌倉記念２着，ＮＡＲ優２牡
＊ゲイリーザスカイ（02牡 Sky Classic）入着２回，奥只見特別３着
＊ホウショウレイク（04牡 Meadowlake）�２勝
＊タツフラッシュ（08牡 Action This Day）１勝，小月特別

３代母 フアイブフランス（82栗 ＊ノーザンテースト）２勝
ゲイリーロッキー（92牡 ＊クリエイター）２勝，立待岬特別２着
＊ゲイリージェミニ（96� Mt. Livermore）３勝，庄内川特別２着，クレマチス賞２

着，カトレア賞２着，etc.，�14 勝
ゲイリーピクシー（98牝 Rahy）３勝，初春賞２着

マイネルエルフ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，アーリントンＣ‐G3 ２着，
クローバー賞‐L ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着，etc.，�15 勝	

マイネエレーナ（08牝 ＊ロージズインメイ）２勝，��５勝�，スパーキングＬ
Ｃ‐Jpn3 ３着，埼玉新聞栄冠賞
マイネルフラップ（16牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，シンザン記念‐G3
２着，大阪城Ｓ‐L ３着，千両賞

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

４代母 セーヌスポート（74栗 ＊ボールドアンドエイブル）５勝，京成杯３歳Ｓ，牝馬
東タイ杯，関屋記念２着，クイーンＣ２着，４歳牝馬Ｓ‐OP，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： ヴァイナリー・セールス・ジャパン�＝栃木県芳賀郡 �090-3232-4237
生 産 牧 場： ㈱Ｕ・Ｍ・Ａ
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

374 ホウショウワールド２０２０ 牡・芦 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊

スカイクラシック Nijinsky

�
�
�
�
�

��
��

�Sky Classic No Classホウショウワールド ＊ミルジヨージ

��
��
�ノーブルグラス鹿USA 2006 フアイブフランス

＊タミアナ 20a
Nijinsky M3×S5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ホシノキラメキ（11鹿 メイショウサムソン）�入着３回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
リネンペペ（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）��２勝
ネイティブ（18牝芦 ゴールドシップ）���入着

２代母 レースオブスターズ（03栗 アグネスタキオン）出走
キアーロベルタ（12牝 ＊エンパイアメーカー）�２勝�入着

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

375 ホシノキラメキ２０２０ 牡・芦 ３／１５
＊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ゴールドシップ メジロマックイーン

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンホシノキラメキ アグネスタキオン

��
��
�レースオブスターズ鹿 2011 ＊ミルレーサー

22d
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ホッコーアムール（10青 ＊スタチューオブリバティ）２勝，鷹巣山特別（芝 1400），
フリーウェイＳ（芝 1400）２着，知多特別（芝 1400）２着，�３勝�
〔産駒馬名登録数：２〕
ホッコートトント（18牡青鹿 ホッコータルマエ）���出走
ワンリオン（19牡青鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ホッコーエクレール（03青鹿 ダンスインザダーク）出走
ホッコーリョウマ（09牡 サクラバクシンオー）�１勝
ホッコーヴァール（12牝 ＊スタチューオブリバティ）１勝
ホッコースイセイ（13牝 メイショウボーラー）�４勝�２勝�入着
ホッコーライデン（14牡 ＊アグネスデジタル）�４勝，横手特別３着，清里特別３着
ホッコーフラッパー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�２勝�入着２回

３代母 ホッコーシャープ（95栗 ＊スキャン）２勝
ホッコーソレソレー（02牡 キングヘイロー）６勝，オパールＳ‐L，大阪城Ｓ‐L ２着，

カシオペアＳ‐L ２着，etc.
ホッコーワンマン（04牡 マヤノトップガン）１勝，	１勝
入着２回
ホッコーティアラ（05牝 アドマイヤベガ）入着２回

ホッコーペリノア（12牡 キングカメハメハ）入着，�２勝
ホッコーペネロープ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）	２勝
サニーデイローゼス（16牝 ＊エイシンアポロン）	１勝�入着３回
ホッコージュンレイ（17牝 メイショウサムソン）��２勝

ホッコーフクヒメ（06牝 ＊シルバーチャーム）１勝
ホッコーキングダム（08牡 キングヘイロー）�５勝
ジューンロディ（12牡 メイショウボーラー）２勝，花背特別３着

４代母 ネスカベローザ（87栗 タイテエム）出走

５代母 シユウエイローザ（70栗 ＊テユーダーペリオツド）５勝
［子］ タイテエローザ（82牝 タイテエム）４勝，睦月賞，立冬特別

カネダイカチドキ（84牡 キタノカチドキ）２勝，甲武特別２着，�１勝
［孫］ ブライティア（89牝 タイテエム）４勝，是政特別，須賀川特別，隅田川特

別２着，etc.，障害２勝

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

376 ホッコーアムール２０２０ �・青鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieホッコーアムール ダンスインザダーク

��
��
�ホッコーエクレール青 2010 ホッコーシャープ

＊ミツドサマーヒル 42
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



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

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

島記念‐G3，中山記念‐G2 ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，etc.，種牡馬
マサキノテソーロ（14牡 ＊アイルハヴアナザー）２勝，��３勝
ヒートライトニング（17牝 ＊アイルハヴアナザー）�１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

フォレストシャドーズ Forest Shadows（00牝 Woodman）USA３勝，
Edgewood S‐L

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

377 ホットサマーデイ２０２０ �・鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Red Ransom

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�マルターズヒート鹿 2008 Heat Is On

12b
Roberto M4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ハルノサキガケ（11青鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハルホンバン（16牝鹿 ＊モンテロッソ）�１勝
テンペスタース（18牡鹿 ＊ダンカーク）�出走，��入着
フレッシュバンク（19牡黒鹿 ルーラーシップ）��出走

２代母 ニシノビギン（01黒鹿 ＊パラダイスクリーク）２勝，美濃特別３着
ニシノコイシクテ（08牝 サクラプレジデント）�１勝
ニシノビークイック（09� デュランダル）５勝，タンザナイトＳ‐OP ２着，野路菊

Ｓ‐OP ２着，仲秋Ｓ，浜松Ｓ，羊ヶ丘特別，etc.
ソロモンノユビワ（13牡 マヤノトップガン）�１勝�入着
オーロスターキス（15牝 ＊ヘニーヒューズ）１勝，なでしこ賞２着，ヤマボウシ賞２着
シシリエンヌ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，八幡特別３着
テイエムイダテン（17牡 ロードカナロア）�２勝

３代母 ニシノファイナル（93黒鹿 ＊マラキム）４勝，シリウスＳ‐OP，北九州短距離
Ｓ‐OP ２着，鞍馬特別，逆瀬川Ｓ２着，うずしおＳ２着，etc.
ニシノアンサー（03牡 スペシャルウィーク）２勝，ホープフルＳ‐L，クローバー賞

‐L ２着，木更津特別２着，etc.，�１勝��
ニシノフェミニン（07牝 キングカメハメハ）１勝，水上特別３着

４代母 ＊デユプリシト（85 USA鹿 Danzig）不出走
［子］ ニシノフラワー（89牝 Majestic Light）７勝，桜花賞‐Jpn1，スプリンタ

ーズＳ‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牝，優３牝，優短距
ニシノタカラヅカ（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，ファンタジーＳ
‐Jpn3 ３着

［孫］ ネロ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）８勝，京阪杯‐G3（２回），ラピスラズリＳ
‐L，セントウルＳ‐G2 ２着，etc.，���入着３回，種牡馬

ニシノマナムスメ（04牝 アグネスタキオン）４勝，マイラーズＣ‐G2 ２
着，愛知杯‐G3 ２着，カシオペアＳ‐L ３着，etc.

ニシノシンフォニー（00牡 メジロライアン）２勝，セントライト記念
‐Jpn2 ２着，マカオＪＣＴ，高雄特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 �0146-28-1150
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

378 ハルノサキガケ２０２０ 牡・黒鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルハルノサキガケ ＊パラダイスクリーク

��
��
�ニシノビギン青鹿 2011 ニシノファイナル

＊デユプリシト 2s
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 プレッピー（09黒鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（21）〕
タツミアンダルシア（14牡鹿 スマートファルコン）���６勝
ショウザドリーム（15�黒鹿 ドリームジャーニー）��２勝�７勝
ダウラギリテソーロ（16牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��入着�１勝�２勝��
グロリアスルカ（18牡黒鹿 グロリアスノア）��３勝
ニシキプレッピー（19牝黒鹿 ヒストリカル）��出走

２代母 ＊ファッションアンドスタイル（99 USA黒鹿 Avenue of Flags）USA入着
スズカモンスーン（08牝 More Than Ready）不出走

ディバインブリーズ（15牡 ルーラーシップ）１勝，駒ケ岳特別２着，横津岳特
別３着

３代母 エクセレントレイディExcellent Lady（86 USA黒鹿 Smarten）USA４勝
＊レッドヴェルベット（95牝 Avenue of Flags）USA３勝，Mountainview S３

着，San Jose S３着
ジェネラルチャレンジGeneral Challenge（96� General Meeting）USA９勝，

サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタＨ‐G1，パシフィッククラシック
‐G1，ストラブＳ‐G2，サンタカタリーナＳ‐G2，etc.

ジュエルドレイディ Jeweled Lady（97牝 General Meeting）不出走
＊ジュエルオブザナイト（02牝 Giant's Causeway）USA出走

＊イブニングジュエル（07牝 Northern Afleet）USA７勝，アシュランドＳ
‐G1，デルマーオークス‐G1，サンクレメンテＨ‐G2，etc.

ペティションザレイディ Petition the Lady（05牝 Petionville）USA６勝，Fern
Sawyer H，Zia Park Distaff S２着，Bold Ego H２着，etc.

ソーシーイヴニング Saucey Evening（06牝 More Than Ready）USA・CA
N４勝，Starine S‐R，California Cup Juvenile Fillies S‐R，Cali
fornia Breeders' Champion S‐R，etc.

ノータブルキャリアーNotable Career（98 牝 Avenue of Flags）USA３勝，オーク
リーフＳ‐G1，ランダルースＳ‐G3，デルマーデビュタントＳ‐G1 ２着，etc.

ウェスタンヘミスフィアWestern Hemisphere（01 牝 General Meeting）USA４
勝，Kalookan Queen H‐L，Fleet Treat S‐R，ハニムーンＨ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 小田 誠一＝様似町朝日丘 �0146-36-4645
生 産 牧 場： 小田 誠一
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

379 プレッピー２０２０ 牡・青鹿 ４／ ９
＊ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルプレッピー
＊ Avenue of Flags

��
��
�ファッションアンドスタイル黒鹿 2009 Excellent Lady

16g
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベストマテリアル（08鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ブルックリンソウル（14牡鹿 アドマイヤムーン）入着４回，�２勝
ディーヴォ（15牡鹿 ローエングリン）�１勝�入着���
カリョウビンガ（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）��入着

２代母 ＊サイプレス（02 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
フゲン（07牡 El Corredor）�２勝
ヒラボクジャパン（09牡 キングカメハメハ）入着，�５勝�３勝

３代母 クンブレスCumbres（93 FR鹿 Kahyasi）不出走
アルカディナ Arkadina（04牝 ＊デインヒル）IRE１勝，Lenebane S‐L ２着，

ギヴサンクスＳ‐G3 ３着，Hurry Harriet S‐L ３着
イルテマス Iltemas（11牝 Galileo）FR２勝，P. des Tourelles‐L，P. Hu

bert Baguenault de Puchesse‐L ２着
＊ギルティトゥエルヴ（12牝 Giant's Causeway）GB・USA４勝，ロバートＧデ

ィックメモリアルＳ‐G3
アゲイン Again（06 牝 Danehill Dancer）GB・FR・IRE４勝，愛１０００ギニー‐G1，

モイグレアスタッドＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，etc.
インディアンマハラジャ Indian Maharaja（11 牡 Galileo）GB・IRE・USA２

勝，El Gran Senor S‐L，種牡馬
デラノーローズヴェルトDelano Roosevelt（15 牡 Galileo）GB・IRE１勝，

ベレスフォードＳ‐G2 ２着，愛ダービートライアルＳ‐G3 ２着，バリー
サックスＳ‐G3 ２着，etc.

＊デルフィニアⅡ（16牝 Galileo）GB・FR・IRE２勝，River Eden Fillies' S‐L，
英ＢＣフィリーズ＆メアズＳ‐G1 ２着，ロワイヤリュー賞‐G1 ２着，etc.

アリス Aris（08 牝 Danroad）IRE１勝，Flame of Tara S‐L ３着
アクレイム Aclaim（13牡 Acclamation）GB・FR・IRE７勝，フォレ賞‐G1，

英パークＳ‐G2，英チャレンジＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3409
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

380 ベストマテリアル２０２０ �・栗 ４／１０

＊

＊
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラベストマテリアル
＊ Sadler's Wells

��
��
�サイプレス鹿 2008 Cumbres

1u
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マリアローザ（10青鹿 フジキセキ）入着
〔産駒馬名登録数：４〕
エコロドラグーン（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）入着２回，�地方未出走

２代母 ＊ブレンダ（06 USA鹿 ＊ロックオブジブラルタル）入着
レッドルグラン（12牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，加古川特別２着
レッドディオーサ（13牝 キングカメハメハ）３勝，リボン賞３着
レッドアトゥ（14牝 ＊カジノドライヴ）５勝，東大路Ｓ，納屋橋Ｓ２着，和布刈特別２着
ラブスピール（17牝 スピルバーグ）�２勝，西部スポニチ賞３着

３代母 ＊フェアリーバラード（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
＊グレイスフルソング（05牝 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，二王子特別，二本松特

別，飯盛山特別２着，etc.
レジュールダムール（07牝 Kingmambo）３勝，福島放送賞
グラッツィア（08牡 キングカメハメハ）６勝，障害１勝，���入着３回，川崎記

念‐Jpn1 ３着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着
スーパームーン（09牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，ＡＲ共和

国杯‐G2 ３着，ディセンバーＳ‐L ２着，etc.
アッカレッツァーレ（17牡 スピルバーグ）入着，�入着２回，北斗盃２着

４代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
［子］ 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

＊レディバラード（97牝 Unbridled）５勝，��２勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，
クイーン賞‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

ウルフトーンWolfe Tone（01牡 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Pa
ddy Power S‐L，ムアズブリッジＳ‐G3 ３着，種牡馬

［孫］ ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－Ｎ
ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

フサイチセブン（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アン
タレスＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝，ダイオライト記念‐Jpn2，種牡馬

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
飼 養 者： ㈲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

381 マリアローザ２０２０ �・青鹿 ３／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーマリアローザ
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�ブレンダ青鹿 2010 ＊フェアリーバラード

12c
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マイギフト（14 USA黒鹿 Ice Box）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
シンソーブ（19牝栗 ＊バゴ）�未出走

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

p S２着，Gin Talking S２着
イグザルテイションExultation（15� Paynter）�USA３勝

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

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

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

ブレスミーファーザーBless Me Father（07� Saint Liam）USA１勝
ジーネリ Jeaneri（08 牝 Successful Appeal）USA１勝

プラウドトゥライヴフリーProud to Live Free（14� Caleb's Posse）USA２勝
マスターアピールMaster Appeal（10 牡 Successful Appeal）USA１勝
ミシズアピールMrs. Appeal（12 牝 Successful Appeal）USA５勝
ライトプリヴェイルズRight Prevails（13 牝 Successful Appeal）不出走

ブレックファストアットボニーズBreakfastatbonnies（18牝 Laoban）�USA１勝
バレーゼBarese（19 牡 Laoban）�USA１勝

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

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

［曾孫］ テイクユアチョイス（11牝 ゴールドアリュール）��２勝，桜花賞３着
マクベスバローズ（10牡 ステイゴールド）１勝

販売申込者・所有者： ㈲エトルタファーム＝日高町旭町 �090-1043-4110
生 産 牧 場： 追分ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

382 マイギフト２０２０ �・黒鹿 ２／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

アイスボックス Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

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

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

4r
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 マイスイートベス（06栗 Haafhd）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－２（２）〕
ギンザデスポット（11牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
アドマイヤリバティ（12牡鹿 ＊ケイムホーム）２勝，寺泊特別（芝 1400）２着
シゲルマツタケ（15牝栗 ＊ヨハネスブルグ）２勝，��１勝�入着
ウォーターモースト（17牡鹿 トーセンホマレボシ）��１勝�入着
クレスコロッキー（18牡鹿 ストロングリターン）�出走

２代母 ＊ポーリッシュピンク（99 IRE 鹿 Polish Precedent）FR１勝
タミミズヒストリーTamimi's History（04� Kalanisi）GB・IRE２勝，GB障害１勝
トーセンプラネット（09牡 ディープインパクト）�２勝
ドラゴンバローズ（12牡 キングカメハメハ）５勝，シリウスＳ‐G3 ２着，オークラン

ドＲＣＴ，白川郷Ｓ２着，名古屋城Ｓ２着，中京スポニチ賞２着，etc.，障害１勝

３代母 リングピンク Ring Pink（90 USA鹿 Bering）FR・ITY４勝，P. de la Pepin
iere‐L，P. Joubert‐L，エヴリ大賞‐G2 ３着，コリーダ賞‐G3 ２着，フェ
デリコテシオ賞‐G3 ２着，etc.

＊ナイトアンジェロ（07牡 Footstepsinthesand）２勝，沖ノ島特別，香春岳特別２着，
吾妻小富士賞３着，etc.

４代母 ピンクヴァリー Pink Valley（75 USA黒鹿 Never Bend）FR３勝，P. d'A
umale‐L，P. Yacowlef‐L ３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
リピンク Lypink（93 牝 Lyphard）FR３勝，P. Melisande‐L，P. C
harles Laffitte‐L

［曾孫］ セヴィルオレンジ Seville Orange（15牝 Duke of Marmalade）�SAF
４勝，トラックアンドボールオークス‐G3，サウスアフリカンオーク
ス‐G2 ３着，South African Oaks Trial‐L 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，etc.

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

383 マイスイートベス２０２０ 牡・鹿 ４／２０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

ハーフハド Alhaarth

�
�
�
�
�

��
��

�Haafhd Al Bahathriマイスイートベス
＊ Polish Precedent

��
��
�ポーリッシュピンク栗 2006 Ring Pink

16c
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
Green Valley M5×M5
価格： 購買者：



母 マイティーハニー（12芦 ハーツクライ）１勝
初仔

２代母 マイティースルー（06芦 ＊クロフネ）４勝，セレブレイション賞，春菜賞，白
井特別２着，三面川特別３着
マイティーゴールド（13牡 ゴールドアリュール）２勝，��出走�３勝
パッシングスルー（16牝 ルーラーシップ）�３勝，紫苑Ｓ‐G3，��入着，エンプ

レス杯‐Jpn2 ３着
シェダル（17牡 ゴールドアリュール）�４勝，仲冬Ｓ，大通公園特別，大倉山特別３着
スルーセブンシーズ（18牝 ドリームジャーニー）�２勝，ミモザ賞

３代母 ＊スルーオール（90 USA鹿 Seattle Slew）USA入着
ジュエルオヴザシー Jewelofthesea（99牝 Theatrical）不出走

ルーニードゥードルRooney Doodle（04 牝 Lit de Justice）USA出走
ジーンエリザベス Jean Elizabeth（15 牝 Adios Charlie）�USA・CAN1
5勝，ホイムジカルＳ‐G3，オンタリオファッションＳ‐G3，Lightni
ng City S‐L，etc.

ダグアウトDugout（16� Adios Charlie）�USA８勝，Steel Valley S
print S‐L，New York Breeders' Futurity‐R，Funny Cide S‐R，etc.

キングスミール（01牝 Theatrical）不出走
ブルミラコロ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）６勝，室町Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP

２着，etc.，���入着２回�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
ハクサンルドルフ（13牡 アドマイヤムーン）５勝，エプソムＣ‐G3 ２着，甲斐

路Ｓ，難波Ｓ，etc.，��４勝��
スルーレート（02牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，ユート

ピアＳ２着，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
ハイアーレート（11� ゼンノロブロイ）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，レジェン

ドＪＳＣ２着，��１勝�入着

４代母 オーヴァオールOver All（85 USA栗 Mr. Prospector）USA６勝，メイトロ
ンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，スカイラヴィルＳ
‐G2，ランダルースＳ‐G3，etc.

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

384 マイティーハニー２０２０ 牡・芦 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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスマイティーハニー ＊クロフネ

��
��
�マイティースルー芦 2012 ＊スルーオール

8h
Seattle Slew S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 マレーナ（11黒鹿 ダイワメジャー）３勝，舞浜特別（Ｄ1200）２着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シビックアムレット（18牡鹿 ＊カジノドライヴ）���１勝

２代母 ウィストラム（02鹿 ＊フレンチデピュティ）３勝，西湖特別，麒麟山特別２着，
鎌倉特別２着，妙高特別２着，両津湾特別３着
ロレーヌクロス（10牡 マンハッタンカフェ）２勝
ハーツキー（12牝 ハーツクライ）�５勝
フラワーファースト（13牝 ネオユニヴァース）入着３回，�１勝�
アウトライアーズ（14牡 ヴィクトワールピサ）４勝，スプリングＳ‐G2 ２着，小倉

記念‐G3 ３着，関門橋Ｓ，松島特別，ひいらぎ賞，etc.
ドゥリトル（15牡 トーセンホマレボシ）�２勝，浜名湖特別３着
ヴァルドワーズ（16牝 ダノンシャンティ）１勝

３代母 ＊リュドゥパーム（87 USA黒鹿 Icecapade）USA２勝，デルマーデビュタント
Ｓ‐G2，デルマーフュチュリティ‐G1 ２着

＊パームシャドウ（94� A.P. Indy）３勝，マーガレットＳ‐OP，いちょうＳ‐OP ３
着，山藤賞，etc.

サウンドバイト（03牝 ＊ホワイトマズル）１勝
ダイワミストレス（09牝 ダイワメジャー）１勝，フェアリーＳ‐G3 ３着，黒松

賞２着
コマビショウ（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，鳳雛Ｓ‐LR ３着，伏竜Ｓ

‐OP ３着，平城京Ｓ，etc.

４代母 アムリーズナブルAm Reasonable（72 USA芦 Turn to Reason）USA９勝
［子］ アムケイパブル AmCapable（80 牝 Icecapade）USA12 勝，アフェクシ

ョネトリーＨ‐G3，ディスタフＨ‐G3，Interborough H‐L，etc.
［孫］ アールトン Erlton（96牡 Buckaroo）USA８勝，Hirsch Jacobs S‐L，

Victoria S‐L，Dover S‐L，etc.，種牡馬
イロクオイパーク Iroquois Park（88 牡 Chief's Crown）USA４勝，
De Anza S‐L，種牡馬

デヘロDehero（99� ＊デヒア）AUS５勝，Eskimo Prince H‐L

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

385 マレーナ２０２０ �・黒鹿 ３／１３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケマレーナ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ウィストラム黒鹿 2011 ＊リュドゥパーム

14f
Deputy Minister M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊マウンテンミステリー（02 CAN栗 Mt. Livermore）USA・CAN１勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－９（11），地方－２（４）〕
ミッキーミステリー（07牡黒鹿 Vindication）１勝
ダイワジェシカ（08牝栗 アグネスタキオン）１勝
サトノオラクル（09牡栗 ネオユニヴァース）入着，�１勝
メジャーミノル（10牡栗 ダイワメジャー）１勝
ボンセジュール（11牝栗 ダイワメジャー）１勝
メイショウナガマサ（12牡鹿 マンハッタンカフェ）１勝，花見山特別（Ｄ1700）３

着，��入着５回��
ティープラズマ（13牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
ダブルミステリー（14牝栗 ダイワメジャー）１勝，��３勝�
サージュミノル（15牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，樅の木賞（Ｄ1800）２着，

もちの木賞（Ｄ1800）２着
レクスミノル（16牡栗 ヴィクトワールピサ）１勝
ランスオブマインド（17牝栗 ジャスタウェイ）��入着
ホウオウモンスター（19牡鹿 フェノーメノ）�未出走

２代母 サーチザシー Search the Sea（92 CAN栗 Seeking the Gold）USA５勝，
Ontario Damsel S‐R，Mazarine S‐L ２着，Fort Erie Breeders' Cup S
３着，Natalma S３着
テーラノヴァ Terra Nova（98牝 Mt. Livermore）USA１勝，ShadyWell S‐R

２着
アトランティクフュリー Atlantic Fury（99 牝 Wild Again）USA３勝，Cup and

Saucer S‐R，Carotene S‐R ２着，Green River S‐L ３着
エンドレスシーEndless Sea（00牝 Mt. Livermore）不出走

シルヴァーオーシャン Silver Ocean（08� Silver Train）GB・FR・GER・I
TY・UAE・NOR・SWE12勝，プラムスメモリアル‐G3，ポーラーＣ
‐G3，P. Pisa‐L，Criterium di Pisa‐L，Nickes Minneslopning
‐L（３回），etc.

ドラゴンフィッシュDragonfish（08� Arch）USA６勝

３代母 シーリージェント Sea Regent（77 CAN鹿 Vice Regent）USA３勝，On
tario Damsel S‐R，Ontario Lassie S‐R ２着

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

386 マウンテンミステリー２０２０ �・黒鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊

マウントリヴァーモア Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Mt. Livermore Flama Ardienteマウンテンミステリー サーチザシー Seeking the Gold

��
��
�Search the Sea栗CAN 2002 Sea Regent

A4
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マクシマール（03栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－４（14）〕
デルマベンザイ（09牝栗 ＊ワイルドラッシュ）�３勝
マイティマックス（10牝鹿 メイショウサムソン）１勝
フェスティヴイェル（11牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）５勝，２０１６ＷＡＳＪ第２戦
（芝 2000），調布特別（芝 2000），出雲崎特別（芝 2400），睦月賞（芝 2400）２着，
悠久山特別（芝 2400）２着，新緑賞（芝 2300）２着

シゲルタイコマツリ（12牝鹿 キングカメハメハ）�２勝
アンジュジョリー（14牝栗 ＊タートルボウル）�２勝��４勝�入着，東京プリンセス

賞（Ｄ1800），東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）３着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）２着
アイドンノー（17牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��３勝�

２代母 ＊マックスジーン（93 USA芦 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイ
Ｈ‐G2（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，ジェニーワイリーＳ
‐G3，ミセズリヴィアＳ‐G3，etc.
フライバイペガサス（02牝 Fusaichi Pegasus）出走

マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）���５勝，平和賞３着

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

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

春賞３着，横手特別３着
ペッグエリーPeg Elly（94 牝 Dr. Carter）USA出走

レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Juan Aria
s‐L ３着

ジャッキーテースト（01牝 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，クリスマ
スキャロル賞３着，�１勝
グレイスフラワー（09牝 ダイワメジャー）３勝，オクトーバーＳ，火打山特別，

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

サトノフェアリー（10牝 ディープインパクト）３勝，信夫山特別

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

387 マクシマール２０２０ 牡・鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラマクシマール
＊ Cozzene

��
��
�マックスジーン栗 2003 ＊ジャッキーマックス

9e
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 マスターマイン（06鹿 Belong to Me）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（８）〕
ムーンレンジャー（12牡黒鹿 ゴールドアリュール）２勝，香取特別（Ｄ1800）２着，

伊勢佐木特別（Ｄ2100）３着
アークマイニング（13牝栗 カネヒキリ）入着２回，�６勝��１勝�入着，フェア

リーＣ（Ｄ1800）２着
アムールフェイス（15牝黒鹿 マツリダゴッホ）�１勝
デルマカンノン（18牝鹿 スピルバーグ）�１勝，さざんか賞（芝 1200）２着
スズカレジェンド（19牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 ＊ソプランマリダフ（94 GB青鹿 Persian Bold）ITY・USA５勝，ブラックヘ
レンＨ‐G2，P. Seregno‐L，P. Gino Mantovani‐L，伊オークス‐G1 ３
着，ジャストアゲイムＨ‐G3 ２着，etc.
グレイトタイムズアヘッドGreat Times Ahead（01牝 A.P. Indy）不出走

インディアンインク Indian Ink（05 牝 Gold Market）USA13 勝，Bobbie Br
icker Memorial H‐R，Dr. T.F. ClassenMemorial S‐R，Vivacious
H‐R（２回），Scarlet and Gray H‐R，Scarlet and Gray H‐R ２
着，etc.

スタチュー Statue（02牝 Red Ransom）USA３勝，Sweettrickydancer S，
Noble Robyn S２着

ミスマリダフMiss Mariduff（05 牝 Hussonet）不出走
ポルセンナ Porsenna（10牡 Dylan Thomas）�FR・ITY・SWI19 勝，リボー

賞‐G2，P. Bereguardo‐L，P. d'Estate‐L，リボー賞‐G2 ３着，
ジュビレオ賞‐G3 ２着，etc.

バシレウス Basileus（13 牡 Dream Ahead）FR・ITY４勝，P. Mauro Sbarig
ia‐L，P.d'Estate‐L，伊グランクリテリウム‐G2 ２着，リボー賞
‐G3 ２着，P. Natale di Roma‐L ２着，etc.

ゴートゥザミラノ（07牡 ＊アルカセット）１勝

３代母 マリ－ナダフMarina Duff（86 IRE 黒鹿 Caerleon）FR・ITY５勝，ドルメ
ーロ賞‐G3，P. Vittorio Crespi‐L，ロイヤルメアズ賞‐G3 ２着，P. Buonta
lenta‐L ２着，P. Repubbliche Marinare‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： エクワインエンジニアリング＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-4407
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

388 マスターマイン２０２０ 牡・鹿 ４／ ３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

ビロングトゥミー Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Belong to Me Belongingマスターマイン
＊ Persian Bold

��
��
�ソプランマリダフ鹿 2006 Marina Duff

3d
Northern Dancer M4×S5 Majestic Prince S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊マックススカラ（06 IRE 栗 ＊オペラハウス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（８）〕
ラインスウィフト（12牝栗 マヤノトップガン）��１勝
マヤノガルネリ（15�鹿 ブラックタイド）入着，��５勝��入着３回
スターリリー（17牝鹿 ヴァーミリアン）�１勝�入着
オンストロン（19牡栗 ストロングリターン）��１勝

２代母 ＊タイガービターン（91 IRE 栗 Ballad Rock）IRE２勝
マヤノウォッチミー（00牡 Bluebird）�	１勝

＊ロマンスアンダルザ（07牝 Barathea）��１勝
１勝

３代母 サンビターン Sunbittern（70 GB芦 ＊シーホーク）GB３勝
セリエマ Seriema（75牝 Petingo）GB１勝

インファミー Infamy（84牝 Shirley Heights）GB・USA７勝，ロスマンズイ
ンターナショナル‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ
‐G3，etc.

ハイホーク High Hawk（80牝 Shirley Heights）GB・FR・IRE・ITY６勝，ロー
マ賞‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，パークヒルＳ‐G2，etc.
インザウィングズ In TheWings（86 牡 Sadler's Wells）GB・FR・USA７勝，Ｂ

Ｃターフ‐G1，サンクルー大賞‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬
ハイターンHigh Tern（82牝 High Line）GB２勝

ジャワヘル Jawaher（89 牝 ＊ダンシングブレーヴ）GB入着３回
ゾマラダ Zomaradah（95牝 Deploy）GB・IRE・ITY・USA６勝，伊オ
ークス‐G1，ロイヤルホイップＳ‐G2，リディアテシオ賞‐G2，etc.

＊ハイライズ（95牡 ＊ハイエステイト）入着，GB・FR・USA・UAE５勝，英ダ
ービー‐G1，リングフィールドダービートライアルＳ‐G3，Ｋジョージ六
世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ハイスピリテドHigh Spirited（87牝 Shirley Heights）GB２勝
レジェンドメイカー Legend Maker（94 牝 Sadler's Wells）FR２勝，ロワイ

ヨモン賞‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ３着
ヴァージニアウォーターズ VirginiaWaters（02 牝 Kingmambo）GB・I
RE３勝，英１０００ギニー‐G1，レパーズタウン１０００ギニーＴＲ‐G3，愛メ
イトロンＳ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 農事組合法人協栄組合＝平取町本町 �01457-2-2658
生 産 牧 場： 農事組合法人協栄組合
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

389 マックススカラ２０２０ 牡・栗 ５／２２
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinマックススカラ
＊ Ballad Rock

��
��
�タイガービターン栗IRE 2006 Sunbittern

9e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 マックスユーキャン（11栗 ゴールドアリュール）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
マックスウォリアー（18牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�入着２回

２代母 マックスキャンドゥ（95栗 ＊キンググローリアス）４勝，サンスポ４歳牝馬特
別‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，桜花賞‐Jpn1 ５着，飛梅賞
マックスウィルドゥ（04牡 フサイチコンコルド）�３勝
コルドバ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�６勝
ガルネリ（08牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝��

リネンアッパレ（14牡 タニノギムレット）�２勝，初夏賞３着
バハドゥール（09牡 ＊ファルブラヴ）３勝，平ヶ岳特別３着

３代母 マツクスドリーマー（81栗 ＊ノーザリー）２勝，万両賞
マックスメロディ（89牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

マインドステップ（96牡 ＊キンググローリアス）５勝，白秋Ｓ，内房特別，船橋
Ｓ３着，etc.

オシャレナカオリ（02牝 ＊ピルサドスキー）�１勝
ムツミマックス（08牝 ＊ブラックホーク）�８勝，福山ダービー，若駒賞，
ヤングＣｈ，etc.

トールキング（09牡 アドマイヤドン）�２勝，若駒賞２着，ヤングＣｈ２
着，福山２歳優駿２着，etc.

マックスディガー（90牡 ＊トニービン）２勝，湯川特別，水仙賞２着，安房特別３着，etc.
マックスロゼ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーン

Ｓ‐Jpn3 ３着，オークス‐Jpn1 ５着，etc.
マヤノチャーナ（01牡 ＊スピニングワールド）２勝，はやぶさ賞，賢島特別２着，

�１勝��２勝�	

マヤノロゼッタ（03牝 マヤノトップガン）不出走
カシノラピス（09牝 ＊グランデラ）１勝，フェニックス賞‐OP ３着，�４勝

マックスクオリティ（94� ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，十勝岳特別，北海Ｈ
２着，etc.，�２勝��

４代母 アーチエンゼル（65栗 ＊ネヴアービート）７勝，短距離特別，不知火賞，鴨川
特別，醍醐特別，高雄特別

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

390 マックスユーキャン２０２０ �・栗 ５／１９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤマックスユーキャン ＊キンググローリアス

��
��
�マックスキャンドゥ栗 2011 マツクスドリーマー

＊クレイグダーロツチ 11c
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 マッシュレイヤー（06栗 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
マッシュクール（14牡黒鹿 トーセンブライト）入着，���４勝
マッシュブライト（18牝鹿 トーセンブライト）���１勝
タケマルストーリー（19牝鹿 サトノアラジン）�地方未出走

２代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
オーバルカット（00牝 ＊エリシオ）不出走

ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３
着，寿Ｓ，メルボルンＴ，高千穂特別，etc.

ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，燕特別２着，
原町特別３着

セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走
アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー

ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1
２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.

リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特別２着，南
武特別３着，荒川峡特別３着

ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
カーリーエンジェル（90牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ）入着２回，松浜特別３着

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

エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札
幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝
ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞‐G2，etc.，

UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

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

391 マッシュレイヤー２０２０ �・栗 ４／１６

＊

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーマッシュレイヤー ＊サンデーサイレンス

��
��
�セシルカット栗 2006 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ママズディッシュ（07芦 ＊クロフネ）入着２回
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（14）〕
カスミポップコーン（13牡芦 ＊ベーカバド）�７勝���
アイスグレー（14牝芦 フリオーソ）入着，�３勝
ムーンアンドスター（15牡芦 アドマイヤコジーン）�１勝
ママズコフィ（18牝鹿 ＊カジノドライヴ）��３勝

２代母 シラユキヒメ（96白 ＊サンデーサイレンス）入着
ホワイトベッセル（04牡 ＊クロフネ）３勝
ユキチャン（05牝 ＊クロフネ）２勝，��３勝，関東オークス‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃

‐Jpn3，クイーン賞‐Jpn3，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，クイーン賞‐Jpn3
２着，etc.，ＮＡＲ優牝馬
シロインジャー（13牝 ＊ハービンジャー）出走
メイケイエール（18牝 ミッキーアイル）�４勝，チューリップ賞‐G2，ファン
タジーＳ‐G3，小倉２歳Ｓ‐G3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着

マシュマロ（09牝 ＊クロフネ）２勝
ハヤヤッコ（16牡 キングカメハメハ）�５勝，レパードＳ‐G3，ブラジルＣ‐L，

ＢＳＮ賞‐L ３着，スレイプニルＳ‐OP，総武Ｓ‐OP ２着，etc.
ピオノノ（17牡 キングカメハメハ）�２勝，チバテレ杯２着，呉竹賞２着，�

入着，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着
ブラマンジェ（10牝 ＊クロフネ）出走

ダノンハーロック（18牡 ルーラーシップ）�２勝，もちの木賞２着
マーブルケーキ（11牝 キングカメハメハ）３勝
ブチコ（12牝 キングカメハメハ）４勝，上総Ｓ，北國新聞杯２着，北山Ｓ３着

ソダシ（18牝 ＊クロフネ）�５勝，桜花賞‐G1，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐G1，アルテミスＳ‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3，優２牝

シロニイ（14牡 キングカメハメハ）�４勝，くすのき賞，六社Ｓ２着，舞鶴Ｓ２着，
天草特別２着，樅の木賞２着，etc.

３代母 ＊ウェイブウインド（91 USA鹿 Topsider）不出走

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

392 ママズディッシュ２０２０ �・芦 ３／１９
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューママズディッシュ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シラユキヒメ芦 2007 ＊ウェイブウインド

2w
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マルモレイナ（14鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP（芝 1400）２着，
合馬特別（芝 1200），タイランドＣ（芝 1400）３着
初仔

２代母 マルモセーラ（08黒鹿 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
マルモマリア（15牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝
マルモネオフォース（16牝 ＊ワークフォース）�２勝，北國新聞杯２着
マルモルーラー（18牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 マイクロス（00鹿 タマモクロス）不出走
クインズウラヌス（13牡 ＊クロフネ）�４勝��５勝�入着２回�

４代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
［子］ プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急

杯‐G3，中日新聞杯‐Jpn3（２回），etc.，��５勝��	�
入着４回�
ジェイケイテイオー（98� トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特
別，障害１勝

キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着
インフィニットエア（06� ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，
�２勝

［孫］ カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）�３勝，由比ヶ浜特別，二本松
特別２着，豊明Ｓ３着，etc.

［曾孫］ リトミカメンテ（16牝 オルフェーヴル）�３勝，武田尾特別，桑折特別，
清滝特別２着，etc.

５代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
［子］ アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，

大雪Ｈ，えりも特別，etc.
［孫］ エースインザホール（07牡 スペシャルウィーク）３勝，もちの木賞３着
［曾孫］ サンタガール（15牝 ＊キンシャサノキセキ）入着，�１勝，ひまわり賞

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

393 マルモレイナ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ４
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudマルモレイナ ＊クロフネ

��
��
�マルモセーラ鹿 2014 マイクロス

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Northern Dancer S5×M5 Sex Appeal S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 マキノクィーン（10鹿 ＊クロフネ）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
エクラプリエール（19牝鹿 ベルシャザール）�未出走

２代母 エクラドール（99栗 ＊サンデーサイレンス）出走
デライトシーン（04牝 サクラバクシンオー）４勝，アクアマリンＳ２着，飯豊特別

３着，鏑矢特別３着
カズノサイレンス（05牡 タニノギムレット）��１勝
マンシュウクロフネ（06牡 ＊クロフネ）�９勝
ゴールドパール（11牡 サクラバクシンオー）��18 勝�１勝
チムニーロック（13牡 ＊ファルブラヴ）�10 勝�５勝
エズ（14牝 ＊ファルブラヴ）�１勝
ツェレトナー（17牡 ストロングリターン）���出走�８勝

３代母 プリンセスシラオキ（92栗 ＊ミルジヨージ）入着４回
ブーケブラン（97牝 ＊カーネギー）２勝，カーネーション特別
ラヴィングサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アールロッソ（16牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝，大府特別，ヤマボウシ賞
プリンセスレビュー（00牝 ＊エリシオ）入着

ピーチフィズ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，��３勝
ジュニエーブル（14牡 スズカフェニックス）２勝，浦佐特別２着，���出走
ジェラペッシュ（17牝 ワールドエース）�１勝，赤松賞３着

ブーケドレーヌ（03牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
ニコールバローズ（09牝 ゼンノロブロイ）４勝，紫川特別，下北半島特別，河

北新報杯２着，etc.
ピースキーパー（05牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，京都２歳Ｓ‐L ３着，初夢Ｓ，阪

神スプリングプレミアム３着，etc.

４代母 クイーンシラオキ（82鹿 ＊コインドシルバー）３勝，御嶽特別２着，三宮特別２着
［子］ ダイカツストーム（90牡 マルゼンスキー）１勝，障害３勝，中山大障害（春）
［孫］ シルバーサーベル（96牡 ＊アフリート）３勝，京王杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，

�５勝��入着��，全日本三歳優駿‐Jpn2 ２着，グランシャ
リオＣ‐Jpn3 ３着，etc.

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

394 マキノクィーン２０２０ 牡・鹿 ３／ ８
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューマキノクィーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�エクラドール鹿 2010 プリンセスシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 マイネヴィント（07栗 ＊ブライアンズタイム）１勝，�１勝�７勝，北上川大賞典
（Ｄ2500），桐花賞（Ｄ2000）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
カゼノウタ（15牝鹿 アドマイヤオーラ）���７勝�１勝�３勝
リビルド（17牝栗 ノーザンリバー）�１勝

２代母 エオルスハルフェ（97鹿 ＊トニービン）１勝，���入着２回�，関東オーク
ス‐Jpn3 ３着
ラクシュミーギャル（05牝 フジキセキ）１勝
マイネルアウストロ（06牡 ゴールドアリュール）１勝，出水特別２着，香椎特別３

着，��１勝�入着２回
マイネルブラームス（09牡 ＊アグネスデジタル）��６勝�
マイネルエウロス（10牡 ＊ロージズインメイ）�10 勝�入着

３代母 ビクトリーダンス（87芦 ＊ダンサーズイメージ）１勝，サフラン賞３着
シェルクイーン（92牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，呉竹賞３着
アグネストニー（93牡 ＊トニービン）１勝
ツルマルザムライ（96牡 アンバーシヤダイ）５勝，シルクロードＳ‐Jpn3 ３着，etc.，

	７勝����
入着 11回���，さきたま杯‐Jpn3 ３着，サマーＣ
ｈ‐Jpn3 ３着，etc.

ニシノフラッパー（98牝 ダンスインザダーク）�７勝�入着

４代母 ダイナビクトリア（78鹿 ＊ノーザンテースト）８勝，オークス３着，クイーン
Ｓ２着，市川Ｓ，セプテンバーＳ，習志野特別，etc.
［子］ リリーユウシュン（89牝 ミスターシービー）３勝，�１勝��１勝�

ブレーブビューティ（86牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝

５代母 ブレーズターフ（67鹿 ＊ヴエンチア）出走
［孫］ イブキロングラン（83牝 ＊ノーザンテースト）１勝，あじさい賞３着
［曾孫］ テイーアンドテイー（85牡 ハギノカムイオー）２勝，瀬戸内海特別，牧園

特別，三宮特別２着，��４勝
ダイワジャッジ（95牡 ＊フェアジャッジメント）３勝，雲雀ケ原特別，魚
沼特別３着，伏拝特別３着

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

395 マイネヴィント２０２０ 牡・栗 ４／２３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayマイネヴィント ＊トニービン

��
��
�エオルスハルフェ栗 2007 ビクトリーダンス

＊ブロメリア 3n
Roberto M3×S4

価格： 購買者：



母 ヒメキヨヒダカ（12黒鹿 ＊ハービンジャー）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ラインマン（18牡鹿 ＊キングズベスト）入着２回，��出走��出走

２代母 ジョルジーナ（04青鹿 ＊ホワイトマズル）出走
エグバート（09牡 ＊ティンバーカントリー）��３勝�３勝
ミエーレカラメッラ（10牝 ローエングリン）�１勝��入着７回
ゼンノジェネラル（11� ＊トワイニング）１勝，�４勝�入着３回
エンパイアスタイル（14牝 ＊エンパイアメーカー）入着，��２勝
ブラックコニャック（15牡 ＊ヨハネスブルグ）	１勝��
ジェイケイフォース（16牝 ＊ワークフォース）��１勝
ジェイケイジーナ（17牝 トランセンド）���入着�２勝

３代母 マルカキャンディ（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）７勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，ポ
ートアイランドＳ‐OP ２着，大阪スポーツ杯，下鴨Ｓ，西部日刊スポーツ杯，etc.
ライムキャンディ（05牝 タニノギムレット）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，バレン

タインＳ‐OP ３着，マレーシアＣ
ナイトフッド（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，白嶺Ｓ，秋嶺Ｓ２着，薫風Ｓ３着
ベルシャザール（08牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣダート‐G1，武蔵野Ｓ

‐G3，ブラジルＣ‐LR，etc.，優ダート，種牡馬
アルフェロア（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，
入着８回	，韓国岳賞２着，五

ケ瀬川賞３着，松浦川賞３着，etc.
キネオペガサス（11牡 ＊コンデュイット）２勝，プリンシパルＳ‐LR ２着，山藤賞，

鹿野山特別２着，etc.

４代母 ＊ジーナロマンティカ（88 USA鹿 ＊セクレト）USA３勝，ロングアイランドＨ
‐G2 ３着

５代母 ワヤWaya（74 FR鹿 Faraway Son）FR・USA14 勝，マンノウォーＳ‐G1，サ
ンタバルバラＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1，トップフライトＨ‐G1，ダイアナＨ‐G2，etc.
［孫］ クリスタルカースル Crystal Castle（98� Gilded Time）GB・FR・US

A・CAN・UAE５勝，ダイアデムＳ‐G2，モートリー賞‐G3，カブ
ール賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大狩部牧場＝新冠町大狩部 �090-8707-5308
生 産 牧 場： ㈲大狩部牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

396 ヒメキヨヒダカ２０２０ 牡・鹿 ５／１９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlヒメキヨヒダカ ＊ホワイトマズル

��
��
�ジョルジーナ黒鹿 2012 マルカキャンディ

＊ジーナロマンティカ 1e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヒデノヒロイン（11芦 ＊クロフネ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 アイレンベルク（06鹿 ゴールドヘイロー）２勝
ヒデノプラチナ（12牡 ＊ジャイアントレッカー）�11 勝
ヒデノホープ（13牝 ＊バトルプラン）入着３回，�５勝
カンノンリオ（14牝 ＊ストーミングホーム）��４勝�１勝��
ヒデノトパーズ（15牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回，�１勝��入着５回
ナガラプラム（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝

３代母 トップアイレン（92栗 ＊トニービン）不出走
トップロンシャン（03牝 ワカオライデン）��６勝

エムザックサンダー（12牡 メイショウボーラー）�４勝�１勝���，兼六園
ジュニアＣ３着

４代母 ライトオンタイム（84鹿 ＊ノーザンテースト）入着２回
［子］ トップシャイアン（95牡 ＊ヘクタープロテクター）��５勝，ゴールドＣ

２着，種牡馬
［孫］ ナガラスマイル（13牡 オレハマッテルゼ）�４勝��入着，高知優駿３着

５代母 ＊エンペリーズゴールド（78 USA黒鹿 ＊エンペリー）USA１勝
［子］ ゴールドマウンテン（89牡 ＊フオテイテン）10勝，札幌スプリントＳ

‐Jpn3，阪急杯‐Jpn3，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，etc.
ゴールドストリート（88牡 ＊テリオス）５勝，中京３歳Ｓ‐OP ２着，京都
３歳Ｓ‐OP ２着，etc.，障害３勝，阪神障害Ｓ（秋）

ハートオブゴールド（92牝 ＊テリオス）４勝，賢島特別，新発田特別，や
まなみＳ３着

サファイアブルー（86牝 マルゼンスキー）２勝，知床特別，富良野特別３着
［孫］ ジュエリーソード（96牡 ＊トニービン）３勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ

‐Jpn2 ２着，武庫川Ｓ，サンタクロースＳ３着
グリーンプレジャー（99牡 ＊ホワイトマズル）５勝，三木市制５０周年記念，
ウイルデイールメモリアル，尾張特別２着，etc.

ドナシュラーク（06牡 ＊ホワイトマズル）２勝，きんもくせい特別

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： ㈲グラストレーニングセンター
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

397 ヒデノヒロイン２０２０ �・鹿 ５／２６

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューヒデノヒロイン ゴールドヘイロー

��
��
�アイレンベルク芦 2011 トップアイレン

＊エンペリーズゴールド 3n
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ビーナスライン（01栗 フジキセキ）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，シルクロー
ドＳ‐G3 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，羊ヶ丘特別
（芝 1200），etc.
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（20）〕
アストライオス（09牡栗 サクラバクシンオー）�６勝�２勝�入着３回��
ビーナスジュエリー（10牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�５勝
スマッシュハート（11牝栗 キングカメハメハ）出走

ストロングライン（16牡 ＊ダンカーク）�２勝，香嵐渓特別２着
タイセイシリウス（17牡 エピファネイア）�３勝，一宮特別，磐梯山特別

トーホウビスカヤ（14牝鹿 ＊ストリートセンス）１勝，飛竜特別（芝 1000）２着
キングオブヘヴン（15�栗 キングカメハメハ）���５勝�１勝
エスジースミチャン（18牝栗 トーセンジョーダン）��１勝
ユキゲシズク（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）��出走

２代母 ホクトペンダント（93鹿 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，桜花賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP ２着，うぐいす賞，きんせん
か賞２着，etc.
レッダンゴールド（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

ユメノオーラ（03牝 ＊マイネルラヴ）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ２着，エクセル博多開設記念，雪割草特別，伊吹山特別２着

ルナ（09牡 ＊クロフネ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，漁火Ｓ，春興Ｓ，千葉
日報杯，天の川Ｓ３着，etc.

チョウカイモンド（02� ＊サンデーサイレンス）１勝，河口湖特別３着，�２勝
チョウカイファイト（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島民報杯‐L，中日新聞杯

‐G3 ３着，ノベンバーＳ，ＴＶ山梨杯，神奈川新聞杯２着，etc.，�５勝
ベルベットロード（06牡 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞，セントポーリ

ア賞，エーデルワイスＳ２着，逆瀬川Ｓ３着，精進湖特別３着，etc.
ファントムロード（08� フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，袖ケ浦特別，五泉特

別，房総特別２着，袖ケ浦特別２着，etc.
サンマルペンダント（14牝 ＊トビーズコーナー）２勝，岩室温泉特別，外房Ｓ３着，

�５勝

３代母 ホクトビーナス（86芦 マルゼンスキー）２勝，桜花賞‐Jpn1 ２着，うぐいす賞

販売申込者・所有者： ㈲木戸口牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0602
生 産 牧 場： ㈲木戸口牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

398 ビーナスライン２０２０ 牡・栗 ５／２４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサービーナスライン ＊パークリージエント

��
��
�ホクトペンダント栗 2001 ホクトビーナス

＊ギヤラントグロウ 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 フェリシダーデス（12鹿 ディープインパクト）�６勝�９勝
初仔

２代母 ブリスクウェザー（03鹿 ＊クロフネ）１勝
ヒワラニ（13牝 ディープインパクト）１勝
レランパゴ（14牡 ＊ハービンジャー）�３勝
ハイオソラール（16牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊ビーモル（91 USA栗 Lyphard）FR２勝
カデンツァ（99牝 ＊サンデーサイレンス）３勝

インプロヴァイズ（10牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３
着，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，韓国馬事会杯，etc.

ツルマルヨカニセ（00牡 ダンスインザダーク）７勝，小倉日経ＯＰ‐L，北九州記念
‐Jpn3 ２着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ３着，etc.

エクスペディション（07牡 ステイゴールド）６勝，小倉記念‐G3，新潟記念‐G3 ２
着，鳴尾記念‐G3 ２着，etc.

４代母 ビーミスハイツ Bemis Heights（75 USA鹿 Herbager）USA５勝，ルースレス
Ｓ‐G3，Busanda S，Rosetown S２着，リトルシルヴァーＨ‐G3 ３着
［子］ ビーミスト Bemissed（80牝 Nijinsky）USA５勝，セリマＳ‐G1，ミスグ

リジョＳ‐G3，Japan Racing Association H‐LR，etc.
デザ－トティ－ムDesert Team（90牡 Blushing Groom）GB・IRE２勝，
プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，Feilden S‐L ２着，Eyref
ield 2‐Y‐ORace‐L ２着，etc.，種牡馬

ハイリーイクスクルーシヴ Highly Exclusive（82 牝 Exclusive Native）
USA１勝，Hibiscus S２着

［孫］ ジェットスキ－レイディ Jet Ski Lady（88牝 Vaguely Noble）GB・FR
・IRE４勝，英オークス‐G1，Ballysax Race‐L，愛オークス‐G1
２着，etc.

［曾孫］ ノーティNaughty（96 牝 River Special）USA８勝，Rose Debartolo
Memorial S‐R，Merry Time S‐R，River Downs Tall Stacks S
‐R，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2067
生 産 牧 場： 小倉 光博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

399 フェリシダーデス２０２０ �・栗 ３／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアフェリシダーデス ＊クロフネ

��
��
�ブリスクウェザー鹿 2012 ＊ビーモル

2f
Lyphard M4×M5 Deputy Minister S5×M5

価格： 購買者：



母 フェリシア（02黒鹿 ＊グラスワンダー）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，ファルコンＳ
‐Jpn3 ２着，赤松賞（芝 1600）２着，サフラン賞（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（１）〕
ザハッピエスト（12牝鹿 ディープインパクト）１勝
アイリスステップ（16牝栗 ハーツクライ）�１勝��入着�
シャルロワ（17牝鹿 ハーツクライ）�１勝
リュニックフルール（18牝栗 ジャスタウェイ）��入着�
ケッツァー（19牡青鹿 フェノーメノ）�未出走

２代母 ＊フェルモイ（89 USA鹿 Irish River）GB２勝
＊アバンダンメント（95牝 Caerleon）IRE１勝，Rochestown S‐L ２着

マッチメイト（03牡 ＊クロコルージュ）４勝，仲秋特別，別府特別，ゴールデン
ホイップＴ２着，佐世保Ｓ２着，ジュライＳ２着，etc.

メッサーシュミット（05� ＊スクワートルスクワート）２勝，ひまわり賞‐OP，
フェニックス賞‐OP ３着

パリスドール（07牝 サイレントハンター）２勝，ひまわり賞‐OP
ブラックウォーター（96牡 Bluebird）１勝，�３勝�入着３回
フェレット（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

ホクセツキングオー（07牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，大阪スポーツ杯，伊良湖
特別，鳴門Ｓ２着，播磨Ｓ２着，円山特別３着

フレンドスイート（11牝 ＊バゴ）３勝，鈴鹿特別，福島放送賞３着，�２勝��１勝
フェルヴォーレ（99牝 ＊エリシオ）２勝
フルフレーム（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
レプラコーン（05牡 ゴールドアリュール）３勝，	２勝

ブラーニーストーン（07� ＊クロフネ）４勝，宗像特別２着，芦屋川特別２着，有明

特別２着，大牟田特別２着，心斎橋Ｓ３着

３代母 ヴィクトレスVictoress（84 USA鹿 Conquistador Cielo）FR１勝
グインGwynn（97牝 Darshaan）不出走

ガニョアGagnoa（05牝 Sadler's Wells）FR・IRE３勝，ペネロープ賞‐G3，
レゼルヴォワール賞‐G3，仏オークス‐G1 ２着，etc.

プールモワ Pour Moi（08 牡 Montjeu）GB・FR３勝，英ダービー‐G1，グレ
フュール賞‐G2，ラフォルス賞‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596
生 産 牧 場： ㈲木下牧場
飼 養 者： ㈲木下牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9087-6596

400 フェリシア２０２０ �・栗 ４／１９
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraフェリシア
＊ Irish River

��
��
�フェルモイ黒鹿 2002 Victoress

22b
Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 プレゼンスブルー（13黒鹿 ＊パイロ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ヴィオレントアズル（19牡青鹿 フェノーメノ）�未出走

２代母 マチカネナナエヤエ（95鹿 Rahy）１勝
トシキセキ（00牝 フジキセキ）�14 勝

トシザキミ（11牝 ＊ジャイアントレッカー）４勝，芦屋川特別２着，北九州短距
離Ｓ３着，鳥羽特別３着

マイネルオクテット（01牡 バブルガムフェロー）１勝，医王寺特別２着，鞍ケ池特
別２着

ダイショウティアラ（02牝 ＊オース）３勝，安城特別３着
ボムシェル（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）２勝，飛竜特別，火打山特別２着

ファンシャン（16牝 トーセンラー）２勝，ＨＢＣ賞２着
コウユーナナエヤエ（05牝 ＊アグネスデジタル）出走

ココロストライク（15牝 ＊トビーズコーナー）１勝，閃光特別３着，ゆきつばき
賞３着

シルバーキング（06牡 ＊シルバーチャーム）２勝
エヴァンブルー（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�２勝�

３代母 ＊ウイダード（80 USA黒鹿 Mr. Prospector）GB２勝，クイーンメアリーＳ
‐G2，フライイングチルダーズＳ‐G2 ３着
タフディード Tahdeed（90牡 Shadeed）GB・IRE３勝，Marble Hill S‐L
チーフトレスChieftress（92 牝 Chief's Crown）不出走

フューチャリスティク Futuristic（95� Future Storm）USA４勝，サンラファ
エルＳ‐G2 ３着，SanMatean H２着，Alamedan H‐L ３着

シルヴァーチーフトレス Silver Chieftress（01 牝 ＊シルバーチャーム）USA出走
アドシルヴァー Adhsilver（05 牝 Adhocracy）USA８勝，Hoist Her Flag
S，Franklin County S‐L ２着，Orleans S‐R ３着

プライスレスコモディティ Pricelesscommodity（10 牡 Midnight Lute）
�USA６勝，Dark Star S

ディードオヴラヴDeed of Love（93牡 Shadeed）IRE・USA３勝，Leopardst
own 2000 Guineas Trial S‐L

販売申込者・所有者： ㈲エムエム、ヤマダファーム＝浦河町野深 �0146-27-4377
生 産 牧 場： ㈲エムエム、ヤマダファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

401 プレゼンスブルー２０２０ �・栗 ４／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ
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�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionプレゼンスブルー Rahy

��
��
�マチカネナナエヤエ黒鹿 2013 ＊ウイダード

12b
Mr. Prospector S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ペルセンプレ（08 USA鹿 Kingmambo）�入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
スパシーバ（16牝鹿 ブラックタイド）��４勝
スマートオーブ（17牡栗 スマートファルコン）��３勝
エリックバローズ（19牡鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ＊テスラー（99 IRE 鹿 Fayruz）IRE 出走
テルタイムTelltime（04牝 Danetime）GB２勝
＊マンチャ（06牝 ＊キングズベスト）�３勝
チュウワストライク（09牡 Smart Strike）１勝
ベストブレーン（10牡 ダイワメジャー）入着２回，�２勝�１勝
フジヤマテスラ（11牝 ゼンノロブロイ）�２勝
ワショウ（17牡 ＊キングズベスト）��５勝
ライヴマカロン（18牡 ＊マクフィ）���１勝

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

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

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

ターゲットマシン（08牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
キングカメハメハ（01牡 Kingmambo）７勝，日本ダービー‐Jpn1，ＮＨＫマイル

Ｃ‐Jpn1，神戸新聞杯‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬
レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ

ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞
ネオイリュージョン（06牝 ネオユニヴァース）出走

エアワイバーン（13� ＊ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲天馬杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

402 ペルセンプレ２０２０ 牡・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueペルセンプレ
＊ Fayruz

��
��
�テスラー鹿USA 2008 ＊マンファス

22d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミヤビエメライン（14黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝
初仔

２代母 ミヤビグレイス（07鹿 キングカメハメハ）��入着
キングデュナミス（12� ステイゴールド）１勝
ミヤビマドンナ（17牝 キズナ）�１勝

３代母 システィーナ（89栗 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋記念
‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.
タフグレイス（96牝 ＊トニービン）５勝，中山金杯‐Jpn3 ２着，千葉Ｓ，両国特別
（２回），etc.
ミヤビリュウオー（06牡 ＊ホワイトマズル）２勝，長良川特別３着
ミヤビファルネーゼ（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，春興Ｓ，韓国馬事会杯２

着，節分Ｓ２着，etc.，障害１勝，�１勝
ミヤビグローリー（09牝 アグネスタキオン）不出走
ラジアントエンティ（18牝 スマートファルコン）�２勝�１勝�１勝�，
ラブミーチャン記念，園田プリンセスＣ

ミヤビライデン（97牡 ＊トニービン）４勝，湘南Ｓ，本栖湖特別，水芭蕉特別２着，etc.
ミヤビフェラーリ（00牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�２勝��１勝	，尾張名古

屋杯３着
ミヤビキララ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，香取特別，土湯温泉特別，香取特

別３着，etc.
ミヤビリファイン（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝，河口湖特別３着
ミヤビジャスパー（11牡 アドマイヤムーン）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，野分特別，

アルメリア賞

４代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ パラダイスフラワー（04牝 ＊ティンバーカントリー）�７勝�１勝��，

エーデルワイス賞‐Jpn3，日高賞，南部駒賞，etc.
［孫］ プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，�１勝��３勝�１勝�，全日本

２歳優駿‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，etc.

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

403 ミヤビエメライン２０２０ �・黒鹿 ４／１９

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジミヤビエメライン キングカメハメハ

��
��
�ミヤビグレイス黒鹿 2014 システィーナ

＊ニアーリーズン 22b
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ミルフォードスバル（01鹿 ＊ホークアタック）３勝，ＳＴＶ賞（芝 1200），こでま
り賞（芝 1200），はやぶさ賞（芝 1000）２着，水無月特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－４（15）〕
グランデスバル（08牡栗 アドマイヤジャパン）３勝，府中市市制施行６０周年記念
（芝 2000），グッドラックＨ（芝 2500），湾岸Ｓ（芝 2200）２着，常総Ｓ
（芝 2000）２着，迎春Ｓ（芝 2500）３着，�１勝�４勝，球磨川賞（Ｄ1800），唐
津湾賞（Ｄ1750）２着，嘉瀬川賞（Ｄ2000）３着

ヴォーグジャック（09牝鹿 ＊クロフネ）�７勝
ダイヤモンドキッス（11牝鹿 ＊アグネスデジタル）�１勝
タイムトリップ（14牡黒鹿 ＊ロードアルティマ）４勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，クロ

ッカスＳ‐OP（芝 1400），カンナＳ‐OP（芝 1200），すずらん賞‐OP（芝 1200）２
着，ジュニアＣ‐OP（芝 1600）３着，石清水Ｓ（芝 1400），���出走

ロードジパング（15牡栗 アドマイヤジャパン）１勝
ギニー（16牡鹿 トゥザグローリー）�２勝�

２代母 グリーンサムナー（94鹿 ＊シャーディー）不出走
ラドランマーベル（02牡 マーベラスサンデー）入着２回，�５勝�入着

３代母 アヤテンリユウ（80鹿 ＊シヤトーゲイ）１勝
ダイイチオイシ（87牡 マルゼンスキー）２勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，葵Ｓ‐OP ２着
セントグローリ（90牡 ＊ストームオンザルース）４勝，福島３歳Ｓ‐OP，御堂筋Ｓ，

グリーンＳ，etc.
マルカムーンライト（91牝 マルゼンスキー）出走

ディアチャンス（01牝 ＊タイキシャトル）７勝，マーメイドＳ‐G3，クイーンＳ
‐Jpn3 ３着，エメラルドＳ，etc.

ラパシオン（96牝 ＊ノーザンテースト）４勝，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，有明特別，
室町特別，etc.
マルカボルト（07牡 ネオユニヴァース）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，レイン

ボーＳ，元町Ｓ，etc.

４代母 ＊フオーテリング（61 GB黒鹿 Premonition）GB２勝
［子］ アチーブスター（69牝 ＊シプリアニ）４勝，桜花賞，ビクトリアＣ，優３牝

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �0146-28-1629
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

404 ミルフォードスバル２０２０ 牡・鹿 ５／ ６

＊

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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�ホークアタック Speaking of Sweetsミルフォードスバル ＊シャーディー

��
��
�グリーンサムナー鹿 2001 アヤテンリユウ

＊フオーテリング 14a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミスグランドコーホ（98鹿 ヤマニンスキー）�１勝�４勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
パゴダ（06牡鹿 ナリタトップロード）障害１勝
シゲルハンベイ（07牡栗 ＊トワイニング）入着，��５勝�
ツリーディーヴァ（12牝鹿 カンパニー）�２勝�

２代母 スイートダラス（80黒鹿 ＊フイデイオン）入着２回
スイートボニー（86牝 ＊モガミ）１勝
シーガルレコード（89牡 サクラシンゲキ）��５勝
アサカダラス（92牡 サクラシンゲキ）３勝，粟島特別２着，湯浜特別２着，下北半

島特別２着，越路特別２着，相川特別２着，etc.
オニタイジ（94� ＊クリスタルグリツターズ）入着５回，障害１勝，��３勝�	入

着��
ヘイセイシンゲキ（95牡 サクラシンゲキ）�４勝

３代母 スイートダイヤ（68鹿 ＊オンリーフオアライフ）２勝，４歳牝馬Ｓ‐OP
ボールドシンボリ（73牡 ＊パーソロン）６勝，朝日杯３歳Ｓ，スプリンターズＳ２着，

弥生賞２着，etc.，種牡馬
シンボリカノープ（82牡 ＊パーソロン）２勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，京成杯

‐Jpn3 ２着，むらさき賞，etc.
ニシノフイーナー（84牝 ＊パーソロン）１勝，本宮特別２着

４代母 スイートイン（58鹿 ＊ライジングライト）２勝，北海道三歳Ｓ‐OP
［子］ スピードシンボリ（63牡 ＊ロイヤルチヤレンヂヤー）17勝，有馬記念（２回），

天皇賞（春），宝塚記念，etc.，年代表（2回），優古牡（2回），種牡馬
アイバプレスト（66牡 ＊セダン）２勝，京成杯３歳Ｓ２着
オプテイー（71牡 ＊ダンスール）８勝，関屋記念２着，新潟日報賞，霜月
賞，etc.，
�２勝

［孫］ シンボリモントルー（85牡 ＊モガミ）障害７勝，中山大障害（秋），東京障
害特別（春）

フリートオー（79牡 ＊トラフイツク）５勝，能勢特別
ニューポートシチー（81牡 ＊リイフオー）４勝，印旛沼特別

販売申込者・所有者： 及川 ミツ子＝新ひだか町静内駒場 �0146-42-0293
生 産 牧 場： 及川 ミツ子
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

405 ミスグランドコーホ２０２０ �・黒鹿 ５／ ２
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

Nijinsky

�
�
�
�
�

��
��

�ヤマニンスキー ＊アンメンシヨナブルミスグランドコーホ ＊フイデイオン

��
��
�スイートダラス鹿 1998 スイートダイヤ

＊フイーナー 16h
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 ミスバレイ（09鹿 ＊スクワートルスクワート）�２勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
ピラミッドファラオ（15牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）���２勝��１勝��１勝

�６勝
バレイボーラー（17牝黒鹿 メイショウボーラー）���１勝
プロペラシャフト（18牡鹿 トゥザグローリー）��出走

２代母 カタズオノンデ（01黒鹿 サンデーウェル）�１勝��３勝
スパルタン（08牡 ＊マイネルラヴ）	２勝��，岩手ダービーダイヤモンドＣ２着
ビービートレイター（10牡 ＊チーフベアハート）３勝，緑風Ｓ，蓬莱峡特別，�２勝
パープルフレックス（11牡 ＊ボストンハーバー）
５勝�入着
ゴールドインゴット（13牡 ＊プリサイスエンド）２勝，足立山特別３着
インコントロ（15牝 タニノギムレット）��３勝
エクセレントラン（17牡 ジャングルポケット）�１勝

３代母 オグラトウシヨウ（84鹿 トウシヨウボーイ）１勝
オータムリーフ（95牝 ＊アーミジャー）２勝，紅梅Ｓ‐OP，ポプラＳ３着，ＨＴＢ杯３着

トキノゲンジ（08牡 ＊プリサイスエンド）４勝，ＮＳＴ賞‐L，京葉Ｓ‐LR ２着，
福島２歳Ｓ‐OP，etc.

４代母 ヤマトマサル（65栗 コダマ）出走
［子］ ハセシノブ（77牝 ＊アイリツシユボール）７勝，新潟大賞典，オールカマ

ー，新潟記念，etc.
ハセマサル（71牝 ＊ロイヤルレコード）６勝，新潟記念，赤倉特別（２回）
ハセオーマ（75牡 ＊スーパーサム）４勝，オールカマー，ながつき賞，あ
ざみ賞

［孫］ レオダーバン（88牡 マルゼンスキー）４勝，菊花賞‐Jpn1，日本ダービー
‐Jpn1 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

リンドホシ（85牡 ＊サンデイクリーク）４勝，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，ス
プリンターズＳ‐Jpn1 ３着，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

ハセベルテツクス（84牝 ＊ピツトカーン）４勝，フラワーＣ‐Jpn3，京成
杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲小倉牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1227
生 産 牧 場： ㈲小倉牧場
飼 養 者： ㈲カナイシスタッド＝浦河町東幌別 �0146-28-1531

406 ミスバレイ２０２０ 牡・黒鹿 ３／３０

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊ Marquetry

�
�
�
�
�

��
��

�スクワートルスクワート Lost the Codeミスバレイ サンデーウェル

��
��
�カタズオノンデ鹿 2009 オグラトウシヨウ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミルククラウン（03 USA栗 Mr. Greeley）１勝，遠野特別（Ｄ1150）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（20）〕
リヴァロ（10牝鹿 ネオユニヴァース）１勝
セトノヴィラーゴ（11牝栗 ダイワメジャー）�２勝�入着２回
サプライズラテ（12牡黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��
タンサンドール（13�栗 デュランダル）１勝，��４勝�８勝��
スマートアレス（14牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
スマートエルピス（16牡青 ヴィクトワールピサ）�３勝
ベッラヴォルタ（17牝栗 ヴィクトワールピサ）�２勝，しゃくなげ賞（芝 1200）
トキメキヴィーナス（18牝栗 ヴィクトワールピサ）��出走

２代母 スカイクラウン Sky Crown（97 USA鹿 Sky Classic）不出走
コンパスウェイCompassWay（07牡 ＊サンダーガルチ）FR・QAT３勝
トゥエルヴトリックスTwelve Tricks（14 牝 ハットトリック）USA１勝

３代母 コンプロマイズドクラウンCompromised Crown（88 USA黒鹿 Halo）US
A入着 10回
オールモーストセイントリー Almost Saintly（94 牝 St. Jovite）USA４勝，Dowag

er S‐L ２着，Natalma S‐L ２着，Green River S‐L ３着，etc.
コストリークラウン Costly Crown（98牝 Peaks and Valleys）USA４勝，Ellis

Park Debutante S‐L ２着
ジンジヴェールGingivere（02 牝 Chester House）USA１勝

コサージュ Corsage（09牝 Exchange Rate）FR・USA３勝，Belmont Park
Finney S３着

４代母 レイスバンダーナ Lace Bandanna（82 USA鹿 Hold Your Peace）GB１勝
［子］ ホワイトルームWhite Room（87牝 Carr de Naskra）USA１勝，M

ohawk S‐LR ３着
［曾孫］ ブルドーザー Bull Dozer（08� Trippi）USA21 勝，Ponche H２着，

Jack Dudley Sprint H‐R ３着，Eillo S３着

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

407 ミルククラウン２０２０ �・栗 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊

ミスターグリーリー GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Mr. Greeley Long Legendミルククラウン スカイクラウン Sky Classic

��
��
�Sky Crown栗USA 2003 Compromised Crown

17b
Halo S4×M4 Mr. Prospector S4×M4 Lyphard S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊レッドヴァージン（09 USA鹿 Distorted Humor）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
レッドヴァール（15牝鹿 ディープインパクト）３勝，国立特別（芝 1600）２着，山

中湖特別（芝 2000）３着
レッドヴィエント（18牡黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ラファーマ Lafirma（05 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
クリフカースルCliff Castle（10 牡 Mr. Greeley）RUS３勝
ライムマリブ Lime Malibu（12牡 Malibu Moon）RUS２勝
マイネフューココMyNephew Koko（14牡 Malibu Moon）USA・PR２勝

３代母 ラアファームド La Affirmed（83 USA鹿 Affirmed）USA１勝
カレス Caress（91 牝 Storm Cat）USA13 勝，ボーゲイＨ‐G3，アシーニアＨ‐G3，

ポーカーＳ‐G3，etc.
スカイメサ Sky Mesa（00牡 Pulpit）USA３勝，ホープフルＳ‐G1，ブリーダ

ーズフュチュリティ‐G2，ハスケル招待Ｈ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ゴールデンヴェルヴェットGolden Velvet（03 牝 Seeking the Gold）FR・U

SA・UAE４勝，セイビンＨ‐G3，シクスティセイルズＨ‐G3，オグデン
フィップスＨ‐G1 ２着，etc.

ヴェルヴェティVelvety（10 牝 Bernardini）GB１勝
マックスフィールドMaxfield（17 牡 ＊ストリートセンス）�USA６勝，ブ
リーダーズフュチュリティ‐G1，アリシーバＳ‐G2，マインシャフトＳ
‐G3，etc.

カントリーキャット Country Cat（92 牝 Storm Cat）USA９勝，ガーデニアＨ
‐G3，Edgewood S‐L，Valley View S‐L，etc.

ユニファイUnify（93 牝 FarmaWay）USA１勝，ニジャナＳ‐G3 ２着，Sand
s Point H‐L ２着

バーンスタイン Bernstein（97 牡 Storm Cat）GB・IRE・USA４勝，コンコルドＳ
‐G3，レイルウェイＳ‐G3，種牡馬

デラフランチェスカDella Francesca（99牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA４勝，ベル
モントＢＣＨ‐G2，ガリニュールＳ‐G3，愛２０００ギニー‐G1 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 社台牧場�
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

408 レッドヴァージン２０２０ 牡・栗 ５／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊

ディストーテドヒューマー ＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�Distorted Humor Danzig's Beautyレッドヴァージン ラファーマ Giant's Causeway

��
��
�Lafirma鹿USA 2009 La Affirmed

1s
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 レスタンノール（08鹿 ステイゴールド）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
シェッドラスター（14牝鹿 ＊タートルボウル）�１勝�
スーパーノーマル（15牝黒鹿 ロードカナロア）�入着２回，郡山特別（芝 1200）３

着，�２勝
ジョーノベリスタ（16牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）���３勝�２勝
カリーナチャム（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
コスモフロイデ（19牡栗 コパノリッキー）�出走

２代母 ＊ディラローシェ（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）IRE・USA２勝
シーエンプレス（05牝 ダンスインザダーク）入着３回

リベリュール（15牡 ＊アイルハヴアナザー）���３勝�３勝�入着，ＭＲＯ金
賞３着

エコロドリーム（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，成田特別
ディオメデス（07牡 フジキセキ）２勝，白百合Ｓ‐OP ２着，あやめ賞
フェノーメノ（09牡 ステイゴールド）７勝，天皇賞（春）‐G1（２回），日経賞‐G2，

セントライト記念‐G2，青葉賞‐G2，日本ダービー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ルカ（17牡 キングカメハメハ）１勝

３代母 シーポート Sea Port（80 GB黒鹿 Averof）GB・IRE出走
シーオヴダイアモンズ Sea of Diamonds（87牝 Glenstal）不出走

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

モアダイアモンズMore Diamonds（98牝 Straight Strike）AUS２勝
ジェシカビール Jessicabeel（05 牝 Zabeel）AUS５勝，ＡＴＣシドニーＣ
‐G1，ＡＴＣチェアマンズＨ‐G2，ATC Aspiration Quality S‐L ３
着，etc.

インディジェナス Indigenous（93	 Marju）入着，GB・IRE・UAE・HKG・SIN
・MAL16 勝，香港国際ヴァーズ‐G2，Hong Kong Gold Cup‐L（２回），
Sha Tin Trophy‐L，etc.

エラカッシーニEla Cassini（97 牝 Ela‐Mana‐Mou）不出走
カッシーニコンテスト Cassini Contest（06 牝 Danehill Dancer）AUS１勝，

SAJC Oaklands Plate‐L ３着

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

409 レスタンノール２０２０ 牡・鹿 ４／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレスタンノール
＊

＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ鹿 2008 Sea Port

11d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マヤノプリヤ（03黒鹿 フサイチコンコルド）��１勝・３勝�入着７回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－５（25）〕
マヤノオントロジー（09牡黒鹿 マヤノトップガン）３勝，花園Ｓ（Ｄ1900）２着，宮崎

特別（Ｄ1700）２着，高瀬川Ｓ（Ｄ1400）３着，渡月橋Ｓ（Ｄ1400）３着，�４勝
マヤノチャクリ（10牡栗 チャクラ）入着，�３勝�５勝�
マヤノブリッツ（11牝栗 サムライハート）�８勝
マヤノパーチェム（12牡栗 マヤノトップガン）１勝
マヤノハイヌーン（15�黒鹿 ネオユニヴァース）��入着�４勝
トシエ（16牝栗 オルフェーヴル）入着，���入着�
アンリーシュ（17牝鹿 キズナ）�１勝
プレミアハンド（18牡栗 ドゥラメンテ）�出走

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

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

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

か賞３着
サンデーイチオー（97牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞２着

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

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

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

別２着
フサイチディコルサ（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

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

３代母 インターラーケン（66芦 ＊サミーデイヴイス）１勝

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

410 マヤノプリヤ２０２０ �・鹿 ２／ 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

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンマヤノプリヤ ＊ラデイガ

��
��
�タイシンリリイ黒鹿 2003 インターラーケン

＊シルヴアーフアー 1w
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 メイケイソフィア（07黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（３）〕
メイケイダイハード（15牡鹿 ＊ハードスパン）�５勝，中京記念‐G3，ＪＲＡアニ

バーサリーＳ（芝 1400），吾妻小富士賞（芝 1200），芦屋川特別（芝 1200）３着，
萌黄賞（芝 1200）３着

グリームロータス（16牝黒鹿 ＊ストーミングホーム）��１勝�１勝��
アイルショウユー（17牝鹿 ＊ストーミングホーム）��１勝��

２代母 ガンアンドローズ（98鹿 フジキセキ）５勝，月岡特別，栃尾特別，戎橋特別，
瀬戸内海特別２着，富嶽賞３着
アドマイヤシェルパ（06� ＊トワイニング）入着，��４勝
イノセントムーン（08牝 タニノギムレット）�１勝
ハッピーサンディー（14牝 ＊カジノドライヴ）�17 勝

３代母 ＊ルフィーラ（92 USA鹿 Nureyev）不出走
ユウワンプラテクト（97牡 ＊トニービン）６勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，クリスマスキャロルＨ，etc.
スナップショット（00牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�１勝

ヤングマンパワー（12牡 ＊スニッツェル）５勝，富士Ｓ‐G3，関屋記念‐G3，ア
ーリントンＣ‐G3，etc.，種牡馬

４代母 リヴァーメモリーズ River Memories（84 USA鹿 Riverman）GB・FR・US
A６勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，フラワーボ－ルＨ‐G1，ポモーヌ賞
‐G2，モーリスドニュイユ賞‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，etc.
［子］ キャニオンクリーク Canyon Creek（93牡 Mr. Prospector）GB・FR２

勝，Doncaster Mile‐L，種牡馬
［孫］ ローマンドリーム Roman Dream（10牝 Holy Roman Emperor）ITY

４勝，Criterium Labronico‐L

販売申込者・所有者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-9080-5588
生 産 牧 場： 浦河小林牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

411 メイケイソフィア２０２０ 牡・芦 ５／１０

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスメイケイソフィア フジキセキ

��
��
�ガンアンドローズ黒鹿 2007 ＊ルフィーラ

21a
Mr. Prospector M4×S5 Nureyev M4×M5 Le Fabuleux S5×M5
Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 メイルストローム（07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－２（３）〕
ロッジポールパイン（13�青鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
メールデゾレ（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）２勝，���出走
ヴィルベル（17牝栗 ディープブリランテ）��入着２回

２代母 ＊マジックコード（95 USA栗 Lost Code）USA９勝，バレリーナＨ‐G3
（２回），Ballerina H‐L，King County H，Belle Roberts H‐R，Daf
fodil S，etc.
シークレットコード（03牝 Fusaichi Pegasus）１勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ２着
マトリックスコード（10� ハーツクライ）２勝，足立山特別，浄土平特別２着

クラックコード（04牝 ダンスインザダーク）１勝
シルヴァーコード（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，驀進特別２着，

チバテレ杯２着，大日岳特別３着，福島中央ＴＶ杯３着，房総特別３着
ホウオウスクラム（15牡 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，稲妻Ｓ２着，神無月Ｓ

３着，三鷹特別３着
ヌーベルバーグ（08牝 ディープインパクト）１勝，鳥屋野特別３着

リフトトゥヘヴン（14牡 ＊ホワイトマズル）�３勝，灘Ｓ２着，春光Ｓ２着
リヴェット（18牡 ＊ハービンジャー）�１勝，わらび賞２着

ミステリーコード（09� ネオユニヴァース）１勝
パールコード（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，秋華賞‐G1 ２着，フローラＳ‐G2

２着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，ミモザ賞，つばき賞３着

３代母 ビューティフルペットBeautiful Pet（85 USA栗 Flying Paster）USA２勝
フライイングコード Flying Code（94牝 Lost Code）USA５勝

ワイルドハウスWild House（02牝 Chester House）USA５勝
ブルドッグオヴバーゲン Bulldog of Bergen（14� Yes It's True）�US
A３勝，Addison CammackMemorial H‐R ２着

４代母 アルバムAlbum（70 USA鹿 Never Bend）USA１勝
［孫］ ファンタシーエインジェル Fantasy Angel（95 牝 Saint Ballado）USA

４勝，カムリーＳ‐G3，Opa‐Locka S，アゼイリャＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

412 メイルストローム２０２０ �・鹿 １／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayメイルストローム
＊ Lost Code

��
��
�マジックコード黒鹿 2007 Beautiful Pet

10d
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 メジャーフラガール（10栗 ダイワメジャー）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ウィズデライト（15牝栗 ローエングリン）�４勝

２代母 アグネスラズベリ（01栗 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪
神牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ２着，ＣＢＣ
賞‐G3 ３着，etc.，�１勝
クイーンラズベリ（11牝 ネオユニヴァース）�１勝
レッドオルバース（12牡 ダイワメジャー）３勝，錦秋Ｓ２着，安達太良Ｓ２着，夏

至Ｓ２着，豊川特別２着，きんもくせい特別２着，etc.
レッドラーザム（14牡 ゼンノロブロイ）入着，�２勝�３勝��入着

３代母 アグネスミネルバ（94栗 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ
賞２着
ブリリアントクロス（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

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

ラヴファンタジスタ（05牡 ＊ファルブラヴ）２勝，有明特別３着
ワイルドベリー（06牝 フジキセキ）出走

アシドベリー（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，�３勝��１勝，ブ
ロッサムＣ３着

テムジン（09牡 ディープインパクト）４勝，富嶽賞，藤森Ｓ２着，etc.，��４勝，
サンタアニタＴ２着

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3409
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

413 メジャーフラガール２０２０ �・鹿 ４／１０

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

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

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケメジャーフラガール エアジハード

��
��
�アグネスラズベリ栗 2010 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
Literat S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊モクレン（11 IRE 鹿 Galileo）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
エイカイボルト（16牡鹿 ディープインパクト）�１勝�入着４回��
アメトリン（17牝栗 オルフェーヴル）��入着４回�２勝
ラヴオブネイチャー（18牡黒鹿 オルフェーヴル）�出走

２代母 モーララカナMauralakana（03 FR鹿 Muhtathir）FR・USA11 勝，ビヴァリ
ーディＳ‐G1，ニューヨークＳ‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2，ガルフストリ
ームザヴェリワンＨ‐G3，ローカストグローヴＨ‐G3，etc.
カリッサCalissa（10 牝 Danehill Dancer）IRE１勝
ヘイルザヒーローHail The Hero（12� Galileo）GB・IRE・HKG３勝
デュモートDuMoto（13牡 Galileo）GB２勝
カモラCamorra（17� Zoffany）�IRE２勝

３代母 ジムカーナ Jimkana（92 FR鹿 Double Bed）FR１勝
プティカルヴァ Petit Calva（01牝 ＊デザートキング）GB・FR・UAE３勝，P. de la

Calonne‐L，Criterium du Bequet‐L，グロット賞‐G3 ２着，etc.
テオフィロカルヴァ Teofilo Calva（10� Teofilo）HKG４勝，Bauhinia Sp

rint Trophy‐L ２着
ロゼー Rosay（13牝 Raven's Pass）FR２勝，Criterium de Languedoc‐L，

P. Aymeri de Mauleon‐L ２着，アンプリュダンス賞‐G3 ３着

４代母 ジムカ Jimka（78 FR鹿 ＊ジムフレンチ）FR７勝，P. de la Table‐L ３着
［子］ ジムアンドトニック Jim and Tonic（94� Double Bed）GB・FR・US

A・UAE・HKG・SIN13 勝，香港カップ‐G1，ドバイデューティフリ
ー‐G2，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G2，etc.

ドゥーブルトニックDouble Tonic（99� Double Bed）FR３勝，P. L
a Moskowa‐L ３着

［孫］ アナバーリパーブリク Anabaa Republic（01 牝 Anabaa）FR１勝，P.
Frederic de Lagrange‐L ２着，ミネルヴ賞‐G3 ３着，オマール賞
‐G3 ３着，etc.

［曾孫］ ビーグリング Beagling（15 牝 Wootton Bassett）FR１勝，クレオパト
ル賞‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： 追分ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

414 モクレン２０２０ �・黒鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaモクレン モーララカナ Muhtathir

��
��
�Mauralakana鹿IRE 2011 Jimkana

1l
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ユメウメサクラ（12黒鹿 マイネルセレクト）�７勝�３勝�２勝��１勝
初仔

２代母 ブルーハピネス（04青鹿 エイシンサンディ）出走
エルウェーオージャ（08� マイネルセレクト）１勝，恵那特別３着，�７勝�１勝

��入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着，兼六園ジュニアＣ，ゴー
ルドジュニア２着，黒潮スプリンターズＣ３着，etc.

ネクタルブルー（10牡 マイネルセレクト）入着３回，��１勝
プリサイスブルー（13牝 ＊プリサイスエンド）�２勝��
ブルーグリュック（14牡 ＊プリサイスエンド）�２勝
デゴイチ（15牡 ＊プリサイスエンド）��１勝
マリガン（16牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��入着

３代母 イセノトウショウ（93鹿 トウシヨウボーイ）不出走
ガンジュライコー（97牡 ＊リンドシェーバー）�１勝�１勝
マイネルプリンス（99牡 シンボリルドルフ）１勝，種牡馬
キタノスリーナイン（00牡 ダイナガリバー）��１勝
コスモバルク（01牡 ＊ザグレブ）４勝，セントライト記念‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，

�３勝	２勝，HKG・SIN１勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，etc.，特別
賞，ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優ターフ（3回）

コスモローランド（02牡 シンボリルドルフ）�２勝
ブルーアンビシャス（05牡 フサイチコンコルド）入着６回，�２勝
ブーケドロゼブルー（07牝 ＊ロージズインメイ）２勝，カーネーションＣ

ポッシビリタース（14牡 ＊プリサイスエンド）�２勝�，菊水賞３着
ブラウローゼット（15牡 ＊アイルハヴアナザー）１勝

ロゼブルー（08牝 ダンスインザダーク）�２勝
マイネルイルソーレ（10牡 ＊プリサイスエンド）１勝

４代母 マルミチーフ（87鹿 ビツグデイザイアー）�入着５回

５代母 トキワアイゼン（81鹿 キタノカチドキ）不出走
［子］ ソーエームテキ（88牡 コトノアサブキ）３勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ３着，日

本ダービー‐Jpn1 ５着，京都３歳Ｓ‐OP，etc.，�２勝，種牡馬

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

415 ユメウメサクラ２０２０ �・栗 ４／１５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルセレクト ウメノアスコットユメウメサクラ エイシンサンディ

��
��
�ブルーハピネス黒鹿 2012 イセノトウショウ

＊サンニーモード 5d
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ラパージュ（09青鹿 ダイワメジャー）１勝，種市特別（芝 1200）２着，平ヶ岳特別
（芝 1200）２着，古町特別（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ロードミラージュ（16牡青鹿 エイシンフラッシュ）��入着 16回
ポートメイリオン（17牝青 スクリーンヒーロー）��３勝�
ロードアライアンス（19牡青鹿 キズナ）�未出走

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

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

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

‐G1 ３着，フラワーＣ‐G3 ３着
ロードフォワード（11牡 ネオユニヴァース）４勝，西湖特別，中ノ岳特別，内房Ｓ

２着，赤穂特別２着，雅Ｓ３着，��２勝�
ルアンジュ（12牝 マンハッタンカフェ）２勝，堀川特別３着，日田特別３着
ロードゴラッソ（15牡 ハーツクライ）�５勝，シリウスＳ‐G3，etc.，	１勝��

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

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

フラワーパーティ Flower Party（15 牝 Duke of Marmalade）�ITY・USA
６勝，ヴェルジェール賞‐G3，P. Archidamia‐L，伊オークス‐G2 ２
着，etc.

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

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

416 ラパージュ２０２０ �・青鹿 ３／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラパージュ
＊ Kingmambo

��
��
�サッカーマム青鹿 2009 Traverse City

2p
Kingmambo S3×M3 サンデーサイレンスM3×S4 Halo M4×M4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ラゴディラゴライ（10鹿 Pure Prize）１勝，�１勝��
〔産駒馬名登録数：２〕
チャーチャンテン（18牝黒鹿 リーチザクラウン）�出走
ソウルストライク（19牡鹿 スマートファルコン）�地方未出走

２代母 ＊シーズインポッシブル（04 USA黒鹿 Yankee Victor）USA・CAN４勝，
Cincinnati Trophy S３着
スムーズダディライアン Smooth Daddy Ryan（09� Political Force）USA３勝
ポッシブルドリーム（11牡 マンハッタンカフェ）�４勝
ワンミリオンス（13牝 ゴールドアリュール）４勝，銀嶺Ｓ，河口湖特別，��２勝，

エンプレス杯‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ４着
オールポッシブル（14牝 ダイワメジャー）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3 ３着，

ききょうＳ‐OP ３着，佐世保Ｓ，朱雀Ｓ
レディバード（15牝 スマートファルコン）２勝
アイムポッシブル（17牝 ヴァーミリアン）�２勝，中京スポーツ杯２着，�１勝

３代母 ＊ディフィカルト（99 USA黒鹿 Concern）USA１勝
＊テスタマッタ（06牡 Tapit）５勝，フェブラリーＳ‐G1，etc.，��２勝�入着��，

ジャパンＤダービー‐Jpn1，さきたま杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
＊ダノンクリエーター（09牡 Half Ours）４勝，天王寺特別，小名浜特別

４代母 ウィングズオヴジョーヴWings of Jove（80 USA芦 Northern Jove）USA
３勝，メイトロンＳ‐G1，アスタリタＳ‐G2，ソロリティＳ‐G1 ３着
［子］ ブロードスマイル Broad Smile（92 牝 Broad Brush）USA10 勝，コロン

ビアＳ‐G3，Jacob France S‐L，Candy Eclair S，etc.
ジョーヴィアルブラッシュ Jovial Brush（96牡 Broad Brush）USA６勝，
Montpelier S‐L，Smoke Glacken S２着，Star de Naskra
S‐R ２着，etc.

［孫］ プロクリエイト Procreate（98� Mt. Livermore）USA16 勝，Mister D
iz S‐R，Pennsylvania Governor's C，Yankee Affair S，etc.

ペリラスナイト Perilous Night（01 牝 ＊コロナドズクエスト）USA４勝，
Pimlico Squan Song S‐R，Beautiful Day S２着

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

417 ラゴディラゴライ２０２０ 牡・芦 ６／ ７

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

ピュアプライズ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Pure Prize Heavenly Prizeラゴディラゴライ
＊ Yankee Victor

��
��
�シーズインポッシブル鹿 2010 ＊ディフィカルト

6a
Halo S4×M5 Mr. Prospector S5×M5 Nijinsky S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ラガマフィン（13黒鹿 ゼンノロブロイ）�４勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ラグドール（19牡鹿 ミッキーアイル）�未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈱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： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

418 ラガマフィン２０２０ �・黒鹿 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ミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルラガマフィン Storm Cat

��
��
�エアラグドール黒鹿 2013 ＊ステラマドリッド

6a
サンデーサイレンス S3×M3 ステラマドリッドM3×S4
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ラシアンレヴォリューション（02 GB鹿 Dubai Millennium）GB１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１），地方－１（４）〕
ソーシャルリアリズム Social Realism（08 IRE 牝鹿 Pivotal）GB・FR１勝，GB

障害３勝
アノシュカ（12牝黒鹿 ＊コマンズ）�４勝
ウィンターパレス（15牝青鹿 ＊パイロ）１勝

２代母 ラシャンスノーズ Russian Snows（92 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IR
E・UAE４勝，ロワイヤリュー賞‐G2，Oyster S‐L，愛オークス‐G1 ２着，
愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，ロイヤルホイップＳ‐G3 ２着，etc.
シベリー Siberie（98 牝 Caerleon）FR入着３回

エリートシクスティシクス Elite Sixty‐Six（05� Orientate）HKG・MAC６
勝，Macau Kam Pek Paradise Cup‐L ３着

ラシャンソサイエティ Russian Society（00 牝 Darshaan）GB１勝，Gillies Filli
es' S‐L ２着

ディープウィンターDeepWinter（05 牝 Pivotal）GB・GER４勝，G.P von Han
nover‐L ３着
オールウェイズアンドフォーレヴァー Alwaysandforever（14 牝 Teofilo）GB

・FR・IRE２勝，Chalice S‐L ２着，River Eden S‐L ２着，Po
ntefract Castle S‐L ２着

ムルマンスクMurmansk（07牝 Dalakhani）FR・BRZ２勝，ジョゼＰノゲイラ大
賞‐G3 ２着

プラシャン Prussian（09牝 Dubai Destination）GB・UAE５勝，バランシーヌＳ
‐G2 ２着

バックホイート Buckwheat（10� Manduro）GB・FR・UAE１勝，P. Ridgway
‐L，GB障害２勝

３代母 アルクティクロワイヤル Arctique Royale（78 IRE 鹿 Royal and Regal）F
R・IRE３勝，愛１０００ギニー‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G2，愛プリティポリー
Ｓ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

419 ラシアンレヴォリューション２０２０ 牡・芦 ４／ ３

＊

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

＊

ドバイミレニアム Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�Dubai Millennium Colorado Dancerラシアンレヴォリューション ラシャンスノーズ Sadler's Wells

��
��
�Russian Snows鹿GB 2002 Arctique Royale

23
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ラジョコンダ（11鹿 フジキセキ）�１勝���入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
スパイラルバンブー（17牝栗 エピファネイア）��２勝
リリーホワイト（18牝栗 ＊ヨハネスブルグ）�出走

２代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
プリンセスカメリア（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ
‐G1，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3
３着，きんもくせい特別，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）�２勝，フェアリーＳ‐G3
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，鷹巣山特

別，古町特別，etc.
ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，���１勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，

新潟牝馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，弥彦特別，糸魚川特別，etc.
ヴォリアーモ（17牝 ルーラーシップ）�１勝，松浜特別２着，ゆりかもめ賞２着

バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，
秋川特別，幕張特別，多摩川Ｓ３着，etc.

３代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ‐Jpn1
（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優短距，種牡馬

スプリングコート（91牝 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジャニュア
リーＳ，北大路特別，etc.
フローリッドコート（98牝 ＊サンデーサイレンス）入着４回
ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日
王冠‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

420 ラジョコンダ２０２０ �・鹿 ２／１２

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

�
�
�
�
�
�
�
�
� Hasiliハービンジャー ペナンパール Bering

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーラジョコンダ サクラユタカオー

��
��
�ラトラヴィアータ鹿 2011 サクラハゴロモ

＊クリアアンバー 4m
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ラステラ（11鹿 サツカーボーイ）入着，障害３勝
初仔

２代母 ウインディーギフト（02青鹿 Singspiel）出走
クロヒョウ（07牝 ニューイングランド）�３勝
ライプメイン（10� アドマイヤメイン）�７勝�４勝，北海優駿３着
コスモウインド（12牡 ＊アルカセット）�７勝�入着２回��
ミスターウインディ（13牡 アドマイヤオーラ）	１勝

３代母 ＊ミスティウォーターズ（98 IRE 青鹿 Caerleon）不出走
ガーデニングリーヴGardening Leave（07牡 Selkirk）GB・FR・HKG２勝，N

ewmarket S‐L，Hong Kong Classic Mile‐L ３着

４代母 ドリームボートDreamboat（92 USA鹿 Mr. Prospector）GB・UAE１勝
［子］ ミュージックショーMusic Show（07牝 Noverre）GB・FR・IRE・TUR５

勝，ファルマスＳ‐G1，ロックフェルＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.
ファンタジアガール Fantasia Girl（97 牝 Caerleon）GB・IRE２勝，M
itsubishi Diamond Vision S‐L ２着，Galtres S‐L ２着，Den
ny Cordell Lavarack Memorial Fillies‐L ３着，etc.

５代母 ゴージャスGorgeous（86 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA８勝，ヴァニティ
Ｈ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ハリウッドオークス‐G1，アップルブラッサムＨ
‐G2，ラカニャーダＳ‐G2，etc.
［子］ スタニング Stunning（98牝 Nureyev）GB・FR２勝，P. Imprudence

‐L，クリテリヨムドメゾンラフィット‐G2 ２着，P. Amandine
‐L ２着，etc.

［孫］ ＊スウィフトテンパー（04牝 Giant's Causeway）USA６勝，ラフィアンＨ
‐G1，デラウェアＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.

サラチ Sarach（10牝 Arch）USA４勝，ハニムーンＨ‐G2，Sandy Blu
e H

オールインクルーデド All Included（11牡 Include）USA５勝，アップ
ルトンＳ‐G3，ガルフストリームパークターフＨ‐G1 ２着，ガルフ
ストリームパークターフＨ‐G1 ３着，etc.

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

421 ラステラ２０２０ 牡・黒鹿 ２／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊デイクタス

�
�
�
�
�

��
��

�サツカーボーイ ダイナサツシユラステラ Singspiel

��
��
�ウインディーギフト鹿 2011 ＊ミスティウォーターズ

14c
Halo S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラヤーリドバイ（09 USA鹿 ＊ストリートセンス）GB・USA・CAN・UAE５勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ブルーウィング（15牡鹿 ＊ディスクリートキャット）入着，��５勝
スターオブシップ（18牝芦 ゴールドシップ）��入着��

２代母 メイクマイハートシングMake My Heart Sing（01 USA鹿 ＊キングオブキングス）
USA３勝，Possibly Perfect S
イルーシヴハートElusive Heart（12 牝 Elusive Quality）USA１勝

３代母 ソングラインズ Songlines（86 USA栗 Diesis）USA７勝，Susquehanna
H‐L，Leslie Jay S‐R，ダイアナＨ‐G2 ３着，Ｑエリザベス二世チャレンジ
Ｃ‐G2 ３着，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，etc.
サンセットサーヴィス Sunset Service（93 牝 Deputy Minister）USA入着

ヴェスパーズ Vespers（98 牝 Known Fact）USA６勝，Flying Concert S‐R，
Memories of Silver S‐R，Marshua's River S３着，etc.
ヒムブック Hymn Book（06� Arch）USA８勝，ドンＨ‐G1，Frank P
anchoMartin S‐L，Firethorn S，etc.

デイタベイスDatabase（99牝 Known Fact）USA６勝，Beautiful Day S，
Maryland Racing Media H‐L ３着
デイタリンクData Link（08 牡 War Front）USA８勝，メイカーズ４６マ
イルＳ‐G1，サイテイションＨ‐G2，モンマスＳ‐G2，etc.，種牡馬

ヴェスパーキャットVesper Cat（00 牝 Mountain Cat）不出走
ストライクザベル Strike the Bell（06 牝 Mizzen Mast）USA５勝，ノー
ブルダムゼルＳ‐G3，Glowing Honor S，Miss Liberty S‐L ２
着，etc.

テナシテTenacite（94 牝 Seattle Slew）USA入着２回
ラトリリアム La Trillium（00牝 Deputy Commander）USA・CAN５勝，シ

ーウエイＳ‐G3 ３着
プレイフォーミーPlayforme（00牝 GoneWest）USA出走

ベアーズハードテン Bear's Hard Ten（07� Rock Hard Ten）CAN３勝，Di
splay S‐L，Woodstock S‐L ３着，Victoria Park S‐L ３着

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： 奥山牧場
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

422 ラヤーリドバイ２０２０ �・栗 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleラヤーリドバイ メイクマイハートシング ＊キングオブキングス

��
��
�Make My Heart Sing鹿USA 2009 Songlines

1l
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ラヴマリッジ（05鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－７（23）〕
ファンタマリッジ（09牡鹿 ＊ファンタスティックライト）�１勝��入着３回�
ロイヤルパワー（10牡鹿 ＊ロージズインメイ）��６勝�入着３回
ロイヤルマスター（11牡鹿 ＊オペラハウス）��５勝
ロイヤルドリーム（12牝栗 スターリングローズ）��４勝
シャルルズマン（14牝栗 ＊ティンバーカントリー）��１勝
ロイヤルロード（16牡鹿 ＊タイキシャトル）��１勝
プログレッシブ（17牝黒鹿 エイシンフラッシュ）���５勝
セブンパワー（18�鹿 ラブリーデイ）�出走

２代母 チャペルラヴァー（99鹿 ＊サンデーサイレンス）入着５回
バイナリースター（07牝 サクラバクシンオー）１勝，��１勝
トーホウリンドウ（10牝 ジャングルポケット）�３勝��２勝

３代母 ＊クローズ（94 USA鹿 Danzig）不出走
ワキノエクセル（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，灘Ｓ，江戸川特別，唐津特別，etc.

４代母 ファー Far（79 USA鹿 Forli）USA４勝，June Darling S３着
［子］ ヨンダー Yonder（87 牡 Seattle Slew）USA４勝，ジャージーダービー

‐G2，レムゼンＳ‐G2，World Appeal S，etc.，種牡馬
アゴー Ago（92牡 Danzig）USA５勝，Jefferson C‐L，Tri‐State
H‐L ３着，種牡馬

［孫］ ゼンノキャスパー（97牡 Cox's Ridge）３勝，瀬戸特別３着，筑前特別３着
アルクトゥルス（03牝 アドマイヤベガ）�２勝	，のじぎく賞３着

［曾孫］ ロードプラチナム（96牡 ＊トニービン）５勝，函館記念‐Jpn3，ＡＪＣＣ
‐Jpn2 ２着，産経大阪杯‐Jpn2 ２着，etc.

チキウミサキ（09牝 メイショウボーラー）２勝，立川特別２着
ゼンノスサノヲ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，わらび賞２着

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： 津田牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

423 ラヴマリッジ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２７

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandラヴマリッジ ＊サンデーサイレンス

��
��
�チャペルラヴァー鹿 2005 ＊クローズ

1s
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ラトーヌインパクト（09芦 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（５）〕
アイスフィヨルド（15牡芦 ＊クリストワイニング）�３勝，隅田川特別（芝 1600）３

着（２回）
オールフォーワン（16牡鹿 ＊クリストワイニング）��２勝�２勝
エルニーニョ（17牡芦 マコトスパルビエロ）�１勝

２代母 ラトーヌサンライズ（00芦 ＊タイキシャトル）３勝
ラトーヌタキオン（07牝 アグネスタキオン）１勝
ラトーヌペガサス（08牝 サンライズペガサス）１勝
サンライズビーム（13牡 ＊ハービンジャー）１勝
ラトーヌシャイン（15牝 ＊モンテロッソ）�５勝�１勝
ラトーヌハート（16牝 サムライハート）�１勝�入着
レイカサンライズ（17牝 ＊ロージズインメイ）��２勝

３代母 ＊ノベンバーサンライズ（90 USA芦 Danzig）不出走
シルバーベル（97牝 Red Ransom）入着２回

ゴールドベル（09� ステイゴールド）５勝，豊明Ｓ，清洲特別，御在所特別，
�１勝

ビッグホワイト（02牡 フジキセキ）４勝，久留米特別，ジャニュアリーＳ２着，日
向特別２着，etc.

ノベンバーペガサス（08牝 サンライズペガサス）１勝，苗場特別３着，岩室温泉特
別３着，�２勝

ハイランドジャガー（09牡 ＊ロージズインメイ）３勝，指宿特別

４代母 タイムリーローマンTimely Roman（73 USA芦 Sette Bello）不出走
［子］ タイムリーライター TimelyWriter（79 牡 Staff Writer）USA９勝，フロ

リダダービー‐G1，フラミンゴＳ‐G1，米シャンペインＳ‐G1，etc.
タイムリーアサーション Timely Assertion（84牝 Assert）USA５勝，サ
ンタアニタオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G2，ラカニャーダＳ
‐G1 ４着，etc.

［孫］ トピックガラピアト Topic Gallapiat（93 牝 Gallapiat）USA８勝，Way
ward Lass S，Detroit Miss H，Birmingham H３着，etc.

販売申込者・所有者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-9080-5588
生 産 牧 場： 浦河小林牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

424 ラトーヌインパクト２０２０ 牡・鹿 ４／１０

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアラトーヌインパクト ＊タイキシャトル

��
��
�ラトーヌサンライズ芦 2009 ＊ノベンバーサンライズ

9b
Mr. Prospector S4×S5 Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

Ｃ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.
トウショウピスト（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，オーロＣ‐L，函館２歳Ｓ

‐G3 ３着，オパールＳ‐L ３着，etc.
ブレイブメジャー（16牡 ダイワメジャー）�３勝，三鷹特別，ＴＶユー福島賞２着
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，春光Ｓ，和布刈特別３着，�２勝

トウショウクエスト（05牡 ＊コロナドズクエスト）４勝，陽春Ｓ２着，久留米特別２
着，etc.，�１勝�１勝，白銀争覇

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

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

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

トウショウカレッジ（02牡 ＊ラストタイクーン）８勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，
米子Ｓ‐L，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.

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

425 マリントウショウ２０２０ �・栗 ４／２４

＊

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

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�シータトウショウ青鹿 2009 ジェーントウショウ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ミュージカルⅡ（99 IRE 栗 In TheWings）IRE 入着
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１），地方－５（10）〕
ユーフォニーEuphony（06 GB牝鹿 ＊コマンダーインチーフ）FR・NZ１勝
ダンツフローラ（07牝鹿 Tiger Hill）�４勝
ヤクインホウシュウ（08牝栗 ＊アルカセット）�２勝
コヒル（11牝鹿 ＊コマンズ）�１勝，兵庫若駒賞（Ｄ1400）３着
マンオブラマンチャ（12牡鹿 ＊コマンズ）�２勝
トミケンタバサム（14�栗 ディープスカイ）��１勝
メイプルブライト（19牡栗 ヴィクトワールピサ）�地方未出走

２代母 モーンオヴソングMorn of Song（88 USA鹿 Blushing Groom）GB・USA３勝
＊ハルーワソング（96牝 Nureyev）不出走

ハルーワスウィート（01牝 Machiavellian）５勝，門松Ｓ２着
ヴィルシーナ（09牝 ディープインパクト）５勝，ヴィクトリアマイル‐G1
（２回），クイーンＣ‐G3，オークス‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ２着，秋華
賞‐G1 ２着，etc.

フレールジャック（08牡 ディープインパクト）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3，神戸新聞杯‐G2 ３着，ニューイヤーＳ‐L ２着，西宮Ｓ

マーティンボロ（09牡 ディープインパクト）７勝，新潟記念‐G3，中日新聞杯
‐G3，小倉記念‐G3 ２着，飛鳥Ｓ，寿Ｓ３着，etc.，種牡馬

メッゾソプラノMezzo Soprano（00牝 Darshaan）GB・FR・USA・UAE４勝，
ヴェルメイユ賞‐G1，Galtres S‐L，リブルズデイルＳ‐G2 ３着，Lupe
S‐L ２着，プシュケ賞‐G3 ３着
クラルモン Claremont（06 牡 Sadler's Wells）GB・FR・UAE４勝，リス賞

‐G3，Nad Al Sheba Trophy‐L，Aston Park S‐L，英ジョッキー
クラブＳ‐G2 ３着，オカール賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

エミレーツトゥドバイ Emirates to Dubai（03 牡 Storm Cat）GB・USA・CAN
４勝，RedWing Dream S‐L，種牡馬

３代母 グローリアスソングGlorious Song（76 CAN鹿 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，ラカニャーダ
Ｓ‐G1，サンタマリアＨ‐G2，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
飼 養 者： ㈲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

426 ミュージカルⅡ２０２０ 牡・栗 ５／１９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊

インザウィングズ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�In TheWings High HawkミュージカルⅡ モーンオヴソング Blushing Groom

��
��
�Morn of Song栗IRE 1999 Glorious Song

12c
Blushing GroomM3×S4 Glorious SongM3×S4 Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 ミヤビソーダライト（11黒鹿 アドマイヤムーン）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
カリーナブルー（17牝青鹿 ＊パイロ）���入着
ロバリアスピード（19牝黒鹿 ＊パイロ）���出走

２代母 ミヤビハルカ（05黒鹿 ＊ウォーエンブレム）不出走
ミヤビエンブレム（13牡 マンハッタンカフェ）１勝，山藤賞２着，八丈島特別３着，

フリージア賞３着
チビッコギャング（14牡 ハーツクライ）��２勝
ミヤビアーク（16牡 ロードカナロア）��５勝

３代母 タフグレイス（96栗 ＊トニービン）５勝，中山金杯‐Jpn3 ２着，千葉Ｓ，両
国特別（２回），香取特別２着，ＴＶＫ賞３着，etc.
ミヤビリュウオー（06牡 ＊ホワイトマズル）２勝，長良川特別３着
ミヤビファルネーゼ（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，春興Ｓ，韓国馬事会杯２着，

節分Ｓ２着，etc.，障害１勝，�１勝
ミヤビグローリー（09牝 アグネスタキオン）不出走

ラジアントエンティ（18牝 スマートファルコン）�２勝�１勝�１勝�，ラブ
ミーチャン記念，園田プリンセスＣ

４代母 システィーナ（89栗 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋記念
‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，エプソムＣ‐Jpn3 ３着，マーチＳ‐Jpn3 ３着，etc.
［子］ ミヤビライデン（97牡 ＊トニービン）４勝，湘南Ｓ，本栖湖特別，水芭蕉

特別２着，etc.
ミヤビキララ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，香取特別，土湯温泉特別，
香取特別３着，etc.

ミヤビフェラーリ（00牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�２勝��１勝�，
尾張名古屋杯３着

［孫］ ミヤビジャスパー（11牡 アドマイヤムーン）３勝，若駒Ｓ‐LR ２着，野
分特別，アルメリア賞

ミヤビリファイン（09牡 ＊ロージズインメイ）２勝，河口湖特別３着

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

427 ミヤビソーダライト２０２０ �・青鹿 ３／３０
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズミヤビソーダライト ＊ウォーエンブレム

��
��
�ミヤビハルカ黒鹿 2011 タフグレイス

＊ニアーリーズン 22b
サンデーサイレンス S4×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ヨウヨウ（02栗 マヤノトップガン）�２勝��１勝，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３
着，桜花賞（Ｄ1600）２着，フローラルＣ（Ｄ1500）
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（25）〕
オープンザウェイ（12�栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�１勝
ゴールデンアイ（13牝栗 ゴールドアリュール）��１勝�入着３回
バトルオサンナ（14牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）���７勝�４勝	
ダイシンカローリ（15牡栗 ゴールドアリュール）�２勝
イスモイルテソーロ（16牡栗 ＊ヨハネスブルグ）���６勝�６勝
ユメノタスキ（18牝栗 ディープブリランテ）��入着４回�入着５回
ベストリオン（19牡黒鹿 リオンディーズ）��出走

２代母 フィジーガール（96鹿 ＊カコイーシーズ）�３勝
ベストオーカン（05� マヤノトップガン）２勝，霊山特別（２回），潮来特別３着，

�１勝
ナカヤマナイト（08牡 ステイゴールド）６勝，中山記念‐G2，オールカマー‐G2，

共同通信杯‐G3，ディセンバーＳ‐L，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，etc.
サウスパシフィック（09牡 ステイゴールド）２勝，
８勝����，中島記念，雷

山賞，阿蘇山賞，高千穂峰賞，六角川賞，etc.
ラヴィアンフルール（10牝 ステイゴールド）出走

ネガイ（16牝 ルーラーシップ）２勝，潮来特別３着
リスペクト（17牡 エピファネイア）�２勝，開成山特別，新緑賞２着，山吹賞２着

３代母 ツバキヒメ（84鹿 マルゼンスキー）１勝
スマイルフォーミー（90牝 ＊ベリフア）�入着

カオリスマイル（96牝 ＊シャンハイ）入着２回，�７勝���
アグリフェスタ（04牝 ウイングアロー）�２勝��４勝，エーデルワイス
賞‐Jpn3 ２着，リリーＣ２着

スピニングアロー（98牡 ＊アフリート）６勝，栗東Ｓ‐L ３着，etc.，��３勝	，
サンタアニタＴ，アフター５スター賞２着

４代母 ヒルガオ（76鹿 ＊ステインテイノ）１勝
［子］ ウィニングスマイル（83牡 ＊リイフオー）９勝，スプリンターズＳ‐Jpn2，

根岸Ｓ‐Jpn3，京王杯スプリングＣ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

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

428 ヨウヨウ２０２０ 牡・鹿 ３／１７
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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズヨウヨウ ＊カコイーシーズ

��
��
�フィジーガール栗 2002 ツバキヒメ

＊ロージズデー 6a
マルゼンスキーM4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ラーナック（05 NZ鹿 Montjeu）�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（９）〕
エクスペリエンス（11牝栗 ステイゴールド）１勝
ウインレナータ（12牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，���１勝�７勝��入

着５回
カナスヌーマ（13牝鹿 マンハッタンカフェ）１勝
スマートアムール（14牝栗 ダイワメジャー）１勝
クライストチャーチ（16牡鹿 ハーツクライ）��１勝
アンフィニ（18牝鹿 ジャスタウェイ）�出走

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

429 ラーナック２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�Gardd鹿NZ 2005 Welsh Garden

10c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 リアンローズ（08栗 スターリングローズ）��４勝，京浜盃（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
プリンセスリアン（16牝栗 ネオヴァンドーム）���１勝
ピースリアン（17牡鹿 ローレルゲレイロ）���１勝
ロードオブザチェコ（18牡栗 ストロングリターン）���２勝
ニフティスマイル（19牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ヤグラシンメル（94芦 タマモクロス）３勝
クリアーヒーロー（01牡 ＊サンシャック）�２勝��１勝�２勝��
ニッシンジョンコ（03牝 マヤノトップガン）�２勝��入着６回
ヒラリーミラクル（05牝 ビッグサンデー）��２勝
サマースピード（06牡 スターリングローズ）��７勝	３勝
６勝，福山菊花賞，

福山桜花賞，金杯３着
コウエイクレスト（09牡 スターリングローズ）��５勝
ハリマヤヨサコイ（10牡 スターリングローズ）１勝，��１勝�１勝�４勝
ワタリセイユウ（13牡 スターリングローズ）��６勝�１勝

３代母 ヤグラエリナー（85鹿 ＊キングオブダービー）１勝
イブキマカラテン（90牡 シービークロス）１勝
ビッグワイルド（96牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝

４代母 スプリングホープ（71栗 ＊ダイハード）不出走
［子］ ミリオンキヤスパー（84牡 シービークロス）４勝，九州スポーツ新聞杯，

山科特別，檜山特別，etc.，種牡馬
バークレーロード（78牡 ＊フアバージ）４勝，飯坂特別，障害１勝

５代母 ミスソロナウエー（60栗 ＊ソロナウエー）２勝
［子］ タマホープ（67牡 ＊ダイハード）８勝，鳴尾記念，京都盃，菊花賞２着，etc.

メルバ（75牝 ＊フアバージ）４勝，五頭連峰特別
［孫］ メルバボーイ（87牡 ニホンピロウイナー）３勝，秩父特別，ガーベラ賞２着

メルバプリンス（83牡 ＊ラデイガ）２勝，越後特別２着，長岡特別３着
メルバテイオー（90牡 ニツポーテイオー）入着４回，新発田特別２着，�
１勝��入着２回

販売申込者・所有者： 織田 米見＝新ひだか町静内神森 �090-9758-9796
生 産 牧 場： 織田 正敏
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

430 リアンローズ２０２０ �・鹿 ５／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズリアンローズ タマモクロス

��
��
�ヤグラシンメル栗 2008 ヤグラエリナー

＊エンジアンナ 3n
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 レッドピアノ（12栗 オレハマッテルゼ）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ステイカレッジ（19牡鹿 ニホンピロアワーズ）��入着２回

２代母 レディーノパンチ（06栗 ＊フレンチデピュティ）不出走
アッチムイテホイ（15牝 サムライハート）�１勝
カラテ（16牡 トゥザグローリー）�５勝，東京新聞杯‐G3，若潮Ｓ，八丈島特別
ハリウッド（17牝 メイショウボーラー）�１勝��

３代母 レイサッシュ（96鹿 ＊パラダイスクリーク）３勝，道新スポーツ賞２着，袖ケ
浦特別３着
ルシフェリン（05牡 アグネスタキオン）２勝，伊勢特別３着，八重桜賞３着
グランドサッシュ（11牡 ハーツクライ）４勝，青嵐賞（２回），安房特別２着，グレ

イトフルＳ３着，etc.，��１勝��
タガノカムイ（12牡 ダイワメジャー）３勝，鳥栖特別２着，戸畑特別３着，五頭連

峰特別３着
タガノアシュラ（14牡 マンハッタンカフェ）２勝，すみれＳ‐OP ２着，黄菊賞

４代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
［子］ ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，etc.，

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

レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイ
ーンＳ‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.

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

ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさら
ぎ賞‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.

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

フロンティア（15牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ファルコン
Ｓ‐G3 ３着

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

431 レッドピアノ２０２０ �・栗 ２／１３
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルレッドピアノ ＊フレンチデピュティ

��
��
�レディーノパンチ栗 2012 レイサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 レオティアラ（04鹿 ＊マリエンバード）３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（12）〕
ムーンビスコッティ（10牝栗 アドマイヤムーン）入着，�１勝
クインズコイヌール（13牝鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，���１勝
ベルウッドスバル（14牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝�
トモジャック（16牡青鹿 マンハッタンカフェ）�３勝��
ダンツクルーズ（17牡栗 ネオユニヴァース）�４勝
ミストーザイ（19牝鹿 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ホマレノプリンセス（90鹿 ＊プリンスオブバーズ）３勝，日田特別，箕面特別，
英彦山特別２着，ＴＶＱ杯３着
バンダムタイクーン（96牡 ＊ラストタイクーン）２勝，栗駒特別，稲村ヶ崎特別２着，

中ノ岳特別２着（２回），石和特別３着，沓掛特別３着，etc.
ブレイクタイム（97牡 ＊デインヒル）６勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），安田記

念‐Jpn1 ２着，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２着，函館スプリントＳ
‐Jpn3 ３着，中日スポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

ブラックシルエット（98牡 ＊オジジアン）３勝，宝ケ池特別，箕面特別
レオソレイユ（02牝 ＊オペラハウス）１勝

レオアクティブ（09牡 アドマイヤムーン）４勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，京成杯オ
ータムＨ‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着，マーガレットＳ
‐LR ２着，関屋記念‐G3 ３着，etc.，種牡馬

レオフラッパー（12牝 ステイゴールド）３勝，国分寺特別３着
ハリソンバローズ（05牡 ＊タイキシャトル）１勝，吾妻小富士賞３着，�１勝�入着２回
ドリームボルト（08牡 ＊タイキシャトル）入着，��２勝�入着	

３代母 フクシヨウカマダ（79鹿 ＊コインドシルバー）１勝，	３勝
クレールシラオキ（91牝 ＊クリスタルグリツターズ）入着２回

レタセモア（98牡 ＊デュラブ）�５勝	７勝�入着��，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn3 ２着，スプリングＣ，ゴールドウィング賞，etc.

４代母 サチカマダ（68鹿 ＊ヴイミー）４勝，カーネーシヨンＣ
［孫］ キツポウシ（82牡 アローエクスプレス）６勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，吾

妻小富士賞‐OP ２着，阿武隈特別，etc.，	７勝
１勝

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

432 レオティアラ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２７
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�マリエンバード ＊マリエンバドレオティアラ ＊プリンスオブバーズ

��
��
�ホマレノプリンセス鹿 2004 フクシヨウカマダ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 レゾリューション（04栗 ＊カリズマティック）３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
アンスメーヌ（11牝栗 スペシャルウィーク）入着，�２勝�３勝�入着２回
ワンダースニュマン（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着，�３勝
カンリンポチェ（18牡鹿 ホッコータルマエ）�入着

２代母 オオシマルチア（90黒鹿 ＊クリスタルグリツターズ）４勝，稲荷特別，なでし
こ賞，野苺賞３着
スイフトティンバー（97牝 ＊ティンバーカントリー）��２勝

カシノサトラップ（10牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）入着５回，ひまわり賞‐OP
３着，�５勝�

カルストンライトオ（98牡 ＊ウォーニング）９勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，アイビ
スサマーダッシュ‐Jpn3（２回），アンドロメダＳ‐L，阪急杯‐Jpn3 ２着，バ
ーデンバーデンＣ‐L ２着，etc.，種牡馬

ナリタレインボウ（00牝 ＊アフリート）３勝
オースミイージー（08牡 ハーツクライ）４勝，ききょうＳ‐OP，橿原Ｓ

ピサノケリー（01牝 ＊デヒア）１勝，�１勝�
アインファルケ（07牝 ＊マリエンバード）入着，�３勝
ワンダーフォルテ（08牡 ＊アフリート）２勝，�	４勝�入着

３代母 オオシマスズラン（78鹿 ＊カウアイキング）７勝，京都４歳特別，４歳牝馬特
別‐OP，カトレア賞，うぐいす賞
ホクトジョージ（84牡 ＊ミルジヨージ）２勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2 ２着，山藤賞
オオシマダリア（87牝 ＊モガミ）２勝，すいれん賞２着，筑紫特別３着，洞海特別３着

オオシマパンジー（02牝 ＊スキャン）出走
メイショウマシュウ（08牡 アドマイヤマックス）６勝，根岸Ｓ‐G3，ギャ
ラクシーＳ‐LR ３着，御影Ｓ，etc.

グリーンフォルス（91牡 シンボリルドルフ）２勝，高千穂特別２着，牧園特別２着
ホーマンスピリット（95牡 ＊ワツスルタツチ）７勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，アンタ

レスＳ‐Jpn3 ２着，灘Ｓ‐OP，etc.
レインボウスズラン（96牝 ＊スキャン）３勝

カシノマスト（14牡 キャプテントゥーレ）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ３着，ひまわ
り賞‐OP，フェニックス賞‐OP ２着

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

433 レゾリューション２０２０ 牡・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeレゾリューション ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�オオシマルチア栗 2004 オオシマスズラン

＊ボニーナンシー 10b
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 レッドコルディス（14黒鹿 ハーツクライ）１勝
初仔

２代母 ＊ストライキングヴェイル（08 USA鹿 Smart Strike）GB出走
ヴレ（13牡 ハーツクライ）１勝，��５勝��入着４回
レイドバック（15牡 ハーツクライ）�１勝�１勝

３代母 ヤシュマク Yashmak（94 USA黒鹿 Danzig）GB・FR・IRE・USA４勝，フ
ラワーボ－ルＨ‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，Newbury Fillies' Trial S‐L，愛
オークス‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1 ２着，etc.
サウンドオヴネイチャー Sound of Nature（03 牡 Chester House）GB・AUS７

勝，SAJC Colin Hayes Memorial Cup‐L，ＭＶＲＣクリスタルマイル‐G2
２着，VRCMelbourne Cup Day Plate‐L ３着

フルマスト Full Mast（12 牡 Mizzen Mast）FR・USA・CAN４勝，ジャンリュク
ラガルデール賞‐G1，ラロシェット賞‐G3，ポールドムサック賞‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

４代母 スライトリーデインジャラス Slightly Dangerous（79 USA鹿 Roberto）GB
２勝，フレッドダーリングＳ‐G3，Duke of Edinburgh S‐L，英オークス‐G1
２着
［子］ ＊ウォーニング（85牡 Known Fact）GB・FR・USA８勝，クイーンエリザベ

ス二世Ｓ‐G1，サセックスＳ‐G1，クイーンアンＳ‐G2，etc.，種牡馬
＊コマンダーインチーフ（90牡 ＊ダンシングブレーヴ）GB・IRE５勝，英ダ

ービー‐G1，愛ダービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1
３着，種牡馬

デュシャントルDushyantor（93 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA５
勝，ジェフリーフリアＳ‐G2，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，
ゴールデンゲイトＨ‐G3，etc.，種牡馬

［孫］ マルティプレックスMultiplex（03 牡 ＊デインヒル）FR４勝，ラロシェッ
ト賞‐G3，P. deMontretout‐L，P. de Saint Patrick‐L，etc.，
種牡馬

メモライズMemorise（94 牡 Lyphard）GB・IRE４勝，カラＣ‐G3，ジ
ェフリーフリアＳ‐G2 ３着，Godolphin S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

434 レッドコルディス２０２０ 牡・芦 ４／ ３
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスレッドコルディス
＊ Smart Strike

��
��
�ストライキングヴェイル黒鹿 2014 Yashmak

14f
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 レッドアランダ（14青鹿 ディープインパクト）入着３回，�１勝
初仔

２代母 ＊マンダララ（97 IRE 栗 Lahib）FR１勝
マンデシャMandesha（03牝 Desert Style）GB・FR６勝，ヴェルメイユ賞‐G1，ア

スタルテ賞‐G1，オペラ賞‐G1，コリーダ賞‐G2，P. Urban Sea‐L，etc.
マンドゥールMandour（09 牡 Smart Strike）GB・FR３勝，Gala S‐L，イ

スパーン賞‐G1 ３着，ドラール賞‐G2 ２着，ギシュ賞‐G3 ３着，種牡馬
マンダリMandali（04� Sinndar）FR２勝，P. de la Porte deMadrid‐L ３着，

FR障害６勝
エグロンAiglon（05牡 Numerous）TUR１勝
ユアアイズオンリー（07牡 Dinyeper）�６勝
プルミエデマンシュ（09牡 ディープインパクト）入着２回，�２勝
レッドベルフィーユ（10牝 アグネスタキオン）入着２回

レッドサイオン（16� ロードカナロア）�４勝，春興Ｓ，ｔｖｋ賞，スピカＳ
３着，アメジストＳ３着

レッドシェリール（11牝 ゼンノロブロイ）２勝
レッドアルマーダ（16� ロードカナロア）�３勝，ＨＴＢ賞，国分寺特別，二

王子特別
レッドマジュール（12牝 ディープインパクト）３勝，新発田城特別２着，彦星賞２着

３代母 マディリヤMadiriya（87 IRE 栗 Diesis）GB・FR４勝，Galtres S‐L
マンディラクMandilak（94 牡 El Gran Senor）GB・FR・ITY８勝，P. di Lomb

ardia‐L，P. Ambrosiano‐L，エリントン賞‐G2 ３着
マンダールManndar（96 牡 Doyoun）GB・FR・USA４勝，ＷＲターフクラシッ

ク‐G1，マンハッタンＨ‐G1，Fairway S‐L，etc.，種牡馬
マンダラMandara（03牝 Mark of Esteem）IRE１勝

トゥザマナーボーン To the Manor Born（10牝 Royal Kingdom）IND４勝，
Eve Champion Trophy‐LR，C.N. Wadia Gold Cup‐L ２着，
Eclipse S of India‐L ２着

マリディイナMaridiyna（05牝 Sinndar）不出走
セイントスティーヴン Saint Steven（13� Art Connoisseur）�ITY９勝，

Criterium dell'Immacolata‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

435 レッドアランダ２０２０ 牡・青鹿 ４／ ４
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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレッドアランダ
＊ Lahib

��
��
�マンダララ青鹿 2014 Madiriya

9c
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 レッドマーキュリー（09鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（12）〕
シエラミノル（15牝鹿 ＊シニスターミニスター）�５勝
レオクリスタル（16牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��７勝
コパノマーキュリー（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�３勝，姫路Ｓ（Ｄ1400）２着，

麦秋Ｓ（Ｄ1400）３着
キングオブケリー（19牡鹿 メイショウサムソン）�未出走

２代母 ソロシンガー（93鹿 ＊リヴリア）４勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，青函Ｓ
‐OP，カーネーションＣ‐OP，オーシャンＳ‐OP ３着，淀短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
ラントゥザフリーズ（00牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，共同通信杯‐Jpn3，サウジ

アラビアＲＣ‐L ２着，欅Ｓ‐L ３着，皐月賞‐Jpn1 ４着，大沼Ｓ‐OP ２着，etc.，
�１勝��

エンドレスロード（01牡 ＊スピニングワールド）入着３回，�１勝
ベストマインド（02牡 ＊エリシオ）２勝，さざんかＳ‐OP ３着，つわぶき賞３着
ワイルドエキサイト（05牝 ダンスインザダーク）入着６回

タガノバスター（10牡 ＊グラスワンダー）１勝
タガノヤグラ（14牡 カンパニー）１勝

フェバリットガール（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ライペンミノル（13牡 ＊ハービンジャー）１勝
レディバグ（18牝 ホッコータルマエ）�２勝，ヒヤシンスＳ‐L ３着，青竜Ｓ‐OP

２着，端午Ｓ‐OP ２着，日野特別，�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着
ジャックオンリバー（12牡 ＊トワイニング）�１勝�

３代母 ミストモカゼ（81鹿 ＊ボールドラツド）入着３回
メイトウサクラ（88牝 ＊ミルフオード）１勝，アネモネＳ‐OP ３着，すみれＳ‐OP

３着，野苺賞３着
シャジャート（92牡 ビゼンニシキ）３勝，咲花特別

４代母 シミズトモカゼ（74鹿 ＊ロムルス）１勝，��10 勝，北海優駿２着

５代母 ギンスギ（70鹿 ＊ミンシオ）１勝
［孫］ ナイトウィン（90牝 ゴールドレツト）�	11 勝，ゴールデンＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

436 レッドマーキュリー２０２０ �・青鹿 ３／３０
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジレッドマーキュリー ＊リヴリア

��
��
�ソロシンガー鹿 2009 ミストモカゼ

＊ミスパロー 5f
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 レーヴマイハート（13鹿 ＊ハービンジャー）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ポムパラム（19牝栗 タイムパラドックス）�地方未出走

２代母 レディベローナ（96鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ケイアイベローナ（03牝 ＊クロフネ）出走

クインズストーム（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，長良川特別，瓢湖特別２着
クインズサターン（13牡 ＊パイロ）５勝，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3 ２

着，根岸Ｓ‐G3 ３着，平安Ｓ‐G3 ３着，アンタレスＳ‐G3 ３着，etc.，
��５勝��入着２回

ケイアイロベージ（18� ＊ヘニーヒューズ）�２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着
ルシャンベルタン（08牡 キングカメハメハ）３勝，三陸特別，銚子特別３着
マイネエポナ（09牝 キングカメハメハ）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着，アネモネＳ

‐LR ２着
ゴールドメイン（10牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，開成山特別，グッドラッ

クＨ２着，わらび賞２着，潮来特別３着
ホワイトエレガンス（12牝 ＊クロフネ）３勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，藻岩山特別

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.

販売申込者・所有者： エクワインエンジニアリング＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-4407
生 産 牧 場： 静内酒井牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

437 レーヴマイハート２０２０ 牡・栗 ２／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlレーヴマイハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディベローナ鹿 2013 ＊シンコウラブリイ

4d
Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 リブレドバンク（12鹿 ネオユニヴァース）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
マウコウカミ（18牝黒鹿 タイムパラドックス）���１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

レディービスティー（05牝 フジキセキ）２勝，岡崎特別３着

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

438 リブレドバンク２０２０ 牡・鹿 ４／１５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスリブレドバンク ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴィクトリーバンク鹿 2012 ＊ライトバンク

2u
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ロマンチックキス（16黒鹿 ルーラーシップ）出走
初仔

２代母 スターリーロマンス（98栗 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西
日本スポーツ杯３着
ファイブスター（05牝 ＊クロフネ）３勝，知床特別２着，宗谷特別３着，十勝岳特別

３着，北洋特別３着
スマートシャヒーン（14牡 ＊タイキシャトル）２勝，マカオＪクラブＴ，勝浦特

別３着
ダノングリスター（16� ロードカナロア）�３勝，矢作川特別，夏至Ｓ３着

クリスティロマンス（07牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，夕月特別２着，都井岬特別
２着，太宰府特別３着，矢車賞３着

ダノンミル（08� ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分特別
２着，釜山Ｓ３着，�１勝�４勝��，如月賞３着，etc.

ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日経Ｏ
Ｐ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，白百合Ｓ‐OP，垂水Ｓ，etc.

シュバルツリッター（15� ＊ノヴェリスト）１勝，���入着２回

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

439 ロマンチックキス２０２０ 牡・黒鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーダノンシャンティ
＊ Mark of Esteem

��
��
�シャンソネット黒鹿 2007 Glorious Song

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴロマンチックキス ＊サンデーサイレンス

��
��
�スターリーロマンス黒鹿 2016 ＊ミルレーサー

22d
サンデーサイレンス S3×M3 ミルレーサーS3×M3 Halo S4×S4×M4

価格： 購買者：



母 ワイルドゲッツ（09栗 ＊ワイルドラッシュ）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
エクスパートラン（15牡青鹿 ステイゴールド）�４勝，オークランドＲＣＴ
（Ｄ1800），灘Ｓ（Ｄ2000）２着，フィリピンＴ（Ｄ1800）２着

ワイルドタッチ（16牝栗 ハーツクライ）入着，��出走��１勝

２代母 ゲラウトマイウエイ（04鹿 ＊スキャターザゴールド）入着３回
ホワイトウィングス（14牝 フサイチリシャール）��４勝��４勝，古伊万里賞，

佐賀オータムスプリント３着

３代母 ＊ムヒバー（92 USA鹿 Dayjur）IRE 入着５回

４代母 ユーロバード Eurobird（84 IRE 栗 Ela‐Mana‐Mou）GB・FR・IRE４勝，愛
セントレジャー‐G1，ブランドフォードＳ‐G2，Phoenix Oaks Trial‐L，愛
オークス‐G1 ３着，愛セントレジャー‐G1 ３着，etc.
［子］ ユーロストーム Eurostorm（90牝 Storm Bird）IRE・USA４勝，Bro

wnstown Stud S‐L，Diamond S‐L，Locust Grove H‐L ２
着，etc.

ボーモア Bowmore（99� ＊デザートキング）IRE２勝，Oyster S‐L，
Challenge S‐L ３着，Ballyroan S‐L ３着，IRE障害１勝

ウィングイクスプレスWing Express（04 牡 Montjeu）GB・FR・AUS
２勝，Bahrain Trophy‐L ２着

ゴールデンキャットGolden Cat（95 牝 Storm Cat）IRE１勝，Mitsu
bishi Diamond Vision S‐L ３着

ガーデンソサイエティGarden Society（97� Caerleon）GB７勝，C
hester S‐L ３着

［孫］ パウンスト Pounced（07牡 Rahy）GB・FR・USA２勝，ＢＣジュヴェ
ナイルターフ‐G2，ジャンリュクラガルデール賞‐G1 ２着，種牡馬

ビッグバウンド Big Bound（06牡 Grand Slam）GB・FR・UAE・SAU
７勝，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ２着，Fairway S
‐L ３着

パンパスキャット Pampas Cat（05 牡 Seeking the Gold）GB２勝，
Fairway S‐L ２着，チェスターヴァーズ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲キヨタケ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-6777
生 産 牧 場： ㈲キヨタケ牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

440 ワイルドゲッツ２０２０ �・鹿 ４／３０
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkワイルドゲッツ ＊スキャターザゴールド

��
��
�ゲラウトマイウエイ栗 2009 ＊ムヒバー

8c
Mr. Prospector S4×M4 Classy 'n Smart S4×M5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 ワンメイク（06黒鹿 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－２（６）〕
ギンザプレスト（11牝黒鹿 ＊ケイムホーム）入着，��３勝
グランマーロン（12牝栗 ＊バゴ）�３勝
シキシマ（15牡鹿 ショウナンカンプ）１勝，���入着２回
ニシノカシン（18牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）入着，���出走

２代母 メイクアスメリー（94鹿 Easy Goer）１勝
レストオブセール（98牡 ＊エルハーブ）３勝，成田特別３着，�１勝
サンエリシオ（99牡 ＊エリシオ）�６勝
クインズパール（00牝 ＊サンダーガルチ）�２勝�２勝�入着��
セレスコクオー（05牡 マンハッタンカフェ）２勝
アンダルシア（07牝 ＊アルカセット）出走

スマートプラネット（12牝 ＊ファルブラヴ）３勝，高尾特別，サフラン賞，三鷹
特別３着

キングフォルテ（15	 サムライハート）２勝，鳥取特別２着
アマクサハイヤ（09牡 ＊ルールオブロー）障害１勝，�２勝

３代母 ＊ダジルミージョリエ（88 USA鹿 Carr de Naskra）USA７勝，レアパフュー
ムＳ‐G2，Blue Sparkler S，Dearly Precious S，Candy Eclair S，S
ome for All S，etc.
プリストマジック（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，勝浦特別，御宿特別２着，

ＳＴＶ賞３着，etc.
マルブツエルハーブ（96牡 ＊エルハーブ）３勝，小名浜特別，障害１勝，京都ハイジ

ャンプ‐JG2 ３着
アッミラーレ（97牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，春待月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP，みちの

くＳ，etc.，種牡馬
ケイアイカルディナ（03牡 ＊フォーティナイナー）１勝，
７勝���入着３回�，

スプリント，オータムスプリントＣ２着，サマーＣ３着

４代母 モーグリットMawgrit（78 USA鹿 Hoist the Flag）USA１勝
［孫］ レアーピック Rare Pick（88 牝 Rare Brick）USA３勝，フェアグラウン

ズオークス‐G3

販売申込者・所有者： ㈲大柳ファーム＝浦河町上向別 �0146-22-0617
生 産 牧 場： ㈲大柳ファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

441 ワンメイク２０２０ 牡・黒鹿 ４／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーワンメイク Easy Goer

��
��
�メイクアスメリー黒鹿 2006 ＊ダジルミージョリエ

9c
Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アースグリーン（08 USA栗 Street Cry）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（11）〕
リスペクトアース（13牡黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都

２歳Ｓ‐G3 ２着，ＢＳイレブン賞（Ｄ1400）２着，清里特別（Ｄ1400）２着
ヤマノブロンコ（14牡栗 ネオユニヴァース）入着，��７勝
ピオレドール（15牡鹿 ディープブリランテ）１勝，���４勝
ピスターシュドール（18牝栗 オルフェーヴル）��入着３回��

２代母 ソヴトゥール Sauveteur（03 USA鹿 GoneWest）USA出走
＊ジョーサーヴ（10牡 Dixie Union）��１勝

３代母 ブラキッシュBrackish（83 USA鹿 Alleged）USA１勝
ヴァルセプールモワ Valses Pour Moi（88 牝 Gate Dancer）FR・USA５勝，P.

Caravelle‐L，G.P. Inter‐Regional des 3ans‐L ２着
メルズクMerzouk（89牡 Theatrical）FR・ITY２勝，P. Frederic de Lagrange

‐L，伊ダービー‐G1 ２着，種牡馬
パシフィックウェスト Pacific West（90� GoneWest）USA11 勝，Marfa H

‐L，Phoenix S‐L ２着
ウインドリヴァーWind River（96 牝 Storm Cat）USA２勝

ノットタワサガNottawasaga（03牝 Deputy Minister）USA・CAN４勝，カ
ーディナルＨ‐G3 ３着，River Memories S‐L ３着

スプリングウォーター SpringWater（10 牝 Spring At Last）USA１勝
アレキサンドリア Alexandria（18 牝 Constitution）�USA５勝，Best o
f Ohio Queen City Oaks‐R，JohnW. Galbreath S‐R，Best of O
hio Miss Ohio S‐R，etc.

ジェニーレイク Jenny Lake（98牝 Danzig）USA２勝
アンデルナ Andeluna（08牝 Mineshaft）PER７勝，セサルＡデルリオ賞‐G3 ２着
ラヴインザデザート Love In The Desert（11 牝 Lemon Drop Kid）GB・U

SA１勝，Empress S‐L ３着
ブラックルーンBrackloon（02牝 Woodman）不出走

アトランティックオーク Atlantic Oak（07牝 Singspiel）SAF６勝，ジェラル
ドローゼンバーグＳ‐G2 ３着，Spook Express H‐L ２着

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

442 アースグリーン２０２０ 牡・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊

ストリートクライ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Street Cry Helen Streetアースグリーン ソヴトゥール GoneWest

��
��
�Sauveteur栗USA 2008 Brackish

4m
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ラタンペットロゼ（11鹿 ＊ストーミングホーム）�６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ロナウド（17牡鹿 ワールドエース）��出走�１勝
メイショウクラーク（18牡黒鹿 キズナ）�出走
シップウドトウ（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ＊ピンクタートル（88 USA栗 Blushing Groom）FR・USA４勝，P. Madam
e Jean Couturie‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，プシュケ賞‐G3 ２着，P. de l
a Pepiniere‐L ２着，ノネット賞‐G3 ３着，etc.

＊ピノシェット（95牝 Storm Cat）GB・USA１勝
カフェピノコ（00牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
タマノブリュネット（12牝 ディープスカイ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，
麒麟山特別，etc.，��２勝，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃
‐Jpn3 ３着，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ４着

スピリタス（05� タニノギムレット）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，小倉日経
ＯＰ‐LR ２着，ＮＳＴ賞‐L ２着，都大路Ｓ‐L ２着，米子Ｓ‐L ２着，etc.

ロードウエスト（96牡 GoneWest）３勝，犬吠埼特別，矢作川特別２着，うぐいす
賞２着，初霜特別３着，�１勝�

レディパステル（98牝 ＊トニービン）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，
中山牝馬Ｓ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

＊ロードロックスター（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，
はなみずき賞，朱雀Ｓ２着，木津川特別２着，九州スポーツ杯２着，etc.

ロードアクレイム（09牡 ディープインパクト）２勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，夏
木立賞

ヴァンダライズ（07牡 ダンスインザダーク）４勝，睦月賞，金倉山特別，陸奥湾特
別２着，セントポーリア賞２着，障害２勝

ポップアイコン（09牝 ダイワメジャー）３勝，鳥取特別２着，ＴＶＱ杯２着

３代母 タートルコーヴTurtle Cove（70 USA黒鹿 Dr. Fager）USA３勝
グレイトネックGreat Neck（76牡 Tentam）USA10 勝，カナディアンインターナ

ショナルＣｈ．‐G1，ボーリンググリーンＨ‐G2，バーナードバルークＨ‐G3，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
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

443 ラタンペットロゼ２０２０ 牡・栗 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meラタンペットロゼ
＊ Blushing Groom

��
��
�ピンクタートル鹿 2011 Turtle Cove

1l
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 リヴァプール（02鹿 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グ
リーンＳ（芝 2400），金峰山特別（芝 2000），金山特別（芝 2500），サフラン賞
（芝 1400），etc.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－５（７），地方－３（10）〕
ケイアイジーニアス（09牡鹿 キングカメハメハ）１勝，�１勝�
アースザスリー（10牝鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別（芝 1800），秩父特

別（芝 2000）３着，野島崎特別（芝 1800）３着，三春駒特別（芝 2000）３着
クインズチャイルド（11牡鹿 キングカメハメハ）１勝
ニーマルキング（12牡鹿 キングカメハメハ）１勝，��１勝・６勝
リュウグウヒメ（16牝鹿 ルーラーシップ）�１勝
ノーブルプリンセス（17牝鹿 ルーラーシップ）入着，���出走�２勝
シュンガイト（18牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走

２代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，

�	１勝
プロミストーク（98牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，朝日杯フューチュ
リティＳ‐Jpn1 ５着，コスモス賞‐OP ３着，etc.

エターナルシャイン（99牝 ＊ノーザンテースト）出走
シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別

マイネルプロメッサ（03牡 スペシャルウィーク）１勝
エルヴィス（04牡 スペシャルウィーク）１勝
ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝��入着２回，北上

川大賞典２着

３代母 ヤングサリー（79栗 ＊リマンド）１勝

４代母 イコマエイカン（67鹿 Sallymount）１勝
［子］ アグネスレデイー（76牝 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝

日ＣｈＣ，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

444 リヴァプール２０２０ 牡・栗 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイリヴァプール トウシヨウボーイ

��
��
�マークプロミス鹿 2002 ヤングサリー

＊ヘザーランズ 1l
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ワタシダイナマイト（12栗 ＊スニッツェル）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
イレギュラー（19牡鹿 シルバーステート）�出走

２代母 ステキプレゼント（99青鹿 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦
特別２着，驀進特別２着，疾風特別２着，etc.
ツヨイコ（08牝 タイムパラドックス）�２勝�１勝
ステキトワイライト（10牝 サクラバクシンオー）１勝
クラシックマーク（11牝 ＊アグネスデジタル）１勝，障害１勝
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着
ヒットパレード（17牝 ニホンピロアワーズ）��１勝

３代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝

マルタカスティーヴ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）�４勝，黒潮皐月賞２着，
黒潮ダービー３着

メガクラム（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走
エッフェル（10牡 オレハマッテルゼ）１勝，�３勝，錦江湾賞，如月賞，御船

山賞２着，etc.
アナタゴノミ（01牝 ＊デヒア）入着２回

サアドウゾ（06牝 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別，飛翔特別，熊本城特
別２着

オマワリサン（08牡 リンカーン）４勝，千里山特別，赤倉特別，浄土平特別，etc.，
�１勝

カゼニタツライオン（10牡 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR ２着，�１勝，
大分川賞

ワラッチャオ（12牝 ハーツクライ）１勝，閃光特別２着

４代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
［子］ フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ

‐Jpn3 ３着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.
［曾孫］ トーセンシルエット（11牝 トーセンダンス）２勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

445 ワタシダイナマイト２０２０ 牡・栗 ５／ ３
＊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

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassワタシダイナマイト ジェニュイン

��
��
�ステキプレゼント栗 2012 アララットサン

＊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 Storm Bird S5×M5

価格： 購買者：



母 アイカギ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－４（13）〕
コスモキーマン（12牡鹿 ＊タイキシャトル）２勝，�１勝
ヒロノフェロー（13牡鹿 キングヘイロー）１勝，�７勝�
メーターブリック（14牡鹿 ディープスカイ）�１勝��１勝�入着
メイショウクライム（16�鹿 ＊ケープブランコ）１勝
メイショウホルダー（17牡鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
クールガジェット（18牡鹿 ＊マクフィ）���未出走�３勝

２代母 イシノアパトゥーラ（01鹿 ＊ウォーニング）１勝
ハンナリト（07牝 ネオユニヴァース）出走

ガーニーフラップ（13牡 ＊タイキシャトル）��６勝，クラウンＣ，東京湾Ｃ２着
メイショウランセツ（16牡 ＊ダンカーク）�１勝

トウケイロベルト（09牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝�

３代母 リヴァーガール（91鹿 ＊リヴリア）１勝
テイエムオーシャン（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞

‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝
テイエムオペラドン（09牡 テイエムオペラオー）１勝，障害３勝，京都ハイジ

ャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
テイエムハヤブサ（02牡 ＊ピルサドスキー）２勝，熱田特別，こけもも賞２着

４代母 エルプス（82栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞‐Jpn1，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優３牝
［子］ イーエルブロッサム（98牝 ＊ラストタイクーン）１勝，相川特別３着

５代母 ホクエイリボン（73栗 ＊イーグル）不出走
［子］ フジイーグル（81牝 ＊マグニテユード）１勝，日吉特別，五頭連峰特別３

着，	���13 勝
［孫］ メイショウテゾロ（92牡 ＊アサティス）３勝，シンザン記念‐Jpn3，マイ

ルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，千両賞

販売申込者・所有者： 川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735
生 産 牧 場： 川越ファーム
飼 養 者： 川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735

446 アイカギ２０２０ �・鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodアイカギ ＊ウォーニング

��
��
�イシノアパトゥーラ鹿 2008 リヴァーガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ヴァルホーリング（02 GB栗 Halling）ITY３勝
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－８（42）〕
サルサデラルス（07牡鹿 Kingsalsa）�２勝�
ウインイマジン（08牡栗 ＊ファンタスティックライト）１勝，�１勝��
エメラルフジ（09牡黒鹿 フジキセキ）�１勝
ヒロノプリンス（10牡鹿 ＊ファンタスティックライト）３勝，富里特別（芝 1800），美濃

特別（芝 2000），北野特別（芝 2000）２着，境港特別（芝 2200）３着，恋路ケ浜特別
（芝 2000）３着，許波多特別（芝 2200）３着，猪名川特別（芝 1800）３着，シンガポー
ルターフクラブ賞（芝 2000）３着，�２勝�１勝���，ＯＲＯＣ（芝 1700）３着

ユーセイイメルダー（11牝栗 フジキセキ）�６勝
コモンブレイク（12牡鹿 ＊ブレイクランアウト）�１勝�６勝�１勝��５勝
マキシマムブレイク（13牡栗 ＊ブレイクランアウト）�６勝��７勝
ジャッジオブナイツ（16牡青鹿 エイシンフラッシュ）�２勝�１勝
レベンディス（17	栗 エピファネイア）
１勝
シゲルソウサイ（18牡鹿 エピファネイア）
２勝
マウコノミタマ（19牡黒鹿 エイシンフラッシュ）
��入着

２代母 ウォランティアプライドWarranty Applied（86 USA栗 Monteverdi）USA
６勝，Life's Magic S，Salem County S，Harbor Place S‐L ２着，ボ
イリングスプリングズＨ‐G3 ３着
アワゴールデンプロミスOur Golden Promise（93 牝 ＊アフリート）USA５勝，

Bangles and Beads S３着
＊ティルザリヴァーランズドライ（94牝 Irish River）USA１勝

テストザウォーターズ Test theWaters（99 牝 Chequer）USA４勝，Calif
ornia Cup Distance H‐R，Solana Beach H‐R ２着，Hermosa Be
ach H３着

＊エイシンプレストン（97牡 Green Dancer）７勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，毎日王冠
‐G2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，HKG３勝，香港Ｑエリザベス二世
Ｃ‐G1（２回），香港マイル‐G1，優２牡，種牡馬

３代母 インプライドウォランティ ImpliedWarranty（79 USA栗 Blood Royal）
不出走

販売申込者・所有者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616
生 産 牧 場： ㈱オリオンファーム
飼 養 者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616

447 ヴァルホーリング２０２０ �・鹿 ３／ ７
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊

ハリング Diesis

�
�
�
�
�

��
��

�Halling Dance Machineヴァルホーリング ウォランティアプライド Monteverdi

��
��
�Warranty Applied栗GB 2002 ImpliedWarranty

3
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴァリアントレディ（05青鹿 ＊ウォーエンブレム）２勝，土湯温泉特別（芝 1200），
檜原湖特別（芝 2000）３着，対馬特別（芝 1700）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
タカイチブラック（13牝黒鹿 ゼンノロブロイ）�２勝��
ブレイブウォリアー（14牡青鹿 ゴールドアリュール）入着２回，���４勝�入着
ゴルトグルーベ（15�青鹿 ゴールドアリュール）��未出走�３勝
キセキパレス（17�鹿 ＊キンシャサノキセキ）��入着３回
タイフォン（18牡青鹿 フェノーメノ）�１勝
ライトウェイ（19牡黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊ランバダレディ（90 USA鹿 Seattle Slew）USA１勝
＊ワイルドダンシング（94牝 Wild Again）USA出走

＊ウォーターバロン（01牡 ＊ヘネシー）４勝，赤穂特別，鎌倉Ｓ２着，高瀬川Ｓ２
着，伊丹特別２着

タッチマイソウルTouch My Soul（95 牝 Miswaki）USA３勝
リトルレッドロケット Little Red Rocket（01 牡 Explosive Red）USA８勝，

Anderson Fowler S２着，Kindergarten H３着
ダンスノワール（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，江差特別，ローズマリー賞３着

タイセイシュバリエ（09牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，コーラ
ルＳ‐L ３着，銀嶺Ｓ，大阪スポーツ杯２着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ
‐Jpn2 ２着

レアパール（99牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，ミモザ賞
タウレプトン（08牡 ハーツクライ）２勝，八甲田山特別

ライアメロディー（03牝 アドマイヤベガ）出走
タガノアザガル（12牡 ＊バゴ）３勝，ファルコンＳ‐G3，万両賞，水無月Ｓ３着

３代母 ボーンナレイディ Born a Lady（81 USA鹿 Tentam）USA４勝，Pearl N
ecklace S‐R，DropMe A Note S‐R ２着
アロータウン Arrowtown（88牡 Mr. Prospector）USA７勝，Skip Trial S，

Richard Stockton S，トルーノースＨ‐G2 ２着（２回），etc.
＊レディボナンザ（95牝 Seeking the Gold）４勝，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，クリス

マスＳ‐OP，卯月Ｓ‐OP ２着，etc.

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

448 ヴァリアントレディ２０２０ 牡・鹿 ２／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ステイゴールド

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

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyヴァリアントレディ
＊ Seattle Slew

��
��
�ランバダレディ青鹿 2005 Born a Lady

2d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヴェレーナ（13栗 ＊アルデバランⅡ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キャトルレーヴ（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��１勝

２代母 ビッグマリーン（01黒鹿 フジキセキ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，りんどう賞２着
ロイヤルデジタル（06牡 ＊アグネスデジタル）��３勝
マストバイアイテム（07牝 ＊アフリート）３勝

ヨハン（16牡 ＊ヨハネスブルグ）�４勝，ＴＶ静岡賞，カトレア賞３着
ノーリス（18牡 ＊アジアエクスプレス）�１勝

サンライズポパイ（08牡 サクラバクシンオー）２勝，伏拝特別，中京スポニチ賞２
着，喜多方特別２着，五色沼特別２着

サンライズカラー（09牡 キングカメハメハ）２勝
マリーンジャングル（10牝 ジャングルポケット）�２勝
サンライズセナ（15牡 ＊カジノドライヴ）�３勝，日進特別，花園Ｓ２着，花のみち

Ｓ３着，リボン賞３着
ビッグブルー（16牡 ＊タートルボウル）�１勝

３代母 ドラゴンマリーン（96鹿 ＊リアルシヤダイ）２勝，黄菊賞，りんどう賞２着
ティキマハロ（07牡 ＊バゴ）１勝，小倉城特別２着，岩船特別３着，白藤賞３着，�１勝

４代母 ＊パーフェクトポイント（82 USA鹿 Nijinsky）USA８勝，Rumson H‐L，
Susquehanna H，ダイアナＨ‐G2 ２着，クイーンシャーロットＨ‐G2 ３着，
ニューヨークＨ‐G2 ３着，etc.

５代母 チャームスクールCharm School（70 USA栗 Dr. Fager）不出走
［孫］ パースエイシヴ Persuasive（88 牝 EndsWell）USA11 勝，Rosenna S

３着
［曾孫］ ジーナコーズ Zina Cause（00� Cause for Pause）USA８勝，Inau

gural H
ドライヴジアヴェニューDrive the Avenue（94� Avenue of Flags）
USA・CAN17勝，Ky Alta S２着

ベンデルボネット Bendel Bonnet（91 牝 Fred Astaire）USA６勝，B
ayou H‐L ３着

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

449 ヴェレーナ２０２０ �・鹿 １／１８

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アルデバランⅡ Chimes of Freedomヴェレーナ フジキセキ

��
��
�ビッグマリーン栗 2013 ドラゴンマリーン

＊パーフェクトポイント 1l
Mr. Prospector M3×S5 Halo S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ウエスタンベッラ（08鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ウエスタンレオーネ（12牡青鹿 ＊バゴ）入着，�３勝
ウエスタンマリーヤ（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着３回，�３勝
ウエスタンプラチナ（18牝栗 ＊ダンカーク）�出走
ゼンコウテイ（19牡鹿 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ＊ウエスタンベッキー（95 USA黒鹿 Kris S.）１勝
マイネルヴェステン（03牡 アドマイヤベガ）１勝，障害１勝
ウエスタンブラボー（07牡 ゼンノロブロイ）１勝，�２勝�１勝�１勝���

３代母 メアリ－ズスピリットMary's Spirit（89 USA芦 Mr. Prospector）USA１勝
レイディクルエラ Lady Cruella（96 牝 Capote）USA４勝

リアズシークレット Leah's Secret（03 牝 Tiger Ridge）USA９勝，トップフ
ライトＨ‐G2，チルッキＳ‐G2，レイヴンランＳ‐G2，etc.
ニコデムスNicodemus（15牡 Candy Ride）�USA３勝，ウェストチェ
スターＳ‐G3，トボガンＳ‐G3 ２着，Curlin S‐R ２着

コールドブラッデドCold Blooded（04牝 Tiger Ridge）不出走
アイアンロブ Iron Rob（13� Twirling Candy）�USA12 勝，San Ped
ro S‐L，Baffle S

タイガービーチ Tigerbeach（15� Treasure Beach）�USA・CAN７勝，
Victoria S‐L ３着

ドニーズシークレットDonnie's Secret（05 牝 Tiger Ridge）USA３勝
ソーコンフレイテド So Conflated（14� ＊エスケンデレヤ）�USA３勝，
California Derby‐L

ベアータフガイ Bear Tough Guy（07牡 Roar of the Tiger）CAN２勝，グ
レイＳ‐G3

＊モルフェデスペクタ（98牡 ＊デヒア）４勝，駿風Ｓ‐L ２着，バーデンバーデンＣ
‐OP，福島民報杯‐OP ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

450 ウエスタンベッラ２０２０ �・黒鹿 ５／１４
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスウエスタンベッラ
＊ Kris S.

��
��
�ウエスタンベッキー鹿 2008 Mary's Spirit

22d
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ウイングフリオーソ（14鹿 フリオーソ）入着，��１勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
エムリエール（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 アルファルド（01青鹿 ＊エルコンドルパサー）入着，�２勝��
アルファトリス（11牝 メイショウサムソン）�１勝	１勝
アルランピード（12牡 キングヘイロー）入着，�７勝
タノムヨシャチョウ（15牡 ＊ハードスパン）��７勝

３代母 スターアルファ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，播磨特別，木古内特別，
ドンカスターＳ２着，八雲特別３着，湯浜特別３着
ローカス（98牝 ＊トニービン）３勝，北摂特別３着

サーモピレー（11牡 ＊クロフネ）�２勝��２勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，
東京湾Ｃ，クラウンＣ２着，etc.

ジュラナスリング（00牡 ＊トニービン）３勝，富嶽賞２着，初霜特別２着，障害１勝
プレシャスベガ（11牝 キングカメハメハ）入着，�２勝�入着，クイーンＣ２着
タガノレグルス（12牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，若戸大橋特別３着

４代母 ＊アンテイツクヴアリユー（79 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ ベガ（90牝 ＊トニービン）４勝，オークス‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，エリザ

ベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.，優３牝
マックロウ（97牡 ＊トニービン）３勝，京都記念‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2
２着，天皇賞（春）‐Jpn1 ４着，etc.，種牡馬

［孫］ アドマイヤドン（99牡 ＊ティンバーカントリー）５勝，朝日杯フューチュ
リティＳ‐Jpn1，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，
２勝��３勝，Ｊ
ＢＣクラシック‐Jpn1（３回），etc.，優２牡，優ダート（2回），ＤＧ優
秀（2回），種牡馬

アドマイヤベガ（96牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー‐Jpn1，
京都新聞杯‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

アドマイヤボス（97牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念
‐Jpn2，産経大阪杯‐Jpn2 ３着，有馬記念‐Jpn1 ５着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲杵臼斉藤牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1660
生 産 牧 場： ㈲杵臼斉藤牧場
飼 養 者： ㈲杵臼斉藤牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1660

451 ウイングフリオーソ２０２０ �・黒鹿 ３／３０

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�フリオーソ ＊ファーザウイングフリオーソ ＊エルコンドルパサー

��
��
�アルファルド鹿 2014 スターアルファ

＊アンテイツクヴアリユー 9f
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ヴァレッタスカイ（14黒鹿 マンハッタンスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
テイエムヴァスター（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）��出走
ストレートドリーム（19牝鹿 トランセンド）�地方未出走

２代母 ヒシシャトル（05鹿 ＊ボストンハーバー）１勝
ラヴピース（11牝 ＊マイネルラヴ）�３勝
フセノダイヤ（12牝 ヴァーミリアン）�２勝
エムティホタル（13� ヴァーミリアン）�３勝�３勝
エースロッカー（15� スクリーンヒーロー）２勝
アサミン（16牝 グランプリボス）入着，��２勝�１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，Preis von Koln‐L ２着，P. Lovelace‐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： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

452 ヴァレッタスカイの２０２０ �・黒鹿 ４／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンスカイ ＊デックヴァレッタスカイ ＊ボストンハーバー

��
��
�ヒシシャトル黒鹿 2014 ＊ヒシレイホウ

7f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アートアロング（10栗 アドマイヤムーン）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ダブルアロング（17牡芦 ＊クロフネ）��１勝

２代母 ＊アーミールージュ（99 USA鹿 Miswaki）FR・USA１勝
マリアージュ（05牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，初茜賞２着

３代母 オールアロング All Along（79 FR鹿 ＊ターゴワイス）入着，GB・FR・USA９勝，
ロスマンズインターナショナル‐G1，凱旋門賞‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，ターフ
クラシックＳ‐G1，ワシントンＤＣ国際‐G1，モーリスドニュイユ賞‐G2，etc.

＊アロングオール（86牡 Mill Reef）FR２勝，グレフュール賞‐G2，シェーヌ賞‐G3，
仏グランクリテリヨム‐G1 ２着，種牡馬

アレレブルーAllez les Bleus（87 牝 Kris）FR出走
ゴールデンアレGolden Allez（96� Shirley Heights）ITY３勝，P. Bottice

lli‐L ２着
オールダンシングAll Dancing（88牝 ＊ダンシングブレーヴ）FR出走

アソロ Asolo（94 牡 Surumu）FR・GER・UAE２勝，ロイヤルオーク賞‐G1
３着，ゲルリンク賞‐G2 ２着，独セントレジャー‐G2 ２着，etc.，FR障
害２勝，種牡馬

アルトゥアArutua（93牝 Riverman）不出走
プラトー Plato（97 牡 Lure）IRE・USA３勝，ベルモントレキシントンＳ‐G3

２着，種牡馬
＊ジュリエット（00牝 Sadler's Wells）GB・IRE・USA２勝，Give Thanks S

‐L，Noblesse S‐L ２着，Finale S‐L ３着
アルナキュール Arnaqueur（95 牡 Miswaki）FR３勝，P. Lord Seymour‐L，エ

ドゥヴィル賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬
アメリカンアドヴェンチャーAmerican Adventure（00 牝 Miswaki）FR入着４回

アドヴェンチャーシーカー Adventure Seeker（08 牝 Bering）FR・CAN２勝，
P. de Liancourt‐L，クレオパトル賞‐G3 ２着，P. Finlande‐L
３着

アロングアゲイン Along Again（11 牝 Elusive City）GB１勝，プリンセスマ
ーガレットＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

453 アートアロング２０２０ �・栗 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアートアロング
＊ Miswaki

��
��
�アーミールージュ栗 2010 All Along

1d
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 アイスカチャン（11芦 ゴールドヘイロー）�１勝�１勝��８勝，あやめ賞
（Ｄ1400），九州ジュニアＣｈ（Ｄ1750）３着
初仔

２代母 プランタンシャルム（96芦 ＊ノーザンテースト）入着２回
モエレギャラクシー（03牡 ＊マジックマイルズ）�３勝�入着��
モエレシャルム（04牝 ＊アルカング）�１勝��
モエレトウリョウ（05牡 ＊マジックマイルズ）�２勝�入着６回
ホワイトロマン（07牝 ゴールドヘイロー）�１勝�５勝�入着，岐阜金賞２着，ク

イーンＣ２着，ＭＲＯ金賞３着，ライデンリーダー記念３着
ゴールドルチルGold Rutile（08 牝 ゴールドヘイロー）��２勝，SIN６勝，Ed

mundW. Barker Trophy‐L，Saas Fee S‐L ２着，Jumbo Jet Trophy
‐L ３着，Colonial Chief S‐L ３着

クールロビン（10牝 ゴールドヘイロー）	１勝�１勝�
マサノヒロイン（13牝 ゴールドヘイロー）３勝，夏木立賞，相模湖特別２着，五頭

連峰特別３着
プティソレイユ（14牝 ゴールドヘイロー）�１勝�入着，ジュニアＧＰ３着
マサノアッレーグラ（15牝 ゴールドヘイロー）
２勝

３代母 アワプランタン（89芦 Our Native）１勝

４代母 ＊フレールドウプランタン（80 USA芦 Caro）USA２勝，Regret Visitation S‐R
［子］ ダンシングフレール（90牝 ＊ノーザンテースト）３勝，湘南特別，セレブ

レイションＣ３着
［孫］ サンレイフレール（00牝 ダンスインザダーク）４勝，摩周湖特別，原町特

別，摂津特別２着，etc.

５代母 サヴェジバニー Savage Bunny（74 USA黒鹿 Never Bend）USA４勝，
Rosebud S，Venus S３着
［子］ ディヒムDyhim（91牡 ＊ポリッシュネイビー）GER・UAE７勝，ドクト

ルブッシュ記念‐G3，Jebel Ali Sprint‐L ３着，種牡馬
［孫］ ベニーザディップ Benny the Dip（94牡 Silver Hawk）GB５勝，英ダ

ービー‐G1，ダンテＳ‐G2，ロイヤルロッジＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

454 アイスカチャン２０２０ �・芦 ４／１０

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドアイスカチャン ＊ノーザンテースト

��
��
�プランタンシャルム芦 2011 アワプランタン

＊フレールドウプランタン 9a
Caro S4×M5 Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アルマーズビコー（10黒鹿 ジャングルポケット）�入着３回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（11）〕
アテナリ（15牝黒鹿 ＊タートルボウル）��11 勝
ラウディ（18牡鹿 モーリス）�入着２回

２代母 ダイヤモンドビコー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，
ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ２着，etc.，優古牝
ウインマリアベール（07牝 ＊クロフネ）４勝，彦星賞，利根川特別３着，黄梅賞３着
ウインジュビリー（08牝 ＊シンボリクリスエス）２勝
ペルセヴェランテ（12牡 キングカメハメハ）２勝
ゼンノタヂカラオ（13� キングカメハメハ）２勝，若葉Ｓ‐LR ３着，はなみずき賞，

春日特別３着
ゼンノワスレガタミ（14牡 キングカメハメハ）４勝，西日本スポーツ杯２着，�

��出走

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

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

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

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

アステリックス（10牝 ネオユニヴァース）出走
アエロリット（14牝 ＊クロフネ）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1，毎日王冠‐G2，
クイーンＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

455 アルマーズビコー２０２０ 牡・青 ２／ ６
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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーアルマーズビコー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイヤモンドビコー黒鹿 2010 ＊ステラマドリッド

6a
サンデーサイレンスM3×S4 Nureyev M4×S5 Raise a Native S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アグネスバラード（02栗 ＊ヘネシー）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６）〕
アグネスアンジュ（08牝栗 アグネスタキオン）１勝
アグネスキズナ（10�栗 アグネスタキオン）３勝，蒲郡特別（芝 1200），八幡特別
（芝 1200），筑紫特別（芝 1200）３着，なずな賞（芝 1400）３着

アグネスヴェルテュ（11牡鹿 ディープインパクト）１勝，障害１勝
ラストクローザー（16牡栗 ＊カジノドライヴ）１勝
サンドクルーズ（17牡栗 ＊カジノドライヴ）��入着３回

２代母 アグネスルミエール（95鹿 バンブーアトラス）入着
アグネスオフェンス（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
アグネステンション（05牝 ＊マリエンバード）�３勝

３代母 アグネスシヤレード（84黒鹿 ＊ターゴワイス）１勝，エルフィンＳ‐OP ２着，
紅梅賞‐OP ３着，りんどう賞２着
アグネスナンバー（90牝 ＊プルラリズム）��２勝

アグネスクリーン（98牝 ＊ペルジノ）１勝
アグネスアンカー（06牡 ＊アグネスデジタル）３勝，香取特別，小名浜特別，
釧路湿原特別２着，etc.

アグネスパレード（91牝 バンブーアトラス）２勝，チューリップ賞‐Jpn3，オーク
ス‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.
アグネスポイント（99牡 ＊ホワイトマズル）３勝，つばき賞，揖斐川特別３着

アグネスブレイブ（99牡 ＊ラムタラ）４勝，甲南Ｓ，成田特別，アレキサンドライト
Ｓ３着

４代母 アグネスレデイー（76鹿 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ
ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝
［子］ アグネスフローラ（87牝 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞‐Jpn1，オーク

ス‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐OP，etc.，優３牝
［孫］ アグネスタキオン（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，種牡馬
アグネスフライト（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー
‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-42-7368
生 産 牧 場： ㈲カタオカファーム
飼 養 者： ㈲カタオカファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-42-7368

456 アグネスバラード２０２０ �・鹿 ３／１６

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲
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� Old Trieste

�
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�
�
�
� 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

＊ Storm Cat

�
�
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�
�

��
��

�ヘネシー Island Kittyアグネスバラード バンブーアトラス

��
��
�アグネスルミエール栗 2002 アグネスシヤレード

＊ヘザーランズ 1l
Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アレアレア（08 GB鹿 Kyllachy）�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
マヤノトライオン（16牡黒鹿 ゼンノロブロイ）��１勝�２勝
アナラビ（17牝黒鹿 トーセンホマレボシ）��１勝
アイルキング（18牡青鹿 ミッキーアイル）�出走

２代母 ＊ベッラベリッシモ（97 IRE 鹿 Alzao）GB１勝
ジーニマジック（10牝 ダイワメジャー）３勝，アネモネＳ‐LR ２着，クイーンＣ

‐G3 ３着，ツインターボＣ２着，白河特別３着，菜の花賞３着
マヤノピナクル（13牡 ドリームジャーニー）１勝，種市特別２着，南相馬特別２着，

ノエル賞３着

３代母 ベッラヴィテッサBella Vitessa（92 IRE 鹿 Thatching）GB出走
ロスザボスRos The Boss（99 牝 ＊デインヒル）GB２勝

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

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

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

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

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

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

着，etc.，��入着，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

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

457 アレアレア２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ４
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

＊

キラヒー Pivotal

�
�
�
�
�

��
��

�Kyllachy Pretty Poppyアレアレア
＊ Alzao

��
��
�ベッラベリッシモ鹿GB 2008 Bella Vitessa

2f
Nureyev S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アサクサフルート（12鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
デエレーブリオ（18牡鹿 ディープブリランテ）���１勝
フークレアリゼ（19牝鹿 ディープブリランテ）��出走

２代母 ＊トゥーアイテムリミット（98 USA鹿 ＊トワイニング）USA７勝，ブラックア
イドスーザンＳ‐G2，デムワゼルＳ‐G2，カムリーＳ‐G3，テンプテドＳ‐G3，
ガゼルＨ‐G1 ２着，etc.
オーサムローズAwesome Rose（04牝 Awesome Again）不出走

エクレトレッド Ecleto Red（10� Master Command）USA10 勝，Prairie
Meadows H，プレーリーメドーズコーンハスカーＨ‐G3 ２着，Edw
ard J.Debartolo Memorial H‐L ３着

イルテラッツォ Il Terrazzo（06� Giant's Causeway）USA10 勝
アリーナエルヴィラ Arena Elvira（07 牝 Ghostzapper）USA９勝，フォールズシ

ティＨ‐G2，ターンバックジアラームＨ‐G3，Ladies H‐L，Madame Ju
mel S‐L，Wayward Lass S，etc.
アメリカーナ Americana（14牝 Tapit）USA２勝，Golden Gate Debutante

S３着
サーランスロット（08牡 Bernardini）２勝，浜松特別２着，��１勝
マスターズキング（09牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�
アドマイヤイチバン（10牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，糸魚川特別，ミモザ賞２着
サトノクロノス（14� ディープインパクト）１勝
トゥーアイテムメイカ－Two ItemMaker（16 牝 ＊エンパイアメーカー）USA１勝

３代母 スパウォーニング SpaWarning（86 USA鹿 Caveat）USA１勝
グレンブライアーガールGlenbriar Girl（99 牝 Gold Case）USA２勝

エイジェイズマウンテン A J 's Mountain（07� Monashee Mountain）US
A３勝，Land of Lincoln S‐R ３着

マウントヴィーダーMt Veeder（13� Ghostzapper）USA８勝，Bill Thom
as Memorial S，K.L.A.Q. H，Zia Park Sprint S，etc.

レットイトロアー Let It Roar（00 牝 Roar）USA１勝
ネヴァーギヴインNever Give In（12� Wildcat Heir）�USA10 勝，Phoe

nix Gold C２着

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

458 アサクサフルート２０２０ �・黒鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudアサクサフルート
＊

＊トワイニング

��
��
�トゥーアイテムリミット鹿 2012 SpaWarning

4m
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 アスクレピアス（02栗 ＊ヘクタープロテクター）入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－４（16）〕
クラサヴィカ（07牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）�４勝�
セラミックガール（10牝栗 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ
（芝 1600）
タイソウ（18牡 モーリス）�２勝，プリンシパルＳ‐L ３着，メルボルンＴ

ヘイジームーン（11牝黒鹿 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR（芝 1800）
３着，葉山特別（芝 1600），カーネーションＣ（芝 1800），ＴＶ山梨杯（芝 1600）
３着，隅田川特別（芝 1600）３着，弥彦特別（芝 1800）３着

サブマリン（12牡栗 ステイゴールド）�９勝
エクセレントミスズ（13牡鹿 ナカヤマフェスタ）�３勝，兵庫特別（芝 2400），積

丹特別（芝 2600），メルボルンＴ（芝 2200）２着，早春Ｓ（芝 2400）３着，知床特
別（芝 2000）３着，横津岳特別（芝 2600）３着

ハクユウセンター（16牝栗 アドマイヤムーン）��入着�１勝
メイショウスズカケ（18牝青 キズナ）�出走
ルーチェディルーナ（19牝栗 アドマイヤムーン）�出走

２代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
ソリッドプラチナム（03牝 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，マーメイドＳ

‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオンＳ２着，etc.
ハーマジェスティ（05牝 ＊ラムタラ）３勝，蔵王特別，西部スポニチ賞３着，天竜川

特別３着，有松特別３着
ボードウォーク（15牝 オルフェーヴル）３勝，津軽海峡特別，釜山Ｓ２着，夏

至Ｓ３着
スマートリバティー（08牡 ステイゴールド）４勝，小牧特別，積丹特別，ムーンラ

イトＨ２着，尼崎Ｓ２着，三萩野特別２着，etc.，障害２勝
アビエイター（11牡 ディープスカイ）１勝
アロンザモナ（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ‐OP

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

ントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

459 アスクレピアス２０２０ �・鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaアスクレピアス ＊クリエイター

��
��
�リザーブシート栗 2002 ＊インヴァイト

2f
Burghclere S4×M4 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5
Never Bend M5×M5
価格： 購買者：



母 アラホウジョウ（12黒鹿 マンハッタンカフェ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
テーオードナテロ（18牡青鹿 ＊パイロ）�出走

２代母 アラマサダンサー（96鹿 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，陣馬特別，松戸特別，
天童特別，紫川特別，陣馬特別２着，etc.
タイセイダンサー（06牡 ネオユニヴァース）２勝
アラカメジョウ（09牝 キングカメハメハ）３勝，伏拝特別３着
ドヴェルグ（10� ネオユニヴァース）�２勝�２勝�４勝�１勝�入着
ローレルジャック（13牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝
スズノフブキ（14� ジャングルポケット）�１勝，�３勝

３代母 アラホウトク（85黒鹿 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，サンスポ４
歳牝馬特別‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４
着，初雛賞，優３牝
アラマサゴールド（92牝 ＊オウインスパイアリング）１勝

ローレルシャイン（97牝 ＊コマンダーインチーフ）不出走
エキマエ（11牡 メイショウボーラー）３勝，ヒヤシンスＳ‐LR，樅の木賞
３着，�１勝，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2

アイライン（12牝 ローレルゲレイロ）４勝，オーロＣ‐L ２着，信越Ｓ‐L
２着，パラダイスＳ‐L ３着，etc.，�３勝

アラマサブレーヴ（94牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ワンダーマドンナ（00牝 ＊ピルサドスキー）入着２回，�２勝�入着�	�
ワンダーコロアール（09牡 ＊ケイムホーム）５勝，アハルテケＳ‐OP ３着，
オータムリーフＳ‐OP ３着，etc.，
入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着

ワンダーポデリオ（04牡 ＊フォーティナイナー）５勝，霜月Ｓ‐L，コーラルＳ‐L
２着，ペルセウスＳ‐L ２着，etc.，�１勝�１勝


オースミコンドル（97牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3
２着，プリンシパルＳ‐OP ２着，ウェルカムＳ２着

４代母 ビンゴモレロ（75黒鹿 ＊デユール）３勝，総武特別，恵那特別
［子］ ビンゴチムール（82牡 ＊キングオブダービー）４勝，目黒記念‐Jpn2，朝

日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，メイＳ‐OP，etc.

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

460 アラホウジョウ２０２０ �・鹿 ３／１７

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアラホウジョウ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�アラマサダンサー黒鹿 2012 アラホウトク

＊トリーテイ 4l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アナコンダ（09鹿 フサイチコンコルド）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
ガンバレアナコンダ（14牝鹿 キングヘイロー）�１勝�３勝�入着
ヒマラヤミューズ（15牝鹿 スマートファルコン）�１勝
ログブック（16牡黒鹿 メイショウボーラー）��５勝�入着
ワイルドジャーニー（17牡青鹿 メイショウボーラー）��１勝
プロバブルチェンジ（19牝栗 ＊パイロ）�未出走

２代母 ホッカイラヴ（98栗 ＊アフリート）１勝
ホッカイディウ（05牡 ＊ジェリ）１勝
ホッカイボンベイ（06牡 フサイチソニック）�２勝�２勝
ホッカイマリリア（07牝 アドマイヤボス）�１勝�入着�
ホッカイサイモン（08牡 ミラクルアドマイヤ）�５勝
ラブミートゥナイト（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��

３代母 ホッカイテースト（88鹿 ＊ノーザンテースト）入着
シンコウマルロー（93� シンボリルドルフ）４勝，いわき特別，古町特別，初風特

別２着，etc.
ホッカイアレス（94牝 シンボリルドルフ）不出走

セレブレーション（00牡 ＊アラジ）�１勝�，華月賞３着
マイネルプルート（04牡 ステイゴールド）３勝，小豆島特別，伏拝特別２着，

朱雀Ｓ３着，etc.
ホッカイマーカム（95牡 ＊クリミナルタイプ）障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ホッカイショコラ（02牝 スペシャルウィーク）３勝，富里特別，富里特別３着

マイネルメリエンダ（11牡 ＊チーフベアハート）４勝，京都金杯‐G3 ３着，ジ
ュニアＣ‐OP ２着，野路菊Ｓ‐OP ３着，etc.

４代母 ニホンピロオーロラ（82鹿 ＊イングリツシユプリンス）１勝
［孫］ マルカチーノ（96牡 ＊リファーズウィッシュ）障害２勝，阪神ジャンプＳ

‐JG3 ２着，�７勝	
４勝�，新緑賞３着
［曾孫］ オークトルネード（00牡 ロイヤルタッチ）�５勝，ゴールドウィング賞２

着，ゴールドジュニア３着，新春ペガサスＣ３着

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

461 アナコンダ２０２０ �・芦 ４／ ５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンアナコンダ ＊アフリート

��
��
�ホッカイラヴ鹿 2009 ホッカイテースト

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M5×M5×M5
イングリツシユプリンスM5×M5
価格： 購買者：



母 アナンタン（09栗 キングカメハメハ）��２勝�６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ホープレス（17牡栗 ＊カジノドライヴ）���１勝
ケンタッキークリア（18牝栗 ＊ブレイクランアウト）��１勝�

２代母 キャトルセゾン（99栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
スターリーワルツ（04牝 フサイチコンコルド）出走

オレタチセッカチ（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�入着３回，園田
ジュニアＣ２着，兵庫ダービー３着

リュウオウ（05牡 ＊ブライアンズタイム）��６勝
クリアソウル（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝

ピースワンパラディ（16牡 ジャングルポケット）�５勝，キャピタルＳ‐L，青葉賞
‐G2 ３着，京都金杯‐G3 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，湘南Ｓ，etc.

ミッキーデジタル（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝
ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，関門橋Ｓ３着，渥美

特別３着，�８勝��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着
エヴリシーズン（10牡 ＊ホワイトマズル）入着３回，�４勝�入着
グラミスキャッスル（13牝 ＊クロフネ）４勝，稲妻Ｓ，飛翔特別，邁進特別２着，閃

光特別２着
ブラックランナー（14牡 ＊クロフネ）３勝，秋明菊賞３着，�	５勝�入着４回

３代母 ＊エミネントガール（92 GB栗 Nashwan）出走
ホシノベストタイム（97
 ＊ブライアンズタイム）４勝，阿武隈特別３着
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府中牝
馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，マ
イラーズＣ‐G2 ３着，etc.

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673
生 産 牧 場： オークツリーファーム
飼 養 者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673

462 アナンタン２０２０ 牡・栗 ５／ ３
＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアナンタン ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャトルセゾン栗 2009 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M4

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

ライズフロムレア（11牝 メイショウサムソン）�１勝
ウォースパイト（14牡 ＊クロフネ）入着２回，��１勝�
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，山吹賞３着
アドマイヤメイン（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯

‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
トップモーション（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着

レッドヴェロシティ（18牡 ワールドエース）�２勝，青葉賞‐G2 ３着，水仙賞
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： エクワインエンジニアリング＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

463 アペリラ２０２０ �・鹿 ３／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ステイゴールド

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

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアペリラ 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

価格： 購買者：



母 アスペンアベニュー（06栗 ＊トワイニング）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－２（10）〕
アスペンツリー（11牡黒鹿 スペシャルウィーク）２勝，利根川特別（Ｄ1800）２着
シグロデオーロ（12�栗 ゴールドアリュール）��５勝
エルリストン（13�黒鹿 マンハッタンカフェ）３勝，桃山Ｓ（Ｄ1900）２着，松前

特別（芝 2000）２着，東大路Ｓ（Ｄ1800）３着
サーベラージュ（14�栗 ヴィクトワールピサ）１勝，�５勝
マルーンベルズ（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
コートリーアスペン（18�栗 ＊マクフィ）�出走

２代母 ＊マクダヴィア（92 USA栗 ＊ブラッシングジョン）不出走
アスペンリーフ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

アエローザ（03牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，鳴滝特別，山吹賞
レジネッタ（05牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，桜花賞‐Jpn1，福島牝馬Ｓ

‐G3，オークス‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ３着，フィリーズレビュー
‐Jpn2 ３着，etc.

リヴェレンテ（08牡 キングカメハメハ）５勝，新春Ｓ，洞爺湖特別，猪名川特
別，利尻特別，仲秋Ｓ２着，etc.

ビーオンザムーヴ（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝
ラシルフィード（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，祇園特別，メジロラモーヌメモ

リアル，高湯特別，高山特別，丹波特別２着，etc.
アップドラフト（02� ＊エルコンドルパサー）５勝，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，ポー

トアイランドＳ‐L ２着，キャピタルＳ‐L ３着，門松Ｓ‐OP ３着，博多Ｓ，etc.
ブラックキャニオン（04牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�２勝
ノーティカルスター（08牡 ステイゴールド）１勝，�11 勝

３代母 ノ－ザンアスペンNorthern Aspen（82 USA鹿 Northern Dancer）GB・F
R・USA５勝，ゲイムリーＨ‐G1，アスタルテ賞‐G2，B.Thoughtful S‐R，
サンタバルバラＨ‐G1 ２着，サンタアナＨ‐G1 ２着，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： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： 追分ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

464 アスペンアベニュー２０２０ �・鹿 ３／２８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeアスペンアベニュー
＊

＊ブラッシングジョン

��
��
�マクダヴィア栗 2006 Northern Aspen

4m
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 アルマシャウラ（10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（１）〕
ゴールドキャッスル（17牝鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
コンフィアンス（18牝鹿 キズナ）�入着

２代母 ＊ティリオブストラッフォード（95 USA鹿 Deputy Minister）USA入着２回
メイショウエイシ（01牡 Honour and Glory）４勝，ＴＶＱ杯，愛宕特別２着，Ｔ

ＶＱ杯３着，唐津特別３着
タマモコンチェルト（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝
アスカノヒミコ（03牝 ＊タバスコキャット）１勝

アスカノロマン（11牡 ＊アグネスデジタル）７勝，東海Ｓ‐G2，平安Ｓ‐G3，チ
ャンピオンズＣ‐G1 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ３着，etc.，��入着�
�，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.

ベルシャルル（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝，ラベンダー賞‐OP ２着
プレタポルテ（07牝 キングカメハメハ）１勝，村上特別２着
コウユーネガイ（08牝 ゼンノロブロイ）�４勝�２勝���，荒炎賞３着
サラファン（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 デヴィルタントDeviltante（86 USA黒鹿 Devil's Bag）USA１勝
レイディトーリ Lady Tori（91 牝 Fappiano）USA２勝

ビンザベスト Binthebest（97� Binalong）USA５勝，ガルフストリームスプ
リントＣｈ．Ｈ‐G2 ２着，チャーチルダウンズＨ‐G2 ３着，デピュティ
ミニスターＨ‐G3 ２着，etc.

ティンカー Tinker（99 牡 Binalong）USA４勝，Spectacular Bid S‐L ３着
グラニーケリーGranny Kelly（94 牝 Irish River）IRE 入着

シックスヒッター Six Hitter（99� Boundary）GB・ITY・USA６勝，P. To
scana‐L，Criterium Varesino‐L ３着

４代母 ボーンナレイディ Born a Lady（81 USA鹿 Tentam）USA４勝，Pearl N
ecklace S‐R，DropMe A Note S‐R ２着
［孫］ アントニオバローズ（06牡 マンハッタンカフェ）２勝，シンザン記念‐G3，

日本ダービー‐Jpn1 ３着，プリンシパルＳ‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

465 アルマシャウラ２０２０ �・黒鹿 ３／ ８

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズアルマシャウラ
＊ Deputy Minister

��
��
�ティリオブストラッフォード鹿 2010 Deviltante

2d
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 アローシルバー（12栗 スペシャルウィーク）１勝，��１勝�入着２回�
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊クリアーパス（98 USA栗 A.P. Indy）USA３勝
ランウェイスナップ（05牝 Distant View）�２勝

ヴェントヴォーチェ（17牡 ＊タートルボウル）�３勝，鶴ヶ城特別，はやぶさ賞，
雪うさぎ賞２着，ＴＶユー福島賞３着

プティプランセス（06牝 キングカメハメハ）３勝，信濃川特別，レインボーＳ３着，
五頭連峰特別３着
ウォータースペース（16牝 ブラックタイド）３勝，新涼特別，駒場特別３着

モンテムーン（07牡 キングカメハメハ）�10 勝��
ズッカ（09牝 スペシャルウィーク）１勝
クリアーパッション（11牝 キングヘイロー）１勝
タイセイエクシード（15牡 エイシンフラッシュ）�１勝
バリフリクリ（18牝 フリオーソ）�	１勝

３代母 マサケMasake（88 CAN鹿 Master Willie）USA３勝，ハニムーンＨ‐G3，
California Oaks‐L，ハリウッドオークス‐G1 ３着，Natalma S‐L ３着

＊ストレイラルホーク（99
 Silver Hawk）４勝，ベンジャミンＳ‐OP ３着，グッド
ラックＨ，成田特別２着，etc.

４代母 ノーザンレイクNorthern Lake（69 CAN鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ サザンアロー Southern Arrow（81牡 Smarten）GB・FR・GER・ITY４

勝，伊２０００ギニー‐G1，P.dell'Avvenire‐L，P. Bimbi‐L，種牡馬
［孫］ ウールームールーWoolloomooloo（92牝 Regal Intention）USA７勝，

Canadian H‐L，Dance Smartly H‐L，Bison City S‐R，etc.
ヴァティカンヴァイパー Vatican Viper（95
 Tyrone Terrific）USA12
勝，John Henry H，Louisiana Breeders' Derby‐R，Louisi
ana Champions Day Classic S‐R ３着，etc.

グダイマイトGudai Might（95 牡 ＊シアトルダンサーⅡ）USA２勝，C
up & Saucer S‐R，Summer S‐L ３着

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

466 アローシルバー２０２０ 牡・黒鹿 ４／２０

＊

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 キャンペンガールアローシルバー
＊ A.P. Indy

��
��
�クリアーパス栗 2012 Masake

1n
A.P. Indy S3×M3

価格： 購買者：



母 アンダルシア（07鹿 ＊アルカセット）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（９），地方－４（20）〕
スマートプラネット（12牝鹿 ＊ファルブラヴ）３勝，高尾特別（芝 1400），サフラン

賞（芝 1400），三鷹特別（芝 1400）３着
ララパルーザ（13牡鹿 カネヒキリ）２勝，���６勝��１勝
キングファースト（14牡鹿 ナカヤマフェスタ）��10 勝
キングフォルテ（15�鹿 サムライハート）２勝，鳥取特別（Ｄ2000）２着
メスキータ（16牡鹿 ブラックタイド）２勝，��２勝���
ニシノランデブー（17牝鹿 リアルインパクト）��入着３回
カイジンビリーヴ（18牡鹿 ネオユニヴァース）���入着	１勝
ロードヴァレンチ（19牡鹿 エスポワールシチー）�未出走

２代母 メイクアスメリー（94鹿 Easy Goer）１勝
レストオブセール（98牡 ＊エルハーブ）３勝，成田特別３着，
１勝
サンエリシオ（99牡 ＊エリシオ）	６勝
セレスコクオー（05牡 マンハッタンカフェ）２勝
アマクサハイヤ（09牡 ＊ルールオブロー）障害１勝，�２勝

３代母 ＊ダジルミージョリエ（88 USA鹿 Carr de Naskra）USA７勝，レアパフュー
ムＳ‐G2，Blue Sparkler S，Dearly Precious S，Candy Eclair S，S
ome for All S，etc.
プリストマジック（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，勝浦特別，御宿特別２着，

ＳＴＶ賞３着，etc.
マルブツエルハーブ（96牡 ＊エルハーブ）３勝，小名浜特別，障害１勝，京都ハイジ

ャンプ‐JG2 ３着
アッミラーレ（97牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，春待月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP，みちの

くＳ，etc.，種牡馬
ケイアイカルディナ（03牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�７勝	��入着３回�，

スプリント，オータムスプリントＣ２着，サマーＣ３着

４代母 モーグリットMawgrit（78 USA鹿 Hoist the Flag）USA１勝
［孫］ レアーピック Rare Pick（88 牝 Rare Brick）USA３勝，フェアグラウン

ズオークス‐G3

販売申込者・所有者： ㈲大柳ファーム＝浦河町上向別 �0146-22-0617
生 産 牧 場： ㈲大柳ファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

467 アンダルシア２０２０ �・黒鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナアンダルシア Easy Goer

��
��
�メイクアスメリー鹿 2007 ＊ダジルミージョリエ

9c
Niniski S4×M4 Hail to Reason S5×S5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 アンタークティカ（11鹿 ＊コマンズ）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
アマラスボーイ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走

２代母 ＊アークティックシルク（01 GB栗 Selkirk）GB入着２回
アンタークティクデザートAntarctic Desert（07� Green Desert）GB・QAT１勝
ゴールデンナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，パラダイ

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
ジンダバイン（12牝 ＊コマンズ）１勝，��１勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，阿寒湖特別３着，飯

盛山特別３着，汐留特別３着
ポーラーサマー（17牡 キズナ）�１勝，ルスツ特別２着
アイスムーン（18牝 アドマイヤムーン）��１勝

３代母 ケイプヴァーディ Cape Verdi（95 IRE 鹿 Caerleon）GB３勝，英１０００ギニ
ー‐G1，ローザーＳ‐G2，ファルマスＳ‐G2 ３着，Chesham S‐L ２着
ナブッコNabucco（09� Dansili）GB・FR５勝，Godolphin S‐L，James S

eymour S‐L，Steventon S‐L ３着，etc.，GB障害３勝

４代母 アフリクブルーアジュールAfrique Bleu Azur（87 USA黒鹿 Sagace）FR２勝
［子］ ラフリカンブルー L'Africain Bleu（93牡 Saint Cyrien）FR・USA６勝，

G.P. de Lyon‐L，P. de l'Avre‐L，P. de Reux‐L ２着，
種牡馬

［孫］ ダームクレールDame Claire（07 牝 Danehill Dancer）AUS６勝，V
RC Andrew Ramsden S‐L，Morn R. M. Ansett Classic‐L，ＳＡ
ＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，etc.

［曾孫］ イクスチェインジズ Exchanges（07 牝 Domesday）AUS２勝，TRC S
trutt S‐L ２着，TTC Tasmanian Oaks‐L ２着，SAJC Oakla
nds Plate‐L ２着

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

468 アンタークティカ２０２０ 牡・青鹿 ２／２９

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseアンタークティカ
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク鹿 2011 Cape Verdi

8f
His Majesty S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アンローランサン（06鹿 フサイチコンコルド）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（10）〕
キョウエイパワー（13牡鹿 マツリダゴッホ）��３勝
パストラル（14牝黒鹿 マツリダゴッホ）１勝，雷光特別（芝 1000）３着，��出走

�３勝
ペキノワ（15牝鹿 カネヒキリ）���２勝�１勝�１勝
サヴァビアン（18牡栗 カレンブラックヒル）�１勝

２代母 キョウエイアン（99鹿 ＊フォーティナイナー）２勝
ヤマサラグランジュ（05牝 サクラバクシンオー）２勝

リトルウィッチ（16牝 ヴァーミリアン）１勝，��入着３回�
エクスペクト（08牝 ＊ホワイトマズル）	１勝��
サビーナクレスタ（11
 サクラバクシンオー）３勝，�１勝��	入着２回
アルフェリーチェ（12牝 マツリダゴッホ）�１勝��
ジェルミナシオン（14牡 マツリダゴッホ）�５勝��
アンブローニュ（17牡 ヴァンセンヌ）�１勝

３代母 インターソリスト（88鹿 ＊クリスタルパレス）出走

４代母 インターグロリア（74栗 ＊ネヴアービート）９勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
マイラーズＣ，京都牝馬特別（２回），サンスポ阪神牝馬特別，etc.，優３牝，優古牝
［子］ キョウエイアケボノ（83牡 マルゼンスキー）１勝，新発田特別３着，二王

子特別３着
［孫］ エイプリルボーイ（05牡 バブルガムフェロー）�３勝，阿久利黒賞３着

５代母 ヒダカチエリー（68鹿 コダマ）２勝
［孫］ メイショウキオウ（97牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，中京記念‐Jpn3，

ブリリアントＳ‐L，マイラーズＣ‐Jpn2 ３着，etc.
［曾孫］ キングデール（96牡 ＊キンググローリアス）２勝，�１勝�入着��	，

サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3，ダービーＧＰ‐Jpn1 ２着
インターアニマート（85牡 マルゼンスキー）４勝，中京記念‐Jpn3，金鯱
賞‐Jpn3 ２着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.，��１勝，種牡馬

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

469 アンローランサン２０２０ �・栗 ５／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンアンローランサン ＊フォーティナイナー

��
��
�キョウエイアン鹿 2006 インターソリスト

＊ストーミーセツシヨン 1w
Mr. Prospector S4×M4 Sadler's Wells S4×M4 Lyphard S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アリオーン（09栗 スターリングローズ）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
クリスエステソーロ（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，��１勝�入着
カプラン（16牡栗 タイムパラドックス）�１勝��入着２回
バナナムーン（18牝鹿 ＊シンボリクリスエス）��出走

２代母 ヒノデモンテローザ（96鹿 マルゼンスキー）�７勝
シンカンファイター（05牡 スエヒロコマンダー）��２勝
クインオブターフ（08牝 スターリングローズ）�３勝�２勝	入着２回，のじぎく

賞２着，福山３歳牝馬特別３着，園田プリンセスＣ３着
ソルテ（10牡 タイムパラドックス）��15 勝，さきたま杯‐Jpn2，かしわ記念

‐Jpn1 ２着，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，ゴールドＣ（２回），フジノウ
ェーブ記念，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，ＮＡＲ優短距，種牡馬

トウケイタイガー（11
 タイムパラドックス）３勝，�７勝�２勝���，かきつば
た記念‐Jpn3，園田ＣｈＣ，東海桜花賞，園田ウインターＣ，ゴールド争覇２着

３代母 シルビアワン（86鹿 ＊キヤタオラ）３勝，忘れな草賞‐OP ３着，檜山特別，横
津岳特別２着
アドマイヤガスト（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，筑前特別，桜木特別，潮来

特別２着，etc.

４代母 ヒメアサヒ（74鹿 ＊スノツブ）�11 勝
［子］ ヒノデダイセツ（89牡 ウインザーノツト）４勝，豊明特別，英彦山特別，

ＴＶＱ杯３着，etc.，障害１勝
アサヒスイセイ（83牡 ＊ハンターコム）４勝，知多特別，知多特別２着，
鴨川特別３着

アサヒチャウス（93牝 セントシーザー）３勝，日向特別，瀬戸特別２着，
猪苗代特別３着，etc.，�10 勝

アサヒマリリン（85牝 ロングエース）３勝，高千穂特別，日田特別２着，
ゴールデンブーツＴ３着，障害２勝

［孫］ ヒノデダイドウ（99牡 サニーブライアン）４勝，舞浜特別，初凪賞３着
［曾孫］ コスモアニモーソ（16牡 ベルシャザール）入着，��６勝，黒潮皐月賞２

着，土佐春花賞２着

販売申込者・所有者： ㈲王蔵牧場＝浦河町瑞穂 �0146-27-4036
生 産 牧 場： ㈲王蔵牧場
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

470 アリオーン２０２０ 牡・栗 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズアリオーン マルゼンスキー

��
��
�ヒノデモンテローザ栗 2009 シルビアワン

＊タボラ 13c
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5 Buckpasser M5×M5

価格： 購買者：



母 ワンダーサークル（10黒鹿 ＊グラスワンダー）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ジュンセイコー（17牝黒鹿 ＊アルデバランⅡ）�２勝�
マツリダカヴァロ（18牡黒鹿 ゼンノロブロイ）���入着

２代母 ＊パーフェクトサークル（89 GB青鹿 Caerleon）GB・FR２勝，Sceptre S
‐L，ミュージドラＳ‐G3 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ２着
シャレモノ Sharemono（94牡 Woodman）IRE１勝，アングルシーＳ‐G3 ２着
クリスタルシオン（98牡 ＊フォーティナイナー）１勝
モンテブライアン（99牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，若竹賞
スターリーヘヴン（00牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，オ

ーロＣ‐L ３着，都大路Ｓ‐L ３着，キャピタルＳ‐L ３着，ユートピアＳ，etc.
パーフェクトダンス（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ラストワルツ（07牝 ゼンノロブロイ）入着

ハッピーノリチャン（12牝 サクラバクシンオー）３勝，吾妻小富士賞，さくら
んぼ特別３着（２回），飯豊特別３着

モンテアーサー（16牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着

３代母 フェアサリニア Fair Salinia（75 IRE 黒鹿 Petingo）GB・FR・IRE４勝，英
オークス‐G1，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，英１０００ギニー‐G1
２着，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着
フェアハビット Fair Habit（81 牝 Habitat）GB入着，Firth of Clyde S‐L ３着
ホーンダンス Horn Dance（86� Green Dancer）GB・AUS３勝，Murray Bri

dge Gold C‐L ３着
パークフェクトヴィンテジ Perfect Vintage（90� Shirley Heights）GB・FR・G

ER９勝，クインシー賞‐G3，Grand Handicap de Deauville‐L，G.P. du
Conseil General de Seine‐et‐Marne‐L，etc.

オンフェアステイジOn Fair Stage（93牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Rub
y S‐L，Platinum S‐L ３着
リライアブルマン Reliable Man（08牡 Dalakhani）GB・FR・CAN・AUS５

勝，仏ダービー‐G1，ＡＴＣクイーンエリザベスＳ‐G1，ニエル賞‐G2，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 海馬沢 明＝新冠町大狩部 �090-2695-1388
生 産 牧 場： 海馬沢 明
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

471 ワンダーサークル２０２０ 牡・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraワンダーサークル
＊ Caerleon

��
��
�パーフェクトサークル黒鹿 2010 Fair Salinia

16c
Halo S4×S4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ワンオリーブ（09 USA黒鹿 Bernstein）�１勝
〔産駒馬名登録数：３〕

２代母 プランタン Printemps（97 CHI 栗 Hussonet）USA・CHI８勝，タンテオデ
ポトランカス‐G1，アルベルトＳマグナスコ賞‐G1，ミルギニーズ‐G1，ホーソ
ーンＨ‐G2，インデペンデンシア賞‐G2，etc.
ティズホエンTizwhen（06牡 Tiznow）USA２勝
グーグリーGoogly（08� Include）USA２勝
エロヒオーサElogiosa（11牝 English Channel）CHI・PER８勝
クラシックスプリングClassic Spring（15 牝 Sky Classic）�USA１勝
ハンプトンスプリングHampton Spring（17 牝 Hampton Court）�USA３勝

３代母 リストWrist（91 CHI 鹿 Worldwatch）CHI２勝
レテ L'Ete（01 牝 Hussonet）USA・CHI３勝，ミルギニーズ‐G1 ３着，セレクシ

オンデポトランカス‐G3 ２着，フアンＣメジャ賞‐G3 ３着
ザターニングポイント The Turning Point（13 牡 Hurricane Cat）FR・BEL

３勝，Criterium du Bequet‐L，FR障害１勝
リヴェール L'Hiver（02 牝 Hussonet）CHI２勝

ソレイユデュノール Soleil Du Nord（11牡 Strong Contender）BRZ３勝，
P. Alo Ticoulat Guimaraes‐L

４代母 パクタダPactada（81 CHI 鹿 Parbury）不出走
［孫］ ティアメリアム Tia Meriam（02牝 Columbus Day）CHI３勝，インデ

ペンデンシア賞‐G2 ２着
［曾孫］ ポルケ Porque（07牝 Ocean Terrace）CHI２勝，チリ１０００ギニー‐G1，

アルトゥロリオンペニャ賞‐G1 ２着，エルエンサヨ‐G1 ３着
ノーテニエグエスNo Te Niegues（02 牡 Hussonet）CHI３勝，ビクト
ルＭフェルナンデス賞‐G3 ３着

５代母 アコンカグアAconcagua（66 CHI 栗 All Serene）不出走
［孫］ コロレアード Coloreado（98� Mashaallah）USA・CHI20 勝，メルク

リウス杯‐G3，P. Espana‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

472 ワンオリーブ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊

バーンスタイン Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bernstein La Affirmedワンオリーブ プランタン Hussonet

��
��
�Printemps黒鹿USA 2009 Wrist

2f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ワイキキブリーズ（07栗 ＊フレンチデピュティ）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ヤエノヒカリ（16牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝
イヒラニ（17牡鹿 キズナ）��４勝
トーホウミトラ（18牡鹿 キズナ）�出走，���１勝
ニシノレバンテ（19牡鹿 イスラボニータ）�１勝

２代母 エターナルシャイン（99栗 ＊ノーザンテースト）出走
ダノンエターナル（04牡 ダンスインザダーク）入着，�２勝��
シュウボンバー（05牡 スペシャルウィーク）２勝，高田城特別
ツカサリボン（08牝 キングカメハメハ）１勝
レーザービーム（10牡 ジャングルポケット）�12 勝
スピリチュアル（13牝 キャプテントゥーレ）�１勝�入着�
エターナルフレイム（14	 ＊フレンチデピュティ）４勝，���１勝
プリンセスブーケ（15牝 フリオーソ）入着２回，��１勝�

３代母 マークプロミス（92栗 トウシヨウボーイ）２勝，桃花賞，うぐいす賞２着
マークターミー（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，オーロラ特別，洞海湾Ｓ３着，


�１勝
プロミストーク（98牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

セイウンニムカウ（02牡 ＊カーネギー）２勝，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，アー
リントンＣ‐Jpn3 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，etc.

デンコウブルー（06牝 キングカメハメハ）出走
ウインヴォルケーノ（13牡 ＊ロージズインメイ）��17 勝，仙酔峡賞２着，
錦江湾賞２着，すみれ賞３着

リヴァプール（02牝 ダンスインザダーク）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，グリ
ーンＳ，金峰山特別，etc.
アースザスリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，石打特別，秩父特別３着，

野島崎特別３着，etc.
ツルマルヤマト（07牡 ダンスインザダーク）入着６回，�３勝�入着２回，北上

川大賞典２着

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

473 ワイキキブリーズ２０２０ �・鹿 ２／２４
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandワイキキブリーズ ＊ノーザンテースト

��
��
�エターナルシャイン栗 2007 マークプロミス

＊ヘザーランズ 1l
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンアリエル（12鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エイシンカプリコン（17牝鹿 トゥザワールド）��入着�１勝
ミュークフルーレ（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�地方未出走

２代母 エイシンチタニア（01鹿 ＊スピニングワールド）出走
エーシンセーフティ（06牡 エイシンサンディ）１勝，��３勝�５勝�２勝
エーシンダックマン（07牡 サクラバクシンオー）６勝，淀短距離Ｓ‐L，アイビスサ

マーダッシュ‐G3 ２着，シルクロードＳ‐G3 ２着，福島民友Ｃ‐L ３着，橘
Ｓ‐OP，etc.

ブラザーダックマン（08牡 ＊エイシンワシントン）�２勝�１勝�１勝
エーシンプラチナム（09牝 アドマイヤコジーン）�１勝�入着３回�
エーシンタヒチ（10牝 オレハマッテルゼ）�14 勝

３代母 ＊ヴィデオピアノ（90 USA鹿 Fappiano）USA２勝
エイシンツルギザン（00牡 サクラバクシンオー）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，Ｎ

ＨＫマイルＣ‐Jpn1 ２着，ＵＨＢ杯‐L ２着，etc.

４代母 ヴィデオジェニック Videogenic（82 USA鹿 Caucasus）USA20 勝，サンタ
アナＨ‐G1，レイディーズＨ‐G1，オーキッドＨ‐G2，ロングアイランドＨ‐G2，
ヴァイオレットＨ‐G3，etc.

５代母 ヴィデオベイブ Video Babe（73 USA鹿 T.V. Commercial）USA４勝，
Bowie Kindergarten S２着
［孫］ ヴァリドヴィデオ Valid Video（00	 ValidWager）USA６勝，キング

ズビショップＳ‐G1，キャリーバックＳ‐G3，サプリングＳ‐G3，etc.
インフィニトリソース Infinite Resource（04 牡 Distorted Humor）US
A８勝，San Juan County Commissioner's H‐L，種牡馬

ブルーグラスセイラ Bluegrass Sara（01 牝 ＊タバスコキャット）USA３
勝，Silver Spur Breeders' Cup S，T.T.A. Sales Futurity‐R，
Wafare Farm S３着，etc.

リッチベイブ Richbabe（96牝 Richman）USA３勝，Friendship S
‐R，Bara Lass S‐R

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

474 エイシンアリエル２０２０ �・黒鹿 ４／ １
＊ 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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモエイシンアリエル ＊スピニングワールド

��
��
�エイシンチタニア鹿 2012 ＊ヴィデオピアノ

3d
ノーザンテースト S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 イルドロール（06栗 ゴールドアリュール）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
クリーミーマロン（13牝栗 ＊ハービンジャー）�１勝�入着
ウインスピリタス（16牡鹿 タニノギムレット）�２勝，八幡特別（芝 1200）
チェスナットロール（17牝栗 ＊グラスワンダー）�１勝
ブラックマーメイド（18牝青鹿 リオンディーズ）���入着４回

２代母 イルネージュ（99栗 ＊トニービン）１勝
ソルフェージュ（07牝 ＊ロージズインメイ）�２勝�１勝
ミッキーレモン（08牝 ＊ロージズインメイ）３勝，三春駒特別，粟島特別２着

ミッキーチャイルド（15牡 ダノンシャンティ）�１勝
ミッキーセオリー（16牡 ダノンシャンティ）１勝
ミッキーハッスル（17� ダノンバラード）１勝，�地方未出走
ミッキーハロー（18牝 ミッキーアイル）�１勝

トランドネージュ（09牝 ダイワメジャー）１勝，はなのき賞２着，サフラン賞２着，
手稲山特別３着，菜の花賞３着，赤松賞３着
スリーヴリーグ（16牡 ＊タートルボウル）１勝，���１勝�入着�

レイヌドネージュ（10牝 フジキセキ）４勝，美浦Ｓ，松前特別，石打特別２着
ファド（13牝 ダイワメジャー）２勝，飛翼特別３着
ネオマティリアル（17牡 ネオユニヴァース）���１勝

３代母 ジュウニヒトエ（89栗 ＊リアルシヤダイ）４勝，ＢＭサイヤーズＳ，三宮特別，
関ケ原Ｓ２着，博多Ｓ３着，北九州市制３０周年記念３着，etc.
ジェイモード（96牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，夙川特別，妙高特別２着，神無月Ｓ

３着，etc.

４代母 スズタカプリンセス（80栗 ＊ノーザンテースト）７勝，金鯱賞‐Jpn3 ３着，
梅田Ｓ，太秦特別，新涼特別，八坂特別
［子］ カシワズビーナス（90牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1

３着，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，忘れな草賞‐OP，etc.
プレティッシモ（88牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，九重特別３着

［孫］ マチカネニゲミズ（93牡 ＊フレンチグローリー）１勝，中京３歳Ｓ‐OP ２着

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

475 イルドロール２０２０ 牡・鹿 ３／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤイルドロール ＊トニービン

��
��
�イルネージュ栗 2006 ジュウニヒトエ

＊スコツチプリンセス 11f
Nureyev M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊イヴニングミスト（00 USA鹿 Pulpit）USA入着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（８），地方－５（９）〕
カイシュウペガサス（05牡栗 Cat Thief）�３勝
クラウンティアラ（08牝黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）�１勝
マイネルハルカゼ（10牡鹿 ゴールドアリュール）４勝，鷹取特別（Ｄ1800）３着，

�３勝�入着，福永洋一記念（Ｄ1600）２着
ジャコカッテ（11牡栗 ＊サウスヴィグラス）４勝，ドンカスターＣ（Ｄ1200）２着
ミッドダンス（12牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）��１勝
デュオビギン（16牝栗 ＊トビーズコーナー）�１勝
レゾンデートル（18牝鹿 マツリダゴッホ）�入着

２代母 ネクストフォールNext Fall（84 USA鹿 Alleged）USA１勝
ナチュラルナインNatural Nine（89牡 ＊モガンボ）USA３勝，シルヴァースクリー

ンＨ‐G3，Bradbury S‐R
コフィースプリングズ Coffee Springs（92 牝 Crafty Prospector）USA５勝，

WishingWell S‐L ２着，West Long Branch S３着，Safely Kept S３着
パインフォージャワ Pine for Java（00牡 Pine Bluff）USA４勝，ゴールデン

ゲイトダービー‐G3 ３着
プライドPride（06牝 Lion Heart）USA１勝
カインドオヴマジック Kind of Magic（15 牝 Bellamy Road）CHI３勝，
P. Coronel Santiago Bueras‐L

スプリングモーニング Spring Morning（96牝 Mr. Prospector）USA出走
アカジュー Acajou（03牝 Horse Chestnut）USA２勝，Goldfinch S２着
ナカノNakano（08牝 First Samurai）USA３勝，Connie Ann S，プリン

セスルーニーＨ‐G1 ３着，Cool Air S２着，ハリケインバーティＳ
‐G3 ３着，シュガースワールＳ‐G3 ３着，etc.

ティズマーヴェラス Tiz Marvelous（11 牡 TizWonderful）USA１勝，Mo
narchos S３着

トワイゼルツイストTwizeltwist（03 牝 ＊トワイニング）ITY５勝

３代母 サマータイムプロミス Summertime Promise（72 USA鹿 Nijinsky）USA10
勝，ギャロレットＨ‐G3，Apple Blossom H，Indian Maid H（２回），Y
o Tambien H（２回），サンタマルガリータＨ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲上井農場＝新冠町新栄 �0146-49-5101
生 産 牧 場： ㈲上井農場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

476 イヴニングミスト２０２０ �・鹿 ４／ １
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊

プルピット A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Pulpit Preachイヴニングミスト ネクストフォール Alleged

��
��
�Next Fall鹿USA 2000 Summertime Promise

4r
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 イケジュンペガサス（14芦 ＊クロフネ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 マイクロス（00鹿 タマモクロス）不出走
オースミカトレア（06牝 マヤノトップガン）�１勝�入着�
ナリタキョウジン（07牡 ＊グラスワンダー）�１勝
マルモセーラ（08牝 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3

マルモレイナ（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，合馬
特別，タイランドＣ３着

マルモマリア（15牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝
マルモネオフォース（16牝 ＊ワークフォース）�２勝，北國新聞杯２着
マルモルーラー（18牡 ルーラーシップ）�１勝

レオトリビュート（11牡 アドマイヤコジーン）�１勝
クインズウラヌス（13牡 ＊クロフネ）�４勝��５勝	入着２回�

３代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98
 トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），etc.，��５勝�����入着４回�
キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着

カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
リトミカメンテ（16牝 オルフェーヴル）�３勝，武田尾特別，桑折特別，
清滝特別２着，etc.

タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）�３勝，由比ヶ浜特別，二本松特別
２着，豊明Ｓ３着，etc.

インフィニットエア（06
 ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，�２勝

４代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
［子］ アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，

大雪Ｈ，えりも特別，etc.
［孫］ エースインザホール（07牡 スペシャルウィーク）３勝，もちの木賞３着

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

477 イケジュンペガサス２０２０ �・黒鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューイケジュンペガサス タマモクロス

��
��
�マイクロス芦 2014 ビーサイレント

＊ロイヤルアグリーメント 12f
サンデーサイレンス S3×M4 フオルテイノ S5×M5

価格： 購買者：



母 イセベル（15鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
初仔

２代母 ベルクラシック（96鹿 A.P. Indy）１勝
ハンマークラヴィア（02� ＊エリシオ）１勝，�４勝
ベルフィーチャー（04牝 アグネスタキオン）３勝，長久手特別２着，奥只見特別２

着，三宮特別３着，摂津特別３着
ファウンテンベル（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝�４勝�入着�
ケイアイカイト（08牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，フィリピンＴ，市原特別３着，

�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着
ブレイクオブディー（12牡 ＊ブレイクランアウト）�４勝
ウインシンフォニア（13牡 キングカメハメハ）１勝，��１勝�７勝
ヒロノセンキン（16� ベルシャザール）２勝，	
未出走��出走

３代母 ＊ベルピアノ（91 USA鹿 Fappiano）USA入着
ベルフォルテ（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，��入着３回���
，中島記念３着
ドラゴンヴォイス（08牡 ハーツクライ）４勝，柏崎特別，松戸特別３着，��２勝

４代母 ベルシーバ Bel Sheba（70 USA鹿 Lt. Stevens）USA５勝，アディロンダッ
クＳ３着
［子］ アリシーバ Alysheba（84牡 Alydar）USA11 勝，ケンタッキーダービー‐G1，

プリークネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，etc.，種牡馬
アリーズベル Alysbelle（89 牝 Alydar）USA４勝，ラカニャーダＳ‐G2，
Variety Queen S‐R，ハリウッドオークス‐G1 ３着，etc.

エンジョイプラン Enjoy Plan（90牡 Alydar）FR４勝，P. Lovelace
‐L，メシドール賞‐G3 ３着，P. Herod‐L ３着，種牡馬

グラベルストGrabelst（81 牝 Graustark）ITY・USA１勝，P. Tullio Ri
ghetti‐L

ポートマスター Port Master（76 牡 Raise a Native）USA11 勝，Fair Play
S，Col. R. S. McLaughlin H，Vandal S，etc.，種牡馬

［孫］ ＊マチカネキンノホシ（96牡 Seattle Slew）４勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，
ＡＪＣＣ‐Jpn2，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲片山牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3333
生 産 牧 場： ㈲片山牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

478 イセベル２０２０ �・鹿 ３／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayイセベル A.P. Indy

��
��
�ベルクラシック鹿 2015 ＊ベルピアノ

20
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Seattle SlewM4×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 イノセントデイズ（14鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
バスマティ（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 レディハピネス（07鹿 Montjeu）出走
マテンロウハピネス（12牡 ダイワメジャー）４勝，アーリントンＣ‐G3 ３着，橘Ｓ

‐OP，国立特別，フローラルウォーク賞，心斎橋Ｓ３着，障害２勝
ロードユリシス（17� ロードカナロア）���３勝

３代母 レディパステル（98黒鹿 ＊トニービン）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，
中山牝馬Ｓ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

＊ロードバロック（05牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，河北新報杯，船橋Ｓ２着，
市川Ｓ３着，etc.，�１勝���

＊ロードロックスター（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，
はなみずき賞，朱雀Ｓ２着，etc.

ロードアクレイム（09牡 ディープインパクト）２勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，夏木立賞

４代母 ＊ピンクタートル（88 USA栗 Blushing Groom）FR・USA４勝，P. Madam
e Jean Couturie‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，プシュケ賞‐G3 ２着，P. de l
a Pepiniere‐L ２着，ノネット賞‐G3 ３着，etc.
［子］ ヴァンダライズ（07牡 ダンスインザダーク）４勝，睦月賞，金倉山特別，

陸奥湾特別２着，etc.，障害２勝
ロードウエスト（96牡 GoneWest）３勝，犬吠埼特別，矢作川特別２着，
うぐいす賞２着，etc.，�１勝�

ポップアイコン（09牝 ダイワメジャー）３勝，鳥取特別２着，ＴＶＱ杯２着
［孫］ スピリタス（05� タニノギムレット）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，小

倉日経ＯＰ‐LR ２着，ＮＳＴ賞‐L ２着，etc.
ビンテージチャート（06牡 キングカメハメハ）５勝，上総Ｓ，八ヶ岳特別，
青嵐賞，etc.

パリカラノテガミ（11牡 ジャングルポケット）�５勝，常総Ｓ，藻岩山特
別，二王子特別，etc.，障害１勝

［曾孫］ タマノブリュネット（12牝 ディープスカイ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，etc.，
��２勝，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 小野 秀治＝新ひだか町三石清瀬 �090-3390-7444
生 産 牧 場： 小野 秀治
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

479 イノセントデイズ２０２０ �・鹿 ３／２６
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケイノセントデイズ Montjeu

��
��
�レディハピネス鹿 2014 レディパステル

＊ピンクタートル 1l
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ウインレーヌ（11鹿 キングカメハメハ）�３勝��５勝�
本馬の他に産駒あり

２代母 ダンスエンドレス（04鹿 ダンスインザダーク）不出走
マスケティアー（09牡 ＊クロフネ）SIN５勝，Woodlands Classic S‐L ３着

３代母 サクラエンドレス（89鹿 サクラユタカオー）２勝，フローラＳ‐OP ２着，う
ぐいす賞３着
サクラトキメキ（94牝 アンバーシヤダイ）出走

ユメロマン（02牡 ＊ジェネラス）３勝，グッドラックＨ２着
マイネルマクロス（01牡 フジキセキ）２勝，京成杯‐Jpn3 ２着，京都２歳Ｓ‐L ２

着，毎日杯‐Jpn3 ３着，etc.
キズナエンドレス（11牝 ステイゴールド）２勝，御室特別２着，障害１勝

４代母 サクラハツスル（83鹿 マルゼンスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，巴賞
‐OP ３着，セプテンバーＳ，ユートピアＳ，白百合賞２着，etc.
［子］ サクラスピードオー（93牡 サクラホクトオー）４勝，共同通信杯４歳Ｓ

‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ５着，etc.
サクラロマンス（97牝 サクラホクトオー）１勝，紅梅Ｓ‐OP ３着，さわ
らび賞３着

サクラダイマオー（90牡 ＊リフアーズスペシヤル）��10 勝�１勝，かし
わ記念３着

サクラスエヒロ（95牝 サクラユタカオー）４勝，ポプラＳ，駒ケ岳特別，
桃花賞

サクラスターダム（00� ＊ブライアンズタイム）３勝，成田特別，潮来特
別３着

［孫］ サクラアドニス（08牡 サクラプレジデント）６勝，朱鷺Ｓ‐OP，ディープ
インパクトＣ‐OP，長篠Ｓ，etc.

サクラエール（11牡 ＊ケイムホーム）５勝，ファイナルＳ‐OP ２着，オー
タムリーフＳ‐OP ２着，大阪スポーツ杯，etc.，�12 勝�入着��	

サクライダテン（05牡 サクラバクシンオー）３勝，クリスマスローズＳ
‐OP ２着，潮騒特別２着，白老特別２着，etc.，	３勝��

サクラギャラクシー（00牡 サクラローレル）４勝，吹田特別，木古内特別３着

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

480 ウインレーヌ２０２０ �・黒鹿 ４／１３

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスウインレーヌ ダンスインザダーク

��
��
�ダンスエンドレス鹿 2011 サクラエンドレス

＊バイマイラブ 16g
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ウインパレード（06栗 ＊アグネスデジタル）���１勝・２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（17）〕
ロイヤルパレード（12牝鹿 ブラックタイド）��１勝�４勝�２勝�入着
ドンナディヴィーノ（13牝栗 メイショウボーラー）���１勝・５勝
ピースフルジョイ（15牝栗 ＊パイロ）��３勝
ピースフルパワー（16牝栗 エスポワールシチー）���入着２回
ブリヤントゥ（17牝鹿 ネオユニヴァース）���１勝
ピースフルプライド（18牡鹿 ミッキーアイル）���入着

２代母 エンプレスロッチ（95栗 ＊カコイーシーズ）３勝，渡島特別，桧山特別２着
ダンスインザロッチ（02牝 ダンスインザダーク）�２勝
ボリュームオン（03牡 ＊フォーティナイナー）�５勝�４勝��入着
オールザウェイ（05牝 ＊アグネスデジタル）��４勝
ブレットザキング（08牡 ＊アジュディケーティング）��５勝
フレンチカンカン（10牝 ＊フレンチデピュティ）��９勝
テイエムゴージャス（11牝 ＊アジュディケーティング）１勝，�４勝
コスモヨハネ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝，古作特別，刈谷特別，新発田城特別

２着，有松特別３着
ピースフルエンゼル（15牝 ゴールドアリュール）���４勝

３代母 ロツチウインド（82栗 ＊テスコボーイ）３勝，洞爺湖特別

４代母 クリプシー（75栗 アローエクスプレス）２勝，横津岳特別
［子］ マチカネタンホイザ（89牡 ＊ノーザンテースト）８勝，高松宮杯‐Jpn2，

ＡＪＣＣ‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
［孫］ ワコーチカコ（90牝 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函

館記念‐Jpn3，etc.
［曾孫］ ダンツジャッジ（99牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ダービー

卿ＣｈＴ‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.
マイネルスターリー（05牡 ＊スターオブコジーン）８勝，函館記念‐G3，
巴賞‐LR，アイルランドＴ‐L，etc.

メイショウラムセス（98牡 ＊ラムタラ）６勝，富士Ｓ‐G3，マイルＣｈＳ
‐Jpn1 ５着，菩提樹Ｓ‐OP，etc.

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： 津田牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

481 ウインパレード２０２０ �・栗 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawウインパレード ＊カコイーシーズ

��
��
�エンプレスロッチ栗 2006 ロツチウインド

＊クレイグダーロツチ 11c
Hail to Reason S5×S5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 シャイニングスルー（02青鹿 スペシャルウィーク）１勝，湯浜特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（９）〕
ヴァンガードシチー（12牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
パッキーノ（14牡鹿 ＊ファルブラヴ）�２勝
リョウランレーヴ（15牝青 ＊シンボリクリスエス）�２勝
シイチ（16牡黒鹿 ＊ワークフォース）入着，���１勝�
ドーベルフラッシュ（17牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��３勝�１勝	
ブルーデイジー（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 ＊メインスルー（92 USA黒鹿 Slew o' Gold）USA６勝，E.B. Johnston S
‐L，Torrey Pines S‐R
メインタイトル（98牝 Rahy）１勝

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

ブリガドーン（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，京成杯
‐Jpn3 ３着，館山特別，西郷特別，桑折特別，etc.
ブリガアルタ（13牝 ＊コンデュイット）３勝，織姫賞，かもめ島特別３着

マコトキンギン（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーションＣ３着
ダイバーシティ（05
 ジャングルポケット）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ３

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

檜原湖特別２着，三面川特別３着
ニューポート（16牡 ロードカナロア）�３勝，熊野特別，長良川特別，中京ス

ポニチ賞２着
アドマイヤアロング（08牝 スペシャルウィーク）入着２回，�２勝

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

エボニーナイト（09牡 サムライハート）１勝

３代母 メインプロスペクトMain Prospect（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝，
Miss Autumn S

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

482 シャイニングスルー２０２０ �・黒鹿 ２／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールシャイニングスルー
＊ Slew o' Gold

��
��
�メインスルー青鹿 2002 Main Prospect

8c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エヴリホープ（12栗 Mineshaft）入着５回
〔産駒馬名登録数：１〕
フォギーショコラ（17牡鹿 マツリダゴッホ）���入着

２代母 ＊ステージトリック（06 USA栗 Distorted Humor）USA５勝，Rosenna S，
オービアＳ‐G3 ３着
エンパイアペガサス（13牡 ＊エンパイアメーカー）��21 勝��２勝�１勝�入着，

報知ＧＰＣ，一條記念みちのく大賞典（３回），桐花賞（２回），北上川大賞典
（２回），白嶺賞，etc.

モズダッシュスター（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，麦秋Ｓ，相馬特別３着，�４勝
ファイントリック（18牝 ルーラーシップ）��２勝，スプリングＣ２着，ウイナー

Ｃ３着，あやめ賞３着，寒菊賞３着，プリンセスＣ３着，etc.

３代母 エンゲイジングEngaging（94 USA栗 Private Account）不出走
スペイスクルーズ Space Cruise（02 牝 Cape Canaveral）USA７勝，Matron H

‐L ２着，Tellike S‐L ２着，Treasure Chest S‐L ３着，etc.
ファイアリーパスート Fiery Pursuit（03 牝 Carson City）USA５勝，ルイヴィル

ＢＣＳ‐G2，Oaklawn Bayakoa S‐L ３着
レッドウッドダンサーRedwood Dancer（09 牝 Forestry）不出走
ザヴァージニアン The Virginian（12� Hinchinbrook）AUS・HKG３勝，
BRC Chief de Beers Quality S‐L，ＢＲＣストラドブロークＨ‐G1
３着，ＡＴＣショーカウンティクオリティＨ‐G3 ２着

ローンパーティ Lawn Party（11 牝 Medaglia d'Oro）USA１勝，Brookme
ade S‐R ３着

＊ステラエージェント（16牝 More Than Ready）USA１勝，ＢＣジュヴェ
ナイルフィリーズターフ‐G1 ３着，ミスグリジョＳ‐G2 ３着

４代母 スターレットストーム Starlet Storm（87 USA栗 Storm Bird）USA２勝
［子］ フランダーズ Flanders（92 牝 Seeking the Gold）USA４勝，フリゼッ

トＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1
［孫］ サーフサイド Surfside（97 牝 Seattle Slew）USA８勝，フリゼットＳ‐G1，

ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，etc.

販売申込者・所有者： 小倉 光博＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2067
生 産 牧 場： 小倉 光博
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

483 エヴリホープ２０２０ 牡・栗 ３／２５

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

マインシャフト A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Mineshaft Prospectors Deliteエヴリホープ
＊ Distorted Humor

��
��
�ステージトリック栗 2012 Engaging

25
Mr. Prospector M4×M5 Danzig S5×M5 Damascus S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴルタヴァ（15芦 ロードカナロア）不出走
初仔

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

Ｓ３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

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
サクラフューチャー（96牝 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプロ
ーズ賞２着

サクラビッグスター（94牡 サクラホクトオー）入着４回，湯沢特別３着
［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： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �0175-23-4586
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

484 ヴルタヴァ２０２０ �・芦 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムヴルタヴァ
＊ Cozzene

��
��
�ラタフィア芦 2015 Sakura Fabulous

14
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ヴィグシュテラウス（12栗 ダイタクリーヴァ）��５勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ヴィーグスマイル（06栗 ＊サウスヴィグラス）不出走

３代母 ハートフルスピーチ（89栗 ＊リアルシヤダイ）１勝
ミスタードン（97牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＴＵＦ杯，葉山特別，桐花賞
アポロサティー（01牝 ＊キンググローリアス）１勝，��５勝

バニスター（12牡 ＊パイロ）�５勝�１勝�入着２回，ＭＲＯ金賞２着
ココロネ（05牡 ミレニアムバイオ）�２勝，ジュニアクラウン３着

４代母 シヤダイスピーチ（77栗 ＊ノーザンテースト）５勝，玄海特別，白梅賞
［子］ スピークリーズン（86牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，函館記念‐Jpn3，京成

杯‐Jpn3，すずかけＳ‐OP，etc.，種牡馬
ビッグマウス（87牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，青葉賞‐OP
エアパラダイス（93牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，甲斐路Ｓ，山中湖特
別，青嵐賞，etc.，��１勝

［孫］ フォルテベリーニ（02牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，福島記念‐Jpn3
２着，白富士Ｓ‐L ２着，中京記念‐G3 ３着，etc.，障害２勝

５代母 ペルースポート（72栗 ＊ガーサント）３勝，ながつき賞
［子］ シヤダイチヤツター（80牝 ＊ノーザンテースト）６勝，小倉記念‐Jpn3，

北九州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，etc.
［孫］ インティライミ（02牡 スペシャルウィーク）５勝，京都大賞典‐G2，京都

新聞杯‐Jpn2，朝日ＣｈＣ‐G3，etc.
サンバレンティン（01牡 スペシャルウィーク）８勝，七夕賞‐G3，福島記
念‐Jpn3，大阪スポーツ杯，etc.

オーバーザウォール（94牝 ＊ドクターデヴィアス）５勝，福島記念‐Jpn3，
山中湖特別，九州スポーツ新聞杯，etc.

［曾孫］ アルバート（11牡 アドマイヤドン）９勝，ステイヤーズＳ‐G2（３回），ダ
イヤモンドＳ‐G3，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

プレミアムボックス（03牡 アドマイヤベガ）８勝，京阪杯‐G3，ＣＢＣ賞
‐G3，オーシャンＳ‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲エトルタファーム＝日高町旭町 �090-1043-4110
生 産 牧 場： ㈲エトルタファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

485 ヴィグシュテラウス２０２０ 牡・栗 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダイタクリーヴァ スプリングネヴァーヴィグシュテラウス ＊サウスヴィグラス

��
��
�ヴィーグスマイル栗 2012 ハートフルスピーチ

＊レデイチヤツター 19
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴァンドゥーズ（14黒鹿 アドマイヤムーン）出走
本馬の他に産駒あり

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： ㈲杵臼斉藤牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1660
生 産 牧 場： ㈲杵臼斉藤牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

486 ヴァンドゥーズ２０２０ �・栗 ４／ ４
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊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ァンドゥーズ
＊ GoneWest

��
��
�ラドルチェ黒鹿 2014 Sharp Cat

8k
Mr. Prospector S3×M4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ウイニフレッド（09鹿 スペシャルウィーク）�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アールブリッツ（17牡青 ストロングリターン）入着，���１勝

２代母 ＊ストーミンウイニー（95 USA芦 Storm Cat）不出走
ラコンセイアント La Conseillante（04 牝 Elusive Quality）FR・USA３勝，P.

Aymeri de Mauleon‐L
ウォーエンヴォイWar Envoy（12牡 War Front）GB・FR・IRE・USA・BAR２

勝，英シャンペインＳ‐G2 ２着，レイルウェイＳ‐G2 ３着，Patton S‐L
２着，ラウンドタワーＳ‐G3 ３着，Rochestown S‐L ３着，種牡馬

ソイミモーサ Soy Mimosa（06牝 Grand Slam）ARG入着
サドゥー Sadhus（14 牡 Manipulator）�ARG６勝，独立記念日賞‐G3 ２着

テルザトゥルース（07牡 Yes It's True）１勝，�１勝���入着６回
ホレミンサイヤ（12牝 アドマイヤムーン）�２勝�４勝��，留守杯日高賞

３代母 ウィニングカラーズWinning Colors（85 USA芦 Caro）USA８勝，ケンタ
ッキーダービー‐G1，サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタオークス‐G1，
Turfway Park H‐L，La Centinela S‐LR，etc.
シュバクニ Shbakni（91 牝 Mr. Prospector）FR・UAE入着６回

イルバンキエレ Il Banchiere（09� Bertolini）ITY７勝，P. Gardone‐L
２着，P. Toscana‐L ３着

＊ゴールデンカラーズ（93牝 Mr. Prospector）３勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，フロ
ーラＳ‐OP，ひいらぎ賞
チアフルスマイル（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，キーンランドＣ‐Jpn3，

谷川岳Ｓ‐L，京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
オーシャンカラーズOcean Colors（06 牝 Orientate）USA３勝，Mongo Quee

n S２着
シルヴァーカラーズ Silver Colors（07 牝 Mr. Greeley）GB出走

シルヴァーライド Silver Ride（12� Candy Ride）�USA・CAN８勝，ヴォ
スバーグＳ‐G1 ３着，King Cotton S‐L ３着，TomMetzen H. B. P.
A. Sprint S‐R ３着，etc.

＊エスキモーキセス（15牝 To Honor and Serve）USA３勝，アラバマＳ‐G1，
アシュランドＳ‐G1 ２着，フェアグラウンズオークス‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616
生 産 牧 場： ㈱オリオンファーム
飼 養 者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616

487 ウイニフレッド２０２０ �・鹿 ２／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールウイニフレッド
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミンウイニー鹿 2009 Winning Colors

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

価格： 購買者：



母 ウイングパラダイス（11鹿 メイショウサムソン）１勝，�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 セフティパラダイス（01栗 ＊パラダイスクリーク）３勝
マイピースハート（08牝 ＊グラスワンダー）�１勝��
アラタシャチョウ（10牡 メイショウサムソン）�７勝�
リングオブハピネス（13牝 ＊コンデュイット）２勝，障害１勝

３代母 ダンツプリンセス（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，スイートピーＳ‐OP ２
着，瀬戸内海特別，三国特別，キャピタルＳ２着，如意ヶ嶽特別２着，etc.
フレアキャスケード（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝

ダイワスキャンプ（12� ＊ヨハネスブルグ）２勝，浦安特別２着，富嶽賞２着，
弥彦特別２着

スパーキングジョイ（13牡 ヴィクトワールピサ）２勝，富良野特別
チカノワール（14牝 ＊ハービンジャー）３勝，玄海特別，雲雀Ｓ２着，スピカＳ

３着，etc.
レオコックブルー（15牝 ＊ベーカバド）�３勝，玄海特別，北大路特別２着，博

多Ｓ３着，etc.
メイショウエグル（04牡 ＊ティンバーカントリー）３勝，伏竜Ｓ‐OP
セブンシークィーン（06牝 ＊コロナドズクエスト）５勝，駿風Ｓ，桂川Ｓ，おおぞら

特別，etc.
プレジールミノル（18牡 ＊ケープブランコ）�１勝，なでしこ賞３着

４代母 ミラクルミユキ（90鹿 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ メイショウホクシン（02牡 フジキセキ）１勝，マラヤンＲＡＴ２着，�２勝
［孫］ オオトリオウジャ（06牡 ゴールドアリュール）５勝，京都オータムプレミ

アム，マカオＪクラブＴ，花見小路特別２着，etc.

５代母 タニノベンチヤ（71黒鹿 ＊ヴエンチア）１勝
［子］ カツラギエース（80牡 ＊ボイズイーボーイ）10勝，ジャパンＣ‐Jpn1，宝

塚記念‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
ラビットボール（87牝 ＊ラツキーソブリン）９勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京
都牝馬特別‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐OP（２回），etc.

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

488 ウイングパラダイス２０２０ �・黒鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンウイングパラダイス ＊パラダイスクリーク

��
��
�セフティパラダイス鹿 2011 ダンツプリンセス

＊アベイブリツジ 14c
Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 ウエスタンビアンコ（12芦 ＊クロフネ）出走
初仔

２代母 ウエスタンモーダ（03栗 アグネスタキオン）出走
ウエスタンオウジ（10� キングカメハメハ）３勝，�１勝
ウエスタンプリンス（11牡 ＊ブライアンズタイム）�３勝�９勝��５勝，中日杯２着

３代母 ウエスタンレジーナ（95鹿 ＊ダンシングブレーヴ）３勝

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

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

［孫］ ウエスタンダンサー（04牝 ＊デヒア）６勝，京阪杯‐G3，京洛Ｓ‐OP ２着，
桂川Ｓ，etc.

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

ウエスタンメジャー（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，勝浦特別，八重
桜賞，寒竹賞２着，etc.，種牡馬

ウエスタンレベッカ（10牝 ゼンノロブロイ）４勝，ゴールデンブーツＴ，
寿Ｓ２着，都井岬特別３着，障害１勝

ウエスタンクィーン（02牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，秋川特別，湘南
Ｓ３着

マイネルマエストロ（10牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，エリカ賞，許波
多特別２着

ウエスタンディオ（07牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，高山特別２着，稲
荷特別３着

トゥインクルリーフ（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�１勝，舞子特別３着，�２勝
［曾孫］ ウエスタンラムール（12牡 ＊クロフネ）４勝，尾頭橋特別，��６勝

マローネメタリコ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，頌春賞

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

489 ウエスタンビアンコ２０２０ 牡・芦 ２／２０

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューウエスタンビアンコ アグネスタキオン

��
��
�ウエスタンモーダ芦 2012 ウエスタンレジーナ

＊ミュージカルラーク 9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ヴェルヴェットクイーン（01 GB鹿 Singspiel）FR１勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－１（７）〕
リラックススマイル（06牝鹿 Dubai Destination）入着

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

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

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

リージェンシー（10牝鹿 タニノギムレット）２勝
チャーマー（11牡青鹿 ＊ストーミングホーム）１勝
クリアスカイ（12�鹿 ディープスカイ）�７勝
リリックドラマ（14牝鹿 ステイゴールド）４勝，トルマリンＳ（芝 1800），北斗特

別（芝 1800），土湯温泉特別（芝 1800），２０１９ＷＡＳＪ第２戦（芝 2000）２着，高
田城特別（芝 1800）２着，浄土平特別（芝 2000）２着，赤倉特別（芝 1800）３着，
太宰府特別（芝 1800）３着，桑折特別（芝 2000）３着

ネビーイーム（18牡黒鹿 キズナ）�入着４回

２代母 ヴェルヴェットムーン Velvet Moon（91 IRE 鹿 ＊シャーディー）GB・FR４
勝，ローザーＳ‐G2，James Seymour S‐L

＊ムーンバラッド（99牡 Singspiel）GB・IRE・USA・UAE５勝，ドバイワールドＣ
‐G1，ダンテＳ‐G2，マクトゥームチャレンジＲ２‐G3，セレクトＳ‐G3，英
チャンピオンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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

‐G2，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Aston Park S‐L，Ｋジョ
ージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，ヨークインターナショナルＳ‐G1
３着，etc.，種牡馬

イータドラニコスEta Draconis（03� Daylami）GB１勝
サーハム Sirham（05� Sadler's Wells）FR２勝

３代母 パークスペシャルPark Special（84 IRE 鹿 Relkino）GB・IRE１勝

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

490 ヴェルヴェットクイーン２０２０ �・黒鹿 ４／２９

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songヴェルヴェットクイーン ヴェルヴェットムーン ＊シャーディー

��
��
�Velvet Moon鹿GB 2001 Park Special

4k
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ヴォーグジャック（09鹿 ＊クロフネ）�７勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラティ（18牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��出走�１勝
トリグラフ（19牡鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ミルフォードスバル（01鹿 ＊ホークアタック）３勝，ＳＴＶ賞，こでまり賞，
はやぶさ賞２着，水無月特別３着
グランデスバル（08牡 アドマイヤジャパン）３勝，府中市市制施行６０周年記念，グ

ッドラックＨ，湾岸Ｓ２着，常総Ｓ２着，etc.，�１勝�４勝，球磨川賞，etc.
ダイヤモンドキッス（11牝 ＊アグネスデジタル）�１勝
タイムトリップ（14牡 ＊ロードアルティマ）４勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，クロッカ

スＳ‐OP，カンナＳ‐OP，すずらん賞‐OP ２着，ジュニアＣ‐OP ３着，etc.，
���出走

ロードジパング（15牡 アドマイヤジャパン）１勝
ギニー（16牡 トゥザグローリー）�２勝�

３代母 グリーンサムナー（94鹿 ＊シャーディー）不出走

４代母 アヤテンリユウ（80鹿 ＊シヤトーゲイ）１勝
［子］ ダイイチオイシ（87牡 マルゼンスキー）２勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，葵Ｓ

‐OP ２着
セントグローリ（90牡 ＊ストームオンザルース）４勝，福島３歳Ｓ‐OP，
御堂筋Ｓ，グリーンＳ，etc.

シンクルセダ（85牡 ＊クルセダーキヤツスル）４勝，ききょう特別‐OP，
鷹取特別，玄海特別３着，etc.

ラパシオン（96牝 ＊ノーザンテースト）４勝，小倉日経ＯＰ‐OP ２着，有
明特別，室町特別，etc.

マルカジョージ（88牡 ＊ミルジヨージ）２勝，こでまり賞，�６勝
［孫］ ディアチャンス（01牝 ＊タイキシャトル）７勝，マーメイドＳ‐G3，クイ

ーンＳ‐Jpn3 ３着，エメラルドＳ，etc.
マルカボルト（07牡 ネオユニヴァース）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，
レインボーＳ，元町Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �0146-28-1629
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

491 ヴォーグジャック２０２０ 牡・鹿 ３／２４

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューヴォーグジャック ＊ホークアタック

��
��
�ミルフォードスバル鹿 2009 グリーンサムナー

＊フオーテリング 14a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ヴィオレッタ（13青 ＊シンボリクリスエス）出走
初仔

２代母 プリンセスカメリア（01栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
サンライズスター（08牡 ＊ファルブラヴ）�６勝�１勝
アルフレード（09牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，東京新聞杯‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ３着，き
んもくせい特別，優２牡

フィリアプーラ（16牝 ＊ハービンジャー）�２勝，フェアリーＳ‐G3

３代母 ラトラヴィアータ（94栗 サクラユタカオー）５勝，摩耶Ｓ‐OP ３着，セプテ
ンバーＳ，苗場特別，ユートピアＳ３着
アルフォンシーヌ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

ミッキータイガー（10牡 キングカメハメハ）２勝，栄特別
リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，etc.

ジャガンツ（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，雄国沼特別２着
マグナレガーロ（15牡 キングカメハメハ）４勝，アルデバランＳ‐OP ２着，舞

鶴Ｓ，���１勝
パルティアーモ（16牝 ＊ワークフォース）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，

新潟牝馬Ｓ‐OP ３着，早春Ｓ，etc.
ヴォリアーモ（17牝 ルーラーシップ）�１勝，松浜特別２着，ゆりかもめ賞２着

バロンドゥフォール（10� ディープインパクト）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，阿武隈Ｓ，
秋川特別，etc.

４代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

スプリングコート（91牝 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジ
ャニュアリーＳ，北大路特別，etc.

［曾孫］ ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日
王冠‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： 奥山牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

492 ヴィオレッタ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２１
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヴィオレッタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスカメリア青 2013 ラトラヴィアータ

4m
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ウインレコード（10芦 ＊チチカステナンゴ）��出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
トーイハクレン（15牡芦 スターリングローズ）��１勝
ホワイトストーム（16牡芦 ＊ホワイトマズル）入着，�１勝
ワンダートランプ（17牡鹿 ワンダーアキュート）��入着３回

２代母 ダンスインザロッチ（02黒鹿 ダンスインザダーク）�２勝
サザンウインドウ（07牡 ＊スキャン）�１勝
エコジュリエット（08牝 ＊ルールオブロー）��１勝�１勝
ウインホイッスル（11牝 ＊ブライアンズタイム）��４勝

３代母 エンプレスロッチ（95栗 ＊カコイーシーズ）３勝，渡島特別，桧山特別２着
コスモヨハネ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�３勝，古作特別，刈谷特別，新発田城特別

２着，etc.

４代母 ロツチウインド（82栗 ＊テスコボーイ）３勝，洞爺湖特別

５代母 クリプシー（75栗 アローエクスプレス）２勝，横津岳特別
［子］ マチカネタンホイザ（89牡 ＊ノーザンテースト）８勝，高松宮杯‐Jpn2，

ＡＪＣＣ‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
コニーストン（87牝 ＊プルラリズム）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，
函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，紅梅賞‐OP，etc.

［孫］ ワコーチカコ（90牝 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3，etc.

［曾孫］ ダンツジャッジ（99牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ダービー
卿ＣｈＴ‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.

マイネルスターリー（05牡 ＊スターオブコジーン）８勝，函館記念‐G3，
巴賞‐LR，アイルランドＴ‐L，etc.

メイショウラムセス（98牡 ＊ラムタラ）６勝，富士Ｓ‐G3，マイルＣｈＳ
‐Jpn1 ５着，菩提樹Ｓ‐OP，etc.

レオマイスター（05牡 ニューイングランド）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐Jpn3，福島２歳Ｓ‐OP ２着，阿武隈Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041
生 産 牧 場： ㈲グラストレーニングセンター
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

493 ウインレコード２０２０ 牡・鹿 ４／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラウインレコード ダンスインザダーク

��
��
�ダンスインザロッチ芦 2010 エンプレスロッチ

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エアブライス（14栗 ＊ハービンジャー）入着，�２勝
初仔

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
レースドール（04牝 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）�２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都
２歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

サブルドール（18牝 ＊カジノドライヴ）���入着２回�１勝，東京２歳優駿牝馬２
着，フローラルＣ３着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝
ビーポジティブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，��１勝�，クイーン賞‐Jpn3，

エンプレス杯‐Jpn2 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着
サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，シンザン記

念‐Jpn3，etc.，�１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

販売申込者・所有者： ㈱ＳＧプランニング＝愛知県一宮市 �080-9810-0171
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

494 エアブライス２０２０ �・栗 ２／１５

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlエアブライス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2014 ＊フェアリードール

9f
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンキスミー（13鹿 マンハッタンカフェ）１勝，都井岬特別（芝 2000）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊エーシンカルメン（08 USA栗 Giant's Causeway）�２勝
エイシンブルーム（14牝 ＊シンボリクリスエス）入着３回，�１勝��入着�
エイシンデジタル（15牡 ＊アグネスデジタル）２勝，��６勝�入着���，金沢ス

プリントＣ３着
エイシントロピコ（16牝 ＊バゴ）�９勝

３代母 ボヘミアンレイディ Bohemian Lady（01 USA鹿 Carson City）USA７勝，
シカーダＳ‐G3，Affectionately H，Rare Treat H，トップフライトＨ
‐G2 ２着，シュヴィーＨ‐G2 ３着，etc.
アルムーンクィス Almoonqith（10 牡 Dynaformer）FR・AUS・UAE６勝，ナド

アルシバトロフィ‐G3，ジャロングＣ‐G3，MRC Sandown C‐L，etc.

４代母 ウィークエンドインインディWeekend in Indy（95 USA鹿 A.P. Indy）US
A１勝
［子］ エニーギヴンサタデイ Any Given Saturday（04牡 Distorted Humor）

USA６勝，ハスケル招待Ｓ‐G1，ブルックリンＨ‐G2，ドゥワイアＳ
‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ ニューマネーハニーNewMoney Honey（14牝 Medaglia d'Oro）US
A・CAN５勝，ベルモントオークス‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリ
ーズターフ‐G1，ワンダーアゲインＳ‐G3，etc.

ココナッツシュリンプ Coconut Shrimp（10牝 Giant's Causeway）US
A・CAN１勝，Voodoo Dancer S‐L ２着，Chelsea Flower S
‐L ２着

５代母 フアウWhow（85 USA黒鹿 Spectacular Bid）USA７勝，Lady Manneq
uin H‐L，Michigan Breeders' Cup H
［子］ セカンドオヴジューン Second of June（01牡 Louis Quatorze）USA４

勝，ホーリーブルＳ‐G3，What A Pleasure S‐L，ウッドワードＳ
‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

495 エイシンキスミー２０２０ �・黒鹿 ３／ ６

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジエイシンキスミー
＊ Giant's Causeway

��
��
�エーシンカルメン鹿 2013 Bohemian Lady

3o
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンダイヤ（12 IRE 鹿 Galileo）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ライーナ La Ina（01 GER栗 Monsun）FR・GER・USA２勝，Kolner Fru
hjahrs‐Stutenpreis‐L，独オークス‐G1 ２着，ヘンケルレネン‐G2 ２着，ヴ
ィンターケーニギン賞‐G3 ３着，ミエスク賞‐G3 ３着，etc.
ラテランアコード Lateran Accord（09牡 ＊ロックオブジブラルタル）FR・GER・

SPA・SWI８勝，Grand Prix Jockey Club‐L
＊エイシンエルヴィン（11� Shamardal）３勝，きさらぎ賞‐G3 ３着，下鴨Ｓ２着，

春日特別２着，二本松特別２着，etc.，�２勝�入着３回��，GB・FR１勝，
P. deMontretout‐L

３代母 リマータ Limata（95 GER栗 Big Shuffle）不出走
ラヴイズレッド Love is Red（08牝 Lando）GER１勝

４代母 リボリーナ Liborina（88 GB鹿 Elegant Air）GER３勝
［子］ リナレス Linares（94 牡 Turfkonig）GER２勝

５代母 ロメラ Lomela（83 GER鹿 Surumu）GER３勝，ドイツ牝馬賞‐G3 ３着
［子］ ロンガ Longa（89牝 Blakeney）GER５勝，独オークス‐G2，Hambur

ger Stutenpreis‐L，Dusseldorfer Stutenpreis‐L，etc.
［孫］ シャーリーブレイク Shirley Blake（07牝 Acclamation）IRE１勝，Kn

ockaire S‐L ２着
ロニア Lonia（96 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER・ITY２勝，Meile D
er Nord３着

［曾孫］ リトルファイター Little Fighter（05� Montjeu）FR・GER１勝，ウニ
オンレネン‐G2 ２着，G.P. der Sparkasse Mulheim An Der Ruhr
‐L ２着

ラバムバ La Bamba（04牝 Samum）GER・SWI４勝，Kolner Stuten
‐Trophy‐L ２着，Hanshin Cup‐L ２着，P. der Hotellerie B
aden‐Baden‐L ２着，etc.

リモン Limon（99� Lavirco）GB・IRE・GER１勝，Gelsenkirchene
r Hoffnungs Preis‐L ３着

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

496 エイシンダイヤ２０２０ �・黒鹿 ３／２２
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaエイシンダイヤ ライーナ Monsun

��
��
�La Ina鹿IRE 2012 Limata

9e
Allegretta S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Surumu S4×M5
Konigsstuhl M4×S5
価格： 購買者：



母 オータムカラー（09栗 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
タガノヒルクライム（15牡栗 ＊ハービンジャー）１勝

２代母 オータムブリーズ（98鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，障害１勝
ブリズデロートンヌ（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

グランユニヴェール（13牡 ネオユニヴァース）��３勝�７勝，京浜盃２着，
ハイセイコー記念２着，平和賞３着

マエストラーレ（06牝 ネオユニヴァース）４勝，江戸川特別，三陸特別２着
ルヴァンスレーヴ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，チャンピオンズＣ‐G1，

ユニコーンＳ‐G3，etc.，��２勝�１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，
ジャパンＤダービー‐Jpn1，全日本２歳優駿‐Jpn1，etc.，優ダート，Ｄ
Ｇ特別，種牡馬

チュウワブロッサム（07牝 デュランダル）３勝，瀬波温泉特別，柳都Ｓ３着，�１勝
チュウワウィザード（15牡 キングカメハメハ）�６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，

�１勝��３勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ダイオ
ライト記念‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2，etc.，UAE・SAU入着，優ダート

コルポディヴェント（08牡 フジキセキ）５勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ，桃山Ｓ２着
アイアンテーラー（14牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，インディアＴ，

��１勝，クイーン賞‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着
アイキャンテーラー（16牡 フリオーソ）�２勝

３代母 セプテンバーソング（91鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，三面川特別，寺泊特別２
着，逢坂山特別３着
タガノビッグバン（09牡 フジキセキ）３勝，兵庫特別

４代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
［子］ ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，

日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬
サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

497 オータムカラー２０２０ �・栗 ３／３０

＊

＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイオータムカラー ＊ティンバーカントリー

��
��
�オータムブリーズ栗 2009 セプテンバーソング

＊フアンシミン 9f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 オーゴンカガヤキ（12黒鹿 デュランダル）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
サツキオーゴン（17牝黒鹿 トゥザグローリー）���入着２回�４勝

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

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

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

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

パピュラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）�３勝
サンホッブズ（13牡 メイショウサムソン）４勝，伊勢佐木特別，伊勢特別３着，

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

２勝�入着��，利家盃
ハウオリ（06牝 キングカメハメハ）３勝，丹波特別，三面川特別２着，中京スポニ

チ賞２着，etc.
キロハナ（12牡 ディープインパクト）４勝，つばき賞，武庫川Ｓ２着，長岡Ｓ

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

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

‐Jpn3 ３着，卯月Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

498 オーゴンカガヤキ２０２０ �・黒鹿 ３／２９
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

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセスオーゴンカガヤキ ＊エルコンドルパサー

��
��
�メルヴェイユーズ黒鹿 2012 ノースフライト

＊フオーワードフライト 12c
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ジェネロジー（04 UAE鹿 ＊ジェイドロバリー）��２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
メニーナドソル（10牝鹿 ＊ザール）�１勝
コマンドゥールキイ（11牝鹿 フジキセキ）��４勝
リズムプランニング（12�鹿 ゴールドアリュール）��１勝
キョウエイローザ（15牝栗 フェデラリスト）��１勝

２代母 ＊キンスフォーク（97 GB鹿 Distant Relative）IRE 出走
イーストホーリング（05牡 Halling）�５勝
フォークダンス（07牡 ＊タップダンスシチー）�７勝

３代母 シックスネイションズ Six Nations（89 USA鹿 Danzig）FR１勝
フィヌアー Fionnuar（09 牝 Teofilo）IRE４勝

フライイングヴィジット Flying Visit（18� Pride Of Dubai）�GB・IRE２
勝，エアフィールドＳ‐G3，バリーサックスＳ‐G3 ２着

４代母 シックスクラウンズ Six Crowns（76 USA栗 Secretariat）USA５勝，Me
adowQueen S，レイディーズＨ‐G1 ３着，Miss Liberty H２着，Queen
Charlotte H２着，Athenia H３着，etc.
［子］ チーフズクラウン Chief's Crown（82牡 Danzig）USA12 勝，ＢＣジュヴ

ェナイル‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フラミンゴＳ‐G1，etc.，種牡馬
＊クラシッククラウン（85牝 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ

‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ シルクフェニックス（93牝 ＊アジュディケーティング）３勝，��２勝，

エンプレス杯‐Jpn2（２回），クイーン賞‐Jpn3 ２着，スパーキング
ＬＣ‐Jpn3 ２着

［曾孫］＊ジュリアー（12牝 Sky Mesa）USA・BRZ・URU６勝，モンテビデオ市
大賞‐G1，エスティムロ大賞‐G2，アグラシアダ大賞‐G3，etc.

リーチザクラウン（06牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ‐G2，
きさらぎ賞‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

バーボンカーレジ Bourbon Courage（09牡 Lion Heart）USA４勝，ス
ーパーダービー‐G2，ドンＨ‐G1 ２着，シガーマイル‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

499 ジェネロジー２０２０ 牡・青鹿 ２／２５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�ジェイドロバリー Numberジェネロジー
＊ Distant Relative

��
��
�キンスフォーク鹿UAE 2004 Six Nations

23b
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 エボニーアイボリー（14黒鹿 ＊ファルブラヴ）出走
初仔

２代母 セラフィーヌ（07鹿 ネオユニヴァース）１勝
セデュイール（13牝 ＊ファルブラヴ）入着，��１勝�１勝
ハワイアンダンサー（15牝 ローエングリン）�３勝�入着４回
パドカトル（16牡 パドトロワ）�２勝

３代母 ＊セニョラージェ（94 USA青鹿 Nureyev）FR１勝，フィユドレール賞‐G3 ２着
コックニー（00牝 Swain）２勝

スタープロフィット（08牡 ゴールドアリュール）�２勝�１勝��６勝，オパ
ールＣ，北海優駿２着，南部駒賞３着

アーバンキッド（13� ハーツクライ）�３勝，毎日杯‐G3 ２着，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐G3 ３着，ジュニアＣ‐OP ２着，etc.，障害１勝

クイーンアイリス（01牝 ダンスインザダーク）１勝，��１勝�
ミエノゴーゴー（08牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，大日岳特別，尾瀬特別２着
ミエノウインウイン（15� ＊ハービンジャー）�３勝，ベストウィッシュＣ，錦

Ｓ３着
ダイワワイルドボア（05牡 アグネスタキオン）３勝，セントライト記念‐Jpn2，新

緑賞，阿賀野川特別３着，etc.
ファミリズム（06牝 ダンスインザダーク）１勝，京都２歳Ｓ‐L ２着
グッドマイスター（09牡 アグネスタキオン）４勝，端午Ｓ‐OP ２着，與杼特別，鷹

取特別，etc.

４代母 スワヴィテ Suavite（81 USA鹿 Alleged）USA４勝，カムリーＳ‐G3 ２着，
Prioress S‐L ３着
［子］ スワーヴダンサー Suave Dancer（88 牡 Green Dancer）FR・IRE５勝，

仏ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，etc.，種牡馬
スワーヴターン Suave Tern（91牡 Arctic Tern）FR・GER・ITY・US
A２勝，P. Niceas‐L，伊ジョッキークラブ大賞‐G1 ２着，イタ
リア大賞‐G1 ２着，etc.

セニョリアル Seignorial（95 牡 Kingmambo）GB・FR・IRE・USA３勝，
P. Scaramouche‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-9080-5588
生 産 牧 場： 浦河小林牧場
飼 養 者： 様似町軽種馬共同育成センター利用組合＝様似町岡田 �0146-36-4674

500 エボニーアイボリー２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ９
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightエボニーアイボリー ネオユニヴァース

��
��
�セラフィーヌ黒鹿 2014 ＊セニョラージェ

4r
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Northern Dancer M4×M5
Nureyev M4×S5 Special M5×M5
価格： 購買者：



母 エリモエクレール（08栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
メジャービッグバン（12牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝��１勝
メジャーヘンリー（13牡栗 ＊タイキシャトル）�４勝��入着３回��，新緑賞
（Ｄ1600）３着

タイセイスマッシュ（14牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ゴーレンマッハ（15牡栗 エスポワールシチー）��１勝
アスガルド（19牡栗 ＊マクフィ）�未出走

２代母 エリモジェニー（97栗 ＊オジジアン）出走
ホットチョッパー（04牡 ＊タバスコキャット）１勝
エリモヴィクトリー（07牝 サクラバクシンオー）�１勝
クレバーウイナー（09牡 アグネスタキオン）�５勝	２勝
タピエス（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，障害１勝
ヨウチエンコース（13牡 ＊ノボジャック）１勝，�３勝

３代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
エリモパッション（92牝 マルゼンスキー）出走

エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，
菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.

エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

エリモエクセル（95牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ
‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，etc.
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

アールデコ（01牝 ＊タイキシャトル）出走
フラットライナーズ（12牡 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念，習志

野きらっとスプリント，京浜盃２着，種牡馬

４代母 シェアザファンタジー Share the Fantasy（80 USA栗 Exclusive Native）US
A３勝，スピナウェイＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，スカイラヴィルＳ‐G3 ２着
［孫］ リズモアナイト Lismore Knight（00
 Woodman）USA４勝，アーリン

トンクラシック‐G2，サマーＳ‐G2，セクレタリアトＳ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

501 エリモエクレール２０２０ �・栗 ３／１５

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラエリモエクレール ＊オジジアン

��
��
�エリモジェニー栗 2008 ＊エリモファンタジー

1k
Riverman M4×S5

価格： 購買者：



母 エリモフローラ（10黒鹿 ゼンノロブロイ）入着２回，�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シュガーレス（18�栗 ＊ロージズインメイ）��１勝��
ルピコラ（19牝栗 ＊アイルハヴアナザー）�出走

２代母 ユニバーサル（01栗 ＊ブライアンズタイム）３勝，琵琶湖特別３着，桑折特別３着
エリモヴィエント（09牡 ダイワメジャー）入着２回，�１勝��
クリノカルカソンヌ（13牡 ＊ワークフォース）入着，�１勝
ワールドフォーラブ（14牝 ディープインパクト）４勝，中京スポーツ杯，桑名特別，

鳥羽特別２着，中京スポーツ杯２着，マカオＪクラブＴ２着，etc.
クリノアリエル（15牝 ディープインパクト）�２勝，大濠特別，千歳特別２着，淀

屋橋Ｓ３着，下関Ｓ３着，�６勝��
ウラカワノオト（16牡 ディープインパクト）��７勝

３代母 エリモエクセル（95栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ハレクラニ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走

ブラックバード（12� ダイワメジャー）２勝，彦星賞，八代特別２着，鞍ケ池
特別２着，etc.，�１勝��入着

ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

フィニステール（17牡 キングカメハメハ）�１勝，あやめ賞２着

４代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
［孫］ エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.
エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，
ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

フラットライナーズ（12牡 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念，
習志野きらっとスプリント，京浜盃２着，種牡馬

エリモアスリート（00牡 ＊アフリート）２勝，日向特別，城崎特別３着

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

502 エリモフローラ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルエリモフローラ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ユニバーサル黒鹿 2010 エリモエクセル

＊エリモファンタジー 1k
Mr. Prospector S4×S5×M5 Clever Trick S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 エリモマドンナ（07栗 ダンスインザダーク）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（６）〕
メイショウカンベエ（12牡鹿 ＊ファルブラヴ）入着，�３勝
ラノカウ（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝，�３勝
ビーディオネ（17牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��入着５回
タイセイエクセル（18牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝

２代母 エリモエクセル（95栗 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中
牝馬Ｓ‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，中京記念‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，etc.
ユニバーサル（01牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，琵琶湖特別３着，桑折特別３着

ワールドフォーラブ（14牝 ディープインパクト）４勝，中京スポーツ杯，桑名
特別，鳥羽特別２着，中京スポーツ杯２着，マカオＪクラブＴ２着，etc.

クリノアリエル（15牝 ディープインパクト）�２勝，大濠特別，千歳特別２着，
淀屋橋Ｓ３着，下関Ｓ３着，�６勝��

ハレクラニ（02牝 ＊ブライアンズタイム）出走
ブラックバード（12� ダイワメジャー）２勝，彦星賞，八代特別２着，鞍ケ池

特別２着，邁進特別３着，�１勝��入着
ダノンエクスプレス（06牡 アグネスタキオン）４勝，柏崎特別
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

フィニステール（17牡 キングカメハメハ）�１勝，あやめ賞２着

３代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
エリモパッション（92牝 マルゼンスキー）出走

エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，
菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.

エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

４代母 シェアザファンタジー Share the Fantasy（80 USA栗 Exclusive Native）US
A３勝，スピナウェイＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，スカイラヴィルＳ‐G3 ２着
［孫］ リズモアナイト Lismore Knight（00� Woodman）USA４勝，アーリン

トンクラシック‐G2，サマーＳ‐G2，セクレタリアトＳ‐G1 ３着，etc.

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

503 エリモマドンナ２０２０ 牡・鹿 ３／２７

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエリモマドンナ ＊ロドリゴデトリアーノ

��
��
�エリモエクセル栗 2007 ＊エリモファンタジー

1k
Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 エーシンシルビア（08栃栗 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（14）〕
エイシンビワウタ（13牝栗 キングカメハメハ）�７勝�２勝
エイシンユートピア（14牝鹿 カンパニー）�１勝�３勝��
エイシンフォーラン（16牡栗 ＊エイシンアポロン）入着３回，��入着�１勝�入

着２回
トミケンベレムド（18牡栗 ＊エスケンデレヤ）�１勝
エイシンユプケ（19牝鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

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

リタンＳ‐L ２着，オパールＳ‐OP ２着，信濃川特別，etc.，障害３勝，阪神
スプリングジャンプ‐JG2，etc.

エイシンテンリュー（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，青葉賞‐Jpn2 ３着，水仙
賞，青嵐賞３着，金山特別３着，障害１勝

エーシンサーフィン（04牝 ＊フレンチデピュティ）２勝，有松特別２着，君子蘭賞３
着，障害１勝
エイシンチラー（18牝 リアルインパクト）�１勝，デイジー賞３着

エーシンディーエス（05牡 ＊デヒア）入着，障害３勝，京都ハイジャンプ‐JG2，京
都ジャンプＳ‐JG3

エーシンリターンズ（07牝 キングカメハメハ）５勝，桜花賞‐G1 ３着，ローズＳ
‐G2 ３着，関屋記念‐G3 ２着，チューリップ賞‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531
生 産 牧 場： 川端 英幸
飼 養 者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531

504 エーシンシルビア２０２０ �・栗 ４／１１
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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールエーシンシルビア ＊キャロルハウス

��
��
�エイシンサンサン栃栗 2008 エイシンギヤロツプ

＊ホイスリングウインド 8c
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 オノユウ（07鹿 バブルガムフェロー）��１勝・４勝��入着，エーデルワイス
賞‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）２着，フローラルＣ（Ｄ1700），栄冠賞
（Ｄ1200），ブリーダーズゴールドジュニアＣ（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ルーティン（14牡鹿 ＊ブレイクランアウト）��２勝
レジャイナルーチェ（15牝栗 ＊ブレイクランアウト）�１勝��入着２回�
バブルガムダンサー（17牝栗 ＊パイロ）��３勝��入着２回��，栄冠賞
（Ｄ1200），のじぎく賞（Ｄ1700）３着，若草賞（Ｄ1400）３着

セイフウメイゲツ（18牡栗 ラブリーデイ）�未出走
ミユキザストロング（19牡鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 オナーザミント（98黒鹿 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

ウイングジャパン（12牡 エイシンデピュティ）１勝，湯川特別２着，横津岳特
別３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Ｓ２着，
障害１勝，��入着�	，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

セフティロングワン（05牡 マンハッタンカフェ）�６勝
レジェンドライズ（09牝 ＊ストラヴィンスキー）�１勝

リュウトボヌール（10牡 ＊アルデバランⅡ）��８勝
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
デューイハミテージ（12牝 ディープスカイ）１勝，�１勝��２勝�入着

３代母 ＊ストームザミント（93 USA黒鹿 Storm Cat）USA２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

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.

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： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616
生 産 牧 場： ㈱オリオンファーム
飼 養 者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616

505 オノユウ２０２０ �・鹿 ５／ ２

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーオノユウ Honour and Glory

��
��
�オナーザミント鹿 2007 ＊ストームザミント

2s
Storm Cat S3×M4 Honour and Glory M3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンダーラ（12鹿 キングカメハメハ）入着２回，�２勝��
本馬の他に産駒あり

２代母 エイシンテンダー（02鹿 エイシンサンディ）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，
オークス‐Jpn1 ４着，菜の花賞‐OP
エイシンドルチェ（11牝 エイシンデピュティ）�２勝�９勝
エイシンクウカイ（14牡 ジャングルポケット）��出走�11 勝��
ミントグリーン（15牝 ＊エイシンアポロン）入着２回，�１勝
エイシンアーシラト（17牝 エピファネイア）�１勝

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

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

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

スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.
ハッピーネーション（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝
エーシンアガペー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝，�２勝�５勝�２勝�入着，

福山牝馬特別，マイル争覇，摂津盃，etc.
アルテミシア（10牝 ＊クロフネ）１勝，障害１勝

エイシンベリンダ（01牝 ＊エルコンドルパサー）１勝
ハッピーベリンダ（11牝 ＊アグネスデジタル）２勝
ウインオベロン（12牡 カネヒキリ）入着２回，�７勝�１勝，オータムＣ，名

港盃２着

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

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

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

Patriots Day H，Preview S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

506 エイシンダーラ２０２０ �・鹿 ３／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエイシンダーラ エイシンサンディ

��
��
�エイシンテンダー鹿 2012 ＊エイシンララミー

2n
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4

価格： 購買者：



母 エクディス（13鹿 ＊クロフネ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：２〕
クリノネモフィラ（18牝栗 ＊ハービンジャー）�出走
エクイナンクル（19牝鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 マギストラ（08鹿 ディープインパクト）入着
ヨシヒコ（14牡 ＊シンボリクリスエス）２勝

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

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

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

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

キンノマサカリ（17牡 メイショウサムソン）�２勝，五泉特別２着，ラジ
オ福島賞２着，もちの木賞２着

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

レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞

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

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

英ノーフォークＳ‐G3 ３着，Superlative S‐L ３着

販売申込者・所有者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930
生 産 牧 場： 沖田 博志
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

507 エクディス２０２０ 牡・鹿 ２／２８

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューエクディス ディープインパクト

��
��
�マギストラ鹿 2013 ＊マンファス

22d
Deputy Minister S4×M4

価格： 購買者：



母 オウルインザダスク（12栗 ゴールドアリュール）��２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ゴールデンファラオ（18牡栗 フリオーソ）���入着３回

２代母 マサノミネルバ（05栗 ＊ラムタラ）�４勝��，エーデルワイス賞‐Jpn3，ブ
リーダーズゴールドジュニアＣ３着，栄冠賞
オーバークロック（11� ゴールドアリュール）��１勝�１勝��12 勝
スアデラ（13牝 ゴールドアリュール）��６勝，習志野きらっとスプリント，東京

プリンセス賞２着，ローレル賞２着
ゴーフューチャー（14牝 マンハッタンカフェ）��４勝，鎌倉記念２着
ボーダレスガール（15牝 ゴールドアリュール）�２勝��３勝，フルールＣ
グラウクス（16� ヴィクトワールピサ）�２勝，蒲郡特別３着
エンドレストリップ（17牝 ハーツクライ）��１勝

３代母 ハートステイジ（93鹿 ＊カコイーシーズ）４勝，支笏湖特別，ジャニュアリー
Ｓ２着，冬至Ｓ３着，��１勝��４勝，オールスターＣ３着，新春杯，etc.
マイネルネオハート（07牡 ゴールドヘイロー）２勝，佐倉特別，北海Ｈ３着
ディアフォルティス（08牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，黒竹賞，��２勝

４代母 ＊ハートブレイク（81 USA栗 Stage Door Johnny）USA１勝
［子］ サ－ティシックスレッド Thirty Six Red（87牡 Slew o' Gold）USA４

勝，ウッドメモリアルＳ‐G1，ゴーサムＳ‐G2，Churchill Downs
H‐L，etc.，種牡馬

コッラソーナ Corrazona（90牝 El Gran Senor）FR・USA７勝，ビヴァ
リーヒルズＨ‐G1，サンタアニタＢＣＨ‐G3，ヴァントー賞‐G3，etc.

［孫］ オルモダヴォルOlmodavor（99 牡 A.P. Indy）USA５勝，ホワーラウエ
イＨ‐G3，ネイティヴダイヴァーＨ‐G3，ハリウッドゴールドＣ‐G1
２着，etc.，種牡馬

ウィンターファッションWinter Fashion（04牝 Kendor）FR３勝，P.
Amandine‐L，P. du Pont‐Neuf‐L ２着，P. Imprudence
‐L ２着

スローダウン Slow Down（97牝 Seattle Slew）FR・USA３勝，Hills
borough H‐L，Golden Poppy H‐L ２着，Star Ball H‐L ３着

販売申込者・所有者： 協銀興産㈱＝東京都渋谷区 �090-8747-2239
生 産 牧 場： 静内山田牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

508 オウルインザダスク２０２０ 牡・栗 ２／２８
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤオウルインザダスク ＊ラムタラ

��
��
�マサノミネルバ栗 2012 ハートステイジ

＊ハートブレイク 9f
Hail to Reason S4×M5 Nureyev S4×M4 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 カラレイア（15鹿 ＊エンパイアメーカー）入着２回，�２勝
初仔

２代母 ベッラレイア（04鹿 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オーク
ス‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，府中牝馬Ｓ
‐G3 ２着，etc.
ベッラレジーナ（11牝 ネオユニヴァース）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

ベッラノーヴァ（18牝 エピファネイア）�１勝，フェアリーＳ‐G3 ３着

３代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ２着，ハニムー
ンＨ‐G3 ２着，etc.
ディアアドマイヤ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ワイルドラズベリー（07牝 ＊ファルブラヴ）３勝，ローズＳ‐G2 ２着，秋華賞
‐G1 ４着，白百合Ｓ‐OP，etc.
ミッキーワイルド（15牡 ロードカナロア）�５勝，プロキオンＳ‐G3 ２着，
霜月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP ２着，etc.

ピンクパピヨン（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，スイートピーＳ‐OP ３着，カ
ーネーション特別，衣笠特別３着，etc.
マナクーラ（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，萩Ｓ‐OP ３着，八神峰特別，

弥彦特別２着，etc.
カフナ（08牡 キングカメハメハ）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念‐G2 ３

着，小倉大賞典‐G3 ２着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダリア賞‐OP
ピンクリップス（01牝 ＊エンドスウィープ）１勝

ジュンヴァルカン（13牡 ネオユニヴァース）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，桃山Ｓ，
松籟Ｓ，etc.，��出走��出走

サイバーキングダム（03牡 スペシャルウィーク）１勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着

４代母 ピンクダヴPink Dove（84 USA栗 Argument）USA１勝
［子］ ムーンシャインホールMoonshine Hall（00� ＊スピニングワールド）U

SA・CAN・BAR８勝，Charlie Barley S‐L，Storm Cat S‐L
２着，トロントＣ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 川越ファーム＝浦河町絵笛 �0146-22-0735
生 産 牧 場： 川越ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

509 カラレイア２０２０ �・鹿 ３／２４

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudカラレイア ナリタトップロード

��
��
�ベッラレイア鹿 2015 ＊マリスターⅡ

3o
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 カラマンシー（12栗 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
キャメルクラッチ（18牝鹿 ＊ノヴェリスト）��出走

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

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

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

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

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

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

コルデトゥリーニ（16牝 ダイワメジャー）１勝，つわぶき賞３着
ジプシーマイラブ（09牝 Manduro）１勝
ナリタピクシー（13牝 ヴィクトワールピサ）２勝，西海賞３着

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

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

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

ワイラWaila（10 牝 Notnowcato）GB２勝，Aphrodite S‐L，Silver Cu
p‐L ２着，Pontefract Castle S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 大滝 康晴＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0287
生 産 牧 場： 大滝 康晴
飼 養 者： ㈲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

510 カラマンシー２０２０ 牡・栗 ２／ ６

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルカラマンシー
＊ Green Desert

��
��
�ローズジプシー栗 2012 Krisalya

7a
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 カナスヌーマ（13鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
エルシノア（18牡青鹿 リオンディーズ）��未出走�１勝

２代母 ＊ラーナック（05 NZ鹿 Montjeu）�２勝
エクスペリエンス（11牝 ステイゴールド）１勝
ウインレナータ（12牝 ＊キンシャサノキセキ）入着，��１勝�７勝��入着５回
スマートアムール（14牝 ダイワメジャー）１勝
クライストチャーチ（16牡 ハーツクライ）��１勝

３代母 ガールドGardd（94 USA鹿 Sheikh Albadou）IRE１勝
バルモラルベルBalmoral Belle（02 牝 Zabeel）AUS出走

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

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

スカウティングワイド ScoutingWide（04	 Zabeel）AUS４勝，ATCW. J. McKel
l C‐L，ATC Christmas C‐L，ＢＲＣブリズベンＣ‐G2 ２着，etc.

４代母 ウェルシュガーデンWelsh Garden（73 IRE 鹿 Welsh Saint）IRE５勝，
Waterford Glass Nursery
［子］ モレネMolesnes（90 牝 Alleged）FR６勝，カドラン賞‐G1，ヴィコンテ

ッスヴィジェ賞‐G2，ケルゴルレイ賞‐G2，etc.
ケルティックエア Celtic Heir（83 牡 Czaravich）GB・FR・AUS４勝，
ホーリスヒルＳ‐G3，ＭＲＣトゥーラクＨ‐G1 ４着，ＭＲＣＴＳカ
ーリオンＣ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

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

＊チェロキーローズⅡ（91牝 ＊ダンシングブレーヴ）GB・FR・USA５勝，
ヘイドックスプリントＣ‐G1，モーリスドゲースト賞‐G1，パレロワ
イヤル賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

511 カナスヌーマ２０２０ 牡・黒鹿 ３／３１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジカナスヌーマ
＊ Montjeu

��
��
�ラーナック鹿 2013 Gardd

10c
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カイテキセレブ（04栗 ＊ティンバーカントリー）入着，��１勝��７勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（33）〕
コスモケリア（10牝栗 ローエングリン）入着，�５勝�２勝��入着
ステキステキ（11牝栗 ローエングリン）�２勝��１勝�入着
ケモノタイプ（12牡栗 ＊タイキシャトル）１勝，�11 勝
フレンドリーノヴァ（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）��３勝��
ナムラライラ（14牝黒鹿 ルーラーシップ）２勝，りんどう賞（芝 1400）３着
ナムラシンゲキ（16牡黒鹿 トゥザグローリー）���入着８回
ナムラタイガー（17牡鹿 トゥザグローリー）�１勝
サブノタマヒメ（18牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）�	９勝�，ノトキリシマ賞
（Ｄ1500），兼六園ジュニアＣ（Ｄ1500），金沢プリンセスＣ（Ｄ1400），金沢ヤ
ングＣｈ（Ｄ1700）２着

２代母 アイリッシュピース（00栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
アスターピース（09牡 キングカメハメハ）２勝，有松特別，舞子特別３着，�３勝
ナムラアン（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，都大路Ｓ‐L，白百合Ｓ‐OP ２着，

飛鳥Ｓ，遠州灘特別，あやめ賞，etc.

３代母 アイリッシュダンス（90鹿 ＊トニービン）９勝，新潟記念‐Jpn3，新潟大賞典
‐Jpn3，オールカマー‐Jpn2 ２着，ニューイヤーＳ‐OP，ノベンバーＳ，etc.
アグネスシラヌイ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，天の川Ｓ，三木特別，ストー

クＳ２着，etc.
エメラルドアイル（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，忘れな草賞‐OP ３着，春日

特別，不知火特別，etc.
ハーツクライ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，有馬記念‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn2，etc.，

GB・UAE１勝，ドバイシーマクラシック‐G1，etc.，優古牡，種牡馬
オメガアイランド（02牝 ＊エルコンドルパサー）入着

オメガスカイツリー（08
 ゼンノロブロイ）４勝，松戸特別，師走Ｓ２着，etc.，
��５勝，報知オールスターＣ２着

オメガハートランド（09牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐G3，ターコ
イズＳ‐L ２着，くるみ賞３着

オメガハートロック（11牝 ネオユニヴァース）２勝，フェアリーＳ‐G3

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

512 カイテキセレブ２０２０ �・栗 ２／２３

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Urban Seaケープブランコ ローレルディライト Presidium

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenカイテキセレブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アイリッシュピース栗 2004 アイリッシュダンス

＊ビユーパーダンス 6a
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 カチューシャ（09栃栗 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L（Ｄ1600），大沼Ｓ
‐OP（Ｄ1700）２着，ウインズ新宿リニューアルＯＰ記念（Ｄ1400），etc.，��入
着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
ゴールデンバレット（17牝栗 ゴールドアリュール）��１勝
ブラックアーメット（18牡黒鹿 ブラックタイド）�２勝，青竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）３着
アリスリボン（19牝栗 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ロマンスプレゼント（97栗 ＊ティンバーカントリー）不出走
ヴィフォルテ（02牝 ＊デヒア）３勝，セレブレイション賞

ドラゴンフォルテ（09牡 ディープインパクト）４勝，上総Ｓ，招福Ｓ３着，師
走Ｓ３着

マイフォルテ（14牡 ディープインパクト）��12 勝�１勝�，オグリキャップ
記念，六甲盃３着，岐阜金賞３着

アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国Ｓ，美唄特
別，金蹄Ｓ２着，初夢Ｓ３着

ヒラボクロマンス（10牝 ＊アグネスデジタル）１勝
トランヴェール（11牡 ＊アグネスデジタル）�14 勝�１勝，サマーＣ
トゥルーロマンス（12牝 ＊アグネスデジタル）入着２回，�３勝

サンエイマジック（18牡 ホッコータルマエ）��１勝��１勝，東北優駿３着，
ダイヤモンドＣ３着

ロマンチスト（13牡 ＊アグネスデジタル）３勝，��８勝

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ビューチフルドラマ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝

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

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

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

513 カチューシャ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１６
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayカチューシャ ＊ティンバーカントリー

��
��
�ロマンスプレゼント栃栗 2009 ビューチフルロマン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 カツゲキミヤビ（15鹿 ＊サウスヴィグラス）�入着４回
初仔

２代母 レイビスティー（07青鹿 キングカメハメハ）�９勝�１勝
カツゲキキトキト（13牡 スパイキュール）��27 勝�１勝���入着６回�，名古

屋ＧＰ‐Jpn2 ３着（２回），白山大賞典‐Jpn3 ２着，白山大賞典‐Jpn3 ３着，
名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，オグリキャップ記念（２回），etc.，ＮＡＲ優３牡

カツゲキマドンナ（14牝 カネヒキリ）�１勝�４勝�１勝�，園田クイーンセレクシ
ョン，スプリングＣ２着，クイーンＣ３着，東海クイーンＣ３着，若草賞３着

カツゲキドラゴン（16牡 スマートファルコン）��６勝��入着２回
カツゲキダイオウ（17牡 エスポワールシチー）��６勝�３勝

３代母 ＊マジックペイントブラッシュ（93 USA青鹿 Pirate's Bounty）USA１勝
マジックペイントMagic Paint（99 牝 Woodman）不出走

マジックマニーメグMagic Money Meg（04牝 Talk Is Money）USA６勝，
Martanza S‐R ３着

タイセイフレイヤ（05牝 Tale of the Cat）１勝，りんどう賞３着
タイセイサクセサー（17牡 タイセイレジェンド）���２勝�３勝，イノセン

トＣ３着

４代母 ペイントブラシュ Paintbrush（77 USA黒鹿 Bold Hour）USA３勝，Rare
Perfume S‐L ３着
［孫］ シ－ズトップス She's Tops（89 牝 Capote）USA４勝，レイルバードＳ

‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3 ３着，ソレントＳ‐G3 ３着，etc.
アーリーコロニー Early Colony（94牡 Pleasant Colony）USA３勝，
Relaunch H‐L，オークトリーダービー‐G2 ３着，In Excess S
‐R ２着

［曾孫］ ディクシーユニオンDixie Union（97牡 Dixieland Band）USA７勝，ハ
スケル招待Ｈ‐G1，マリブＳ‐G1，ノーフォークＳ‐G2，etc.，種牡馬

セラピスト Therapist（15	 Freud）�USA９勝，Artie Schiller S‐L，
Elusive Quality S‐L，First Defence S，etc.

フレスコ Fresco（17牝 Freud）�USA１勝，New York Stallion Series
S‐R

販売申込者・所有者： エクワインエンジニアリング＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

514 カツゲキミヤビ２０２０ 牡・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

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモグランプリボス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロージーミスト鹿 2008 ＊ビューティフルベーシック

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターカツゲキミヤビ キングカメハメハ

��
��
�レイビスティー鹿 2015 ＊マジックペイントブラッシュ

4m
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 カヤドーミーティア（06栗 エアジハード）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ラブインペラートル（11牡栗 トーセンダンス）�１勝�１勝
マツリダロマンス（14牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝
クイーンソネラ（16牝芦 ギンザグリングラス）��１勝�１勝�
マルケイグローリイ（18牝鹿 ＊マクフィ）��入着

２代母 ケイシュウハーブ（88芦 ＊ミシシツピアン）��２勝
ダグラスフォンテン（94牡 ＊アンシエントタイム）��２勝
ワールドクリーク（95牡 ＊マジツクミラー）７勝，トパーズＳ‐OP，関越Ｓ‐OP ３

着，北陸Ｓ‐OP ３着，赤富士Ｓ，etc.，��１勝�６勝�入着２回�，東京大
賞典‐Jpn1，etc.

ニッポーハーブ（96牝 ニツポーテイオー）��２勝
キョウエイペルレ（98牝 ＊ワージブ）	１勝

タカヒロスニッツ（08牝 ＊スニッツェル）��３勝
インザフューチャー（17牡 ノーザンリバー）���出走�８勝�，湾岸ス
ターＣ，ゴールドウィング賞，新春ペガサスＣ２着

キョウエイプラハ（01牝 ＊オース）
６勝�入着���
キョウエイハツラツ（02牝 ＊オペラハウス）１勝

リッカルド（11� フサイチリシャール）６勝，エルムＳ‐G3，etc.，���６勝�，
帝王賞‐Jpn1 ４着，大井記念，ブリリアントＣ，フジノウェーブ記念，etc.

グリニッチヴィレジ（13牝 マツリダゴッホ）�１勝，小郡特別３着
ナイトトレイン（03牡 バブルガムフェロー）��２勝
グラスハーブ（04牡 ＊グラスワンダー）��４勝
スマートファルコン（05牡 ゴールドアリュール）４勝，��12 勝�１勝�１勝�１

勝�３勝１勝�入着，東京大賞典‐G1，ＪＢＣクラシック‐Jpn1（２回），東
京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ダイ
オライト記念‐Jpn2，浦和記念‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，彩の国浦
和記念‐Jpn2，etc.，ＤＧ特別（2回），種牡馬

３代母 キヨウエイシラユキ（80芦 ＊クラウンドプリンス）３勝
キョウエイコロナ（91牝 ＊ノーパスノーセール）３勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，フ

ェニックス賞‐OP，平尾台特別，etc.

販売申込者・所有者： 柏木 一則＝新冠町東川 �090-2075-6105
生 産 牧 場： 柏木 一則
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

515 カヤドーミーティア２０２０ 牡・鹿 ４／２７
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�エアジハード アイシーゴーグルカヤドーミーティア ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2006 キヨウエイシラユキ

＊アリアーン 9c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 カーナヴァル（06鹿 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（２）〕
フィエスタオーレ（13牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ブラスト（15牡芦 ＊クロフネ）�２勝
サッビアマーゴ（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
プリモスペランツァ（19牡栗 ＊エスケンデレヤ）�出走

２代母 ＊キュンティア（95 GB青鹿 Darshaan）２勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，
朱鷺Ｓ‐OP ２着，渡月橋Ｓ，ムーンライトＨ２着，大文字Ｓ２着
オディール（05牝 ＊クロフネ）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，

チューリップ賞‐Jpn3 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，オ
ークス‐Jpn1 ５着，etc.

カスクドール（07牝 ダンスインザダーク）１勝
ナディア（15牝 ＊ノヴェリスト）１勝，秋明菊賞２着

コーダリー（09牡 アグネスタキオン）１勝
アンジュエ（10牝 アグネスタキオン）１勝

レーヌブランシュ（17牝 ＊クロフネ）�２勝，もちの木賞，��１勝�入着，関
東オークス‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3
３着，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ５着

クレスト（12牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 ワンライフOne Life（85 USA黒鹿 L'Emigrant）不出走
ノーリハーサルNo Rehearsal（89 牝 ＊バイアモン）FR２勝

ルヴェトゥヘヴン Lever To Heaven（96牝 Bluebird）FR・GER４勝，P. C
ontessina‐L ３着

ジェラニ Jelani（99 牡 Darshaan）GB２勝，July Trophy‐L，ヨークシャ
ーＣ‐G2 ３着，種牡馬

テノリオ Tenorio（92 牡 Law Society）GB３勝，Troy S‐L ３着
ラヴァンダ Lavanda（93牝 ＊ソヴィエトスター）GB出走

ラヴルタヴァ La Vltava（00牝 Grand Lodge）FR２勝
ルカヤン Lucayan（09牡 ＊タートルボウル）GB・FR・USA・CAN４勝，
仏２０００ギニー‐G1，ハリウッドターフカップ‐G2，P. Aymeri de Maul
eon‐L，etc.，種牡馬

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

516 カーナヴァル２０２０ 牡・鹿 ５／２３

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイカーナヴァル
＊ Darshaan

��
��
�キュンティア鹿 2006 One Life

20
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ガーネットウィング（15青鹿 ヴァーミリアン）出走
初仔

２代母 グロースバンダム（09黒鹿 ダンスインザダーク）入着
ルッチョーラ（16牡 エイシンフラッシュ）入着２回，��３勝

３代母 ＊ロイヤルブライド（89 USA鹿 Blushing Groom）不出走
＊タイキエルドラド（94牡 Theatrical）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2

２着，金鯱賞‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬
＊タイキアルカディア（95� Theatrical）３勝，気仙沼特別，飛翔特別２着，etc.，�

入着，せきれい賞２着
＊タイキトレジャー（96牡 Miswaki）８勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，マイルＣｈＳ

‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
＊タイキステラ（97牝 Miswaki）６勝，湘南Ｓ，初霜特別，シャングリラ賞，etc.

ミヤジシェンロン（07牡 キングカメハメハ）２勝，アルメリア賞２着，�１勝
��２勝

タイキロザリオ（02牝 ＊スピニングワールド）不出走
カレンスフィーダ（12牡 ハーツクライ）１勝，梅花賞３着

４代母 ＊ロイコン（75 GB鹿 High Top）GB・IRE２勝
［子］ キングズリヴァ－Kings River（82 牡 Irish River）GB・IRE・USA13 勝，

グレンカーンＳ‐G3，River City H‐L，What A Guest S‐L
（２回），etc.

＊インスブルック（83牝 General Assembly）IRE・USA５勝，Ballycor
us S‐L，Mint Julep S，ビウィッチＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン
Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝

ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札
幌日刊スポーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763
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

517 ガーネットウィング２０２０ �・鹿 ４／２６
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊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ガーネットウィング ダンスインザダーク

��
��
�グロースバンダム青鹿 2015 ＊ロイヤルブライド

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

価格： 購買者：



母 グランゼコール（15黒鹿 ステイゴールド）不出走
初仔

２代母 ＊コンサヴァトワー（09 USA鹿 Street Cry）不出走
テリトーリアル（14牡 Teofilo）�８勝，小倉大賞典‐G3，オクトーバーＳ‐L，カシ

オペアＳ‐L，都大路Ｓ‐L ２着，福島記念‐G3 ３着，etc.
カントコラーレ Cantocorale（18 牡 Helmet）�ITY１勝，P. Mauro Sbarigia

‐L ３着

３代母 メッゾソプラノMezzo Soprano（00 USA黒鹿 Darshaan）GB・FR・USA
・UAE４勝，ヴェルメイユ賞‐G1，Galtres S‐L，リブルズデイルＳ‐G2 ３
着，Lupe S‐L ２着，プシュケ賞‐G3 ３着
クラルモン Claremont（06 牡 Sadler's Wells）GB・FR・UAE４勝，リス賞‐G3，

Nad Al Sheba Trophy‐L，Aston Park S‐L，etc.，種牡馬
＊パーフェクトノート（07牝 Shamardal）GB１勝

ローマンスストーリー Romance Story（12 牝 New Approach）GB・FR・GE
R３勝，Nereide‐Rennen‐L ２着，G.P. der Metallbau Burckhardt
‐L ３着，G.P. der Stadtsparkasse Dusseldorf‐L ３着

ストラススペイ Strathspey（14牝 New Approach）FR２勝，マルレ賞‐G2
イブチサマ Ibtasama（10牝 Street Cry）不出走

アイルオヴメイ Isle of May（18牝 Kodiac）�GB・FR１勝，シジー賞‐G3 ２着

４代母 モーンオヴソングMorn of Song（88 USA鹿 Blushing Groom）GB・USA３勝
［子］ エミレーツトゥドバイ Emirates to Dubai（03 牡 Storm Cat）GB・US

A・CAN４勝，RedWing Dream S‐L，種牡馬
［孫］ マーティンボロ（09牡 ディープインパクト）７勝，新潟記念‐G3，中日新

聞杯‐G3，小倉記念‐G3 ２着，etc.，種牡馬
フレールジャック（08牡 ディープインパクト）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ
賞‐G3，神戸新聞杯‐G2 ３着，ニューイヤーＳ‐L ２着，etc.

［曾孫］ ヴィルシーナ（09牝 ディープインパクト）５勝，ヴィクトリアマイル‐G1
（２回），クイーンＣ‐G3，オークス‐G1 ２着，etc.

ヴィブロス（13牝 ディープインパクト）３勝，秋華賞‐G1，etc.，UAE・
HKG１勝，ドバイターフ‐G1，ドバイターフ‐G1 ２着，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ベルサイユステーブル㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

518 グランゼコール２０２０ �・鹿 ３／１４

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュグランゼコール
＊ Street Cry

��
��
�コンサヴァトワー黒鹿 2015 Mezzo Soprano

12c
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Blushing Groom S5×M5
Glorious Song S5×M5 Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 キタサンロングラン（12黒鹿 アドマイヤムーン）�入着
〔産駒馬名登録数：２〕
シオカゼ（17牝黒鹿 キングヘイロー）���入着３回
ダイセンメイト（19牝鹿 コパノリチャード）��入着

２代母 キタサンヒボタン（99黒鹿 フジキセキ）５勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，フィ
リーズレビュー‐Jpn2 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，すずら
ん賞‐OP，新潟日報賞
キタサンユキ（05牝 ＊マリエンバード）１勝
キタサンオリュウ（06牝 ＊マリエンバード）入着２回

ニシノアンジュ（12牝 キングヘイロー）入着６回，稲光特別２着，郡山特別２
着，�３勝

キタサンスズラン（07牝 ＊アルカセット）２勝
スティールグレート（18牡 ＊アジアエクスプレス）��２勝�入着，知床賞２着，

栄冠賞２着
キタサンプリティー（09牝 ＊アルカセット）��３勝
ダイリュウビーナス（11牝 ディープスカイ）��２勝

３代母 キタサンクイン（84黒鹿 ＊ロジンスキー）��４勝，東京プリンセス賞３着
キタサンテイオー（90牡 ＊サウスアトランテイツク）１勝，朱鷺Ｓ‐OP ２着，etc.，

��５勝，全日本３歳優駿，平和賞，etc.
キタサンフドー（94牡 サクラホクトオー）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小

倉３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，河北新報杯，etc.
キタサンヒメ（97牝 ＊カコイーシーズ）��３勝

キタサンサジン（12牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，コーラルＳ
‐L ３着，etc.，障害１勝，��１勝，東京スプリント‐Jpn3

キタサンチャンネル（98牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，
米子Ｓ‐L，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

キタサンミラージュ（00牝 ＊ジェイドロバリー）入着３回，�１勝	��
キタサンツバサ（09牡 ＊アジュディケーティング）��４勝
入着２回�，クラ

ウンＣ，由布岳賞２着

販売申込者・所有者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800
生 産 牧 場： ㈲カタオカステーブル
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

519 キタサンロングラン２０２０ �・鹿 ４／ １
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズキタサンロングラン フジキセキ

��
��
�キタサンヒボタン黒鹿 2012 キタサンクイン

＊種道 22
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンスM4×M4

価格： 購買者：



母 キュートシルフ（06青 キングヘイロー）２勝，知立特別（芝 1200）２着，鞍ケ池特
別（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
キョウワレコード（13牡黒鹿 アドマイヤオーラ）�３勝�入着
ハシノオージャ（16牡黒鹿 キョウワスプレンダ）��５勝�入着４回
キョウワファントム（17牡青鹿 フェノーメノ）��６勝
ウヒョウノヒビキ（18牝鹿 リアルインパクト）�出走
フタミジョウワ（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 ＊ショウリノメガミ（91 USA青鹿 Mr. Prospector）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ３着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
ハイタイド（02牡 キングヘイロー）２勝，積丹特別

３代母 シネジタ Cinegita（77 USA鹿 Secretariat）USA３勝，レイルバードＳ‐G3，
Senorita S‐L ３着
ストームスター Storm Star（83 牝 Storm Bird）GB２勝，チェリーヒントンＳ‐G3，

ジムクラックＳ‐G2 ２着
スターレットストーム Starlet Storm（87牝 Storm Bird）USA２勝

フランダーズ Flanders（92 牝 Seeking the Gold）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1
サーフサイド Surfside（97 牝 Seattle Slew）USA８勝，フリゼットＳ‐G1，
ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，etc.

チョクトーリッジ Choctaw Ridge（89牡 Mr. Prospector）USA２勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G3 ３着，Flamingo S‐L ３着，種牡馬

ウェスタンリーグWestern League（93牝 ＊フォーティナイナー）不出走
マイボストンギャルMy Boston Gal（00 牝 ＊ボストンハーバー）USA５勝，ボ

ーモントＳ‐G2，ゴールデンロッドＳ‐G2，ボニーミスＳ‐G2 ２着，etc.
イラストレイテッド Illustrated（94牝 Deputy Minister）USA入着

マーブラヴァMar Brava（05牝 Cat Thief）PER１勝
オーヴァーブルックOverbrook（09牡 Flanders Fields）PER６勝，アウ
グストＢレギア大賞‐G1，ポスティン賞‐G2，クラウディオＦＣマシア
ス賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部＝新冠町西泊津 �0146-49-5131
生 産 牧 場： ㈲協和牧場
飼 養 者： ㈲協和牧場＝新冠町西泊津 �090-7641-3884

520 キュートシルフ２０２０ 牡・青鹿 ３／２８
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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローキュートシルフ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ショウリノメガミ青 2006 Cinegita

25
Mr. Prospector M3×S4 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－６（20）〕
コンシエンス（07牡鹿 キングカメハメハ）�６勝�入着２回�
マックスロクシー（08牝鹿 ＊ロックオブジブラルタル）�３勝�
トスカニーニ（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝�１勝�
マヤノヴァイオラ（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�３勝
サーラジャー（13牡栗 ＊カジノドライヴ）�３勝��入着２回，サッポロクラシッ

クＣ（Ｄ1200）３着
アヴァンテュール（17牡鹿 ベルシャザール）���入着３回
カンタベリーピース（18牡鹿 ストロングリターン）��２勝

２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，クイーンアンＳ‐G1
２着，サセックスＳ‐G1 ３着，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

＊フィオリア（08牡 Dynaformer）２勝

３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

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

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

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，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

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： ㈲グラストレーニングセンター
飼 養 者： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �01457-2-2041

521 ギルティーコンシェンス２０２０ �・栗 ４／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�アントレプレナー Exclusive Orderギルティーコンシェンス
＊

＊アラジ

��
��
�グリントインハーアイ栗IRE 2001 ＊ウインドインハーヘア

2f
Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5 Raise a Native S5×M5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 キーチケット（16栗 ＊ダンカーク）出走
初仔

２代母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３着，

寿Ｓ，メルボルンＴ，高千穂特別，etc.

３代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，燕特別２着，etc.
セシルブルース（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走

アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，クイー
ンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，etc.

ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別

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

フォゲッタブル（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ステイヤーズＳ‐G2，
ダイヤモンドＳ‐G3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.

エガオヲミセテ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マイラーズＣ‐Jpn2，
サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

フラアンジェリコ（08牡 ネオユニヴァース）６勝，京成杯オータムＨ‐G3，
福島記念‐G3 ２着，五稜郭Ｓ，etc.

グルヴェイグ（08牝 ディープインパクト）５勝，マーメイドＳ‐G3，エル
フィンＳ‐OP ３着，ホンコンＪクラブＴ，etc.

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �0146-28-1629
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

522 キーチケット２０２０ 牡・鹿 ４／２４

＊

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

＊ Unbridled's Song

�
�
�
�
�

��
��

�ダンカーク Secret Statusキーチケット ＊エリシオ

��
��
�オーバルカット栗 2016 セシルカット

＊パロクサイド 8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キープザサミット（10黒鹿 ＊チチカステナンゴ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ナロー（16牝黒鹿 ドリームジャーニー）��２勝
ゼンダンツバキ（18牝黒鹿 リアルインパクト）�出走

２代母 キープクワイエット（01鹿 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着
カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR

リトミカメンテ（16牝 オルフェーヴル）�３勝，武田尾特別，桑折特別，清滝
特別２着，木曽川特別２着，福島放送賞２着，etc.

フェルマーテ（17牝 ゴールドシップ）�１勝
アンスポークン（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
セグレート（13牝 ＊ハービンジャー）�５勝
タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）�３勝，由比ヶ浜特別，二本松特別２着，

豊明Ｓ３着，脊振山特別３着

３代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98� トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），etc.，��５勝����	入着４回

マイクロス（00牝 タマモクロス）不出走

マルモセーラ（08牝 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
マルモレイナ（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，
合馬特別，タイランドＣ３着

マルモネオフォース（16牝 ＊ワークフォース）�２勝，北國新聞杯２着
インフィニットエア（06� ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，�２勝

４代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
［子］ アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，

大雪Ｈ，えりも特別，etc.
［孫］ エースインザホール（07牡 スペシャルウィーク）３勝，もちの木賞３着
［曾孫］ サンタガール（15牝 ＊キンシャサノキセキ）入着，
１勝，ひまわり賞

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

523 キープザサミット２０２０ 牡・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラキープザサミット エアジハード

��
��
�キープクワイエット黒鹿 2010 ビーサイレント

＊ロイヤルアグリーメント 12f
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キャリーウェーブ（08黒鹿 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－３（８）〕
オズマ（13牡芦 ＊クロフネ）�１勝
ショウセイ（15牡鹿 ＊コンデュイット）�２勝
ベルリーフ（16牡栗 ＊タートルボウル）��１勝・４勝�入着３回�
ボウイッシュ（17牝鹿 ルーラーシップ）入着，���入着３回
トミケンサルタール（18牝黒鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ラビットボール（87鹿 ＊ラツキーソブリン）９勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝
馬特別‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐OP（２回），カシオペアＳ‐OP ２着，渡月橋Ｓ
レモンバーム（97牝 フジキセキ）３勝，御在所特別，ＨＴＢ杯３着，恵那特別３着，

浄土平特別３着
アンノルーチェ（05牡 サツカーボーイ）６勝，小倉日経ＯＰ‐L，中京記念‐G3

３着，清水Ｓ，九州スポーツ杯，シドニーＴ，etc.
ミステリューズ（06牝 ナリタトップロード）出走
ロードブレス（16牡 ダノンバラード）�５勝，ＢＳＮ賞‐L，アンタレスＳ
‐G3 ３着，etc.，��１勝	入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2，浦和記念
‐Jpn2 ２着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

ロールタイド（99
 フジキセキ）４勝，神奈川新聞杯，行川特別２着，千里山特別３着
セトノヒット（01牡 ＊エンドスウィープ）３勝，出石特別３着，御池特別３着，etc.，

�９勝�２勝��，金杯，二十四万石賞，ファイナルＧＰ，etc.
バトルルビー（04牝 フジキセキ）	入着３回

バトルマグマ（09牡 タニノギムレット）入着２回，	２勝��，名古屋でら馬
スプリント３着，尾張名古屋杯３着

スペシャルハート（05牡 ＊フォーティナイナー）５勝，のぞみ賞，相模湖特別

３代母 タニノベンチヤ（71黒鹿 ＊ヴエンチア）１勝
カツラギエース（80牡 ＊ボイズイーボーイ）10勝，ジャパンＣ‐Jpn1，宝塚記念

‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，サンケイ大阪杯‐Jpn2，京都新聞杯，ＮＨＫ杯，etc.，
優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲片山牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3333
生 産 牧 場： ㈲片山牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

524 キャリーウェーブ２０２０ �・鹿 ３／２９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラキャリーウェーブ ＊ラツキーソブリン

��
��
�ラビットボール黒鹿 2008 タニノベンチヤ

＊アベイブリツジ 14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キュイキュイ（14栗 ＊ハービンジャー）１勝
初仔

２代母 スナップショット（00鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�１勝
ジュドポーム（09牝 ＊ロージズインメイ）入着３回，�２勝�
リコルディ（11牡 カンパニー）１勝
ヤングマンパワー（12牡 ＊スニッツェル）５勝，富士Ｓ‐G3，関屋記念‐G3，アーリ

ントンＣ‐G3，マイラーズＣ‐G2 ３着，谷川岳Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬
スケッチ（13牝 カンパニー）�４勝
ヴィグール（15牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ＊ルフィーラ（92 USA鹿 Nureyev）不出走
ユウワンプラテクト（97牡 ＊トニービン）６勝，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，クリスマスキャロルＨ，etc.
ガンアンドローズ（98牝 フジキセキ）５勝，月岡特別，栃尾特別，戎橋特別，etc.

メイケイソフィア（07牝 キングカメハメハ）入着２回
メイケイダイハード（15牡 ＊ハードスパン）�５勝，中京記念‐G3，ＪＲＡ
アニバーサリーＳ，吾妻小富士賞，etc.

４代母 リヴァーメモリーズ River Memories（84 USA鹿 Riverman）GB・FR・US
A６勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，フラワーボ－ルＨ‐G1，ポモーヌ賞
‐G2，モーリスドニュイユ賞‐G2，ロワイヨモン賞‐G3，etc.
［子］ キャニオンクリーク Canyon Creek（93牡 Mr. Prospector）GB・FR２

勝，Doncaster Mile‐L，種牡馬
［孫］ ローマンドリーム Roman Dream（10牝 Holy Roman Emperor）ITY

４勝，Criterium Labronico‐L

５代母 ルヴァ－グアラ－ム Le Vague a l'Ame（78 USA鹿 Vaguely Noble）FR
入着３回
［子］ レイズアメモリ－Raise a Memory（85牝 Raise a Native）FR３勝，

トーマスブライアン賞‐G3，ロンポワン賞‐G3 ３着，P. de Lianco
urt‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

525 キュイキュイ２０２０ �・栗 ２／１４

＊

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlキュイキュイ ＊サンデーサイレンス

��
��
�スナップショット栗 2014 ＊ルフィーラ

21a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 コハルタイム（04鹿 ＊キャプテンスティーヴ）��３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
コハルボルト（10牡黒鹿 ＊ケイムホーム）��３勝
ユウワン（11牡黒鹿 フサイチリシャール）��２勝
コスモシュアー（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，�４勝��
サーチライト（16牝青鹿 ＊ロージズインメイ）��２勝�入着８回��
コハルポケット（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��入着６回�入着
ソーラーストーム（18牡黒鹿 リアルインパクト）�出走

２代母 シーウォリアー（95黒鹿 Clever Trick）入着

３代母 ＊クレアーズオピニオン（90 USA鹿 Devil's Bag）USA入着
アフリートダンサー（96牝 ＊アフリート）不出走

シルクレセプション（05牡 マーベラスサンデー）３勝，駒場特別３着
パインアヤカ（97牝 アンバーシヤダイ）１勝

シゲルエボシダケ（06牡 ＊チーフベアハート）３勝，陸奥湾特別，湯川特別２着，
金山特別２着，etc.

クリサンテーム（99牝 ＊コマンダーインチーフ）出走
エーティーボス（04	 ナリタトップロード）５勝，関ケ原Ｓ，名古屋日刊スポ

ーツ杯，太宰府特別，etc.
ゴールドハリアー（14牝 ネオユニヴァース）�８勝�，石川ダービー２着，加

賀友禅賞３着，北日本新聞杯３着，etc.

４代母 デューティダンスDuty Dance（82 USA鹿 Nijinsky）USA７勝，ダイアナ
Ｈ‐G2，ボーゲイＨ‐G3，Martha Washington H‐L，マンノウォーＳ‐G1
２着，ロングアイランドＨ‐G2 ２着，etc.
［子］ パーティマナーズ Party Manners（91 牡 Private Account）USA６勝，

ワイドナーＨ‐G3，種牡馬
［孫］ プロシードビー Proceed Bee（06	 Bernstein）USA20 勝，ホーソーン

ダービー‐G3，Prairie Meadows H‐L，John Battaglia Memori
al S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 木田 茂雄＝新ひだか町静内神森 �0146-42-0139
生 産 牧 場： 林 博道
飼 養 者： 林 博道＝新冠町万世 �090-7050-3381

526 コハルタイム２０２０ 牡・栗 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteコハルタイム Clever Trick

��
��
�シーウォリアー鹿 2004 ＊クレアーズオピニオン

8h
Halo S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シャインエフォート（06鹿 バブルガムフェロー）３勝，高田城特別（Ｄ1200）
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
シャインメルシー（13牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��４勝�１勝
ノーブルデザイア（14牝栗 ジャングルポケット）�３勝
アララト（18牝青鹿 ドゥラメンテ）��入着２回

２代母 ＊ウエスタンバスター（94 USA青鹿 ＊ハウスバスター）３勝，こでまり賞，若
潮賞２着，なでしこ賞３着
ウエスタンリピート（02牝 ＊オース）１勝，障害１勝，�３勝���
ドリームウィン（04牡 アドマイヤコジーン）２勝，��１勝���

３代母 ピューディカル Pudical（82 USA黒鹿 Sassafras）USA４勝，Convenien
ce S，Cameo S２着，Wistful S２着，ハニービーＨ‐G3 ４着，Mon
mouth Park The Very One S３着
メランコリーブルーズMelancholy Blues（89 牝 Cure the Blues）USA２勝，P

rincess S３着
グランドルフット Grundlefoot（97牡 Unaccounted For）USA・UAE・SAU15

勝，ボルティモアＨ‐G3，Walter Haight H‐L，Kelso S‐L，etc.
アーユーブルー Are You Blue（98� You and I）USA10 勝，Bobby Hale S

スターオヴウシュクべ Star of Usquaebae（92牝 Star de Naskra）USA１勝
アットザオフィスAt the Office（01 牝 Silver Ghost）USA出走
オフィスインザヴァリーOfficeinthevalley（07� Peaks and Valleys）
USA・CAN６勝，Vice Regent S‐R，Ontario Jockey Club S‐R
２着

ビーマイベイビーBeMy Baby（95牝 ＊オジジアン）不出走
＊ディバインシルバー（98牡 Silver Deputy）６勝，�１勝�１勝	１勝�１勝


��入着２回���，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，北海道スプリントＣ
‐Jpn3，黒船賞‐Jpn3，etc.

４代母 ピューリタニカルPuritanical（68 USA黒鹿 Never Bend）USA４勝
［孫］ サンシャインオールウェイズ Sunshine Always（84 牝 Arts and Letters）

USA７勝，クイーンズＨ‐G3，Brown &Williamson H‐L，Ch
icago Breeders' Cup H‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

527 シャインエフォート２０２０ 牡・栗 ３／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーシャインエフォート
＊

＊ハウスバスター

��
��
�ウエスタンバスター鹿 2006 Pudical

2n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スズノヒロイン（05鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（６）〕
スズノフウジン（10牡栗 ＊クロフネ）２勝
タカミツダンサー（11牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ブルベアカラシナ（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��２勝�
ブルベアベージュ（16牡鹿 ＊ベーカバド）���２勝
ネオエックス（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）���入着�１勝
ネオヒロイン（19牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ビワプランサー（97黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
ダンディズム（02牡 フジキセキ）５勝，ペルセウスＳ‐L ３着，陽春Ｓ
ベツレヘムスター（03牝 フジキセキ）入着

ルイーズ（08牝 ＊ロージズインメイ）３勝，マーヴェラスＪＳＴ３着
スズノネイビー（04牡 ＊クロフネ）３勝
スパラート（06牡 サクラバクシンオー）３勝，寒桜賞，なずな賞２着，高尾特別３着

３代母 ＊ノーザンプランサー（80 USA鹿 Northern Dancer）不出走
＊チズム（84牝 Secretariat）USA入着

イニキ Iniki（90 牝 Miswaki）USA２勝
アントプルヌール Entepreneur（97 牡 Cure the Blues）USA７勝，Gr
eat White Way S‐R，Sleepy Hollow S‐R，トルーノースＢＣＨ
‐G2 ２着，etc.，種牡馬

タンドラジ－Tandra Gee（88牝 Commemorate）USA３勝，Lady Angela S
‐R ２着，Doll Ina S３着，Ontario Damsel S‐R ３着
ビルランBiru Lang（96牝 Pine Bluff）AUS出走
ヨーク Joku（04� ＊ザール）AUS・NZ12勝，MRCBarton S‐L，Kil
more TC Kilmore C‐L，BRC Bernborough H‐L，etc.

ティフワーナタンゴTijuana Tango（93牝 Tejano）IRE出走
ハラマ Jarama（00牝 ＊ヘクタープロテクター）FR１勝
チンチョン Chinchon（05牡 Marju）FR・USA・CAN・UAE・HKG・SI
N７勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，ユナイテドネイションズＳ‐G1，エ
クスビュリ賞‐G3（２回），etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3409
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

528 スズノヒロイン２０２０ �・黒鹿 ２／１０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールスズノヒロイン ＊ブライアンズタイム

��
��
�ビワプランサー鹿 2005 ＊ノーザンプランサー

8f
Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スプリングシーズンⅡ（05 GB鹿 Dansili）GB出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），海外－１（１），地方－１（４）〕
ルスキーレモンRusskiy Lemon（10 USA牝栗 Lemon Drop Kid）USA１勝
インボルク（15牡栗 ステイゴールド）��４勝
ポイントオブオナー（16牡栗 トーセンホマレボシ）入着３回，���入着
ローレリスト（17牡鹿 ブラックタイド）�１勝
ヴルカーノ（18牡鹿 スピルバーグ）�１勝
リグレイオ（19�鹿 ゼンノロブロイ）���出走

２代母 ミッドサマーMidsummer（00 GB栗 Kingmambo）GB１勝，Lingfield O
aks Trial S‐L ２着
ミッドデイMidday（06牝 Oasis Dream）GB・FR・IRE・USA９勝，ヴェルメイ

ユ賞‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，英ナッソーＳ‐G1（３回），ＢＣターフ
牝馬‐G1，ミドルトンＳ‐G2，etc.
ミッドタームMidterm（13� Galileo）�GB・FR・AUS５勝，ＡＴＣＮＥマ

ニオンＣ‐G3，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3，ニエル賞‐G2
２着，ＭＲＣイースターＣ‐G3 ２着，アストンパークＳ‐G3 ３着，etc.

モリーMori（14 牝 Frankel）GB２勝，Height of Fashion S‐L，リブルズデ
イルＳ‐G2 ２着

ヌーンスターNoon Star（18 牝 Galileo）�GB２勝，ミュージドラＳ‐G3 ２着
ミッドサマーサンMidsummer Sun（08� Monsun）GB・AUS６勝，Gosford

Gold C‐L，ＡＴＣサマーＣ‐G3 ２着，ＡＴＣスカイハイＳ‐G3 ２着，V
RCMelbourne Cup Day Plate‐L ２着，ATC Frank Underwood C‐L ３着

ポピュラーPopular（09 牝 Oasis Dream）GB１勝
インフェイヴァー In Favour（16 牡 Frankel）�FR・IRE２勝，P. Michel Ho

uyvet‐L ３着
ホットスナップ Hot Snap（10牝 Pivotal）GB・IRE２勝，ネルグウィンＳ‐G3，

英ナッソーＳ‐G1 ３着，ブランドフォードＳ‐G2 ２着
サンメイデン Sun Maiden（15牝 Frankel）�GB３勝，ホッピングズＳ‐G3，N

ottinghamshire Oaks‐L，英ＢＣフィリーズ＆メアズＳ‐G1 ３着，ミドルト
ンＳ‐G2 ３着，リブルズデイルＳ‐G2 ３着，etc.

３代母 モデナModena（83 USA鹿 Roberto）不出走

販売申込者・所有者： ㈲大西興産＝青森県八戸市 �0178-25-3020
生 産 牧 場： ㈲大西興産
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

529 スプリングシーズンⅡ２０２０ 牡・栗 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

＊

ダンシリ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dansili HasiliスプリングシーズンⅡ ミッドサマー Kingmambo

��
��
�Midsummer鹿GB 2005 Modena

9e
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 セントローレンス（08鹿 ジャングルポケット）���１勝・11勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
チューダ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
セントレガーロ（18牝栗 ＊クリエイターⅡ）���１勝
エスケーオーカン（19牡栗 ＊ダンカーク）��出走

２代母 ティーチャズペット（97鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ファイティングアイ（02牝 ＊アジュディケーティング）１勝
オエドニホンバシ（03牝 ＊スキャターザゴールド）�１勝�３勝�１勝	入着２回��
プリックアップ（05牝 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，��２勝�
アートオブワールド（06牝 ＊アグネスワールド）�１勝�５勝��
ノープラン（09牝 ＊プリサイスエンド）�５勝
アクアティアラ（10牝 トーホウエンペラー）�２勝

３代母 ＊エテール（85 USA鹿 Lyphard）FR１勝
リキアイアクトレス（90牝 Reference Point）４勝，Ｉｎｔ．ＪＳ，若潮賞，袖ケ

浦特別２着，etc.
リキアイヤマノオー（00牡 ＊アフリート）３勝，天王山特別，大濠特別３着，


１勝�１勝
リキアイサイレンス（01牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2

３着，オクトーバーＳ，遠州灘特別，etc.，種牡馬
ジントルネード（95牡 ＊バイアモン）３勝，ゴールデンブーツＴ，洛西特別，嵯峨野

特別２着，etc.

４代母 オナートリックスHonor Tricks（76 USA鹿 Bold Bidder）不出走
［孫］ ブランカスター Brancaster（96� Riverman）GB・FR・USA３勝，ホ

ーリスヒルＳ‐G3，クレイヴァンＳ‐G3 ２着
アラタマインディ（97牡 A.P. Indy）５勝，小倉記念‐Jpn3，朝日ＣｈＣ
‐Jpn3 ２着，九州スポーツ杯，etc.

リッター Litter（02 牝 Catbird）AUS５勝，ATCWenona Girl H‐L，
BRC Sir Edward Williams H‐L，Scone RC Dark Jewel Classic
‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
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

530 セントローレンス２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーセントローレンス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ティーチャズペット鹿 2008 ＊エテール

2d
Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5 CosmahM5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンヒマワリ（13 USA鹿 Uncle Mo）１勝，�４勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ホームフロムオズ（02 USA栗 Pulpit）不出走
ショーマンシップ Showmanship（07 牡 Yes It's True）USA２勝
＊エーシンゴールド（10牡 Medaglia d'Oro）４勝，アルデバランＳ‐OP，昇竜Ｓ

‐OP ２着，鷹取特別，��入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着
メイドフロムラッキーMadefromlucky（12牡 Lookin At Lucky）USA６勝，ウェ

ストヴァージニアダービー‐G2，ピーターパンＳ‐G2，グリーンウッドカップ
Ｓ‐G3，Temperence Hill S‐L，レベルＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

エイシンオズ（16牝 ＊エイシンアポロン）１勝
エイシンバッカス（17牡 ＊ヨハネスブルグ）�２勝，伊良湖特別３着

３代母 タップユアヒールズ Tap Your Heels（96 USA芦 Unbridled）USA１勝，
Hildene S‐R
タピット Tapit（01 牡 Pulpit）USA３勝，ウッドメモリアルＳ‐G1，ローレルフュ

チュリティ‐G3，種牡馬
オーヴァランダビューティOverandabeauty（05 牝 Grand Slam）USA３勝，O

hio Valley H‐L ２着，Pearl City S３着
ノーブルアンダビューティNoble and a Beauty（12 牝 Noble Causeway）

USA３勝，Cicada S‐L，Ruthless S‐L ２着

４代母 ルビースリッパーズRuby Slippers（82 USA芦 Nijinsky）USA５勝
［子］ ルビアノ Rubiano（87牡 Fappiano）USA13 勝，ＮＹＲＡマイルＨ‐G1，

カーターＨ‐G1，ヴォスバーグＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ ダブレオDubleo（02牡 ＊サザンヘイロー）USA７勝，サマーＳ‐G2，ジ

ェネラスＳ‐G3，Dave Feldman S，etc.，種牡馬
インチューン In Tune（11牝 Unbridled's Song）USA３勝，ガルフスト
リームパークオークス‐G2

アフィルマティフ Affirmatif（06 牡 Unbridled's Song）USA３勝，W
oodlawn S，ヒルプリンスＳ‐G3 ２着，Solomon Northup S２
着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

531 エイシンヒマワリ２０２０ 牡・鹿 ２／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊

アンクルモー Indian Charlie

�
�
�
�
�

��
��

�Uncle Mo Playa Mayaエイシンヒマワリ
＊ Pulpit

��
��
�ホームフロムオズ鹿USA 2013 Tap Your Heels

3o
Ruby Slippers M4×S5 Fappiano S5×M5

価格： 購買者：



母 クインズアダマン（12芦 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
トミケンシャイリ（18牡芦 ブラックタイド）��６勝，東海ダービー（Ｄ1900），

駿蹄賞（Ｄ1800）
コイビトサンタ（19�芦 ゼンノロブロイ）��出走

２代母 ＊ナイサー（90 IRE 芦 PennineWalk）GB・IRE・ITY・USA３勝，愛１０００ギ
ニー‐G1，ヴィットリオディカプア賞‐G1 ３着
デーメテールDemeter（97 牝 Diesis）GB入着

ピルラ Pyrrha（06牝 Pyrus）GB・FR４勝，チャートウェルフィリーズＳ‐G3，
チャートウェルフィリーズＳ‐G3 ３着，オークトリーＳ‐G3 ３着

シャブリChablis（98 牝 Kingmambo）GB入着
ピノグリージョ Pinot Grigio（03� O'Reilly）NZ・HKG１勝，ウェリントン

ギニーズ‐G2 ２着，エイヴォンデイルギニーズ‐G2 ２着，ホークスベイ
ギニーズ‐G2 ３着，Triton S‐L ２着

クイーンチャチャQueen Cha Cha（06牝 High Chaparral）不出走
スアヴィート Suavito（10 牝 Thorn Park）AUS８勝，ＭＲＣＣＦオール
Ｓ‐G1，ＭＲＣフュチュリティＳ‐G1，ＶＲＣブレイミーＳ‐G2，ＶＲ
ＣメイトリアークＳ‐G2，ＭＶＲＣテシオＳ‐G3，etc.

スルタンオヴスイング Sultan of Swing（12� Bachelor Duke）�AUS
・NZ10勝，ＦＣジョンストンＨ‐G3，ホーリックスプレイト‐G1 ２着，
グレイトノーザンチャレンジＳ‐G3 ３着，キングズプレイト‐G3 ３
着，Trevor Eagle Memorial S‐L ３着

ウーマンインホワイトWoman inWhite（01 牝 Daylami）GB入着２回
スペクター Specter（08� Nadeem）AUS３勝，VRC Exford Plate‐L，

MRC Zeditave S‐L ２着，コールフィールドギニーズプレリュード‐G3
３着，MRCCaulfield Village S‐L ３着

ドリームタイガー（03牡 ＊アフリート）１勝，��１勝

３代母 エヴリシングナイス Everything Nice（73 IRE 芦 Sovereign Path）GB・IR
E・USA７勝，ミュージドラＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G3，愛プリティポリ
ーＳ‐G2 ２着，Pretty Polly S２着

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

532 クインズアダマン２０２０ �・芦 ２／２６
＊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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラクインズアダマン
＊ PennineWalk

��
��
�ナイサー芦 2012 Everything Nice

3e
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クラウンハンター（13栗 ＊ケイムホーム）�４勝��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ラコンテ（19牝栗 イスラボニータ）�地方未出走

２代母 レインボーロマンス（01鹿 エアジハード）３勝
レインボーヒロイン（11牝 ＊デビッドジュニア）�４勝�１勝�３勝
ウインスペクトル（12牡 ＊チーフベアハート）４勝，皿倉山特別，萬代橋特別，グリ

ーンＳ３着，南武特別３着
トミノヴェール（15牝 アドマイヤムーン）��２勝��３勝

３代母 ＊クローズイン（85 USA鹿 Fappiano）USA４勝，Holly S‐L，Sunrise S
，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ４着
レイディスナード Lady Snerd（90牝 Chief's Crown）USA２勝

ゴメスメライズGomezmerize（97 牡 Cutlass Reality）USA４勝，Alamed
a County Futurity‐R，Haggin S‐L ３着

ミスニコリーMiss Nicolie（00 牝 Walter Willy）USA１勝，Generous Por
tion S‐R，Cover Gal S‐R ２着
レポ Repo（07牝 In Excess）USA３勝，Landaluce S‐L，California B
reeders' Association S‐R，Manhattan Beach S２着，etc.

４代母 リモートルーラー Remote Ruler（77 USA鹿 King Emperor）USA３勝，ゴ
ールデンロッドＳ‐G3，New Hope S，Magnolia S２着，Holly S２着，
Cicada S３着
［曾孫］ ミスターネダウィMr.Nedawi（04 牡 Nedawi）ARG・BRZ・URU16勝，

ダルドローチャ大賞‐G1（２回），パラナ大賞‐G1，ベルグラーノ将
軍賞‐G2，etc.，種牡馬

マッハグローリーMach Glory（04 牡 Honour and Glory）USA・ARG
２勝，ＣＥジュヴェナイル‐G1，亜グランクリテリウム‐G1 ２着

イルピントゥリッキオ Il Pinturicchio（05	 Edgy Diplomat）CHI19 勝，
フェルナンドＭボルデウ賞‐G2，セレクシオンデベロシスタス賞
‐G2，チリグランハンデ‐G3 ２着，etc.

マリカズゴールドMalika's Gold（02 牝 Gold Case）USA・PER５勝，
La Senorita S‐L，Lyrique H，Senorita S２着，etc.

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

533 クラウンハンター２０２０ 牡・鹿 ４／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayクラウンハンター エアジハード

��
��
�レインボーロマンス栗 2013 ＊クローズイン

2c
Mr. Prospector M4×M5 Fappiano M4×S5

価格： 購買者：



母 グランオマージュ（03青 ＊サンデーサイレンス）２勝，フィリピンＴ（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（12）〕
サダムロードショー（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，鳴滝特別（芝 2200）３着，

西郷特別（芝 1800）３着
ミッキーサムソン（11牡鹿 メイショウサムソン）�２勝
グランフィーユ（14牝青 ＊ケイムホーム）��５勝
グランシュマン（15牡黒鹿 ルーラーシップ）��入着��５勝
シゲルカセイ（17牡栗 ＊タートルボウル）�１勝
スペランツァチャム（18牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）��入着４回

２代母 ＊ジョリーザザ（91 IRE 鹿 Alzao）FR４勝，P. Occitanie‐L
ユーロウインド（97牡 Caerleon）４勝，平尾台特別，唐津特別２着，露草賞３着
タイムパラドックス（98牡 ＊ブライアンズタイム）10勝，ジャパンＣダート‐Jpn1，etc.，

��３勝�１勝�１勝�１勝�入着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1（２回），
帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬

タイムトラベリング（04牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
タイムフライヤー（15牡 ハーツクライ）�５勝，ホープフルＳ‐G1，エルムＳ

‐G3，萩Ｓ‐LR，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ
‐G3 ２着，etc.

３代母 ボールドレイディ Bold Lady（74 FR栗 ＊ボールドラツド）FR３勝，P. La R
ochette‐L ２着，P. de la Seine‐L ２着，P. d'Automne‐L ３着，P. H
erod‐L ３着
ペイパ－ム－ン Papermoon（81牝 Troy）FR１勝，P. des Belles Filles‐L，P.

de Strasbourg‐L ３着
ラヴェンダ－ミスト Lavender Mist（83 牝 Troy）GB・GER２勝，Ballymacoll

Stud S‐L，トラーヴェミュンデカジノ賞‐G3 ４着
スティ－マ－ダック Steamer Duck（88牡 Bering）FR・GER・ITY・AUS２

勝，伊グランクリテリウム‐G1，種牡馬
＊ローラローラ（85牝 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）
‐Jpn1，オールカマー‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �090-5955-5700
生 産 牧 場： 折手牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

534 グランオマージュ２０２０ 牡・栗 ２／１５
＊ 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellグランオマージュ
＊ Alzao

��
��
�ジョリーザザ青 2003 Bold Lady

14
Hail to Reason S4×M4 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グランシャルム（09栗 Dylan Thomas）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
メヒティヒ（15牝栗 ＊ノヴェリスト）�１勝�１勝�１勝
スペシャルボス（16牡黒鹿 グランプリボス）��４勝��２勝�
トゥーナドリーム（17牝栗 ヴィクトワールピサ）��	入着２回
マダムシャルル（18牝栗 ドゥラメンテ）�入着
グランドライン（19牡青鹿 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 ＊ロイヤルファンタジー（00 GER栗 Monsun）FR・GER・ITY４勝，独セント
レジャー‐G2，フランクフルトトロフィ‐G3，Grosser Stutenpreis von Bremen
‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，モーリスドニュイユ賞‐G2 ２着，etc.

＊ミッションモード（07牡 Galileo）３勝，葉牡丹賞，支笏湖特別２着，晩秋特別２着，
習志野特別２着，阿寒湖特別３着，etc.

ロイヤルジレンマ（13牡 ステイゴールド）入着，�６勝，黒潮菊花賞２着
ミッキーロイヤル（14牡 ディープインパクト）１勝，新緑賞２着，
１勝
ロイヤルバースデー（15牡 ステイゴールド）入着，
１勝�	

３代母 ルドルフィナRudolfina（92 CAN黒鹿 Pleasant Colony）GER４勝

４代母 ロベルティナ Robertina（84 USA黒鹿 Roberto）USA７勝，Monty Levin
e Classic H，Sixty Sails H２着，Bayou H２着
［孫］ フーズアップWho's Up（07牡 Graeme Hall）USA３勝，ジェネラスＳ‐G3
［曾孫］ エイジーウォリアー A ZWarrior（08 牝 Bernardini）USA２勝，フリゼ

ットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1 ３着，ソレントＳ‐G3 ２着
ジョージョーウォリアー JojoWarrior（11 牝 Pioneerof the Nile）USA
３勝，サマータイムオークス‐G2，トーリーパインズＳ‐G3，コティ
リオンＳ‐G1 ３着，etc.

イージーウォリアー E ZWarrior（04 牡 Exploit）USA３勝，ハリウッ
ドジュヴェナイルＣｈ．‐G3，SanMiguel S‐L，キングズビショ
ップＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ジェイズィーウォリアー J ZWarrior（05 牝 Harlan's Holiday）USA６
勝，House Party S‐L，Glowing Honor S，Light Hearted S
，etc.

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

535 グランシャルム２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

ディラントマス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dylan Thomas Lagrionグランシャルム
＊ Monsun

��
��
�ロイヤルファンタジー栗 2009 Rudolfina

2d
Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×S5 His Majesty M5×M5

価格： 購買者：



母 グレースローラ（12栗 ＊アサクサデンエン）�１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
カガヤキファイター（19牡栗 トゥザグローリー）�地方未出走

２代母 リンダムーン（04鹿 ＊リンドシェーバー）１勝
ローエンベルン（14牝 ローエングリン）�１勝�入着
フライオールデイズ（15牡 スペシャルウィーク）�入着，�８勝

３代母 グレースシラオキ（84黒鹿 ＊ノノアルコ）３勝，根岸Ｓ‐Jpn3，信濃川特別２
着，��２勝
スーパーグラント（91牡 ＊ミルジヨージ）４勝，岩室特別，伊達特別，越後Ｓ２着，etc.
グレースアストリア（93牝 ＊メンデス）不出走

マイネマスカレード（01牝 ＊ウォーニング）２勝
ニナガワルフィー（13牡 マツリダゴッホ）�１勝，九州ジュニアＣｈ３着

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

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

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

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

カズノウイナー（91牡 マルゼンスキー）１勝，サルビア賞３着
［孫］ ブレーブティック（98牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，弥彦特別２着，ホ

マレボシメモリアル２着，堀川特別３着，障害１勝

５代母 カツプスタン（69鹿 ＊ヒンドスタン）不出走
［子］ ダイエーカン（75牡 ＊ボールドリツク）３勝，紫野特別，吹田特別，�４勝
［孫］ ユキノアイドル（85牝 アローエクスプレス）２勝，越後特別

モガミシラオキ（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，北洋特別２着，なでし
こ賞３着，かきつばた賞３着，etc.，	
２勝�

セノエシンゲキ（85牡 ＊マラケート）１勝，須賀川特別３着

販売申込者・所有者： ㈲小田牧場＝様似町緑町 �0146-36-3038
生 産 牧 場： ㈲小田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

536 グレースローラ２０２０ �・栗 ５／１４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサデンエン ＊ホワイトウォーターアフェアグレースローラ ＊リンドシェーバー

��
��
�リンダムーン栗 2012 グレースシラオキ

＊フロリースカツプ 3l
Mr. Prospector S4×M5 Halo S4×M5 Nureyev S4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 クロカミノマイ（07黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミヤギノマイ（15牝黒鹿 スペシャルウィーク）��１勝
モーグリMowgli（16 牡鹿 ジャングルポケット）�SIN入着４回
ヤマノミドリ（19牝鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 エリモハスラー（88黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
エリモハート（96牝 ＊ドクターデヴィアス）１勝
エリモハリアー（00� ＊ジェネラス）９勝，函館記念‐Jpn3（３回），巴賞‐L，オー

ルカマー‐G2 ３着，金鯱賞‐Jpn2 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.

３代母 ＊デプグリーフ（74 USA鹿 Vaguely Noble）不出走
パッシングサイアー（79牡 ＊ゲイサン）４勝，菊花賞２着，白百合Ｓ‐OP，葵賞，etc.
パッシングパワー（83牡 ＊ゼダーン）７勝，金鯱賞‐Jpn3，ＵＨＢ杯‐OP ２着，醍

醐特別，etc.，種牡馬
エリモシユーテング（84牝 ＊テスコボーイ）２勝，忘れな草賞‐OP

エリモシック（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，秋
華賞‐Jpn1 ２着，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.

エリモピクシー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，ファイナルＳ‐L，京都牝馬
Ｓ‐Jpn3 ３着，愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.
リディル（07牡 アグネスタキオン）５勝，スワンＳ‐G2，デイリー杯２歳
Ｓ‐Jpn2，米子Ｓ‐L，etc.

クラレント（09牡 ダンスインザダーク）７勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，京
成杯オータムＨ‐G3，関屋記念‐G3，etc.

レッドアリオン（10� アグネスタキオン）７勝，マイラーズＣ‐G2，関屋
記念‐G3，ニューイヤーＳ‐L，etc.

サトノルパン（11牡 ディープインパクト）５勝，京阪杯‐G3，スワンＳ
‐G2 ２着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.

ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L
３着，新緑賞，ライラック賞２着，etc.

エリモフローレンス（90牝 ＊イルドブルボン）不出走
エリモダンディー（94牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，日経新春杯‐Jpn2，京阪

杯‐Jpn3，京都金杯‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 沖田 哲夫＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2858
生 産 牧 場： 沖田 哲夫
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

537 クロカミノマイ２０２０ �・鹿 ３／３１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousクロカミノマイ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�エリモハスラー黒鹿 2007 ＊デプグリーフ

9f
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 クールビューティー（15鹿 ＊キングズベスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ヒマラヤキャット（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 チアズグレイス（97鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，コスモス賞
‐OP，etc.，優３牝
チアズガディス（03牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

ダンツアトラス（10牡 ＊バゴ）２勝，京都２歳Ｓ‐LR ２着，御在所特別３着，
五泉特別３着

マイティティー（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，御陵Ｓ，愛宕特別，�１勝
��，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3

メイショウカガリビ（06牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
メイショウセイカ（07牝 ＊クロフネ）不出走

ルックスマート（15牡 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１８ＹＪＳＦＲ中山１戦２
着，調布特別３着，陣馬特別３着

メイショウチルチェ（08牝 キングカメハメハ）入着
サイモンジルバ（15牝 ＊タートルボウル）２勝，��２勝��
サイモンルピナス（18牝 ＊ダノンレジェンド）�１勝

テーオーフェアリー（09牝 キングカメハメハ）１勝，�５勝
テーオーダンケルク（16牡 ＊ダンカーク）２勝

メイショウクローバ（11牝 メイショウサムソン）３勝
デンコウグロリアス（14牡 ＊エンパイアメーカー）��９勝�入着

３代母 チアズフラワー（90鹿 Al Nasr）出走
チアズシュタルク（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，毎日杯‐Jpn3，共同通信杯

‐Jpn3，シンザン記念‐Jpn3 ２着
チアズフィアレス（02牝 ＊フォーティナイナー）出走

トロンボーン（10牝 アグネスタキオン）出走
ノブマル（17牡 ＊パイロ）�１勝�入着３回，金沢ヤングＣｈ３着

４代母 ＊デュカイナ（81 IRE 鹿 Northfields）GB・IRE１勝，Strensall S‐L ３着
［孫］ ダラワールDarawar（92 牡 Shernazar）FR１勝，P. Ridgway‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱ＳＧプランニング＝愛知県一宮市 �080-9810-0171
生 産 牧 場： ㈱グローリーファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

538 クールビューティー２０２０ �・栗 ４／１４
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaクールビューティー ＊サンデーサイレンス

��
��
�チアズグレイス鹿 2015 チアズフラワー

＊デュカイナ 21a
Kingmambo S3×M3 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 グラニースミス（08鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
アイルキャッチユー（14牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）１勝
ヴォーグショコラ（15牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）��３勝
ディープエターナル（16牡鹿 ヴィクトワールピサ）��出走
ワイドディスボン（17牝鹿 ルーラーシップ）��入着２回
ネズコ（18牝黒鹿 ＊エスケンデレヤ）�出走

２代母 アップルマティーニ（01鹿 Rahy）４勝
ザモンゴメリー（14牡 ヴィクトワールピサ）１勝
タガノタイト（15牡 ハーツクライ）１勝，寒椿賞３着，��３勝

３代母 ＊メヤディーニ（95 USA鹿 Mr. Prospector）FR出走
サブハ Sabkha（00牝 Green Desert）FR・GER１勝，P. d'Angerville‐L ３着

ズバーヤ Zubbaya（07牝 Dubawi）AUS５勝，MVRC Alexandra S‐L
メガリス（04牡 フジキセキ）４勝，夙川特別２着，なにわＳ３着
オートキュイジーヌ（06牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝

リヴェルディ（14牡 スマートファルコン）４勝，鳳雛Ｓ‐OP ２着，丹沢Ｓ，青
梅特別３着

プリマジア（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，三浦特別，鳴海特別３着
サダムフジコ（13牝 ＊クロフネ）�２勝��３勝，フローラルＣ２着

４代母 ニオディニNiodini（89 USA鹿 Nijinsky）GB・FR・ITY３勝，ランカシャ
ーオークス‐G3，パークヒルＳ‐G3，リブルズデイルＳ‐G2 ２着，Lupe S‐L
２着，Oaks Trial S‐L ２着

５代母 ホームソーツHome Thoughts（73 USA鹿 Tom Rolfe）不出走
［子］ スーパークック Super Cook（84牝 Best Turn）USA４勝，アクサーベンオ

ークス‐G3，Ruthless S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
［孫］ フォントブラ Fontvla（91 牝 ＊セクレト）MEX８勝，C.Dalia‐L，

G.P. Nacional‐LR，C.Debutantes‐LR，etc.

販売申込者・所有者： 浦新 徳司＝日高町豊郷 �01456-7-2120
生 産 牧 場： 浦新 徳司
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

539 グラニースミス２０２０ 牡・鹿 ２／２７

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊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グラニースミス Rahy

��
��
�アップルマティーニ鹿 2008 ＊メヤディーニ

16h
Halo M4×M5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ジョウノアドバンス（12栗 ＊ファルブラヴ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
モアナグレイス（17牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝�
ドバイウィンド（18牡鹿 ナカヤマフェスタ）�出走
ピアーステソーロ（19牡鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ジョウノノーブル（06栗 キングカメハメハ）出走
キャッツウィスカー（16牡 タニノギムレット）��２勝
ザハロワ（17牝 ＊モンテロッソ）�１勝

３代母 シーズグレイス（93栗 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，萩Ｓ‐OP，芙蓉Ｓ‐OP
シャドウスケイプ（99牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，�１勝

����入着５回，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.
クリヴィア（00牝 ＊トニービン）１勝

ジョウノボヘミアン（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，東大路Ｓ，猪苗代特別，
白馬岳特別

コスモノビリス（12牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�６勝�入着２回，スプ
リングＣ３着

リンリンリン（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，浦安特別２着，越後Ｓ３着，�１勝

４代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ ユウキサンガール（90牝 ＊トニービン）３勝，花背特別２着，寒梅賞２着

ジョウノエンジェル（91牝 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着
［孫］ トーセンシャナオー（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記

念‐Jpn2，プリンシパルＳ‐L ３着，若葉Ｓ‐L ３着，�１勝
アーバンウィナー（07牡 タヤスツヨシ）４勝，いちょうＳ‐L ２着，札幌
２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，二本松特別３着

５代母 ヨドセンリヨウ（75黒鹿 ＊エルセンタウロ）１勝
［孫］ ショウワモダン（04牡 エアジハード）10勝，安田記念‐G1，ダービー卿Ｃ

ｈＴ‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

540 ジョウノアドバンス２０２０ �・鹿 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightジョウノアドバンス キングカメハメハ

��
��
�ジョウノノーブル栗 2012 シーズグレイス

＊リリーオブザナイル 10a
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Miesque S4×M5
Northern Dancer M4×S5
価格： 購買者：



母 ケイアイミサイル（03栗 スペシャルウィーク）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－４（16）〕
カシノダンガン（08牡黒鹿 ジャングルポケット）�６勝
グッドチャーミング（09牝栗 ＊アフリート）��１勝
ミキノドラマー（13牡鹿 ショウナンカンプ）４勝，ルミエールオータムダッシュ‐L
（芝 1000），ルミエールオータムダッシュ‐L（芝 1000）３着，韋駄天Ｓ‐OP
（芝 1000）３着，飛竜特別（芝 1000），雷光特別（芝 1000），雷光特別（芝 1000）
２着，はやぶさ賞（芝 1000）２着，飛翼特別（芝 1000）３着，種牡馬

ヴァリーゲイト（14牡栗 ＊トビーズコーナー）１勝，��５勝��１勝
キティホーク（16牝栗 ＊タイキシャトル）�３勝�
リュウノゲキリン（17	青鹿 グランプリボス）１勝
エラディケイター（18牡鹿 アドマイヤムーン）�出走

２代母 ＊サラトガワールド（87 USA鹿 Saratoga Six）IRE１勝
ケイアイギャルソン（95牡 ＊ステートリードン）３勝，朱竹賞３着
ケイアイハリケーン（96牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，芙蓉Ｓ‐OP，若水賞２

着，上総特別２着
ケイアイワールド（97牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）５勝，函館日刊スポーツ杯，ＴＶ

ｈ杯，春菜賞２着，立夏Ｓ３着，水仙賞３着
ケイアイギャラリー（99牝 ＊ウォーニング）５勝，ＨＢＣ賞，白鳥大橋特別，七重浜

特別３着，キーンランドＣ３着
ケイアイデイジー（07牝 ＊クロフネ）３勝，葵Ｓ‐L，淀短距離Ｓ‐L ３着，橘Ｓ

‐OP ２着，朱鷺Ｓ‐OP ３着
クインズサリナ（14牝 ダノンシャンティ）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，フ

ェニックス賞‐OP，山城Ｓ
ケイアイグランジャ（01牡 ＊デヒア）１勝

３代母 ゴ－マ－チGoMarch（73 USA鹿 ＊ゴーマーチング）USA５勝，デルマーオ
ークス‐G3，San Clemente S，リンダヴィスタＨ‐G3 ２着，ハニムーンＨ
‐G3 ２着，プリンセスＳ‐G3 ３着，etc.

＊タンゴダンサー（79牝 Unconscious）USA４勝，ハリウッドオークス‐G1，ハニム
ーンＨ‐G2 ２着，La Zanzara S２着

販売申込者・所有者： ㈲浦河育成牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1861
生 産 牧 場： ㈲浦河育成牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

541 ケイアイミサイル２０２０ 牡・栗 ４／１２

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールケイアイミサイル
＊ Saratoga Six

��
��
�サラトガワールド栗 2003 Go March

2h
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 コーラルバード（13黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�入着
〔産駒馬名登録数：２〕
トチノヒーロー（18牡鹿 タニノギムレット）���入着２回
タケオ（19牡黒鹿 ヴァンセンヌ）�未出走

２代母 バードオブワンダー（06黒鹿 ＊グラスワンダー）��１勝
アヤシ（14牝 スズカマンボ）�２勝
ローズマリア（15牝 ローズキングダム）�３勝��１勝
ドンナフォルテ（17牝 フェノーメノ）���出走�７勝，加賀友禅賞２着，ノトキ

リシマ賞２着，金沢プリンセスＣ２着

３代母 ナリタレッドバード（88鹿 マルゼンスキー）１勝
ナリタプロテクター（93牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，谷川岳Ｓ‐OP，ポートア

イランドＳ‐OP，札幌日経ＯＰ‐OP，etc.，�３勝�７勝
ナリタグレース（97牝 ＊トニービン）１勝

ショウナンカンムリ（09牡 ダイワメジャー）３勝，須磨特別，はなみずき賞，
春日特別２着，etc.

ナリタフローラ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
メイショウヤマホコ（10牡 タニノギムレット）２勝，金山特別，知立特別３着
（２回）

トーコーニーケ（11牝 キングカメハメハ）	７勝�２勝��入着，関東オーク
ス‐Jpn2 ２着，園田金盃，のじぎく賞，etc.，ＮＡＲ優３牝

ハッピーウィルス（12牡 ＊タイキシャトル）２勝，高湯温泉特別，稲荷特別２着
ピスハンド（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�	７勝，菊水賞２着，兵庫若駒賞２着

４代母 ビユーテイマリヤ（80黒鹿 ＊トライバルチーフ）��１勝
［子］ ファイトガリバー（93牝 ダイナガリバー）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス

‐Jpn1 ２着，紅梅賞‐OP ２着，etc.
ナリタタイセイ（89牡 ダイナガリバー）４勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，皐月賞
‐Jpn1 ２着，若駒Ｓ‐OP，etc.

［孫］ イグゼキュティヴ（06牡 ＊チーフベアハート）１勝，京都２歳Ｓ‐L，札幌
２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，コスモス賞‐OP ２着，etc.，
２勝�２勝，Ｎ
ＡＲ優ターフ

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

542 コーラルバード２０２０ 牡・鹿 ３／２９

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターコーラルバード ＊グラスワンダー

��
��
�バードオブワンダー黒鹿 2013 ナリタレッドバード

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ココモオレンジ（08黒鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－２（13）〕
マサハヤダイヤ（13牡栗 ＊ハービンジャー）２勝，北海Ｈ（芝 2600），熊野特別
（芝 2200）３着，�３勝

メイショウヤエヤマ（14牡鹿 ＊タートルボウル）１勝，障害２勝
エンパイヤアーサー（15牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）���５勝�５勝
オレンジペコ（17牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ポプラ特別（Ｄ1700）
タイセイシェダル（18牡栗 ＊マクフィ）�１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

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，W
anganui 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： ㈲大島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2416
生 産 牧 場： ㈲大島牧場
飼 養 者： ヒダカシーサイドファーム＝浦河町東栄 �0146-25-2416

543 ココモオレンジ２０２０ 牡・芦 ３／１０

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスココモオレンジ ＊サンデーサイレンス

��
��
�オレンジピール黒鹿 2008 ＊バッフドオレンジ

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

価格： 購買者：



母 ゴージャスガール（12黒鹿 ジャングルポケット）１勝，知床特別（芝 2000）２着
初仔

２代母 オッドアイビーナス（07芦 ＊クロフネ）不出走

３代母 ピースオブワールド（00鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐Jpn1，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ３着，秋華賞
‐Jpn1 ４着，かえで賞，優２牝
ラブアンドピース（06牝 キングカメハメハ）出走

ピュアソルジャー（10牡 ジャングルポケット）３勝，霊山特別，新緑賞，北斗
特別２着，etc.

モーニングコール（10牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，吾妻小富士賞３着，ＨＢＣ賞
３着，かささぎ賞３着

ウォルフWolfe（15� ＊ノヴェリスト）�AUS６勝，ＭＲＣクーンジーＨ‐G3，
ATC Australia Day Cup‐L ２着，ATC January C‐L ２着，etc.

４代母 ＊ビバムール（92 IRE 黒鹿 Caerleon）２勝
［孫］ トシギャングスター（07牡 ＊クロフネ）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，薫

風Ｓ，ポインセチア賞，etc.
サトノデプロマット（10� ＊ブライアンズタイム）４勝，船橋Ｓ，�３勝
��入着

［曾孫］ ラスベガスシチー（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，稲城特別３着
ストロングキック（15牡 ストロングリターン）�２勝，北海優駿３着

５代母 マフィティスMuffitys（82 IRE 鹿 Thatch）IRE３勝，Marble Hill S‐L
［子］ ＊ウェルシュマフィン（87牝 Caerleon）IRE・USA５勝，Phoenix 1000

Guineas Trial S‐L，Mint Julep H‐L ２着
［孫］ ＊タイキシャトル（94牡 Devil's Bag）10勝，安田記念‐Jpn1，マイルＣｈ

Ｓ‐Jpn1（２回），etc.，FR１勝，ジャックルマロワ賞‐G1，優短距
（2回），年代表，優古牡，種牡馬

［曾孫］ サミットストーン（08牡 ＊ロージズインメイ）４勝，�７勝��３勝�，
浦和記念‐Jpn2，東京大賞典‐G1 ３着，川崎記念‐Jpn1 ３着，etc.，
ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡，種牡馬

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

544 ゴージャスガール２０２０ 牡・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１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーゴージャスガール ＊クロフネ

��
��
�オッドアイビーナス黒鹿 2012 ピースオブワールド

＊ビバムール 4d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カベルネフラン（09黒鹿 ＊アサクサデンエン）��15 勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ロジフラン（19牡栗 ロジユニヴァース）�未出走

２代母 サーモンベリー（03鹿 フジキセキ）不出走
アットエニタイム（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��入着�
トマトリコピン（11牝 スクリーンヒーロー）�４勝��

３代母 ＊サーモンタイム（90 CAN栗 Silver Deputy）USA６勝，Ontario Debutan
te S‐R，ShadyWell S‐R，Autumn Yearling Sale S‐R，Dearly Precio
us S２着，Half Moon S２着，etc.
カサブランカCasablanca（95牝 Gulch）USA２勝

ウィークスWeeks（01 牝 Ghazi）USA９勝，Witches Brew S，Light He
arted S‐L ２着，Upper Noosh S‐L ２着，etc.

ヨーガギャルYoga Gal（04 牝 Regal Classic）USA４勝
シルヴァーストリークンギャル Silver Streakn Gal（10 牝 Silver Season）
USA４勝，NewMexico Classic F &M Sprint Ch. S‐R ２着

ウェイクアトヌーンWake at Noon（97牡 Cure the Blues）USA・CAN21勝，
ヴィジャルＨ‐G3（２回），ハイランダーＨ‐G3（２回），Seagram C‐L，etc.，
種牡馬

ハルクバニヤン（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，伊勢佐木特別，江戸川特別３着
グラスレンヌ（04牝 ジャングルポケット）１勝

グラスプリマ（11牝 ＊シンボリクリスエス）２勝
グラスデスティーノ（17牡 ワールドエース）�２勝，桑園特別３着

ゼットフウリン（05牝 ジャングルポケット）��入着２回
ゼットスマイル（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，皿倉山特別３着
ゼットフーリ（13牝 ＊ワークフォース）２勝，飛翔特別２着
ゼットパール（14牝 ＊アイルハヴアナザー）２勝，��９勝

スマートタイタン（06牡 タニノギムレット）６勝，大沼Ｓ‐OP，梅田Ｓ，渡島特別２着

４代母 アイスレット Icelette（84 CAN栗 Bold Ruckus）不出走
［子］ ＊デピュティーアイス（95牡 Silver Deputy）５勝，仁川Ｓ‐OP，白富士Ｓ，

鳴海特別，etc.

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

545 カベルネフラン２０２０ 牡・芦 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサデンエン ＊ホワイトウォーターアフェアカベルネフラン フジキセキ

��
��
�サーモンベリー黒鹿 2009 ＊サーモンタイム

1c
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 サクラコ（10栗 メジロベイリー）��出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ストラズスピアー（18牡栗 ＊ストラヴィンスキー）���出走

２代母 パルカエ（95鹿 ＊ヘクタープロテクター）１勝
フラワリーウーフ（01牝 サクラバクシンオー）１勝

フローラルホール（08牝 ＊オペラハウス）４勝，伊吹山特別，郡山特別
カガジャスティス（17牡 マツリダゴッホ）�１勝，三国特別２着

ダークシーカー（09牡 ＊タイキシャトル）１勝，鳥屋野特別３着，�１勝��
リターンストローク（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，はやぶさ賞３着

アクイロー（02牡 ＊ハウスバスター）１勝
ムーンブリザード（05牡 ＊ムーンバラッド）�７勝
トゥルーボーン（06牡 ジェニュイン）１勝，�３勝
キンショーヘイロー（16牡 ローレルゲレイロ）���８勝�１勝

３代母 ＊ラムールフ（88 IRE 鹿 ＊ラストタイクーン）FR・GER・ITY１勝，P. Buontal
enta‐L ２着，Grosser Ebel Uhren Preis‐L ２着，Criterium de Lyon‐L
２着，P. Occitanie‐L ３着，P. La Camargo‐L ３着，etc.
アポテオーズ（94牡 Caerleon）６勝，札幌日経ＯＰ‐OP ２着，カシオペアＳ‐OP

２着，万葉Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬
ウインラシェーナ（99牝 バブルガムフェロー）３勝，駒ケ岳特別３着，沈丁花賞３着

４代母 フラムダムール Flamme d'Amour（76 IRE 鹿 Gift Card）FR障害１勝
［子］ プルミエラムール Premier Amour（86 牝 ＊サーモンリープ）FR・GER・

USA６勝，フュルステンベルクレネン‐G3，P. Rose deMai‐L，
仏オークス‐G1 ３着，etc.

フルールドランジェ Fleur d'Oranger（84 牝 Northfields）FR２勝，P.
de la Ville de Trouville‐L，P. de la Porte de Passy‐L ２着，P.
de la Heziere‐L ２着，etc.

［孫］ ラニングフレイム Running Flame（92牡 Assert）FR・USA４勝，ハリ
ウッドターフカップ‐G1，ラクープドメゾンラフィット‐G3，P. de
Reux‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ウィニング・アグリー㈱＝日高町旭町 �090-3232-4237
生 産 牧 場： ㈱Ｕ・Ｍ・Ａ
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

546 サクラコ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１６
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�メジロベイリー レールデユタンサクラコ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�パルカエ栗 2010 ＊ラムールフ

12g
Mr. Prospector S4×M5 Nijinsky S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラジュノー（02鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（10）〕
サクラフローレス（08牡栗 サクラプレジデント）１勝
ロプノール（09牝鹿 サクラプレジデント）��２勝
サクラダムール（10牡鹿 サクラプレジデント）４勝，隅田川特別（芝 1600），若潮

賞（芝 1600）２着，葉山特別（芝 1600）２着，村上特別（芝 1400）２着
パートカラー（15牝鹿 ＊バトルプラン）�１勝��２勝�２勝
ファスタザウインド（17牡黒鹿 キズナ）�入着３回，�１勝�２勝
リオンキング（18牡鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ＊リビエールボレアール（86 USA栗 Irish River）FR入着２回
サクラアカネオー（96牡 サクラバクシンオー）４勝，尾瀬特別，須賀川特別，福島

中央ＴＶ杯２着，中京日経賞２着（２回），栃尾特別２着，etc.
サクラクーニャン（99牝 ＊ラムタラ）１勝，��２勝

３代母 ボレアル Boreale（81 FR鹿 ＊ベリフア）FR４勝，レゼルヴォワール賞‐G3，
P. de l'Obelisque‐L，仏１０００ギニー‐G1 ２着
リヴァーオヴライト River of Light（87 牡 Irish River）FR・USA４勝，Turf Pa

radise Breeder's Cup H‐L，メシドール賞‐G3 ２着，クインシー賞‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

ディベノワーズDibenoise（93 牝 Kendor）不出走
コーレカミノス Corre Caminos（02� Montjeu）GB・FR３勝，ガネー賞

‐G1，プランスドランジュ賞‐G3，アルクール賞‐G2 ２着，etc.
ラシンガー Racinger（03 牡 Spectrum）GB・FR・UAE５勝，ミュゲ賞‐G2，

クインシー賞‐G3，メシドール賞‐G3，etc.，種牡馬
リサイタル Recital（08 牡 Montjeu）GB・FR・IRE・QAT３勝，クリテリヨ

ムドサンクルー‐G1，愛ダービートライアルＳ‐G2，バリーサックスＳ
‐G3 ３着，種牡馬

アビー Abys（10牝 Montjeu）FR・GER２勝，P. Baden‐Badener Hotellerie
& Gastronomie‐L ２着，P. de la Pepiniere‐L ３着

シジュナヴェプリュ Si Je N'Avais Plus（98 牝 Kaldoun）FR２勝，P. Finlande
‐L ２着，P. Roland de Chambure‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

547 サクラジュノー２０２０ 牡・鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサクラジュノー
＊ Irish River

��
��
�リビエールボレアール鹿 2002 Boreale

1t
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 サラファン（09栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
オーロアドーネ（17牡栗 エピファネイア）�１勝
エピドール（18牝栗 ＊マクフィ）��出走�出走
サエールフェイス（19牝芦 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊ティリオブストラッフォード（95 USA鹿 Deputy Minister）USA入着２回
メイショウエイシ（01牡 Honour and Glory）４勝，ＴＶＱ杯，愛宕特別２着，Ｔ

ＶＱ杯３着，唐津特別３着
タマモコンチェルト（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝
アスカノヒミコ（03牝 ＊タバスコキャット）１勝

アスカノロマン（11牡 ＊アグネスデジタル）７勝，東海Ｓ‐G2，平安Ｓ‐G3，チ
ャンピオンズＣ‐G1 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ３着，etc.，��入着�
�，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.

ベルシャルル（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝，ラベンダー賞‐OP ２着
プレタポルテ（07牝 キングカメハメハ）１勝，村上特別２着
コウユーネガイ（08牝 ゼンノロブロイ）�４勝�２勝���，荒炎賞３着
アルマシャウラ（10牝 アドマイヤムーン）１勝

３代母 デヴィルタントDeviltante（86 USA黒鹿 Devil's Bag）USA１勝
レイディトーリ Lady Tori（91 牝 Fappiano）USA２勝

ビンザベスト Binthebest（97	 Binalong）USA５勝，ガルフストリームスプ
リントＣｈ．Ｈ‐G2 ２着，チャーチルダウンズＨ‐G2 ３着，デピュティ
ミニスターＨ‐G3 ２着，etc.

ティンカー Tinker（99 牡 Binalong）USA４勝，Spectacular Bid S‐L ３着
グラニーケリーGranny Kelly（94 牝 Irish River）IRE 入着

シックスヒッター Six Hitter（99	 Boundary）GB・ITY・USA６勝，P. To
scana‐L，Criterium Varesino‐L ３着

４代母 ボーンナレイディ Born a Lady（81 USA鹿 Tentam）USA４勝，Pearl N
ecklace S‐R，DropMe A Note S‐R ２着
［孫］ アントニオバローズ（06牡 マンハッタンカフェ）２勝，シンザン記念‐G3，

日本ダービー‐Jpn1 ３着，プリンシパルＳ‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲上山牧場＝浦河町野深 �0146-27-4037
生 産 牧 場： ㈲上山牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

548 サラファン２０２０ �・鹿 ３／ ７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラサラファン
＊ Deputy Minister

��
��
�ティリオブストラッフォード栗 2009 Deviltante

2d
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 サンドヴィーナス（05黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－６（22）〕
サンドピット（10牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）�９勝�入着９回�
ヌーヴェルミシオン（11牡鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回，�１勝
サンドメサージュ（12牝黒鹿 ＊フレンチデピュティ）�３勝�入着４回
ノアズキープ（13牝鹿 ＊ジャイアントレッカー）�１勝�
メイショウカミシマ（14牡黒鹿 ＊ベーカバド）�３勝，甲武特別（芝 2400），能勢特

別（芝 2000）３着，淡路特別（芝 2400）３着，鳥栖特別（芝 2000）３着，甲武特別
（芝 2400）３着，メルボルンＴ（芝 2200）３着

コウギョウサウス（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�	
４勝�３勝
サンドアキュート（17牝鹿 ワンダーアキュート）��入着２回�１勝�
サンドプラズマ（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）��出走

２代母 サンドピアリス（86鹿 ハイセイコー）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都
記念‐Jpn2 ２着，京都大賞典‐Jpn2 ３着
サンドコロネット（92牝 ＊ファストトパーズ）�２勝

テイエムゲンキボ（04牡 ＊デヒア）２勝，�５勝�，肥後の国ＧＰ，九州記念
タマモストロング（95牡 ＊スキャン）８勝，マーチＳ‐Jpn3，etc.，	
１勝�１勝

１勝��入着�，かしわ記念‐Jpn3，さくらんぼ記念‐Jpn3，白山大賞典
‐Jpn3，白山大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

サンドハーブ（96牝 ＊エルハーブ）１勝
ホワイトラヴィーナ（12牝 スターリングローズ）�１勝	
，フルールＣ２着
エムティアン（16牝 パドトロワ）２勝，別府特別，��２勝	
，エーデルワ

イス賞‐Jpn3 ３着
サンドピクチャー（99牝 ＊アフリート）出走

タマモリターン（06牡 ＊ボストンハーバー）�５勝，園田ジュニアＣ
タマモサンドスキー（01牡 ＊ピルサドスキー）１勝

３代母 イエンライト（76黒鹿 ＊イエラパ）10勝，タイムス杯，太秦特別，層雲峡特別
サンドピープル（89牝 カツラギエース）５勝，中日新聞杯‐Jpn3 ３着，京阪杯

‐Jpn3 ３着，陽春Ｓ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
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

549 サンドヴィーナス２０２０ 牡・栗 ４／１０
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジサンドヴィーナス ハイセイコー

��
��
�サンドピアリス黒鹿 2005 イエンライト

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 キョウワセロトーレ（15鹿 キングカメハメハ）出走
初仔

２代母 ヘイローフジ（03栗 キングヘイロー）６勝，京阪杯‐G3 ３着，尾張Ｓ‐OP，
長岡京Ｓ，朱雀Ｓ３着，トリトンＳ３着，etc.
ローレルベローチェ（11牡 サクラバクシンオー）６勝，淀短距離Ｓ‐L，シルクロー

ドＳ‐G3 ２着，浜松Ｓ，壬生特別
スーサンヘイロー（12牝 アドマイヤムーン）入着，�６勝
キョウワビースト（17牡 オルフェーヴル）���１勝�４勝
シャイニングフジ（18牝 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 ＊アサカフジ（95 USA鹿 Seeking the Gold）２勝，中之島特別，壬生特別２
着，胡蝶蘭賞２着，鞍馬特別３着
キョウワロアリング（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，中京日

経賞，芦屋川特別，etc.
キョウワジャンヌ（08牝 ハーツクライ）３勝，秋華賞‐G1 ２着，ローズＳ‐G2 ３

着，ヴィクトリアマイル‐G1 ４着，etc.
ファインスカイ（10牝 アグネスタキオン）３勝，八海山特別３着
キョウワゼノビア（13牝 ハーツクライ）５勝，パラダイスＳ‐L ３着，谷川岳Ｓ‐L

３着，長岡Ｓ，etc.

４代母 コニーズギフト Connie's Gift（86 USA鹿 Nijinsky）GB・USA５勝，ルイ
ヴィルＢＣＨ‐G2
［子］ ゴールドトークンGold Token（93牡 Mr. Prospector）USA７勝，Po

lynesian S‐L，Isi Newborn Memorial H，サルヴェイターマイ
ル‐G3 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ ノンストップユーNonstopyou（12牝 Cima de Triomphe）ARG５勝，
ディエゴホワイト賞‐G3 ２着

５代母 ＊コニーノーズ（77 USA鹿 Buckpasser）USA６勝
［子］ コートホステス Court Hostess（88 牝 Sovereign Dancer）USA12 勝，

ブラウン＆ウイリアムソンＨ‐G3，Michigan H‐L（２回），Ak‐
Sar‐Ben S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部＝新冠町西泊津 �0146-49-5131
生 産 牧 場： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部 協和牧場
飼 養 者： ㈲協和牧場＝新冠町西泊津 �090-7641-3884

550 キョウワセロトーレ２０２０ 牡・鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキョウワセロトーレ キングヘイロー

��
��
�ヘイローフジ鹿 2015 ＊アサカフジ

17b
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×M5 Lyphard S5×M5
Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊クルザダアメリカーナ（04 BRZ鹿 Nedawi）USA・BRZ３勝，ジョアンＣフェラ
ス大賞‐G1，ギレェルミエリス会長大賞‐G2，P. Emerald Hill‐L ２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（２），地方－４（25）〕
ラムファストス（10牡鹿 Fusaichi Pegasus）�１勝�３勝�入着２回
トーコーポセイドン（11牡鹿 キングカメハメハ）�11 勝�１勝�，ＭＲＯ金賞
（Ｄ1700），園田ジュニアＣ（Ｄ1700），兵庫若駒賞（Ｄ1400），兵庫ダービー
（Ｄ1870）３着

フォースフィールド（12牡黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝，�１勝��
フロルセレジェイラ（15牝鹿 ロードカナロア）�７勝��１勝
ピスカピスカPisca Pisca（16牝鹿 ブラックタイド）	SIN２勝
バライロノキセキ（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）	入着４回
ハッチャキコク（19牝鹿 ロゴタイプ）	�出走

２代母 スプリングプリンセス Spring Princess（91 BRZ黒鹿 Itajara）BRZ４勝，ジ
ョゼＰノゲイラ大賞‐G3
シンブロナッソ Simbronasso（01牡 Ski Champ）BRZ３勝

３代母 フェアリーフェイ Fairy Fay（80 BRZ鹿 Karabas）不出走
ルーイヴィル Louisville（85 牝 Baronius）BRZ４勝，P. Edmundo Pires Oliveira

Dias‐L，クリアカンナシオナル委員長大賞‐G3 ２着
ミスティクレイディMistic Lady（86牝 Tampero）BRZ３勝，ロジェルゲドン大

賞‐G3 ３着
ネネイアNeneia（87 牝 Tucunare）BRZ５勝

アンダイナ Andaina（95牝 Baronius）BRZ１勝，Ｃテレス＆ジルベルトロー
シャファリア大賞‐G2 ３着

ピトゥナ Pituna（89牝 Itajara）BRZ４勝，ホベルトＡアルメイダ会長大賞‐G3 ３着
オブリクオObliquo（03牡 Know Heights）BRZ６勝，コウトデマガリャエス

将軍大賞‐G2，農業省大賞‐G3 ２着
ヴァルレイネValreine（94 牝 Baronius）BRZ２勝

アモルプロプリウ Amor Proprio（05 牡 Nedawi）BRZ７勝，サンパウロ生産
者馬主協会大賞‐G3，P. Candido Egydio de Souza Aranha‐L，農業省
大賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616
生 産 牧 場： ㈱オリオンファーム
飼 養 者： ㈱オリオンファーム＝日高町福満 �01456-2-1616

551 クルザダアメリカーナ２０２０ �・鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

ネダウィ Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�Nedawi Wajdクルザダアメリカーナ スプリングプリンセス Itajara

��
��
�Spring Princess鹿BRZ 2004 Fairy Fay

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シャイニングアイズ（04鹿 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－８（23）〕
ピスティス（09牝鹿 タニノギムレット）�１勝
ウインギャラント（10牡鹿 ＊アグネスデジタル）�２勝
ヴォワアンジェリク（11牝栗 ＊アグネスデジタル）��２勝�
アクダイカン（12牡黒鹿 タニノギムレット）�３勝��入着７回
ハートナイス（13牝栗 カネヒキリ）�１勝��２勝
マイネルファイヤー（16牡青鹿 カネヒキリ）��２勝	３勝��
タイセイシャイニー（17牡栗 ＊ロージズインメイ）���４勝�２勝
フォルギンジ（18牡鹿 パドトロワ）���１勝
ブエラアルト（19牝鹿 ＊バトルプラン）�地方未出走

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

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

ストロングブラッド（99牡 トウカイテイオー）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，etc.，

１勝��１勝��１勝�入着�，かしわ記念‐Jpn1，群馬記念‐Jpn3，さ
くらんぼ記念‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着，etc.

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

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

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

ハクサンフラワー（16牝 シルポート）��８勝��，金沢プリンセスＣ

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

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

クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 岡田 猛＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1293
生 産 牧 場： 岡田 猛
飼 養 者： 岡田 猛＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1293

552 シャイニングアイズ２０２０ �・鹿 ４／２５

＊

クラフティプロスペクター Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Crafty Prospector

�
�
�
�
�
�
�
�
� Real Crafty Ladyアグネスデジタル チャンシースクオー Chief's Crown

��
��
�Chancey SquawUSA 栗 1997 Allicance

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラシャイニングアイズ
＊ Gulch

��
��
�ワイプザアイ鹿 2004 Irlanda

1n
Mr. Prospector S3×M4

価格： 購買者：



母 ソトーグラシオ（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ナマシボリ（13牝栗 ＊カジノドライヴ）��１勝
メイショウラプター（14牡鹿 ルーラーシップ）障害１勝
トライエヴリシング（17牝鹿 ストロングリターン）��未出走�１勝
スズノスケ（18牡栗 スズカコーズウェイ）��３勝�入着２回
グランジャンブ（19牡鹿 ビッグアーサー）�出走

２代母 ＊ガゼルロワイヤル（94 FR黒鹿 Garde Royale）GB・FR・GER１勝，英オー
クス‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，サンクルー大賞‐G1 ３着，サンタラ
リ賞‐G1 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ２着，etc.
エルダンジュ（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，甲斐路特別３着

アドマイヤテンクウ（07牡 キングカメハメハ）２勝，京成杯‐G3 ２着，北山Ｓ，
障害１勝

アドマイヤスピカ（10牡 キングカメハメハ）５勝，セントライト記念‐G2 ３着，
松籟Ｓ，境港特別，鶴橋特別，アザレア賞，etc.

カゼルタ（12牝 ＊ハービンジャー）４勝，西海賞，四国新聞杯，パールＳ３着
エルデュクラージュ（14� ＊クロフネ）�７勝，ブリリアントＳ‐L，スレイプニ

ルＳ‐OP，赤富士Ｓ，八王子特別，etc.，��入着�，ダイオライト記念
‐Jpn2 ２着

パルマリア（15牡 ロードカナロア）�２勝，ジュニアＣ‐LR ２着，秩父特別２
着，豊川特別２着

グランロワイヤル（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，福寿草特別２着，渡島特別３
着，奥只見特別３着，梅花賞３着

アドマイヤダーリン（03牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，石打特別２着，摩周湖特別
３着，若鮎賞３着

フサイチフウジン（05牡 ＊ウォーエンブレム）�14 勝
マッハロッド（06牡 アグネスタキオン）１勝
レッドルーラー（10牡 キングカメハメハ）４勝，若葉Ｓ‐LR，境港特別，梅花賞，

博多Ｓ３着，白川特別３着，障害１勝
パープルセイル（11牝 フジキセキ）２勝

３代母 ビューティワルBeautywal（89 FR栗 Magwal）FR１勝

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

553 ソトーグラシオ２０２０ 牡・鹿 ４／ ９

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラソトーグラシオ
＊ Garde Royale

��
��
�ガゼルロワイヤル栗 2008 Beautywal

1o
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ＊スイートリトリート（98 GB栗 Indian Ridge）IRE出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－２（８），地方－３（９）〕
グランデケイマンGrande Caiman（04 IRE�栗 Grand Lodge）GB７勝
ラストヒーロー Last Hero（05 IRE 牡鹿 Danehill Dancer）GRC１勝
＊サトノジェット（07 IRE 牡黒鹿 ＊ロックオブジブラルタル）�１勝
マーシレス（11牡栗 ダイワメジャー）３勝，火打山特別（Ｄ1200）２着
グランロディア（12牡鹿 ネオユニヴァース）��６勝�入着�
サンマルスイート（14牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
サンマルリトリート（15牝鹿 ＊ハードスパン）１勝
サンマルロッソ（17牝黒鹿 ＊モンテロッソ）��出走�出走

２代母 アプトスター Aptostar（85 USA鹿 Fappiano）USA６勝，エイコーンＳ
‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G2，ヴェイグランシーＨ‐G3，Ruthless S‐L，
ＣＣＡオークス‐G1 ２着，etc.
インアンティシペイション In Anticipation（91牝 Sadler's Wells）IRE２勝

ダイアモンドトリムDiamond Trim（98牝 Highest Honor）IRE・ITY５勝，
Finale S‐L

イリジスティブルジュエル Irresistible Jewel（99 牝 ＊デインヒル）GB・FR・IRE
３勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G3，オペラ賞‐G1 ２着
ロイヤルダイアモンド Royal Diamond（06� ＊キングズベスト）GB・IR
E・AUS・UAE９勝，愛セントレジャー‐G1，英ＢＣロングディスタン
スＣ‐G3，バリーカレンＳ‐G3，Challenge S‐L，ヨークシャーＣ
‐G2 ３着，etc.

コロッサル Colossal（01 牡 Grand Lodge）IRE・MAC５勝，Macau Spring Tro
phy‐L ２着

アレクシアドAlexiade（02牝 Montjeu）FR・IRE２勝
アレクシオスコムネノス Alexios Komnenos（14 牡 Choisir）GB・IRE・USA２

勝，デズモンドＳ‐G3，タイロスＳ‐G3 ２着，Celebration S‐L ３着
ストーミングスピリット Storming Spirit（04� In TheWings）FR７勝

３代母 スタークドラマ Stark Drama（80 USA栗 Graustark）USA３勝，カムリー
Ｓ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

554 スイートリトリート２０２０ �・栗 ４／ ４
＊ 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

＊

インディアンリッジ Ahonoora

�
�
�
�
�

��
��

�Indian Ridge Hillbrowスイートリトリート アプトスター Fappiano

��
��
�Aptostar栗GB 1998 Stark Drama

1l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ステファニーラン（12鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝��，フローラル
Ｃ（Ｄ1700），リリーＣ（Ｄ1200），ヒダカソウＣ（Ｄ1600）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
アナザーエデン（19牡鹿 ストロングリターン）�未出走

２代母 ティンバーランド（04栗 ＊ティンバーカントリー）�４勝��，フロイラインＣ
ケイツーモリガン（10牝 タニノギムレット）�１勝
シゲルサヌキ（11牝 タニノギムレット）��１勝
ファラオ（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝
シャーロットリン（14牝 アサクサキングス）�１勝�１勝��入着４回�
ノーブルジャーニー（15牝 ドリームジャーニー）�２勝
ストーミーラヴ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）��２勝��２勝
スノーフレイム（18牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝

３代母 シーセモア（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーション特別２着，あ
ずさ賞２着
スマイルジャック（05牡 タニノギムレット）５勝，スプリングＳ‐Jpn2，東京新聞

杯‐G3，関屋記念‐G3，etc.，種牡馬
シーノットラブユー（11牝 タニノギムレット）出走

アストロブレイク（17牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝，大島特別３着
ホッコーハナミチ（18牡 ホッコータルマエ）�２勝，リボン賞３着

４代母 カイウンテンシ（87鹿 マルゼンスキー）４勝，頌春賞，猪苗代特別，岩室特別，
浦安特別２着，紅葉特別３着，etc.

５代母 ロマンギヤル（79鹿 ＊セントクレスピン）��出走
［子］ アエロプラーヌ（85牡 マルゼンスキー）��８勝�１勝�２勝，川崎記念，

ダービーＧＰ，東京王冠賞，etc.，種牡馬
クインズヒル（84牝 ＊ロイヤルスキー）２勝，カトレア賞２着，福寿草特
別３着

［孫］ サンユウリュウオー（96牡 ＊アジュディケーティング）２勝，八重桜賞３着
ピンクサイレンス（04牝 タヤスツヨシ）	７勝��入着４回，ル・プラン
タン賞３着，花吹雪賞３着

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

555 ステファニーラン２０２０ 牡・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceステファニーラン ＊ティンバーカントリー

��
��
�ティンバーランド鹿 2012 シーセモア

＊ビーハツピー 15a
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ケルヴィテッセ（06 GB鹿 Sadler's Wells）FR１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
＊エイシンジーン（13 IRE 牡鹿 Sea The Stars）�２勝�
＊エイシンフレイヤ（14 IRE 牝鹿 Canford Cliffs）入着，�１勝���
エルカミーノ（18牡鹿 ダイワメジャー）��１勝

２代母 ダニロワDanilova（90 USA栗 Lyphard）不出走
ダナキルDanakil（95� ＊ウォーニング）GB・FR９勝
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，リゾランジ賞‐G3 ２着（２回），モートリー賞‐G3 ２着，etc.

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，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ２着，
毎日王冠‐G2 ２着，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，アルファヒディフォート
‐G2 ２着，ＵＡＥダービー‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ミノレットMinorette（11 牝 Smart Strike）IRE・USA２勝，ベルモントオー
クス‐G1，Wonder Again S２着，Flame of Tara S‐L ３着

ニュートラルNeutral（04 牝 Beat Hollow）不出走
プレイザゲイム Play The Game（13� Lawman）�IRE１勝，El Gran Sen

or S‐L ２着，Trigo S‐L ３着，GB・IRE障害４勝
マイダークロザリーンMy Dark Rosaleen（05牝 Sadler's Wells）IRE 入着３回

セカンドステップ Second Step（11� Dalakhani）GB・IRE・GER・CAN８
勝，ベルリン大賞‐G1，英ジョッキークラブＳ‐G2，Fred Archer S‐L，
Tapster S‐L，August S‐L，etc.

３代母 バリンデリー Ballinderry（81 GB栗 Irish River）GB・FR２勝，リブルズデ
イルＳ‐G2，ヨークシャーオークス‐G1 ３着，Sir Charles Clore Memorial S
‐L ３着

販売申込者・所有者： 栄進牧場＝日高町緑町 �01456-7-8258
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

556 ケルヴィテッセ２０２０ 牡・栗 １／２５
＊ 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

＊

サドラーズウェルズ Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Sadler's Wells Fairy Bridgeケルヴィテッセ ダニロワ Lyphard

��
��
�Danilova鹿GB 2006 Ballinderry

1l
Northern Dancer M3×M4×S5×S5 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 シャインパーミット（08鹿 ＊ファルブラヴ）��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
アブレイズヒーロー（17牡黒鹿 スクリーンヒーロー）�１勝

２代母 レミニセンス（00栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，鷹巣山特別，月岡特別，ロ
ベリア賞２着
メインエンジン（07牡 ＊タイキシャトル）�４勝
サンライズセンス（12牡 ＊グラスワンダー）３勝，名鉄杯，あずさ賞，木曽川特別２

着，琵琶湖特別２着，アザレア賞２着，etc.

３代母 グレイエミネンス（90鹿 ＊トニービン）４勝，内外タイムス杯，エーデルワイ
スＳ，若鮎賞，ミモザ賞２着
エミスフェール（96牝 ＊ホワイトマズル）出走

エミーズスマイル（04牝 アグネスタキオン）２勝，アネモネＳ‐L，寒竹賞，etc.，
�１勝�入着，ジュニアＧＰ２着
エミーズパラダイス（09牝 フサイチコンコルド）�２勝��３勝��，エ
ンプレス杯‐Jpn2 ２着，ロジータ記念，羽田盃２着，etc.

オリジナルスマイル（10	 メイショウサムソン）３勝，陣馬特別，姫川特別
ホウオウエミーズ（17牝 ロードカナロア）�３勝，織姫賞，房総特別２着

ディラクエ（05牡 フサイチコンコルド）�３勝��１勝，北海道２歳優駿
‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，京浜盃，etc.，ＮＡＲ優２歳

エミネントピークス（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，長岡特別，印旛沼特別，
白河特別２着，etc.
シャドウエミネンス（08牡 アグネスタキオン）２勝，蒲郡特別，大牟田特別２着

マイティーヒーロー（98牡 ＊ラムタラ）入着２回，糸魚川特別２着

４代母 ＊グレイキル（81 USA芦 Forceten）不出走
［子］ ピーロトーク（87牝 ニホンピロウイナー）３勝，鷹巣山特別３着，アカシ

ヤＳ３着
［孫］ マイネルパルラーレ（01牡 タマモクロス）１勝，クロッカスＳ‐OP ３着，

ベゴニア賞３着
グランドパッション（99牡 メジロライアン）１勝，ジャングルポケットメ
モリアル３着，手稲山特別３着

販売申込者・所有者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099
生 産 牧 場： 上野 正恵
飼 養 者： 上野 正恵＝新ひだか町静内東別 �080-5590-4099

557 シャインパーミット２０２０ �・鹿 ３／１６
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightシャインパーミット ＊サンデーサイレンス

��
��
�レミニセンス鹿 2008 グレイエミネンス

＊グレイキル 5g
Northern Dancer M4×S5×S5 Fairy BridgeM4×S5

価格： 購買者：



母 シャインワンハート（12芦 ＊ファルブラヴ）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 シャインセレブ（07芦 ＊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，���出走�出走

３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
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，etc.
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

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］ 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
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.

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.

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.

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.

販売申込者・所有者： 大江牧場＝日高町厚賀町 �01456-5-6605
生 産 牧 場： 大江牧場
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

558 シャインワンハート２０２０ �・鹿 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightシャインワンハート ＊クロフネ

��
��
�シャインセレブ芦 2012 マンハッタンセレブ

＊サトルチェンジ 16c
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 シュガーハートコン（09栗 オンファイア）�２勝�
〔産駒馬名登録数：５〕
モーニングアヤメ（18牝栗 ＊トビーズコーナー）�出走
モーニングボーイ（19牡栗 ＊トビーズコーナー）�未出走

２代母 バルカンホース（96栗 サツカーボーイ）�１勝
コスモミッドウェイ（01牡 ＊スターオブコジーン）２勝，万代特別２着
コスモパスカル（05牝 ＊スターオブコジーン）�２勝�３勝

３代母 ベリーズロツチ（85栗 ＊ホープフリーオン）出走

４代母 ネバーロツチ（72栗 ＊ネヴアービート）１勝
［子］ ラツキーロード（79牡 ＊フアバージ）４勝，上賀茂特別，�１勝，建依別

特別３着
ナイスロッチ（88牝 ＊ナイスダンサー）１勝，ミモザ賞２着

［孫］ オースミロツチ（87牡 ＊アーテイアス）８勝，京都大賞典‐Jpn2，京都記
念‐Jpn2，宝塚記念‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

ロッチラヴウインク（95牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝，チューリップ賞
‐Jpn3 ２着，桜花賞‐Jpn1 ４着

マヤノリバティ（01牡 マヤノトップガン）３勝，荒川峡特別，ゴールデン
ブーツＴ２着，皿倉山特別３着，etc.，�４勝

カシマタイソン（86牡 ＊デイクタス）３勝，本栖湖特別，里見特別３着（２回）
エアスムース（98牡 タマモクロス）３勝，錦秋特別２着，赤倉特別２着，
館山特別２着，etc.

ビーアウェイク（07牡 ＊グラスワンダー）障害１勝，東京ジャンプＳ‐JG3
３着

［曾孫］ コルージャ（08� ＊ブライアンズタイム）４勝，嵯峨野特別，雅Ｓ２着，
堺Ｓ２着，etc.，�１勝

スマートセントラル（05牡 マンハッタンカフェ）１勝，開成山特別

５代母 スターロツチ（57鹿 ＊ハロウエー）９勝，有馬記念，オークス，京王杯オータ
ムＨ，桜花賞３着，クイーンＳ２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763
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

559 シュガーハートコン２０２０ 牡・栗 ３／２１

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オンファイア ＊ウインドインハーヘアシュガーハートコン サツカーボーイ

��
��
�バルカンホース栗 2009 ベリーズロツチ

＊クレイグダーロツチ 11c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジュンユーミン（13栗 キングカメハメハ）�入着８回
〔産駒馬名登録数：１〕
ナッカーフェイス（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

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
ミスエコパワー（09牝 タニノギムレット）�７勝
ルプリュフォール（16� ロードカナロア）�３勝，水無月Ｓ２着

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
エインセル（10牝 メイショウサムソン）２勝，石打特別２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.
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ＪクラブＴ３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： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �090-1646-1707

560 ジュンユーミン２０２０ 牡・栗 ２／２３

＊

＊
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスジュンユーミン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マイノチカラ栗 2013 ＊シャンクシー

16g
Nureyev M5×M5

価格： 購買者：



母 ショウナンカガリビ（07栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（７）〕
ジュエリーデイズ（13牝栗 ゴールドアリュール）�４勝�２勝��入着３回
ショーテンシ（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝
マイプレシャスワン（18牝栗 リヤンドファミユ）���出走�１勝�

２代母 ショウナンアクシア（94栗 ＊ヘクタープロテクター）１勝，新津特別３着
ショウナンラビアル（02牝 ＊エルコンドルパサー）出走

ショウナンスマイル（07牡 ショウナンカンプ）３勝，甘木特別，印旛沼特別２着
ペガサスフォース（09牡 サンライズペガサス）３勝，城崎特別２着

ショウナンラノビア（03牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，ヴィクト
リアマイル‐G1 ３着，卯月Ｓ，仲春特別，沓掛特別，etc.

ショウナンマーブル（05牝 フサイチコンコルド）��２勝
イーリス（09牝 フジキセキ）�１勝
サラマジック（10牝 サツカーボーイ）�４勝
コスモアクイラ（13牝 タイムパラドックス）��１勝�
キーポジション（15牡 ＊カジノドライヴ）��１勝�11 勝

３代母 ショウナンプリティ（89栗 ＊ウオロー）出走

４代母 メジロハリマ（67栗 ＊ネヴアービート）１勝
［子］ メジロファントム（75牡 ＊ロンバード）５勝，目黒記念（秋），東京新聞杯，

有馬記念２着，etc.
メジロハイネ（80牝 メジロゲツコウ）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，セントラ
イト記念，オークス３着，etc.

［曾孫］ パリスナポレオン（91牡 メジロテイターン）５勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ
‐Jpn3 ２着，etc.，�１勝	��
�，マーキュリーＣ‐Jpn3，マ
ーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，etc.

ショウナンタキオン（03牡 アグネスタキオン）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，
朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ４着，豊栄特別，etc.

ショウナンナンバー（94牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，ＮＨＫマイルＣ
‐Jpn1 ３着，ヒヤシンスＳ‐OP，伊良湖特別，etc.

販売申込者・所有者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979
生 産 牧 場： 川島 正広
飼 養 者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979

561 ショウナンカガリビ２０２０ �・鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandショウナンカガリビ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ショウナンアクシア栗 2007 ショウナンプリティ

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

価格： 購買者：



母 ショウリノウタゲ（10鹿 ＊プリサイスエンド）２勝，白馬岳特別（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
ショウリノカンパイ（18牝鹿 ディープブリランテ）�２勝
ショウリノマイ（19牡黒鹿 イスラボニータ）��１勝

２代母 ＊ワンアンドオール（00 USA黒鹿 Arch）１勝
プラクシス（06� ＊クロフネ）１勝
オールザワールド（07牡 デュランダル）１勝
フリーゲン（08牡 ＊ルールオブロー）��11 勝
トーセンスティング（11牡 ゴールドアリュール）１勝

３代母 ＊アッファビリティー（95 USA鹿 Unbridled）USA出走
メイショウアモーレ（02牝 ＊タイキシャトル）３勝，長万部特別，江差特別，基坂特

別２着，etc.
メイショウマゼラン（05牡 スペシャルウィーク）１勝，二王子特別３着，�２勝
メイショウアサツユ（11牝 ＊タイキシャトル）１勝

イースタンワールド（18牡 ワールドエース）�１勝，セントポーリア賞３着

４代母 ガレットGalletto（74 USA鹿 Nijinsky）GB・IRE３勝，Galtres S，F
asig Tipton C.T.B.A. S２着，Brownstown S２着
［子］ ＊アウザール（83牡 Shergar）GB・IRE・AUS７勝，愛セントレジャー‐G1，

ＡＴＣクイーンエリザベスＳ‐G1，ＭＲＣアンダーウッドＳ‐G1，etc.，
種牡馬

アーラスアンウアフタラーン Aras an Uachtarain（80 牡 Habitat）IRE
・USA４勝，Godswalk S‐L，Citation H‐LR ２着，Mont
erey H‐L ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ブライズナイト Blythe Knight（00� Selkirk）GB・FR・IRE８勝，ダイ
オメドＳ‐G3（２回），City Plate S‐L，Hambleton S‐L，etc.，
GB障害２勝

モラーナMorana（07� Alhaarth）GB１勝，英オータムＳ‐G3
プレイボースエンズ Play Both Ends（92 牡 Fast Play）USA10 勝，K
elso S‐L，Count Turf S，Bayard Tuckerman Jr. S２着，etc.，
種牡馬

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

562 ショウリノウタゲ２０２０ �・黒鹿 ３／２３
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyショウリノウタゲ
＊ Arch

��
��
�ワンアンドオール鹿 2010 ＊アッファビリティー

11
Roberto S3×M5 Mr. Prospector S3×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 シルククインビー（07栗 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（３）〕
ノーブルサンズ（13牝栗 ゴールドアリュール）３勝，障害１勝
トミケンタルモ（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着，�１勝��
アースクインビー（16牝栗 ＊ハービンジャー）��入着２回
ノーブルライラック（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��２勝
ノーブルフォレスト（18牝鹿 ブラックタイド）��入着３回

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

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

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

勝��入着

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

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

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

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

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

アイリッシュフォレヴァー Irish Forever（91 牝 Irish River）GB・USA
５勝，セリマＳ‐G3，Hilltop S‐L，Salem County S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ガーベラパークスタッド＝浦河町西幌別 �0146-28-1150
生 産 牧 場： ㈲ガーベラパークスタッド
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

563 シルククインビー２０２０ 牡・栗 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

��
��
�ホワイトウォーターアフェア黒鹿 2007 Much Too Risky

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスシルククインビー ＊エルセニョール

��
��
�ユウサンポリッシュ栗 2007 ＊エルゼビアー

8f
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 シルクドレス（14栗 ディープスカイ）入着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アークティックシルク（01 GB栗 Selkirk）GB入着２回
アンタークティクデザートAntarctic Desert（07� Green Desert）GB・QAT１勝
ゴールデンナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，パラダイ

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
アンタークティカ（11牝 ＊コマンズ）入着，�２勝
ジンダバイン（12牝 ＊コマンズ）１勝，��１勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，阿寒湖特別３着，飯

盛山特別３着，汐留特別３着
ポーラーサマー（17牡 キズナ）�１勝，ルスツ特別２着
アイスムーン（18牝 アドマイヤムーン）��１勝

３代母 ケイプヴァーディ Cape Verdi（95 IRE 鹿 Caerleon）GB３勝，英１０００ギニ
ー‐G1，ローザーＳ‐G2，ファルマスＳ‐G2 ３着，Chesham S‐L ２着
ナブッコNabucco（09� Dansili）GB・FR５勝，Godolphin S‐L，James S

eymour S‐L，Steventon S‐L ３着，etc.，GB障害３勝

４代母 アフリクブルーアジュールAfrique Bleu Azur（87 USA黒鹿 Sagace）FR２勝
［子］ ラフリカンブルー L'Africain Bleu（93牡 Saint Cyrien）FR・USA６勝，

G.P. de Lyon‐L，P. de l'Avre‐L，P. de Reux‐L ２着，
種牡馬

［孫］ ダームクレールDame Claire（07 牝 Danehill Dancer）AUS６勝，V
RC Andrew Ramsden S‐L，Morn R. M. Ansett Classic‐L，ＳＡ
ＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，etc.

［曾孫］ イクスチェインジズ Exchanges（07 牝 Domesday）AUS２勝，TRC S
trutt S‐L ２着，TTC Tasmanian Oaks‐L ２着，SAJC Oakla
nds Plate‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲絵笛牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0686
生 産 牧 場： ㈲絵笛牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

564 シルクドレス２０２０ �・鹿 ４／１６

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビシルクドレス
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク栗 2014 Cape Verdi

8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シーヴァージア（11芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（４）〕
シーアイリス（16牝芦 マツリダゴッホ）�２勝
リリーミニスター（17�芦 ＊シニスターミニスター）�２勝，弥富特別（Ｄ1800）３着
サンデンビスタ（18牝鹿 ＊トビーズコーナー）��２勝

２代母 フラワータテヤマ（94鹿 ＊ブライアンズタイム）６勝，栗東Ｓ‐OP，大和特別，
上賀茂Ｓ２着，萌黄賞２着，etc.，��入着�，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
ヴァンクルタテヤマ（02牡 ＊フォーティナイナー）６勝，プロキオンＳ‐G3，栗東Ｓ

‐L ２着，etc.，�２勝�１勝��入着２回�	，サマーＣｈ‐Jpn3（２回），北
海道スプリントＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着（２回）

シャトルタテヤマ（04牝 ＊タイキシャトル）３勝，まりも特別，知多特別２着，つわ
ぶき賞２着，みちのく特別３着

ウィークタテヤマ（05牡 スペシャルウィーク）�８勝
タテヤマキセキ（06牡 フジキセキ）入着２回，��７勝�
トーセンスタッフ（08牝 ＊アフリート）２勝，��１勝
エスティタテヤマ（09牡 ＊マイネルラヴ）��２勝

３代母 ワンボールドビツド（85鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
クイーンギャロップ（99牝 ＊アルカング）
５勝，ひまわり賞３着
モエレギャロップ（01牡 ＊マジックマイルズ）�２勝，サラブレッドフレッシュＣ３着

４代母 アスコツトラツプ（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［子］ ギヤロツプダイナ（80牡 ＊ノーザンテースト）10勝，安田記念‐Jpn1，天

皇賞（秋）‐Jpn1，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
エイシンオーシャン（90牡 ＊ノーザンテースト）４勝，シクラメンＳ‐OP，
五頭連峰特別，もちの木賞，etc.，種牡馬

ダイナチヤイナ（83牝 ＊ノーザンテースト）７勝，ユートピアＳ，阿武隈
特別，原町特別，etc.

［孫］ アグネスカミカゼ（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，目黒記念‐Jpn2，
メイＳ，ＴＶ埼玉杯，etc.，種牡馬

［曾孫］ アーネストリー（05牡 ＊グラスワンダー）10勝，宝塚記念‐G1，オールカ
マー‐G2，札幌記念‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： エクワインエンジニアリング＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-4407
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

565 シーヴァージア２０２０ 牡・芦 ４／１２
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューシーヴァージア ＊ブライアンズタイム

��
��
�フラワータテヤマ芦 2011 ワンボールドビツド

＊デイープデイーン 3n
ノーザンテースト S4×M4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 シーソング（04黒鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝，����入着 10回，ノースク
イーンＣ（Ｄ1800）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－１（３），地方－２（３）〕
オフクヒメ（13牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）３勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）

２着，タイランドＣ（芝 1200），ＨＴＢ杯（芝 1200）２着，２０１９ＷＡＳＪ第１戦
（芝 1200）３着，噴火湾特別（芝 1200）３着，山陽特別（芝 1200）３着，別府特別
（芝 1200）３着，中京日経賞（芝 1200）３着，由布院特別（芝 1200）３着

トリプルヨンガンTriple Yeonggwang（14牡鹿 ＊ファスリエフ）KOR３勝
ファーストステップ（16�鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝��１勝
オーシャンズ（17牝鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��１勝
エメラルスマイル（18牝青鹿 フェノーメノ）���出走

２代母 ＊チャイナブリーズ（91 USA鹿 Capote）USA出走
スイートウィリアム（98牝 Miswaki）入着２回

コスモチョコレイ（11牝 ブラックタイド）２勝，檜原湖特別，オリエンタル賞２着
ロングターゲット（99牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，白川郷Ｓ，伊勢特別２着，

上賀茂Ｓ３着（２回），梅田Ｓ３着
アフレタータ（00牝 ＊タイキシャトル）４勝，かささぎ賞，邁進特別３着

ファインチョイス（09牝 アドマイヤムーン）４勝，函館２歳Ｓ‐G3，ファンタ
ジーＳ‐G3 ３着，ＵＨＢ賞‐OP ２着，ＴＶｈ杯，ＨＴＢ杯

アットウィル（10牡 アドマイヤムーン）４勝，クローバー賞‐LR，マーガレッ
トＳ‐LR ３着，タンザナイトＳ‐OP ３着，彦根Ｓ，壬生特別，etc.

キャンディバローズ（13牝 ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ‐G3，
フィリーズレビュー‐G2 ３着，ＨＴＢ杯３着

チャイナバロック（01牝 タマモクロス）２勝，若菜賞，りんどう賞３着
コイセヨオトメ（02牝 フジキセキ）２勝
タイセイガイア（03牝 ＊タイキシャトル）２勝

３代母 ノワーナNowanna（74 USA黒鹿 Envoy）USA出走
ナウリスンNow Listen（87牡 Miswaki）GB・USA９勝，トリプルベンドＨ‐G3，

ダリルズジョイＳ‐G3，Louisiana Downs Breeders' Cup S‐L（２回），etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲金成吉田牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1648
生 産 牧 場： ㈲金成吉田牧場
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

566 シーソング２０２０ 牡・青鹿 ２／２９
＊ 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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�コマンダーインチーフ Slightly Dangerousシーソング
＊ Capote

��
��
�チャイナブリーズ黒鹿 2004 Nowanna

1o
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ジーントウショウ（04青鹿 ＊デザートキング）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（４）〕
トーセンクロノス（15牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
マツリダレーベン（16牡黒鹿 キングヘイロー）�４勝，オパールＣ（芝 1700），ジ

ュニアＧＰ（芝 1600）２着
カガフラッシュ（18�黒鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
カガファクター（19牡芦 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ウイッチトウショウ（00鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
レジェトウショウ（06牝 キングヘイロー）３勝，ＴＶｈ杯，船橋Ｓ３着，中山ウイ

ンタープレミアム３着，�２勝
スマートクラージュ（17牡 ディープインパクト）�３勝，舞子特別，出石特別

トウショウギフト（09牡 ＊カリズマティック）４勝，成田特別，春光Ｓ２着，鋸山特
別２着，安達太良Ｓ３着，�３勝�

ソルシエトウショウ（11牝 マーベラスサンデー）出走
セイウンダイモス（18牡 ローエングリン）�１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳Ｓ‐L
３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，信越Ｓ‐OP，etc.，��１勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
タバサトウショウ（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優古牝

トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝�
���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐G1
４着，エリカ賞

トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，
関ケ原Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： 片岡 博＝新ひだか町東静内 �0146-44-2120
生 産 牧 場： 片岡 博
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

567 ジーントウショウ２０２０ �・鹿 ４／ ２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�デザートキング Sabaahジーントウショウ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ウイッチトウショウ青鹿 2004 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Danzig S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5 Mr. Prospector M4×S5
Nijinsky S5×M5 Special M5×M5
価格： 購買者：



母 スプリングアウェク（06黒鹿 ＊アジュディケーティング）１勝，朝里川特別
（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ミラーブルーナイト（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�６勝
スマートサヴァラン（16牡鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��出走��入着２回
トキノフェニックス（17牡鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝�入着
アンジュクレール（18牝青鹿 ＊サウスヴィグラス）���未出走�１勝

２代母 フジムスメ（99青鹿 フジキセキ）出走
プリンセスヌビア（08牝 ＊アフリート）�11 勝�
ヤルーデンス（09牝 タニノギムレット）�３勝�１勝�
ユキアカリノマチ（10牝 キングカメハメハ）入着，��４勝

アキノコマチ（16牝 ＊ハービンジャー）�入着７回，高湯温泉特別２着，二王子
特別２着

３代母 ＊カトリア（94 IRE 青 Caerleon）GB入着
マニエラ（00牝 ＊フォーティナイナー）３勝

マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝	，関東オークス‐Jpn2
３着，東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，etc.

アポロフェニックス（05牡 ＊アフリート）７勝，春雷Ｓ‐L（２回），アイビスサマーダ
ッシュ‐G3 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�入着４回，鷹取特別３着，�３勝

４代母 ＊エンブラ（83 GB黒鹿 Dominion）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，コロ
ネイションＳ‐G2 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
［子］ ＊ゼンノエルシド（97牡 Caerleon）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，京成杯オ

ータムＨ‐Jpn3，摩周湖特別，etc.，種牡馬
［孫］ ワンステップアトアタイムOne Step At A Time（97牝 Sabrehill）GB

・SAU２勝，Autumn S‐L ２着
ゴットトゥゴーGot To Go（98牝 Shareef Dancer）GB１勝，Valia
nt S‐L ２着

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

568 スプリングアウェク２０２０ 牡・黒鹿 ２／ ５

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

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

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverスプリングアウェク フジキセキ

��
��
�フジムスメ黒鹿 2006 ＊カトリア

16g
Northern Dancer M4×S5 Literat S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スイートマカロン（06 USA黒鹿 Tale of the Cat）��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（１）〕
デストリーライズ（12�鹿 カネヒキリ）１勝
ゼロカラノキセキ（13牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着４回，���１勝
グランソヴァール（16牡芦 ＊ダンカーク）�３勝，春待月賞（Ｄ1400），播磨Ｓ
（Ｄ1400）３着

キャッツアイ（17牝鹿 スピルバーグ）１勝
キャットウォーク（18牡鹿 スピルバーグ）�出走
ルーシッド（19牡芦 ＊ダンカーク）�未出走

２代母 パステルカラーPastel Colour（00 USA黒鹿 Distant View）USA１勝
ウルバサUrbasa（07牝 Grand Slam）FR１勝
ストーキングライオン Stalking Lion（09� Lion Heart）USA７勝

３代母 ＊ランセステューズ（86 USA黒鹿 ＊リイフオー）FR３勝

４代母 インスローラーEnthraller（79 USA鹿 Bold Forbes）FR・USA入着２回
［子］ ヴァガール Vaguar（87 牝 Vaguely Noble）FR・USA１勝，P. Belle d

e Nuit‐L ３着
［孫］ ソルジャーズソング（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念‐G1

３着，シルクロードＳ‐G3 ２着，奥多摩Ｓ，etc.
ケンデルスター Kendel Star（90 牡 Kenmare）AUS９勝，ＭＶＲＣビル
スタットＳ‐G2 ２着，MRCCaulfield Guineas Prelude‐L ３着，
VRC Criterion Quality H‐L ３着，種牡馬

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

［曾孫］ ハウマッチドゥユーラヴミー Howmuchdoyouloveme（08� Written Tycoon）
AUS９勝，ＭＲＣコールフィールドスプリント‐G2，ＱＬＤタッツＷ
ＪヒーリーＳ‐G3，Gosford RC Pacesetter S‐L，etc.

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

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

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

569 スイートマカロン２０２０ 牡・鹿 ４／１９

＊

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

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Tale of the Cat Yarnスイートマカロン パステルカラー Distant View

��
��
�Pastel Colour黒鹿USA 2006 ＊ランセステューズ

17b
Secretariat S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊スイートレッドキャット（10 USA栗 Bluegrass Cat）USA２勝，プロヴィデンシ
アＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
シュリュッセル（16牡鹿 Quality Road）��５勝
ヒロシゲダイヤ（17牡栗 オルフェーヴル）��２勝
ベルザキャット（18牝栗 ゴールドシップ）�出走

２代母 スイートソール Sweet Soul（98 USA栗 Lord Avie）USA入着
ソールシティスルー Soul City Slew（03� Slew City Slew）USA９勝，ポトレロ

グランデＨ‐G2，サンカルロスＨ‐G2 ３着，パットオブライエンＨ‐G2 ３着
サイレントソール Silent Soul（04 牡 Afternoon Deelites）USA７勝，ウィルロジ

ャーズＳ‐G3 ２着，Pasadena S‐L ２着
リリーヴRelieve（05� Gold Case）USA３勝
バックオフサタンBack Off Satan（06� Van Nistelrooy）USA３勝
ワカンタンカWakan Tanka（07牡 Teton Forest）USA５勝
エーマックスAMax（13� Albertus Maximus）USA３勝
テイクチャージボブTake Charge Bob（15� Take Charge Indy）�USA１勝

３代母 ノットトゥープロパーNot Too Proper（91 USA栗 Proper Reality）USA４勝
プロッパーファン Propper Fun（02� Gracioso）CHI・BRZ13 勝，イポドロモチ

リ大賞‐G1 ３着，P. Carabineros de Chile‐L ３着，P. Fuerza Aerea de
Chile‐L ３着（２回）

プロベルビオ Proverbio（10 牡 Scat Daddy）CHI８勝，コテホデポトリジョス
‐G3 ３着

４代母 サスピシャストゥーサム Suspicious Toosome（87 USA栗 Secretariat）不出走
［子］ ダンウェルDoneWell（92� Storm Bird）GB・FR１勝，P. du Haras

de la Huderie‐L ２着，GB障害２勝

５代母 サスピシャスネイティヴ Suspicious Native（72 USA栗 Raise a Native）
不出走
［子］ メドーレイクMeadowlake（83牡 Hold Your Peace）USA３勝，アー

リントンＷフュチュリティ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
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

570 スイートレッドキャット２０２０ 牡・栗 ２／２０
＊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

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerスイートレッドキャット スイートソール Lord Avie

��
��
�Sweet Soul栗USA 2010 Not Too Proper

4n
Northern Dancer S5×M5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 スカイノーヴァ（14黒鹿 ステイゴールド）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊スカイディーバ（06 USA栗 Sky Mesa）USA２勝，フリゼットＳ‐G1，ＢＣ
ジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，デムワゼルＳ‐G2 ３着
アルビオリクス（15牡 ディープインパクト）１勝

３代母 スイフトガール Swift Girl（97 USA栗 Unbridled）USA出走
＊クイックリトルミス（04牝 Freud）USA２勝，Moccasin S‐L，Barretts Debu

tante S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，etc.
クリッパー（15牝 ディープインパクト）�２勝，デイジー賞，鎌ケ谷特別３着

ハーラトリーホリデーHarlotry Holiday（09牝 Harlan's Holiday）USA出走
シティディーヴァ City Diva（16牝 City Zip）USA２勝，Kentucky Downs

Juvenile Fillies S‐L ３着

４代母 ギャザーザクランGather The Clan（85 IRE 栗 General Assembly）USA
７勝，ヴァイオレットＨ‐G3
［子］ ピュアークラン Pure Clan（05牝 Pure Prize）USA８勝，フラワーボー

ルＳ‐G1，アメリカンオークス‐G1，ゴールデンロッドＳ‐G2，etc.
グレイターグッドGreater Good（02� Intidab）USA６勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G2，レベルＳ‐G3，ケンタッキーＣジュヴェ
ナイルＳ‐G3，etc.

［孫］ プリンセサキャロライナ Princesa Carolina（16 牝 Tapit）USA３勝，
Dueling Grounds Oaks，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，
アパラチアンＳ‐G2 ３着，etc.

イエスシーズアレイディ Yes She's a Lady（06牝 Yes It's True）USA
３勝，Deceit S，Affectionately S３着

［曾孫］＊フィンレイズラッキーチャーム（13牝 Twirling Candy）USA11 勝，マデ
ィソンＳ‐G1，オノラブルミスＨ‐G2，サラブレッドクラブオヴアメ
リカＳ‐G2，etc.

スアンフォンソン Suanfonson（18牡 Z Humor）�VEN１勝，P. Antoni
o Jose de Sucre‐L，P. Francisco deMiranda‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： オーシャンズランチ＝浦河町上向別 �080-5075-0405

571 スカイノーヴァ２０２０ �・青鹿 １／１８

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスカイノーヴァ
＊ Sky Mesa

��
��
�スカイディーバ黒鹿 2014 Swift Girl

17b
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 スカーレットダイヤ（05青鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，鎌ケ谷特別（芝 1800），
昇仙峡特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
ケラマブルー（12牝青鹿 ゼンノロブロイ）�７勝�入着
スカーレットルビー（13牝鹿 ＊ワークフォース）��１勝
スマートウェールズ（14牡黒鹿 ダイワメジャー）１勝
タケショウダイヤ（16牝黒鹿 ジャスタウェイ）�３勝��１勝
ユキヤコンコン（18牝芦 ゴールドシップ）�入着２回

２代母 キャニオンジュノー（97鹿 ＊デヒア）入着３回，�１勝�入着
ハーストイーグル（10牡 ゼンノロブロイ）３勝
スカイドラゴン（13牡 ディープスカイ）１勝

３代母 ＊ミドルフォークラピッヅ（88 USA鹿 Wild Again）USA６勝，モンロヴィア
Ｈ‐G3，Pacifica H‐L，Pocahontas S‐L，Sorority S‐R，ラスフロー
レスＨ‐G3 ２着，etc.
ミシガンブラフMichigan Bluff（94 牝 Skywalker）USA７勝，ヒルズバラＨ‐G3，

San Leandro H２着，Past Forgetting H‐R ２着
ヘザーダズントブラフHeatherdoesntbluff（03 牝 Old Trieste）USA１勝

＊キラーグレイシス（09牝 Congaree）USA３勝，ハリウッドスターレット
Ｓ‐G1，Landaluce S‐L，Cinderella S，etc.

チョコレトライド Chocolate Ride（10� Candy Ride）�USA・CAN12
勝，マーヴィンＨムニスメモリアルＨ‐G2，カーネルＥＲブラドリーＳ
‐G3，フェアグラウンズＨ‐G3（２回），etc.

サザンリッジ Southern Ridge（07牡 Southern Image）USA２勝，フィリッ
プＨアイズリンＳ‐G3 ２着，Long Branch S‐L ３着，Big Brown S
３着

レッツゴーシャイエン Let's Go Cheyenne（08牝 Tiznow）USA３勝，Th
oroughbred Owners of California H‐L

ハキーム Hakeem（11牡 Harlan's Holiday）TUR６勝，Anafartalar S‐L，
Ankara Kalesi S‐L，Beyoglu S‐L，etc.，種牡馬

オースミステイヤー（98牡 ＊ブライアンズタイム）７勝，京都新聞杯‐Jpn2 ３着，
小倉記念‐Jpn3 ３着，関越Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲杵臼牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1710
生 産 牧 場： ㈲杵臼牧場
飼 養 者： アーカムパートナーファーム＝浦河町杵臼 �090-1641-5200

572 スカーレットダイヤ２０２０ 牡・青鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayスカーレットダイヤ ＊デヒア

��
��
�キャニオンジュノー青鹿 2005 ＊ミドルフォークラピッヅ

1s
Hail to Reason M4×S5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スズノメガミ（01 USA鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着３回，��１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（12），地方－３（16）〕
スズノライジン（09牡黒鹿 ＊ファスリエフ）２勝，�６勝，新春盃（Ｄ1800）２着
ウツミアーリントン（11牡青鹿 マツリダゴッホ）��２勝
ヒロブレイブ（13牡鹿 ＊カジノドライヴ）�５勝，大和Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，花園

Ｓ（Ｄ1900），愛宕特別（Ｄ1800），東大路Ｓ（Ｄ1800）２着，御陵Ｓ（Ｄ1800）
３着，高瀬川Ｓ（Ｄ1400）３着，雅Ｓ（Ｄ1800）３着

マジックカーペット（14牡鹿 ＊ファスリエフ）�８勝，菊水賞（Ｄ1700），園田ジュ
ニアＣ（Ｄ1700）

ネオブレイブ（16牡栗 フリオーソ）�４勝，赤富士Ｓ（Ｄ2100），是政特別
（Ｄ2100），白川郷Ｓ（Ｄ1900）３着，印西特別（Ｄ2400）３着

ネオヒューズ（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝

２代母 スーズテンパー Sue's Temper（92 USA鹿 Temperence Hill）USA２勝，
Temptress S‐R，Sickle's Image S‐R ２着

＊バクシンヒーロー（96牡 Sea Hero）４勝，アンタレスＳ‐Jpn3 ３着，菖蒲Ｓ‐OP，
天白川特別，金蹄Ｓ２着，甲南Ｓ２着，etc.

ケイティズキテンKaty's Kitten（97牝 Personal Hope）不出走
トゥーメニートーイズ Too Many Toyz（03牡 Northern Afleet）USA11 勝，

Carl G. Rose Classic H‐R，Sumter S，メモーリアルデイＨ‐G3 ３
着，Skip Away S３着

＊スズジャパン（00牡 ＊ワイルドラッシュ）６勝，すばるＳ‐L ２着，ホープフルＳ
‐OP ２着，師走Ｓ‐OP ３着，丹沢Ｓ，御嶽特別，etc.

ヘバHeba（10牝 Peace Rules）KOR10 勝
アンディナイアブルテンパーUndeniable Temper（11� Imperialism）�USA12 勝
トゥーステップテンパー Two Step Temper（12� Two Step Salsa）USA７勝，

96Rock S２着

３代母 スーズシスター Sues Sister（84 CAN栗 Brave Regent）USA14 勝，Birm
ingham H，Birmingham H２着，Westland S２着
マグナムマイナーMagnumMiner（96 牡 ＊マイニング）USA３勝，Bucharest S

３着
ハル Hal（98 牡 Hadif）USA３勝，Pioneer S

販売申込者・所有者： 小河 豊水＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3409
生 産 牧 場： 小河 豊水
飼 養 者： ㈲豊洋牧場 大富支場＝新冠町大富 �0146-47-3817

573 スズノメガミ２０２０ �・鹿 ５／２０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkスズノメガミ スーズテンパー Temperence Hill

��
��
�Sue's Temper鹿USA 2001 Sues Sister

13c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スターギャル（11鹿 ＊ヨハネスブルグ）�６勝��１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
オルターナ（19牡黒鹿 ＊トビーズコーナー）���入着

２代母 スターダンサー（92青鹿 ＊ルション）不出走
マルサンキンノホシ（99牡 ＊ポリッシュネイビー）�１勝��
クラブブラック（00牝 ＊ブランコ）�７勝�５勝�
ミナモトコジロウ（01牡 ＊スキーキャプテン）�５勝��入着
ジルディーディー（04牡 ＊ブラックホーク）��10 勝
シゲルラブスカイ（05牝 ＊ボストンハーバー）出走

シゲルゴホウサイ（12牝 ＊パイロ）３勝，大須特別３着
ブルーマーサー（07牝 ＊アジュディケーティング）��１勝
カンユウ（08牡 アドマイヤマックス）��５勝
クラウンガルーダ（09牡 ＊ブラックホーク）�９勝
トーイキララ（13牝 アドマイヤコジーン）�１勝�	��

３代母 マーサレツド（81鹿 ＊ボールドリツク）４勝，函館３歳Ｓ３着，Ｒたんぱ３歳
牝馬Ｓ‐OP，京都３歳Ｓ‐OP，すずらん賞‐OP，優２牝
ホクトクレバー（87牝 ＊ラツキーソブリン）３勝，洞爺湖特別２着，白河特別３着，

久慈川特別３着

４代母 タケノダンサー（71栗 ＊チヤイナロツク）不出走
［子］ リーゼングロス（79牝 アローエクスプレス）４勝，桜花賞，サンスポ４歳

牝馬特別，オークス２着，etc.
タケノベルベット（89牝 ＊パドスール）５勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
鳴尾記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.

タケノコーリー（84牝 アローエクスプレス）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ
‐Jpn3 ３着，クローバー賞‐OP，京都３歳Ｓ‐OP ２着

［孫］ リーゼンシュラーク（87牡 ＊ハードツービート）６勝，七夕賞‐Jpn3，ジ
ューンＳ，安房特別，etc.

［曾孫］ エンゲルグレーセ（97牡 ＊プラウドデボネア）６勝，エルムＳ‐Jpn3，ガ
ーネットＳ‐Jpn3 ２着，etc.，
１勝��，クラスターＣ‐Jpn3

販売申込者・所有者： 木田 茂雄＝新ひだか町静内神森 �0146-42-0139
生 産 牧 場： 林 博道
飼 養 者： 林 博道＝新冠町万世 �090-7050-3381

574 スターギャル２０２０ 牡・黒鹿 ４／１１
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythスターギャル ＊ルション

��
��
�スターダンサー鹿 2011 マーサレツド

＊ラダンスーズ 2f
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 スティールシャーク（05鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
トーセンマリオン（12牝栗 トーセンブライト）１勝，��入着９回，関東オークス

‐Jpn2 ３着，ユングフラウ賞（Ｄ1400）３着
トーセントレンド（16牡栗 トーセンロレンス）���４勝
トーセンシグナル（17牡栗 トーセンモナーク）���２勝
スペリオン（18牝栗 トーセンモナーク）��未出走�１勝
ミルティー（19牝鹿 ＊ベーカバド）���出走

２代母 コールミーネイム（89鹿 ＊アレミロード）３勝
コールミースーン（95牝 ＊リファーズウィッシュ）３勝

アサクサマリンバ（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，山藤賞２着，障害１勝
レモンチャン（10牝 デュランダル）４勝，ツインターボＣ，稲妻特別
コスモリモーネ（17牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，すずらん賞‐OP ３着，�
�未出走��出走

コールミーラヴ（96牝 ＊ゴールデンフェザント）３勝，赤穂特別，丹波特別２着，湘
南Ｓ３着，舞子特別３着，シドニーＴ３着，etc.

ボイスオブリーズン（99牡 バブルガムフェロー）３勝，ニセコ特別，礼文特別３着
ハートフルボイス（00牝 メジロライアン）１勝

トレボーネ（08� ＊アグネスデジタル）４勝，噴火湾特別，噴火湾特別２着，白
鳥大橋特別３着，��１勝�

ドラマチックテナー（02牡 タヤスツヨシ）３勝
コールトゥマインド（03牡 フジキセキ）入着，�６勝
デルマジュンコ（08牝 ＊スニッツェル）入着，�１勝	入着

３代母 ＊ミステイコール（79 USA栗 What a Pleasure）USA１勝

４代母 ミスコールMiss Cor（62 USA栗 Correlation）USA７勝
［子］ グッドビヘイヴィングGood Behaving（68牡 Ambehaving）USA７勝，

ウッドメモリアルＳ，ゴーサムＳ，スウィフトＳ，etc.，種牡馬
ミスティネイティヴMisty Native（75 牝 Native Charger）USA10 勝，コ
レクションＨ‐G3，Berlo H‐L ２着，Berlo H‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 織田 米見＝新ひだか町静内神森 �090-9758-9796
生 産 牧 場： 織田 正敏
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

575 スティールシャーク２０２０ 牡・鹿 ４／２９
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayスティールシャーク ＊アレミロード

��
��
�コールミーネイム鹿 2005 ＊ミステイコール

5j
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 スパイスシャワー（11鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 スパイシークラウン（00栗 ＊タバスコキャット）３勝，岡崎特別，長岡特別２着
ジルコニア（07牝 ＊タイキシャトル）３勝，千葉日報杯，房総特別３着

オパールシャルム（17牝 ダイワメジャー）�３勝，高尾特別
リーサムアンサー（08牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝�１勝
レオンビスティー（09牡 サクラバクシンオー）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，クリ

スマスローズＳ‐OP，ＵＨＢ賞‐OP ２着，サンライズＳ，道新スポーツ杯２
着，etc.，�１勝

カカアデンカ（10牝 ステイゴールド）１勝
ジュエルアラモード（12牝 ダイワメジャー）２勝

３代母 ＊ウエストバイノースウエスト（95 USA栗 GoneWest）不出走

４代母 スターインザノース Star in the North（71 USA鹿 Northern Dancer）GB
２勝，ミュージドラＳ‐G3 ３着
［子］ クール Cool（81 牡 Bold Bidder）FR・USA６勝，マンハッタンＨ‐G1，ア

ップルトンＨ‐G3，ユナイテドネイションズＨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
マウンテンキングダムMountain Kingdom（84牡 Exceller）GB・FR・
USA・UAE６勝，ヨークシャーＣ‐G2，オーモンドＳ‐G3，Chest
er S‐L，etc.，GB障害３勝

ヘヴンアンドアース Heaven and Earth（88 牡 Stop the Music）USA
４勝，Wiley Post H

［孫］ ビューティブラッシュ Beauty Brush（95牝 Broad Brush）USA５勝，
Cicero H‐L，Spinning World S‐L ２着，WishingWell S
‐L ２着，etc.

ウィニングポイントWinning Point（04 牝 Point Given）USA４勝，
AmCapable S‐R，デラウェアオークス‐G2 ２着，カムリーＳ‐G2
２着，etc.

センスオヴデューティ Sense of Duty（96� Meadowlake）USA９勝，
Turfway Park Forego S

販売申込者・所有者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673
生 産 牧 場： オークツリーファーム
飼 養 者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673

576 スパイスシャワー２０２０ 牡・鹿 ３／１３
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサースパイスシャワー ＊タバスコキャット

��
��
�スパイシークラウン鹿 2011 ＊ウエストバイノースウエスト

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

価格： 購買者：



母 スパークルレディー（06鹿 ＊フォーティナイナー）入着２回，��１勝�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
スパークストリーム（13牝黒鹿 ネオユニヴァース）���５勝
ダテノライトニング（15牝栗 ゴールドアリュール）１勝，���１勝
ミモザアカシア（17牝黒鹿 ＊グラスワンダー）��１勝
フエキ（19牝栗 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 アジュディケーター（93鹿 ＊アジュディケーティング）３勝，京成杯３歳Ｓ
‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，サフラン賞
プライムマイナー（01牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�10 勝���入着２回�
ダテノスイミー（07牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
セヴェルス（09牡 アグネスタキオン）１勝
バクソクワイルダー（10牝 ネオユニヴァース）�２勝
ミラクルゲート（14牡 ネオユニヴァース）入着，���１勝

３代母 アロープリンセス（83栗 ＊クラウンドプリンス）	３勝
ビッグオーシャン（88牝 ＊ノノアルコ）３勝
コンフェッティ（92牡 ＊アジュディケーティング）１勝，福島３歳Ｓ‐OP ２着，韓

国騎手招待（１）２着，朱竹賞３着
ミヤギアロー（98牝 ＊ダンシングブレーヴ）不出走

セイリュウザクラ（06牡 ＊アグネスデジタル）�８勝��２勝，サラブレッド大賞典
ジュリーマン（99牡 ＊アジュディケーティング）２勝，�１勝��

４代母 エイアロー（68鹿 ＊ナスアロー）２勝
［子］ ニツポーヒーロ（84牝 ＊ゼダーン）
７勝�３勝，中津ダービー

カルストンテイオー（85牡 ＊ロイヤルスキー）２勝，端午賞３着

５代母 エイ（55栗 ＊トリプリケート）出走
［子］ ベルボーイ（65牡 ＊エイトラツクス）７勝，生田特別，名古屋特別，立春

特別，�１勝
エイサカ（59牝 ＊ヤサカ）12勝，不知火賞

［孫］ エイサカジヨー（67牝 ＊ダラノーア）５勝，スプリングＨ
［曾孫］ ヤマカサーペン（83牡 ＊サーペンフロ）１勝，桧山特別３着

販売申込者・所有者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334
生 産 牧 場： �カケハムポニークラブ
飼 養 者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334

577 スパークルレディー２０２０ �・青鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileスパークルレディー ＊アジュディケーティング

��
��
�アジュディケーター鹿 2006 アロープリンセス

＊ビユーチフルドリーマー 12
Raise a Native M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スコッチリンクス（15鹿 ＊キンシャサノキセキ）不出走
初仔

２代母 マニーエクスプレス（00鹿 ＊ディアブロ）��２勝
ミラグロス（06牝 ビワシンセイキ）��２勝�入着８回�
ブリリアントアロー（11牝 オンファイア）��２勝

３代母 スターグラフ（91鹿 ラグビーボール）��６勝
ホシノダンサー（98牡 ＊フレイズ）��１勝
タッチミーテンダー（99牝 ＊アジュディケーティング）��11 勝

ランライクウインド（07牡 カルストンライトオ）��５勝
ジパング（01牡 アブクマポーロ）��３勝
ファイヤームーン（02牝 ビッグサンデー）��入着２回

モーントルーチェ（07牡 ノーリーズン）��１勝
ラヴィアンドール（10牡 ローエングリン）��１勝
ピオン（13牡 ＊カジノドライヴ）��１勝
フラヴィアレネット（14牝 ＊エーシンフォワード）��６勝
ライジングショット（15牡 ストロングリターン）��１勝

ガヴォット（05牝 ラスカルスズカ）��１勝

４代母 キラボシ（85青 ＊モガミ）入着
［子］ サンモンオペラ（93牡 ミホシンザン）�５勝

５代母 コスモトウシヨウ（76栗 ＊シヤトーゲイ）１勝
［子］ ロングソニック（92牡 ＊パーフライト）１勝，ひめゆり賞２着，�３勝�

ニューシティワープ（94牡 ウインザーノツト）�２勝�３勝
セキテイミノブ（84牝 カネミノブ）入着，	４勝
ランショウ（89牡 ＊ターナボス）
２勝

［孫］ テスコベルビュー（93牡 ドウカンテスコ）１勝，クローバー賞‐OP ２着
シルクケンザン（92牡 シルクテンザンオー）��２勝
ビッグシャープネス（97牝 ＊シャーディー）	１勝
ヒカルウェルス（97牝 ＊リンドシェーバー）��１勝
アキコフローレンス（94牝 ドウカンテスコ）�１勝

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

578 スコッチリンクス２０２０ �・黒鹿 １／３０

＊

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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンスコッチリンクス ＊ディアブロ

��
��
�マニーエクスプレス鹿 2015 スターグラフ

＊フロリースカツプ 3l
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 スマイルゲート（09黒鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ワイルドアクター（15牡鹿 ルーラーシップ）�２勝�
ダディフィンガー（16牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）�１勝

２代母 シーセモア（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーション特別２着，あ
ずさ賞２着
ティンバーランド（04牝 ＊ティンバーカントリー）�４勝��，フロイラインＣ

ステファニーラン（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝��，フローラ
ルＣ，リリーＣ，ヒダカソウＣ２着

スマイルジャック（05牡 タニノギムレット）５勝，スプリングＳ‐Jpn2，東京新聞
杯‐G3，関屋記念‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，安田記念‐G1 ３着（２回），etc.，
種牡馬

ソルスティス（07牝 ＊クロフネ）出走
ゼニス（18牡 ＊パイロ）�１勝，�１勝

テーオーゼウス（08牡 タニノギムレット）１勝，障害１勝
アンスーリール（10牝 タニノギムレット）入着２回，�１勝�
シーノットラブユー（11牝 タニノギムレット）出走

アストロブレイク（17牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝，大島特別３着
ホッコーハナミチ（18牡 ホッコータルマエ）�２勝，リボン賞３着

マイネルチャンプ（13牡 キングカメハメハ）入着，�３勝��入着

３代母 カイウンテンシ（87鹿 マルゼンスキー）４勝，頌春賞，猪苗代特別，岩室特別，
浦安特別２着，紅葉特別３着，etc.

４代母 ロマンギヤル（79鹿 ＊セントクレスピン）��出走
［子］ アエロプラーヌ（85牡 マルゼンスキー）��８勝�１勝�２勝，川崎記念，

ダービーＧＰ，東京王冠賞，etc.，種牡馬
クインズヒル（84牝 ＊ロイヤルスキー）２勝，カトレア賞２着，福寿草特
別３着

［孫］ サンユウリュウオー（96牡 ＊アジュディケーティング）２勝，八重桜賞３着
ピンクサイレンス（04牝 タヤスツヨシ）�７勝�	入着４回，ル・プラン
タン賞３着，花吹雪賞３着

販売申込者・所有者： ㈲上水牧場＝むかわ町花岡 �0145-42-3152
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

579 スマイルゲート２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルスマイルゲート ＊サンデーサイレンス

��
��
�シーセモア黒鹿 2009 カイウンテンシ

＊ビーハツピー 15a
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ソソノ（05鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（14）〕
ビックフォー（10牡鹿 ＊フォーティナイナーズサン）��１勝
ユノカルアミルク（12牝鹿 サクラオリオン）�３勝
グランウブロ（14牡青 ハイアーゲーム）���１勝・３勝�２勝，一條記念みちの

く大賞典（Ｄ2000）３着
スターカネサダ（15牡鹿 アサクサキングス）�１勝�入着�
トミケンミステリオ（16牡栗 トゥザグローリー）���３勝
クリノターハイ（17牡栗 ナカヤマフェスタ）��入着２回

２代母 ＊レッドジグ（92 USA鹿 Danzig）USA１勝
インシンク In Sync（97牡 Gilded Time）USA６勝，Hoosier Juvenile S‐L ３着
ターゲットゾーン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，障害１勝
ウェルバランス（01牡 スペシャルウィーク）５勝，唐津特別，豊前特別２着
リバプールサウンド（03牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，伊良湖特別２着，香嵐渓

特別２着，加古川特別２着，利根川特別２着，北國新聞杯２着，etc.
レッドシャトル（04牝 ＊タイキシャトル）入着

モルゲンロート（13牡 ＊オペラハウス）�３勝，八海山特別２着，鳴海特別２着
マイネマオ（08牝 キングカメハメハ）４勝，糺の森特別，都井岬特別，蓬莱峡特別

２着，太宰府特別２着，蓬莱峡特別３着，etc.
ガレノス（09牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 レッドエンバー Red Ember（80 USA黒鹿 Crimson Satan）USA６勝，C
alifornia Oaks‐L，Somethingroyal H‐LR ２着，Sangue H２着，W
ishingWell S２着，Country Queen S‐R ３着，etc.
ジゲンバーZigember（93 牝 Danzig）USA出走

ザクリフズエッジ The Cliff's Edge（01牡 Gulch）USA４勝，ブルーグラスＳ
‐G1，ケンタッキージョッキークラブＳ‐G2，イロクオイＳ‐G3，etc.，種牡馬

フォーマルアフェア Formal Affair（98 牝 Dynaformer）USA２勝
レジフ Rezif（05	 Distant View）USA５勝，ケンタッキーＣターフＳ‐G3，

ケンタッキーＣターフＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 永村 侑＝日高町清畠 �01456-2-6176
生 産 牧 場： 永村 侑
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

580 ソソノ２０２０ 牡・栗 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandソソノ
＊ Danzig
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��
�レッドジグ鹿 2005 Red Ember

9f
Danzig M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ソットヴォーチェ（13鹿 ヴィクトワールピサ）�10 勝
初仔

２代母 トレアンサンブル（95鹿 ＊トニービン）出走
マルカラスカル（02牡 ＊グラスワンダー）３勝，加古川特別，障害７勝，中山グラン

ドジャンプ‐JG1，中山大障害‐JG1，中山大障害‐JG1 ３着，優障害
ミステリーチューン（03牝 スペシャルウィーク）�２勝�２勝�入着 13回，ル・プ

ランタン賞３着
トリビュートソング（05牡 ＊グラスワンダー）４勝，サンシャインＳ，南武特別，浦

佐特別，山吹賞２着，etc.，障害１勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着
ソウルフルヴォイス（07牝 キングカメハメハ）４勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，エーデ

ルワイスＳ，ミモザ賞，スピカＳ２着，グレイトフルＳ２着，etc.
アンコールピース（09牝 ネオユニヴァース）１勝

シャドウセッション（16� ストロングリターン）�２勝，恋路ケ浜特別２着，
初凪賞２着

サトノエメラルド（15牡 キングカメハメハ）２勝，障害２勝，阪神ジャンプＳ‐JG3 ３着

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

歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，

マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
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.
ベストアクター（14� ディープインパクト）�６勝，阪急杯‐G3，雲雀Ｓ，神

奈川新聞杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �03-5786-7566
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

581 ソットヴォーチェ２０２０ 牡・青鹿 ４／１１
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー
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� 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
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�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

ネオユニヴァース
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�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアソットヴォーチェ ＊トニービン

��
��
�トレアンサンブル鹿 2013 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
ダイナアクトレスM3×S4 サンデーサイレンス S4×M4
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ソリッドリーズン（14鹿 ジャングルポケット）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
キタノラディウス（18牡鹿 エイシンフラッシュ）出走，�地方未出走
ヴァハマ（19牝鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 レディーダービー（02栗 スペシャルウィーク）入着３回
マイレディー（07牝 ＊アグネスデジタル）�２勝
ヴェルデグリーン（08牡 ジャングルポケット）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，オールカマー

‐G2，常総Ｓ，調布特別，若竹賞２着，etc.
ファータグリーン（13牝 タニノギムレット）２勝
マーレグリーン（15牝 ジャングルポケット）入着，�２勝
サルトグリーン（16牝 ジャングルポケット）�２勝��４勝
ヴァルトグリーン（17牡 エイシンフラッシュ）�３勝
シエルグリーン（18牡 エイシンフラッシュ）���未出走�４勝

３代母 ウメノファイバー（96鹿 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，秋華賞‐Jpn1 ４着，優３牝
アンフィルージュ（07牝 アグネスタキオン）３勝，別府特別３着

サンリヴァル（15牡 ルーラーシップ）２勝，芙蓉Ｓ‐LR，皐月賞‐G1 ２着，ホ
ープフルＳ‐G1 ４着

ヴァンケドミンゴ（16牡 ルーラーシップ）�４勝，福島記念‐G3 ２着，七夕賞
‐G3 ３着，カシオペアＳ‐L ３着，etc.

ワイドエンペラー（18牡 ルーラーシップ）�１勝，大寒桜賞３着
ノーブリー（09牡 アドマイヤムーン）２勝，五泉特別
グレルグリーン（16牡 ヴァーミリアン）�１勝，山藤賞３着

４代母 ウメノローザ（86鹿 ＊ノーザンディクテイター）��６勝，グランドＣｈ２０００，
グローリーＣ

５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

販売申込者・所有者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930
生 産 牧 場： 沖田 博志
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

582 ソリッドリーズン２０２０ �・鹿 ３／２６
サクラユタカオー

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

＊ Kingmambo
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�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊トニービン
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�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーソリッドリーズン スペシャルウィーク
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�レディーダービー鹿 2014 ウメノファイバー

＊フラストレート 1b
サクラユタカオー S3×M4 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：


