
母 ダイヤフォンテン（12鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
スターリーアイズ（18牝鹿 フェノーメノ）�入着２回
スダワールド（19牡栗 トゥザワールド）�地方未出走

２代母 ヒカルダイヤモンド（04栗 アグネスタキオン）２勝，汐留特別，アプローズ賞
２着，佐渡金銀山特別２着，木更津特別３着，紅葉特別３着，etc.
ティーブルーム（16牡 ＊カジノドライヴ）１勝
ブルーダイヤカフェ（17牡 ＊ロージズインメイ）�２勝

３代母 クラクエンレディー（97鹿 ＊トニービン）２勝
タニオブゴールド（03牡 バブルガムフェロー）２勝，鮫ヶ尾城特別，雄国沼特別２

着，浦佐特別２着
クリスチャンパール（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��５勝

ローズプリンスダム（14� ＊ロージズインメイ）�５勝，レパードＳ‐G3，名鉄
杯‐L ３着（２回），ＢＳＮ賞‐L ３着，etc.

４代母 ブリリアントミスト（89黒鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝
［子］ トウカイアロー（99牡 トウカイテイオー）４勝，駒草賞‐OP ２着，ノベ

ンバーＳ，冬至Ｓ，etc.，�１勝
トウカイオスカー（04牝 トウカイテイオー）５勝，新潟日報賞，アイルラ
ンドＴ，山中湖特別，etc.

クラクエンスキー（01牡 ＊ピルサドスキー）４勝，猪名川特別，関門橋Ｓ
２着，和田岬特別２着，etc.

ホーリーミスト（03牝 ＊エルコンドルパサー）１勝，カーネーションＣ２着
［孫］ トウカイメロディ（07牡 ＊チーフベアハート）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，み

なみ北海道Ｓ‐L，ＨＴＢ杯，etc.
クラシカルノヴァ（08牡 キングカメハメハ）５勝，堺Ｓ，東大路Ｓ，etc.，
�６勝�入着��，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着

チヨノドラゴン（03牝 バブルガムフェロー）�８勝�３勝�１勝��６勝，
トゥインクルレディ賞３着，兵庫牝馬特別，白銀争覇，etc.

［曾孫］ ヒストリーメイカー（14牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，仁川Ｓ‐L，ア
ンタレスＳ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3 ２着，etc.，�10 勝���

販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

876 ダイヤフォンテン２０２０ 牡・栗 ３／１０
＊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ダイヤフォンテン アグネスタキオン

��
��
�ヒカルダイヤモンド鹿 2012 クラクエンレディー

＊ミスタイモア 10a
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイヤモンドパール（09芦 ＊クロフネ）�２勝�８勝��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ブルベアコローレ（16牡鹿 ブラックタイド）�１勝�
ダバイダイスケ（17牡鹿 ローズキングダム）��出走�入着９回
イツハ（18牝芦 ラブリーデイ）���１勝

２代母 ＊トネスボウス（92 USA鹿 Danzig）GB・USA１勝
マイネルボルテクス（98牡 サマーサスピション）１勝，�４勝�	

ナムラテンニョ（99牝 ＊キンググローリアス）３勝

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

ナムラムート（14牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，��４勝�，園田ＣｈＣ２着
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
ミヤジレオン（04牡 ＊タバスコキャット）２勝，障害１勝，�１勝�２勝
ジャービス（08 ゼンノロブロイ）１勝

３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
シーズソーディクシー She's So Dixie（95 牝 Dixieland Band）USA１勝

スマイルズフォーサナ Smiles for Sanna（04牝 Distorted Humor）USA１勝
ミスタージョーブレイカーMr. Jawbreaker（10 Candy Ride）USA２
勝，Prairie Gold Juvenile S‐L

４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

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

877 ダイヤモンドパール２０２０ �・鹿 ４／ １

＊

＊
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューダイヤモンドパール
＊ Danzig

��
��
�トネスボウス芦 2009 So She Sleeps

21a
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワサンルージュ（06鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（６）〕
グランプリブレイド（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
コウエイラブリー（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
ローザルージュ（13牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��１勝���入着３回
クールマドカ（14牝黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�入着５回�
クールキッズ（15牝栗 ゴールドアリュール）�２勝

２代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
ホーマンハンター（97牡 ＊ジェイドハンター）１勝，�１勝
デザートモーニング（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，臥牛山特別３着
ダイワパッション（03牝 ＊フォーティナイナー）４勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，

フェアリーＳ‐Jpn3，黒松賞
エポカドーロ（15牡 オルフェーヴル）３勝，皐月賞‐G1，日本ダービー‐G1 ２

着，スプリングＳ‐G2 ２着，あすなろ賞，種牡馬
キングストンボーイ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，青葉賞‐G2 ２着，ベゴニア賞

マイネルヴルメリオ（04牡 バブルガムフェロー）１勝，和田岬特別３着，�２勝
ダンツミラション（07牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
ダロスDaros（89� ＊ダミスター）GB・FR・USA４勝，デルマーダービー‐G2，

Doncaster Mile‐L，オークトリー招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

４代母 ケルンルージュ Cairn Rouge（77 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB・FR・IRE・U
SA６勝，愛１０００ギニー‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コロネイションＳ‐G2，マ
ルカイＳ‐G3，英チャンピオンＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ バートベルトリヒアゲン Bad Bertrich Again（93 牡 ＊ドージング）FR・

GER・ITY・USA・SWI３勝，オイローパシャンピオナート‐G2
デインフェアDanefair（92 牝 ＊デインヒル）FR４勝，ミネルヴ賞‐G3，
P. des Tuileries‐L，P. Melisande‐L

プロリックス Prolix（95 牡 Kris）GB・FR・UAE・SAU16勝，スコテイ
ッシュクラシック‐G3，Dee S‐L，ロイヤルロッジＳ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 久井牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2507
生 産 牧 場： 久井牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

878 ダイワサンルージュ２０２０ 牡・栗 ４／２４

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookダイワサンルージュ ＊シエイデイハイツ

��
��
�サンルージュ鹿 2006 ＊チカノヴァ

1l
Northern Dancer M4×S5×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ダノンスズラン（07黒鹿 Awesome Again）�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－４（７）〕
ダノンジェット（13牡黒鹿 ダノンシャンティ）�２勝�入着 10回
スタンシア（15牝黒鹿 ドリームジャーニー）�１勝
ローザノワール（16牝青鹿 マンハッタンカフェ）�４勝，内房Ｓ（Ｄ1800），リボ

ン賞（Ｄ1800），鳥取特別（Ｄ1800）３着
クリノアマリリス（17牝鹿 ダノンシャンティ）入着３回，��未出走�１勝
リンガー（18牝鹿 ドリームジャーニー）��３勝，のじぎく賞（Ｄ1700）３着

２代母 ＊パルムドールⅡ（94 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR・USA３勝，フロール賞‐G3，
P. Joubert‐L
ウェスタナイズWesternize（00 牝 GoneWest）USA入着

ウェスタンレイディWestern Lady（09牝 Win RiverWin）TUR５勝，O
zdemir Atman S‐L ３着

＊グランカナリア（05牝 Malibu Moon）出走
コウギョウカナリア（15牝 ディープブリランテ）�１勝，若鮎賞２着

ゴールデンボーダー（12牝 ステイゴールド）�４勝
ココナッツクッキー（13牝 ナカヤマフェスタ）�１勝

３代母 パンパベラ Pampa Bella（81 FR栗 Armos）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，
仏オークス‐G1 ３着，サンタラリ賞‐G1 ３着
ピストレブルー Pistolet Bleu（88牡 Top Ville）FR・USA７勝，サンクルー大賞

‐G1，クリテリヨムドサンクルー‐G1，エヴリ大賞‐G2，ノアイユ賞‐G2，オ
カール賞‐G2，etc.，種牡馬

ピーストークPeace Talk（96 牝 Sadler's Wells）不出走
ピースドリーム Peace Dream（04牝 Linamix）FR４勝，P. Occitanie‐L

３着
ルーサムトリプルイーズ Rootham Triple E's（10 牝 WeatherWarning）
CAN３勝，Star Shoot S‐L，Ballade S‐R ２着，Passing Mo
od S‐R ２着，etc.

＊ピースバーグ（10牝 Sageburg）GB・FR・IRE４勝，サンドリンガム賞‐G2，
オマール賞‐G3，ファルマスＳ‐G1 ３着，etc.

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

879 ダノンスズラン２０２０ �・黒鹿 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
� ゴールドアリュール
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�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

オーサムアゲイン Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�Awesome Again Primal Forceダノンスズラン
＊ Sadler's Wells

��
��
�パルムドールⅡ黒鹿 2007 Pampa Bella

9e
Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×S5 Special S5×M5

価格： 購買者：



母 タケノチャンス（07栗 ＊チーフベアハート）�７勝�４勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（22）〕
メイショウサギリ（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）�９勝
ドリームバンバン（15牡鹿 トランセンド）�７勝��
エムエスオープン（17牝栗 ＊バトルプラン）��６勝，中京ペガスターＣ（Ｄ1600），新

春ペガサスＣ（Ｄ1600），東海ダービー（Ｄ1900）２着，ゴールドウィング賞
（Ｄ1600）２着，駿蹄賞（Ｄ1800）３着，スプリングＣ（Ｄ1800）３着，梅桜賞
（Ｄ1800）３着

２代母 ＊デフィニット（97 USA鹿 ＊デヒア）１勝
ナスノアタック（05牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
デグラーティア（06牝 フジキセキ）４勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，フェニックス賞‐OP，

北九州短距離Ｓ，ジュライＳ３着
ドミナートゥス（15牡 ルーラーシップ）４勝，福島民報杯‐L ２着，甲斐路Ｓ，

宮崎特別，夏木立賞２着，福寿草特別２着
アブシンベル（09牝 ＊ルールオブロー）１勝，かえで賞３着
トゥルーストーリー（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ボールライトニング（13牡 ダイワメジャー）３勝，京王杯２歳Ｓ‐G2，六甲Ｓ‐LR

３着，飛鳥Ｓ，長岡京Ｓ２着，武庫川Ｓ３着
ライクトゥシャイン（16牡 ゴールドアリュール）�	６勝�２勝
シュアゲイト（17牡 キズナ）�１勝，�２勝

３代母 ヒロオガーデンHiroo Garden（91 GB鹿 Caerleon）不出走
＊キャッスルブラウン（00牝 Silver Hawk）３勝，火打山特別，三面川特別３着

ニシノラッシュ（12牡 サクラバクシンオー）５勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，新
潟２歳Ｓ‐G3 ３着，クロッカスＳ‐OP，etc.，�	入着��

＊アビリティガーデン（04牡 Grand Slam）１勝，咲花特別２着，柏崎特別２着

４代母 スイーピング Sweeping（86 GB鹿 ＊インデエアンキング）GB・FR１勝，
Princess Elizabeth S‐L ２着，Somerville Tattersall S‐L ３着
［孫］ メディアモーガルMedia Mogul（98
 First Trump）GB・USA４勝，

ウィルロジャーズＳ‐G3，ジュライＳ‐G3 ２着，La Puente S‐R
２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

880 タケノチャンス２０２０ �・栗 ４／２５

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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� Giant's Causeway
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�
�
�
� 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

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartタケノチャンス
＊

＊デヒア

��
��
�デフィニット栗 2007 Hiroo Garden

4k
Northern Dancer S5×S5×M5 Secretariat S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 チェストケハーツ（13鹿 ハーツクライ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アーチスト（99 IRE 黒鹿 In TheWings）FR１勝
サントスシチー（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ディオーサシチー（10牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 グレイスノートGrace Note（82 FR黒鹿 Top Ville）GB１勝，リングフィ
ールドオークストライアルＳ‐G3 ２着
ベルメス Belmez（87牡 El Gran Senor）GB・FR・IRE５勝，Ｋジョージ六世＆Ｑ

エリザベスＳ‐G1，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，チェスターヴァーズ
‐G3，etc.，種牡馬

ダウランドDowland（88牡 Sovereign Dancer）GB・IRE５勝，Ulster Harp De
rby‐L，ベレスフォードＳ‐G2 ３着，Ballycullen S‐L ３着，etc.，種牡馬

＊グレースアンドグローリー（93牝 Sadler's Wells）不出走
＊グレイトサンライズ（98牝 Caerleon）１勝

レッドディザイア（06牝 マンハッタンカフェ）３勝，秋華賞‐G1，オーク
ス‐Jpn1 ２着，etc.，USA・UAE１勝，アルマクトゥームチャレンジ
Ｒ３‐G2，etc.

オペラコミックOpera Comique（01牝 Singspiel）GB・IRE１勝，愛パークＳ
‐G3 ３着
ドゥビュッシーDebussy（06 牡 Diesis）GB・FR・USA・UAE６勝，アーリント

ンミリオンＳ‐G1，ウジェーヌアダム賞‐G2，ハクスリーＳ‐G3，etc.，種牡馬
＊リリク（08牝 Iffraaj）FR１勝

オルトグラフ（16牝 ＊パイロ）２勝，なでしこ賞，越後Ｓ３着，�入着，兵
庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着

＊オペラクローク（09牝 Cape Cross）不出走
ゲイムスターターGame Starter（14� Dubawi）GB・FR３勝，Augu
st S‐L ２着

エンターテインメント Entertainment（12 牝 Halling）GB・FR１勝，Chesh
ire Oaks‐L ２着

＊ラフアラウド（13牝 Dubawi）GB４勝，プリンセスエリザベスＳ‐G3，Con
queror S‐L，Rosemary S‐L

販売申込者・所有者： 沼田 照秋＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2663
生 産 牧 場： 沼田 照秋
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

881 チェストケハーツ２０２０ �・鹿 ４／１０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスチェストケハーツ
＊ In TheWings

��
��
�アーチスト鹿 2013 Grace Note

16b
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 チュウワビーナス（09鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
トミケンスーペル（14牝栗 ＊バトルプラン）��１勝
ボールドベーカ（17牡鹿 ＊ベーカバド）出走，�地方未出走
ビッキーチャンス（19牝黒鹿 ＊ベーカバド）�地方未出走

２代母 ビワビーナス（94鹿 ＊トニービン）３勝，大倉山特別，富良野特別，天竜川特
別２着，八瀬特別２着，鳴滝特別３着
アンテヴォルテ（03牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

タガノゴールド（11牡 ゴールドアリュール）５勝，上賀茂Ｓ，摩耶Ｓ，etc.，�
�７勝�２勝�入着��，兵庫大賞典，園田金盃，兵庫大賞典３着，etc.

タガノラガッツォ（14牡 ＊ストリートセンス）入着，��13 勝，兵庫ゴールドＣ２着
ヴェラシティ（08牡 アグネスタキオン）１勝
ミコラソン（12牡 ダイワメジャー）１勝，新緑賞２着，アザレア賞３着

３代母 ＊パシフィカス（81 USA鹿 Northern Dancer）GB２勝
ビワハヤヒデ（90牡 ＊シャルード）10勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，宝塚

記念‐Jpn1，京都記念‐Jpn2，神戸新聞杯‐Jpn2，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，
年代表，優３牡，優古牡，種牡馬

ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，有馬記
念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，阪神大賞典
‐Jpn2（２回），スプリングＳ‐Jpn2，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬

ビワタケヒデ（95牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，小倉記念
‐Jpn3 ３着，若葉Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬

スペリオルパール（98牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
ラストインパクト（10牡 ディープインパクト）７勝，金鯱賞‐G2，京都大賞典

‐G2，小倉大賞典‐G3，etc.，UAE入着

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.

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

882 チュウワビーナス２０２０ 牡・栗 ３／２１

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラチュウワビーナス ＊トニービン

��
��
�ビワビーナス鹿 2009 ＊パシフィカス

13a
Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ツーソックス（05鹿 ＊ファルブラヴ）�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
オフェーリアシチー（11牝芦 アドマイヤコジーン）１勝
ミコサン（15牝栗 ディープブリランテ）�２勝��１勝

２代母 ＊ダンジグウィズウルヴス（97 USA鹿 Danzig）GB出走
ダイアモンドヘッド（03� ＊サンデーサイレンス）１勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2

２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，晩春Ｓ３着，��１勝
ウインヴェロシティ（06牡 ダンスインザダーク）３勝，香住特別
ディープデザイア（07牝 アグネスタキオン）１勝
ボンベイダック（08牝 ディープインパクト）１勝
ゲイシャギャルGeisha Gal（09 牝 アグネスタキオン）USA２勝

ウーラギャルOola Gal（15 牝 Quality Road）USA３勝，Barely Even S
‐R ２着

３代母 ストラティージクマヌーヴァー Strategic Maneuver（91 USA鹿 Cryptoclearance）
USA５勝，メイトロンＳ‐G1，スピナウェイＳ‐G1，デムワゼルＳ‐G2，スカイ
ラヴィルＳ‐G2，Florida Oaks‐L ３着
イシグル Ishiguru（98牡 Danzig）GB・FR・IRE３勝，フライイングファイヴＳ‐G3，

Belgrave S‐L，Richard H. Faught Memorial S‐L ２着，種牡馬
キャットファイター Cat Fighter（00 牝 Storm Cat）USA３勝，ラカニャーダＳ

‐G2，エルエンシノＳ‐G2 ３着，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着，etc.
タクティクムーヴTacticmove（01牝 Deputy Minister）USA出走

グッドラックガスGood Luck Gus（12� Lookin At Lucky）USA５勝，H
aynesfield S‐R，Albany S‐R，New York Breeders' Futurity‐R，etc.

ワイルキャットWile Cat（03 牝 Storm Cat）不出走
シュムース Shumoos（09牝 Distorted Humor）GB・USA３勝，サイレニアＳ

‐G3，クイーンメアリーＳ‐G2 ２着，チェリーヒントンＳ‐G2 ３着，etc.
ライネット Lynnette（08 牝 ＊ヨハネスブルグ）USA２勝

ジェニファーライネット Jennifer Lynnette（13 牝 Elusive Quality）USA・C
AN４勝，ロイヤルノースＳ‐G3，Star Shoot S‐L ２着，Zadracart
a S‐R ２着，etc.

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

883 ツーソックス２０２０ 牡・鹿 ４／２０
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

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

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightツーソックス
＊ Danzig

��
��
�ダンジグウィズウルヴス鹿 2005 Strategic Maneuver

4g
Northern Dancer S4×M4×M4 Special S4×M5

価格： 購買者：



母 ディスコルディア（12青鹿 ＊ウォーエンブレム）入着２回，�３勝��入着
初仔

２代母 アズサユミ（95黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
アルバレスト（02牡 ＊スターオブコジーン）４勝，東北Ｓ２着，渡月橋Ｓ２着，ブラ

ジルＣ２着，みちのく特別２着，遠州灘Ｓ３着，etc.
クランエンブレム（04牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，大原Ｓ，福島市制施行１００周年

記念，伏見Ｓ３着，アクアラインＳ３着，障害２勝，阪神ジャンプＳ‐JG3
ラルケット（05牝 ＊ファルブラヴ）４勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，洞爺湖特別，サ

フラン賞，スピカＳ２着，市川Ｓ３着
ステルヴィオ（15牡 ロードカナロア）�４勝，マイルＣｈＳ‐G1，スプリング

Ｓ‐G2，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，スワンＳ‐G2 ２着，京王
杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.

ヒシゲッコウ（16牡 ルーラーシップ）�３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，阿寒湖
特別，御堂筋Ｓ３着

クリーバレン（06牡 ＊シンボリクリスエス）入着４回，障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
フェイルノート（07� ＊シンボリクリスエス）３勝，阿賀野川特別２着
ムーンザムーン（14牝 ローエングリン）２勝，スイートピーＳ‐LR ３着，青島特別

３着，若竹賞３着

３代母 ファーストクラス（89栗 トウシヨウボーイ）不出走
タカオサクセス（96牝 ＊ラストタイクーン）２勝，ダリア賞‐OP ２着，芙蓉Ｓ‐OP

３着，サフラン賞
タカオルビー（00牝 ＊テンビー）５勝，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ２着，

福島民報杯‐OP ３着，新潟日報賞，etc.
タカオファースト（01牡 ＊オペラハウス）１勝，いちょうＳ‐L ３着，ひいらぎ

賞２着
フライトソング（98牝 ＊アルカング）５勝，三春駒特別，早春賞，小名浜特別，etc.
マイネルフルーク（00牡 ＊キンググローリアス）２勝，ガーベラ賞，�17 勝
シノブホマレ（01牡 タマモクロス）�７勝�１勝�入着��	
，東海ゴールドＣ

３着，六甲盃，ＭＲＯ金賞２着，etc.
マサノウイズキッド（06牡 ゴールドヘイロー）２勝，留萌特別，ＴＶ山梨杯２着，

	３勝

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

884 ディスコルディア２０２０ �・青鹿 ２／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyディスコルディア ＊サンデーサイレンス

��
��
�アズサユミ青鹿 2012 ファーストクラス

＊ダンスタイム 11c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊テレフォニカ（01 USA鹿 Distant View）GB入着２回
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（16）〕
ナムラアレグロ（07牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝
キャニオンシャイン（11牝鹿 メイショウサムソン）�１勝�３勝���
リーネアロッサ（13牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝�１勝
レソルテ（14牝栗 メイショウボーラー）�３勝��３勝
キンジトー（16牡栗 ヴィクトワールピサ）入着２回，��未出走��１勝
フラウボウ（17牝鹿 ＊ダンカーク）�	１勝�２勝
スタービート（18牡芦 ＊ダンカーク）���入着３回

２代母 コールアカウント Call Account（92 USA鹿 Private Account）USA５勝，
ファーストフライトＨ‐G2 ３着
ダイアリングトーンDialing Tone（00牝 Distant View）GB１勝

アヴェニュモンテーニュ Avenue Montaigne（12牝 Showcasing）GB・IRE
１勝，Tipperary S‐L ３着

ハンドセットHandset（04 牝 Distant View）GB・BHR２勝
ストライクバロット Strike Ballot（06 牡 Smart Strike）FR・SAU１勝
アズラグAzrag（08牡 Mizzen Mast）GB・BHR４勝

３代母 キ－ダンサ－Key Dancer（81 USA黒鹿 Nijinsky）USA６勝，マッチメイ
カーＳ‐G2，アシーニアＨ‐G3，Caltha S‐L，ベルダムＳ‐G1 ３着，レイデ
ィーズＨ‐G1 ３着，etc.

＊キーブギー（94牝 Lyphard）GB・IRE１勝，Lupe S‐L ３着
スマートロビン（08牡 ディープインパクト）６勝，目黒記念‐G2，メトロポリ

タンＳ‐L，ダイヤモンドＳ‐G3 ３着，etc.，種牡馬

４代母 キーパートナーKey Partner（76 USA黒鹿 Key to the Mint）USA２勝
［孫］ ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，

ヴィクトリアマイル‐Jpn1，etc.，USA・HKG１勝，キャッシュコー
ルＳ‐G3，etc.，優３牝，優古牝

ダンスパートナー（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，オークス‐Jpn1，
エリザベス女王杯‐Jpn1，京阪杯‐Jpn3，etc.，FR・HKG入着，優３
牝，優古牝

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

885 テレフォニカ２０２０ 牡・鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊

ディスタントヴュー Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Distant View Seven Springsテレフォニカ コールアカウント Private Account

��
��
�Call Account鹿USA 2001 Key Dancer

7
Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 テールバインダー（07鹿 ＊カコイーシーズ）�７勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
リュウワンゴーゴー（14牡黒鹿 スウィフトカレント）��１勝��入着６回
キングドンドルマ（15牡青鹿 ブラックタキシード）�１勝
ピエールサンデー（16牝黒鹿 タニノギムレット）��１勝�入着２回
サンドジョーカー（17牡鹿 スマートファルコン）�	５勝
パラティッシ（18牡鹿 タイムパラドックス）���入着３回

２代母 ビーフレグラント（02鹿 ダイタクヘリオス）�１勝��
ピエールタイガー（08牡 ＊カコイーシーズ）�４勝��９勝
入着	，マイルＧＰ，マ

イルＧＰ２着，川崎マイラーズ２着，サンタアニタＴ２着，船橋記念３着，etc.
ハンドスター（09牝 ＊パラダイスクリーク）�１勝�１勝

カステヘルミ（16牝 ブラックタイド）２勝，ＳＴＶ杯２着
ピクトルテソーロ（18牡 ＊シンボリクリスエス）�１勝

３代母 コンサートダイナ（82栗 ＊ハンターコム）出走
コンサートボーイ（92牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��８勝，帝王賞‐Jpn1，東京大

賞典‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
ブルーダイナ（01牝 ＊カコイーシーズ）��２勝

タイムビヨンド（12牝 タイムパラドックス）入着，�９勝��１勝
入着２回，
クイーン賞‐Jpn3 ３着，道営記念，ノースクイーンＣ，etc.

ブルーウィザード（13牡 ＊トワイニング）���５勝�８勝
�，園田ジュニア
Ｃ２着

４代母 ＊コンサーテイスト（71 GB栗 Supreme Sovereign）不出走

５代母 チャムボード Chambord（55 GB栗 Chamossaire）GB４勝，Royal Standar
d S，Newmarket Oaks，ヨークシャーオークス３着，パークヒルＳ２着
［子］ カロ Caro（67牡 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，仏２０００ギニー，イスパー

ン賞，ガネー賞，etc.，種牡馬
［孫］ ディクティナDictina（81牝 ＊デイクタス）USA４勝，パカラップＳ‐G3，

Grassland H‐L，オーキッドＨ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

886 テールバインダー２０２０ 牡・鹿 ３／１３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�カコイーシーズ Careless Notionテールバインダー ダイタクヘリオス

��
��
�ビーフレグラント鹿 2007 コンサートダイナ

＊コンサーテイスト 3o
Raise a Native S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ダイワデッセー（09栗 スペシャルウィーク）２勝，フローラＳ‐G2 ３着，障害１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アンジュミノル（17牝鹿 ルーラーシップ）��２勝�入着２回�
ヒートヘイズ（18牡鹿 ロードカナロア）出走，�地方未出走

２代母 ダイワエンジェル（00栗 ＊タイキシャトル）入着２回
ダイワアセット（07牡 スペシャルウィーク）２勝，寒竹賞２着，葉牡丹賞３着
ダイワストリーム（10牝 ダイワメジャー）３勝，スイートピーＳ‐LR ３着，カーネ

ーションＣ
ダイワブレス（11牝 ダイワメジャー）１勝
ダイワプロパー（12牝 ダイワメジャー）３勝，立待岬特別２着，高尾特別３着，柏

崎特別３着
サトノマイヒメ（13牝 ダイワメジャー）１勝
レーヌミノル（14牝 ダイワメジャー）３勝，桜花賞‐G1，小倉２歳Ｓ‐G3，阪神ジ

ュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐G2 ２着，etc.

サトノプライド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，樅の木賞３着

３代母 プリンセススキー（85鹿 ＊ロイヤルスキー）２勝，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
ジャパンスキー（91牡 ヤマニンスキー）５勝，稲荷特別，有松特別２着
フサイチヒロシ（93牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，シリウスＳ‐Jpn3 ３着，大原

Ｓ，仲秋Ｓ，etc.
セゾンコンチェルト（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，露草賞２着，十和田湖

特別３着，唐津特別３着

４代母 ギフトプリンセス（76鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ マキシムプリンス（88牡 サクラシンゲキ）３勝，下北半島特別，甲東特別

２着，原町特別２着，etc.
［孫］ コスモリアライズ（98牡 ＊パラダイスクリーク）１勝，�１勝�２勝��，

兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3
ウエスタンローレル（04牡 サクラローレル）��３勝，東京湾Ｃ
ベルグエイシ（93牡 ＊マークオブディスティンクション）３勝，相川特別
２着，糸魚川特別２着，湘南特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

887 ダイワデッセー２０２０ 牡・栗 ４／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールダイワデッセー ＊タイキシャトル

��
��
�ダイワエンジェル栗 2009 プリンセススキー

＊プリンセスリタ 2c
Halo M4×S5×M5 Ballade S5×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワネーブル（13青鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ユウシンイモン（19牡黒鹿 ホッコータルマエ）���出走

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

３代母 ＊オエノセラ（90 IRE栗 Night Shift）FR・IRE・GER３勝，Robert Pferdmeng
es‐Rennen‐L，ノイス牝馬賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ３着
プリムローズイヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）入着，�１勝

フェータルローズ（09牝 タニノギムレット）３勝，太宰府特別，野分特別２着，
西海賞３着，etc.
テンハッピーローズ（18牝 エピファネイア）�２勝，アルテミスＳ‐G3 ３
着，サフラン賞２着

サンドロップ Sundrop（01牝 ＊サンデーサイレンス）GB・USA４勝，プリンセス
エリザベスＳ‐G3，カーディナルＨ‐G3，Severals S‐L，etc.
クエンチングQuenching（10牝 Street Cry）FR１勝
クワイエトタイムズQuiet Times（17 牝 Reliable Man）�FR・UAE２
勝，P. Montenica‐L，P. Miss Satamixa‐L ２着

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

ネイチャ－ズカラーズNature's Colors（16 牡 Poet's Voice）�FR３勝，P.
Altipan‐L

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

下鴨Ｓ３着

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

888 ダイワネーブル２０２０ �・黒鹿 ２／１９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケダイワネーブル ＊ブライアンズタイム

��
��
�ユノブラウニー青鹿 2013 ＊オエノセラ

2f
Mr. Prospector S4×S5 Hail to Reason M5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ダイヤインザラフ（14黒鹿 スマートファルコン）１勝
初仔

２代母 スーパーラヴァー（02黒鹿 Silver Deputy）入着
サマーコード（07牝 スターリングローズ）２勝，なずな賞３着

ハングリーベン（14牡 ＊ベーカバド）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，花のみちＳ，な
でしこ賞，２０１７フェアウェルＳ２着，etc.，���出走�入着，兵庫ジュ
ニアＧＰ‐Jpn2 ２着

ゲームチェンジャー（15牡 ロジユニヴァース）１勝
ムーンアミュレット（08牝 ＊ムーンバラッド）�２勝
タキノイチバンボシ（09牡 レギュラーメンバー）��１勝�入着４回
ヒワノスーパー（11牡 ＊ルールオブロー）�２勝�５勝��，イノセントＣ３着
ヒワノランニング（12牡 ＊ファスリエフ）�２勝��４勝
ケイツーキナ（17牝 ロジユニヴァース）�３勝，三陸特別

３代母 ＊サウスオードリー（96 USA青鹿 Gulch）FR・USA１勝

４代母 マダムノースMadamNorth（88 CAN鹿 Halo）不出走
［孫］ リヴァークロッシング River Crossing（08� Caesour）SAF７勝，Ｊ＆

ＢステイヤーズＨ‐G2，ロンズデイルスティラップＣ‐G3，チェアマ
ンズＣ‐G3 ２着

［曾孫］ コールミーワイルド Call MeWild（03� Caller I. D.）USA７勝，D
anzig S‐R

５代母 レイズザスタンダードRaise the Standard（78 CAN鹿 Hoist the Flag）不出走
［孫］ クードジェニー Coup de Genie（91 牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA

４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，etc.
マキアヴェリアンMachiavellian（87 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE
４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，P. Djebel‐L，etc.，
種牡馬

エグジットトゥノーホエア Exit to Nowhere（88 牡 Irish River）GB・F
R・USA４勝，ジャックルマロワ賞‐G1，エドモンブラン賞‐G3，ミ
ュゲ賞‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

889 ダイヤインザラフ２０２０ 牡・鹿 ２／２０

＊

＊
＊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

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブダイヤインザラフ Silver Deputy

��
��
�スーパーラヴァー黒鹿 2014 ＊サウスオードリー

2d
Deputy Minister M4×S5 Halo M5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 チリペッパー（11鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
リュウジン（16牡黒鹿 ＊モンテロッソ）��入着３回�２勝��１勝�
オオゴンノユメ（17牝黒鹿 ＊モンテロッソ）���入着

２代母 ＊チリースタート（98 IRE 鹿 Caerleon）不出走
ジョワイユ（14牝 ＊パイロ）２勝

３代母 スノーブライド Snow Bride（86 USA栗 Blushing Groom）GB・FR５勝，
英オークス‐G1，ミュージドラＳ‐G3，プリンセスロイヤルＳ‐G3，Danepak
Bacon S‐L

＊ラムタラ（92牡 Nijinsky）GB・FR４勝，英ダービー‐G1，凱旋門賞‐G1，Ｋジョ
ージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬

カムターラ Kammtarra（93 牡 Zilzal）GB・USA・UAE４勝，Sheikh Maktoum
Al Maktoum Challenge R3‐L，Sheikh Maktoum Al Maktoum Challenge R
1‐L，種牡馬

ハルターラ Haltarra（94 牡 Zilzal）GB・UAE４勝，Newmarket S‐L ２着
サイターラ Saytarra（96 牝 Seeking the Gold）GB・FR２勝，オマール賞‐G3
カイスQais（00 牡 Seeking the Gold）USA・UAE４勝，ゴドルフィンマイル‐G2

２着，Burj Nahaar‐L ３着，Coronado's Quest S‐R ３着，種牡馬
アビシェーカ Abhisheka（03牝 Sadler's Wells）GB・UAE３勝，Balanchine S

‐L ２着
イソップスフェイブルズ Aesop's Fables（09 牡 Distorted Humor）GB・FR

・UAE２勝，ジャンプラ賞‐G1，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ２着，P.
Roland de Chambure‐L ２着，etc.

コンコルディアConcordia（06 牝 Pivotal）FR１勝
ポーラライゼイション Polarisation（12� Echo of Light）GB・AUS６勝，

ＡＴＣシドニーＣ‐G1

４代母 アワーシフ Awaasif（79 CAN鹿 Snow Knight）GB・FR・ITY・USA４勝，
ヨークシャーオークス‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，凱旋門賞‐G1 ３着

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885

890 チリペッパー２０２０ 牡・黒鹿 ３／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジチリペッパー
＊ Caerleon

��
��
�チリースタート鹿 2011 Snow Bride

22b
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 トウカイセレッソ（09青鹿 キングカメハメハ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
ギンザモヒート（15牝黒鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝��
フォルトゥーレ（16�芦 キャプテントゥーレ）��３勝��４勝
サンマルセレッソ（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）�１勝

２代母 トウカイティアラ（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ‐OP
２着，忘れな草賞‐OP ２着，飛鳥Ｓ，初夢賞，クリスマスキャロルＨ２着，etc.
トウカイフラッグ（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，九十九島特別２着
トウカイアワード（04牝 ＊コマンダーインチーフ）２勝，国東特別，夕月特別３着
トウカイポプリ（05牝 ＊タイキシャトル）２勝

トウカイパシオン（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�３勝，浦安特別３着
トウカイセレブ（06牝 キングカメハメハ）２勝

トウカイシュテルン（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，春待月賞３着
トウカイレジーナ（07牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，��２勝
トウカイベルタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走

ハルクンノテソーロ（14牡 ＊ファスリエフ）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，青竜
Ｓ‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着（２回），銀蹄Ｓ２着，麦秋Ｓ３着，etc.，障害１勝

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

３代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
トウカイテイオー（88牡 シンボリルドルフ）９勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，産經大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，
優３牡，優父内，特別賞，種牡馬

トウカイテネシー（94牝 シンボリルドルフ）２勝，陸奥湾特別，高山特別２着，臥
牛山特別２着
トウカイメガミ（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着
ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�２勝，神戸新聞杯‐G2 ３着

トウカイオーザ（97牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，大阪―ハ
ンブルクＣ‐L，小倉記念‐Jpn3 ２着，etc.

トウカイエリート（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，日経新春杯‐G2 ２着，ステ
イヤーズＳ‐Jpn2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948

891 トウカイセレッソ２０２０ �・黒鹿 ３／２０

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファストウカイセレッソ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ青鹿 2009 トウカイナチユラル

＊星友 19b
Nureyev S3×M5 Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M4
Halo M4×S5
価格： 購買者：



母 トヨサンハッピー（04栗 ＊マリエンバード）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ハッピーロード（11�栗 サンライズペガサス）１勝
チョーハッピー（12牡栗 サンライズペガサス）入着，�６勝
ポノ（17牝栗 カネヒキリ）���２勝
バリブラック（19牡栗 カレンブラックヒル）��１勝

２代母 スーパーソニック（91栃栗 ハギノカムイオー）入着２回，�２勝
トヨサンランラン（97牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）２勝

トヨサンラッキー（04牝 ＊コマンダーインチーフ）�４勝
テンショウランラン（10牝 カルストンライトオ）�１勝

３代母 ミステイブーン（83鹿 タケシバオー）１勝
キューティハート（88牝 リードホーユー）４勝，水無月Ｓ，赤穂特別，垂水Ｓ２着，etc.

カルテット（98牝 トウカイテイオー）	１勝
ミルキーサウンド（00牡 ＊ラストタイクーン）�１勝
マナミ（02牝 ウイニングチケット）
３勝���

エキサイトボーイ（89牡 ＊サンシー）��１勝�入着	
トヨサンブランド（94牡 ミスターシービー）３勝，障害１勝
シンコーキミー（98牝 ＊スターオブコジーン）出走

ハートランドノリカ（05牝 ＊マリエンバード）１勝，伏拝特別，仲春特別３着，
�２勝

４代母 リキフジヤス（72鹿 ＊ヴイミー）��７勝
［子］ リキマナード（85牡 ＊マナード）３勝，積丹特別，etc.，�１勝�10 勝�８

勝１勝，サラブレッド大賞典，開設記念，etc.
リードフォーカス（84牡 ＊ダンサーズイメージ）１勝
ナカフジオー（82牡 ＊キヤタオラ）１勝
ミサトタイヨウ（80牡 ＊トンピオン）��３勝
マルヨシゴールド（79牡 ＊ボンモー）�２勝

５代母 フリツメイジ（64黒鹿 ヒカルメイジ）不出走
［子］ トキワフリツ（71牝 ＊ルカンテイリアン）��６勝

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

892 トヨサンハッピー２０２０ 牡・栃栗 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�マリエンバード ＊マリエンバドトヨサンハッピー ハギノカムイオー

��
��
�スーパーソニック栗 2004 ミステイブーン

＊シルバーバツトン 4g
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ドリーミートーツ（10青鹿 ジャングルポケット）入着
〔産駒馬名登録数：３〕
レジャンドローズ（18牝鹿 モーリス）��出走

２代母 ローズバド（98青 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，
マーメイドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ２着，エリザベス女
王杯‐Jpn1 ２着，etc.
ローザブランカ（05牝 ＊クロフネ）３勝，都井岬特別

バンゴール（12牝 キングカメハメハ）５勝，長岡Ｓ，ＴＶ山梨杯，石和特別，
調布特別２着，湯浜特別２着，etc.

トレジャートローヴ（13牡 ＊ハービンジャー）３勝，精進湖特別２着，魚沼特別２
着，太宰府特別２着，鎌ケ谷特別３着，城崎特別３着，���出走�出走

フォースライン（14牡 ＊ワークフォース）４勝，是政特別，桃山Ｓ３着，白川郷
Ｓ３着，指宿特別３着

ロサグラウカ（15牝 ルーラーシップ）４勝，グレイトフルＳ，水仙賞，迎春Ｓ２着
ローズリパブリック（06� ＊クロフネ）２勝
ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日杯フュー

チュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，神戸新聞杯‐G2，東スポ杯２歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優２牡，種牡馬

ローゼンケーニッヒ（09牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，三木特別，仲春特別２着
ロゼリーナ（13牝 キングカメハメハ）２勝

３代母 ロゼカラー（93鹿 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋華賞
‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬
Ｓ‐Jpn1 ５着
ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京記念‐G3，

毎日杯‐Jpn3，etc.
ローズプレステージ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，京

都２歳Ｓ‐L ２着，清滝特別３着

４代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）FR１勝
［子］ ロサード（96牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー‐Jpn2，小倉

記念‐Jpn3（２回），京阪杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 前川 勝春＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3832
生 産 牧 場： 前川 勝春
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

893 ドリーミートーツ２０２０ �・黒鹿 ５／ ６
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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマードリーミートーツ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ローズバド青鹿 2010 ロゼカラー

＊ローザネイ 1w
トニービン S3×M3 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイユニバース（07鹿 ダンスインザダーク）��４勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グレートセブン（18牡鹿 ＊スクワートルスクワート）��１勝

２代母 トウカイテネシー（94鹿 シンボリルドルフ）２勝，陸奥湾特別，高山特別２着，
臥牛山特別２着
トウカイサプライズ（01牡 ＊アフリート）１勝，��３勝
トウカイメガミ（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着

クラークキー（14牡 ルーラーシップ）４勝，調布特別
エスターテ（15牝 ＊ベーカバド）４勝，セプテンバーＳ，国立特別，ＴＶｈ杯３

着，雲雀Ｓ３着
ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�２勝，神戸新聞杯‐G2 ３着

３代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
トウカイスバル（87� ニホンピロウイナー）５勝，帆柱山特別，ジュライＳ２着，etc.，

�５勝�入着�，中津桜花賞
トウカイテイオー（88牡 シンボリルドルフ）９勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，産經大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，
優３牡，優父内，特別賞，種牡馬

トウカイティアラ（96牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，カーネーションＣ‐OP ２着，
忘れな草賞‐OP ２着，飛鳥Ｓ，etc.
トウカイベルタ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）不出走
ハルクンノテソーロ（14牡 ＊ファスリエフ）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２
着，青竜Ｓ‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着（２回），etc.，障害１勝

トウカイオーザ（97牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，大阪―ハ
ンブルクＣ‐L，小倉記念‐Jpn3 ２着，etc.

トウカイエリート（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，日経新春杯‐G2 ２着，ステ
イヤーズＳ‐Jpn2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

４代母 トウカイミドリ（77鹿 ＊フアバージ）１勝
［子］ トウカイローマン（81牝 ＊ブレイヴエストローマン）５勝，オークス

‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，新潟大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2700
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

894 トウカイユニバース２０２０ �・鹿 ４／２３

＊

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 ＊ダンシングキイトウカイユニバース シンボリルドルフ

��
��
�トウカイテネシー鹿 2007 トウカイナチユラル

＊星友 19b
Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 トーアハナノマイ（09鹿 ＊タップダンスシチー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ゴールドシチー（14�黒鹿 ゴールドアリュール）�２勝
トリップダンサー（19牡栗 ディープスカイ）�未出走

２代母 ＊フローラルマジック（85 USA黒鹿 Affirmed）USA６勝，Los Altos H‐LR，
Puget Sound H２着，サンタイネスＳ‐G3 ３着，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，ＡＪＣＣ‐Jpn2，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.，
種牡馬

ジェイドマジック（94牝 ＊ジェイドロバリー）２勝
グリーンプレゼンス（95牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）２勝，若葉Ｓ‐OP，紫野特別２着
ナリタトップロード（96牡 サツカーボーイ）８勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，

京都大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，阪神大賞典‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
種牡馬

フローラルグリーン（98牝 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，常陸特
別，なにわＳ３着，ハッピーエンドＣ３着
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイラ

ンドＳ‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，マイラーズＣ‐G2 ３着，安田記念
‐G1 ４着，etc.

ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，
タンザナイトＳ‐OP ３着，白秋Ｓ，晩春Ｓ，etc.，�地方未出走

レンデフルール（04牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，有田特別２着，郡山特別２着，
伏拝特別２着，喜多方特別３着，萌黄賞３着

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

３代母 レアレイディRare Lady（74 USA黒鹿 Never Bend）USA１勝
マジカルアルアーMagical Allure（95 牝 General Meeting）USA７勝，ラブレア

Ｓ‐G1，レイディズシークレットＨ‐G2，C.E.R.F. S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲フローラル＝東京都杉並区 �090-5212-2573
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

895 トーアハナノマイ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceトーアハナノマイ
＊ Affirmed

��
��
�フローラルマジック鹿 2009 Rare Lady

18
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ドナメジャー（09栗 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
クリノイコライザー（17�栗 ＊プリサイスエンド）�１勝
クリノハーベスト（18牡鹿 ＊ケイムホーム）�出走

２代母 メイショウマキバコ（95鹿 ヤマニンゼファー）２勝
ドンクール（02牡 ジェニュイン）４勝，�２勝�１勝����入着４回，兵庫Ｃｈ

Ｓ‐Jpn2，名古屋大賞典‐Jpn3，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1
３着，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ３着，etc.

ドナラーク（03牝 ＊スキャン）１勝
ドナプレミア（04牝 ＊スキャターザゴールド）２勝

ドンアルフォンス（12牡 ダンスインザダーク）１勝，障害１勝
ドンサルート（05牡 ＊ブラックホーク）�３勝
ローレルマキバオー（08牡 ＊クロフネ）入着，	１勝
ワンダーブライド（10牝 ゴールドアリュール）�８勝
ワイエムポーター（11牡 ゴールドアリュール）�２勝�５勝
ミスロンリーハーツ（12牝 メイショウサムソン）�５勝

３代母 メイショウサユリ（86鹿 ＊ラツキーソブリン）３勝，伊達特別，勿来特別，柳
川特別２着，本宮特別２着，千種川特別３着，etc.
メイショウワカシオ（94牡 ＊モガンボ）３勝，障害４勝，京都ジャンプＳ‐JG3，中

山大障害‐JG1 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ２着，etc.

４代母 ＊フアビユリシマ（71 FR栗 Le Fabuleux）不出走

５代母 ＊ラシアマード（65 FR鹿 Blockhaus）FR出走
［孫］ ダイナセンチユリー（82牝 ＊ノーザンテースト）４勝，バレンタインＳ，

水戸特別，若水特別２着
トロピカルダイナ（78牝 ＊ノーザンテースト）３勝，うぐいす賞
グレイトビクトリ（84牡 ＊ロンバード）２勝，ひめさゆり賞，障害１勝
シンセイボールド（85牡 ＊ボールドリツク）２勝，豊前特別３着

［曾孫］ チアズセンチュリー（89牡 ＊ノーリユート）５勝，ストークＳ，熱田特別，
淡路特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109
生 産 牧 場： ㈲日西牧場
飼 養 者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109

896 ドナメジャー２０２０ 牡・栗 ４／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケドナメジャー ヤマニンゼファー

��
��
�メイショウマキバコ栗 2009 メイショウサユリ

＊フアビユリシマ 7
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ナイトオブドバイ（08 IRE 鹿 Lord of England）GER・ITY１勝，ディアナトラ
イアル‐G2 ３着，P. des Union Gestuts‐L ３着
〔産駒馬名登録数：５〕
レッドレイル（16�黒鹿 ディープインパクト）�入着３回，磐梯山特別（芝 2600）

２着，萬代橋特別（芝 2400）２着
ヨルノトバリ（17牝鹿 スピルバーグ）��入着 10回
ナックドバイ（19牡鹿 スピルバーグ）�未出走

２代母 ナイトウーマンNightWoman（98 GER芦 Monsun）GER４勝，Frankfu
rter Stutenpreis‐L ２着
ナイトプリンスNight Prince（05 牡 Dashing Blade）FR・GER４勝，Dallmay

r Prodomo‐Trophy‐L ２着
＊ナイトマジック（06牝 Sholokhov）FR・GER・ITY７勝，バーデン大賞‐G1，独オ

ークス‐G1，バーディシェンウンターネーメン大賞‐G2，ハウプトシュタット
レギオーン大賞‐G2，ユングハインリヒフォークリフト大賞‐G3，etc.
フォイヤーヴェルク（13牡 ディープインパクト）�４勝，琵琶湖特別，萬代橋

特別，荒川峡特別，睦月賞２着，etc.，障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3
アルミレーナ（14牝 ディープインパクト）３勝，三面川特別２着，稲城特別２

着，弥彦特別３着，ＴＶ山梨杯３着
ノチェブランカ（15牝 ディープインパクト）３勝，潮来特別，磐梯山特別，日

本海Ｓ２着，グリーンＳ３着，睦月賞３着
ブラックマジック（17牡 ディープインパクト）�４勝，迎春Ｓ，南武特別，新

緑賞，グレイトフルＳ３着
グレートマジシャン（18牡 ディープインパクト）�２勝，毎日杯‐G3 ２着，日

本ダービー‐G1 ４着，セントポーリア賞
ナイトウィッシュNightWish（10牡 Sholokhov）FR・GER・ITY５勝，ヴィシー

大賞‐G3，G.P. Aufgalopp‐L，オイロパ賞‐G1 ３着，バーデン大賞‐G1
３着，ゲルリンク賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ナイトミュージックNight Music（13 牝 Sea The Stars）FR・GER・ITY７勝，
ミラノ大賞‐G2，フェデリコテシオ賞‐G2，P. Paolo Mezzanotte‐L
（２回），伊ジョッキークラブ大賞‐G2 ３着

３代母 ノヴェーカNoveka（87 GER芦 Kalaglow）GER３勝

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

897 ナイトオブドバイ２０２０ 牡・黒鹿 ２／ ２

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊

ロードオヴイングランド Dashing Blade

�
�
�
�
�

��
��

�Lord of England Loveriaナイトオブドバイ ナイトウーマン Monsun

��
��
�NightWoman鹿IRE 2008 Noveka

4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 タケノビワ（12黒鹿 ＊ブライアンズタイム）��７勝
本馬の他に産駒あり

２代母 シルキーリリー（05栗 ＊ティンバーカントリー）�５勝
フォールティテール（11牡 ＊プリサイスエンド）２勝
ジージトガンカイ（13牝 タニノギムレット）�１勝�６勝
バンダイクブラウン（14牝 ＊タイキシャトル）入着，�４勝��５勝�，加賀友禅賞
クワイエットナウ（16牝 ナカヤマフェスタ）��４勝

３代母 ビワナタシュカ（94鹿 Time for a Change）２勝
シルキーアゲイン（01牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，矢車賞３着

ドンローズ（12牝 ＊プリサイスエンド）�２勝��入着２回，リリーＣ３着
シルクシルエット（02牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

シゲルサクランボ（09牝 アドマイヤジャパン）１勝，�３勝，周防灘賞，玄界
灘賞２着，大淀川賞３着，etc.

４代母 ＊バウンドトゥダンス（86 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ シルクプリマドンナ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，オークス‐Jpn1，

桜花賞‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
モエレアドミラル（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，アクアラインＳ，etc.，
�５勝，北海道２歳優駿‐Jpn3，サンライズＣ

［孫］ パフォーマプロミス（12牡 ステイゴールド）８勝，ＡＲ共和国杯‐G2，日
経新春杯‐G2，鳴尾記念‐G3，etc.

フラムドグロワール（10牡 ダイワメジャー）２勝，いちょうＳ‐LR，ＮＨ
ＫマイルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着，etc.

ネオルミエール（12牡 ネオユニヴァース）１勝，いちょうＳ（重賞）‐L ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着

グランプリブラッド（09牡 ディープインパクト）５勝，梅田Ｓ，早鞆特別，etc.，
�３勝��	入着２回，道営記念，etc.

ラストプリマドンナ（15牝 ダイワメジャー）２勝，クリスマスローズＳ
‐OP ２着，黄梅賞２着

アドマイヤミリオン（04牡 ＊ウォーエンブレム）４勝，ＴＶ静岡賞，不知
火特別

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

898 タケノビワ２０２０ 牡・鹿 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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayタケノビワ ＊ティンバーカントリー

��
��
�シルキーリリー黒鹿 2012 ビワナタシュカ

＊バウンドトゥダンス 13c
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナムラジュエル（08栗 マーベラスサンデー）３勝，妙高特別（Ｄ1200），大阪スポ
ーツ杯（Ｄ1400）３着，越後Ｓ（Ｄ1200）３着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ディーズファンシー（16牝栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝，��入着�１勝�入着�
プチトリアノン（18牝鹿 キズナ）�地方未出走
ナムラジュリア（19牝栗 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ネクストタイム（95栗 ＊アフリート）不出走
トップザフェラーリ（99牡 タマモクロス）�１勝
タマモディスタイム（00牡 ダンスインザダーク）３勝，甲斐路特別３着，障害１勝
ナムラスピード（03牡 サクラバクシンオー）４勝，四国新聞杯，上賀茂Ｓ２着，�

１勝�	
ナムラタイタン（06牡 ＊サウスヴィグラス）９勝，武蔵野Ｓ‐G3，オアシスＳ‐LR，

オアシスＳ‐L，欅Ｓ‐L，コーラルＳ‐L，etc.，�12 勝�入着�	，種牡馬
ナムラタイショウ（10
 アドマイヤジャパン）�10 勝�２勝
エストレーモシチー（16牡 レッドスパーダ）�出走，�３勝�	

３代母 ＊ジャビラバ（89 CAN栗 Majestic Light）USA１勝
タオルミーナ（00牝 ＊タイキシャトル）�７勝

ハートイズハート（13牡 アンライバルド）２勝，湯沢特別，飛竜特別３着
ハセノダンディ（01牡 ＊ラムタラ）３勝，檜山特別３着

４代母 ＊コマーズ（83 CAN鹿 Danzig）USA１勝
［子］ スターリングローズ（97牡 ＊アフリート）11勝，�１勝�	１勝�１勝�

入着３回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn2，兵庫ゴール
ドＴ‐Jpn3，etc.，種牡馬

ゴールデンジャック（91牝 ＊アフリート）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ２着，etc.

［孫］ サイドワインダー（98牡 ＊トニービン）８勝，関屋記念‐Jpn3，京都金杯
‐Jpn3，京阪杯‐Jpn3，etc.

シルククルセイダー（03牡 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，関越Ｓ‐L，内
外タイムス杯，北総Ｓ，etc.，�２勝�	

販売申込者・所有者： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436
生 産 牧 場： ㈲野坂牧場
飼 養 者： ㈲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

899 ナムラジュエル２０２０ 牡・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーナムラジュエル ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2008 ＊ジャビラバ

1e
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナリタシルエット（07黒鹿 フジキセキ）３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
プリンセスライン（14牝栗 ＊パイロ）�５勝��
クロフネシルエット（17牡芦 ＊クロフネ）入着２回，�地方未出走
コウキ（19牡栗 エピファネイア）�未出走

２代母 ナリタレインボウ（00鹿 ＊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
ナリタフェニックス（09牡 スペシャルウィーク）�１勝�５勝�
ナリタアルテミス（10牝 ネオユニヴァース）�３勝�

３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，etc.，種牡馬

４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
［子］ 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

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.

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

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

［孫］ 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

［曾孫］ 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.

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

900 ナリタシルエット２０２０ �・青鹿 ３／１８
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーナリタシルエット ＊アフリート

��
��
�ナリタレインボウ黒鹿 2007 オオシマルチア

＊ボニーナンシー 10b
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 ナリタトップスター（14黒鹿 ディープインパクト）�１勝
初仔

２代母 ＊ウェイクアップマギー（03 IRE 鹿 ＊ザール）GB・IRE・USA６勝，オークト
リーＳ‐G3，チャートウェルフィリーズＳ‐G3，Adoration H‐R，チヴァリ
ーパークＳ‐G1 ２着，ハリウッドバヤコアＨ‐G2 ３着，etc.
エイシンライアン（10牡 Smart Strike）４勝，リボン賞
スペランツァデーア（11牝 マンハッタンカフェ）２勝，西海賞２着，湯川特別３着
タケルワールド（12牡 ダイワメジャー）��１勝�入着
ハギノアップロード（16牡 ブラックタイド）�２勝，コスモス賞‐OP ３着，茶臼山

高原特別２着，福寿草特別２着，境港特別３着，熱田特別３着
リュクスフレンド（18牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 カラゴールドKalagold（95 IRE 栗 Magical Strike）IRE１勝
シェイディヌック Shady Nook（00牝 Key of Luck）IRE 障害出走

シティダズラーCity Dazzler（09 牝 Elusive City）GB・IRE入着２回
スパニッシュエインジェル Spanish Angel（17� Gutaifan）�GB２勝

ラーチ Larch（12牝 Acclamation）GB１勝
ホイスパードドリームWhispered Dream（16牡 Alhebayeb）�ITY２勝

カラバンガKalabunga（04牝 Val Royal）IRE 入着２回
サイヤハンバ Siyahamba（14� Helmet）�GB１勝

スターアライアンス Star Alliance（08� Dalakhani）GB１勝
ダイアーストレイツDire Straits（11� Teofilo）GB１勝，GB障害２勝

４代母 ショーイングスタイル Showing Style（84 IRE 栗 ＊パドスール）不出走

５代母 エンブステーラEmbustera（78 GB栗 Sparkler）GB１勝
［子］ ゴージャスストライクGorgeous Strike（83 牡 Hello Gorgeous）GB・F

R・NOR４勝，G.P. Conseil Generl des Alpes‐Maritimes‐L，
Oslo Cup‐L ２着，ジョンポーターＳ‐G3 ３着，etc.

フレイミングエンバー Flaming Ember（95 牡 Fayruz）GB・GER・NO
R・SWE・DEN８勝，Woodcote S‐L ３着，Klampenborg St
ore Sprint‐L ３着

販売申込者・所有者： 北海道静内農業高等学校＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2101
生 産 牧 場： 北海道静内農業高等学校
飼 養 者： 北海道静内農業高等学校＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2101

901 ナリタトップスター２０２０ 牡・栗 ４／１９

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアナリタトップスター
＊

＊ザール

��
��
�ウェイクアップマギー黒鹿 2014 Kalagold

31
Danzig S4×M5 Sir Ivor S5×M5

価格： 購買者：



母 ナロウゲート（12栗 ＊フォーティナイナーズサン）�４勝
本馬の他に産駒あり

２代母 エスタブリッシュ（04黒鹿 ＊タイキシャトル）入着，�１勝
ナーゴナーゴハツエ（11牝 ネオユニヴァース）�５勝�４勝

３代母 インディペンデンス（95黒鹿 A.P. Indy）３勝
サンビーム（08牡 ネオユニヴァース）３勝，清滝特別，梅花賞

４代母 ＊インディアリングクオリティ（91 USA黒鹿 Danzig）不出走
［子］ ジョリーズシンジュ Jolie's Shinju（05 牝 ＊ジョリーズヘイロー）AUS・S

IN９勝，Singapore Derby‐L，Patrons' Bowl‐L，Singap
ore Derby Trial‐L，etc.

シマノショウグン（96� ウイニングチケット）３勝，嵯峨野特別３着，筑
前特別３着

［孫］ フォーマリティ Formality（14 牝 Fastnet Rock）AUS５勝，ＮＳＷタッ
ツフュリアスＳ‐G2，ＡＴＣシルヴァーシャドーＳ‐G2，ＭＲＣチェ
アマンズＳ‐G3，etc.

５代母 ソーインディアリング So Endearing（78 USA鹿 Raise a Native）USA１勝
［子］ クオリファイQualify（84 牡 Danzig）USA２勝，デルマーフュチュリティ

‐G1，ＢＣジュヴェナイル‐G1 ２着，ノーフォークＳ‐G1 ４着，etc.
［孫］ ノトライエティNotoriety（93� Affirmed）USA12 勝，ジャイプールＨ‐G3，

ボーリンググリーンＨ‐G2 ３着，アップルトンＨ‐G3 ２着，etc.
マイニューレイディMy New Lady（06牝 Your Eminence）USA８勝，
Ma Kettle S‐L

デュバイディスティンクションDubai Distinction（05� E Dubai）US
A16 勝，Eillo S，Parlay Me S３着

［曾孫］ ピサノクウカイ（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，プリンシパルＳ‐L，
白富士Ｓ‐L ２着，冬至Ｓ，etc.

チェブレキ Cheburek（15 牡 Sidney's Candy）�ARG６勝，P. Lord A
t War H‐L ２着，P. Asociacion Argentina de Fomento Equino
‐L ２着，P. Rio de La Plata‐L ３着

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

902 ナロウゲート２０２０ 牡・栗 ５／１０

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormエスケンデレヤ アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2007 Altair

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoナロウゲート ＊タイキシャトル

��
��
�エスタブリッシュ栗 2012 インディペンデンス

＊インディアリングクオリティ 1s
Seattle Slew S3×M5 Northern Dancer S5×S5 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 ニケ（09黒鹿 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
スルツエイ（15�栗 ＊フレンチデピュティ）�４勝
ギフテッド（17牝青鹿 フェノーメノ）�１勝
ハングタイム（18牡栗 ＊ロードアルティマ）��３勝

２代母 ＊ナイツエンド（01 AUS鹿 ＊エンドスウィープ）AUS入着２回
ナイトマンNight Man（06� Mossman）AUS４勝
ラシェネガ（11牝 ＊シニスターミニスター）�４勝
スリラーインマニラ（13� ＊キンシャサノキセキ）４勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，��９

勝�入着２回���，建依別賞，黒潮スプリンターズＣ３着
コスモアリオーゾ（14牡 フリオーソ）�１勝��５勝
アントニウス（17牡 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝�

３代母 メッセンジャーミスMessenger Miss（96 USA鹿 ＊デインヒル）GB出走
ワードWerd（04� Hussonet）AUS10 勝，WATC Australia Day S‐L，ＷＡＴＣ

カーネルリーヴズＳ‐G3 ２着（２回），WATC Birthday S‐L ２着，etc.

４代母 フォーリンクーリア Foreign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
［子］ グリーンデザートGreen Desert（83 牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA

５勝，ジュライＣ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G2，フライイング
チルダーズＳ‐G2，etc.，種牡馬

ユーセフィア Yousefia（89 牝 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady M.
H‐L，Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着

［孫］ ミシカルガールMythical Girl（96 牝 GoneWest）GB・IRE３勝，プリ
ンセスマーガレットＳ‐G3

イートンフォレヴァー Eton Forever（07� Oratorio）GB６勝，King
Richard III S‐L，Haydock Spring Trophy‐L，Guisborough S
‐L，etc.

ナンズジョイNans Joy（04牝 In TheWings）GB・IRE・GER・USA
４勝，Stuten‐Meile der Frankfurter Volksbank‐L，Eternal S
‐L ２着，Reluctant Guest S２着，etc.

販売申込者・所有者： �プログレスファーム＝新冠町高江 �0146-47-3590
生 産 牧 場： �プログレスファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

903 ニケ２０２０ �・鹿 ３／１１
＊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

＊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ニケ
＊

＊エンドスウィープ

��
��
�ナイツエンド黒鹿 2009 Messenger Miss

A4
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ニシノフェイム（08鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（19）〕
ヨミ（15牝黒鹿 ＊バトルプラン）���入着８回�１勝�４勝�入着３回
ニシノヴォーカル（16牡青鹿 ＊バゴ）��６勝��入着
サイモンバトラー（17牡鹿 シビルウォー）��８勝�入着２回

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

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

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

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

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

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

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

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

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

４代母 ドケージDockage（84 CAN黒鹿 Riverman）FR・USA２勝，P. d'Autom
ne‐L，P. de Saint‐Cyr‐L ２着
［子］ ウォ－フWharf（90 牡 Storm Bird）GB・USA４勝，ジュライＳ‐G3，

Darley S‐L，サンベルナルディノＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ リンダズラッド Linda's Lad（03牡 Sadler's Wells）GB・FR・USA・C

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

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

904 ニシノフェイム２０２０ 牡・栗 ４／２８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�テキスタイル鹿 2008 Docklands

13c
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ノイエクローネ（14鹿 ネオユニヴァース）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊オヴァンボクイーン（07 GER鹿 Kalatos）GER・ITY・DEN７勝，ハンザ賞
‐G2，スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3，ヴァルターＪヤコブス牝馬賞
‐G3，P. Giovanni Falck‐L，Krefelder Stutenpreis‐L，etc.
ウォルビスベイ（15牡 ディープインパクト）１勝，積丹特別３着
エフェクトオン（16牡 ディープインパクト）�３勝，土湯温泉特別２着，信夫山特

別２着，開成山特別２着，九十九里特別３着（２回），青嵐賞３着
トラストバディ（17� ディープインパクト）���３勝

３代母 オクサラグナOxalaguna（97 GER黒鹿 Lagunas）GER２勝
オダヴァールOdawar（03 牡 Sendawar）ITY・AUT６勝
オッツィアOzzia（04 牝 Zinaad）FR・GER３勝，FR障害２勝
オミナOmina（06牝 Mutamam）GER・SWI３勝
オスクラベラOscura Bella（10 牝 Vatori）GER１勝
オヴァンボプリンセスOvambo Princess（14 牝 Kalatos）�GER１勝

４代母 オクサリスOxalis（85 GER鹿 Ashmore）GER３勝
［子］ オクサラグOxalagu（92牡 Lagunas）FR・GER・ITY・HKG・AUT10

勝，バイエリシェスツフトレネン‐G1，フランクフルトトロフィ‐G2，
ヴィルトシャフト大賞‐G2，etc.，種牡馬

オクサラナOxalana（98牝 Lagunas）GER・CZE・SVK４勝
オクサリトOxalit（91 牡 Windwurf）GER４勝
オクサミルOxamille（94 牝 Mille Balles）GER３勝
オクソティカOxotica（95 牝 Subotica）GER１勝

［孫］ オスティナートOstinato（08 牡 RansomO'War）GER・ITY・UAE・S
VK・HUN・AUT９勝，ドイツ統一賞‐G3 ３着，Bavaria‐Preis
‐L ３着

販売申込者・所有者： 船越 伸也＝平取町荷菜 �090-1528-4809
生 産 牧 場： 船越 伸也
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

905 ノイエクローネ２０２０ 牡・鹿 ３／ １

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスノイエクローネ
＊ Kalatos

��
��
�オヴァンボクイーン鹿 2014 Oxalaguna

8a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ノヴェンバースカイ（11鹿 ディープスカイ）不出走
〔産駒馬名登録数：３〕
オチビチャン（17牝鹿 アサクサキングス）��入着２回
ネイチャースカイ（18牝鹿 トランセンド）��出走

２代母 ＊ノベンバースルー（97 USA黒鹿 Seattle Slew）USA３勝，ソレントＳ‐G2 ２着
イーグルアイランドEagle Island（04牝 Fusaichi Pegasus）USA１勝

エズモッシュ Ezmosh（15� Tizway）�USA４勝，アーリントンクラシック‐G3
カワチノオジサン（05� Fusaichi Pegasus）１勝，�２勝�入着��
ヒラボクワイルド（06牡 ＊ワイルドラッシュ）７勝，ポラリスＳ‐L，ギャラクシーＳ

‐LR，薫風Ｓ，福島放送賞，中京サンクスプレミアム，etc.
タイセイワイルド（07牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，ひかり賞

３着，桃山Ｓ３着，檜山特別３着，江戸川特別３着
ヒラボクテイオー（12牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝，愛宕特別３着，�１勝
ココナッツスルー（15牝 ハーツクライ）�１勝，猪苗代特別３着，	２勝
マーチャンスルー（16牝 ＊ワイルドラッシュ）�	２勝��１勝�１勝，ユングフラ

ウ賞３着

３代母 ノヴェンバースノーNovember Snow（89 USA鹿 Storm Cat）USA８勝，
アラバマＳ‐G1，テストＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，Boca Raton S‐L，
MyDear S‐L，etc.
インディアンスノー Indian Snow（99牝 A.P. Indy）不出走

モーニングラインMorning Line（07牡 Tiznow）USA５勝，カーターＨ‐G1，
マーヴィンリロイＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2，etc.，種牡馬

アークティクドリフトArctic Drift（00 牝 GoneWest）USA・UAE１勝
ビリーヴェンサクシード Believe'N'succeed（05牝 Exceed And Excel）AUS

２勝，ＭＲＣブルーダイアモンドプレリュードＦ‐G3，VRCMoomba P
late‐L ３着，MRCBlue Diamond Preview F‐L ３着
バウンディング Bounding（10牝 Lonhro）AUS・NZ８勝，レイルウェイＨ
‐G1，ＭＲＣザヒース１１００Ｓ‐G3，ミスターティズトロフィ‐G3，etc.

アントニーファンダイク Anthony Van Dyck（16牡 Galileo）GB・FR・
IRE・USA・AUS・HKG６勝，英ダービー‐G1，フォワ賞‐G2，愛フ
ュチュリティＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

906 ノヴェンバースカイ２０２０ �・黒鹿 ２／ ４
＊

＊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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビノヴェンバースカイ
＊ Seattle Slew

��
��
�ノベンバースルー鹿 2011 November Snow

16c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ノースキャット（14青鹿 ディープスカイ）��２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ノースクロタカ（19牡青鹿 リオンディーズ）�地方未出走

２代母 ＊バーミスキャット（02 USA鹿 Storm Cat）USA入着
ファンキータウン（08牡 ＊クロフネ）１勝
バロンドール（11牡 ＊クロフネ）�１勝
レーヴラヴィッサン（12牝 ＊クロフネ）入着，�１勝��入着２回
レジーナファースト（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，鷹ケ峰特別２着，大日岳特

別３着
サニーストーム（16牝 ＊パイロ）２勝
カシノスペリオル（17牡 ＊パイロ）�１勝

３代母 タイムリーブロード Timely Broad（94 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，
セイビンＨ‐G3，Serena's Song S，ランパートＨ‐G2 ３着，Obeah S‐L
２着，Suffolk Downs Oaks‐L ２着，etc.
グリッツェンゴールドGlitz N Gold（04牝 Seeking the Gold）不出走

ダディラヴズゴールドDaddy Loves Gold（10牝 Scat Daddy）USA・PR８
勝，C.Prensa Hipica‐L

ノットアブロードNot Abroad（07牡 Not For Love）USA８勝，Swatara S
‐L，Joseph FrenchMemorial S，MarylandMillion Classic‐R，etc.，
種牡馬

ブラッシュトバイラヴ Brushed by Love（08牝 Not For Love）USA３勝，Ma
rylandMillion Oaks‐R，Winter Melody S２着，MarylandMillion Dis
taff H‐R ３着，etc.

４代母 タイムリータイムズTimely Times（84 USA鹿 Hostage）USA１勝
［子］ フロムタイムトゥタイム From Time to Time（92牝 Rahy）USA７勝，

Honeymoon S‐L，Fort Worth H‐L ２着，Sam Houston Di
staff H‐L ２着

［孫］ エイジオヴヒューマー Age of Humor（07 牝 Distorted Humor）USA２
勝，Busanda S，ブルボネットオークス‐G3 ２着，シルヴァーブ
レットデイＳ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 原田ファーム＝日高町庫富 �01456-7-2319
生 産 牧 場： 原田ファーム
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

907 ノースキャット２０２０ 牡・青鹿 ４／ ６
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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビノースキャット
＊ Storm Cat

��
��
�バーミスキャット青鹿 2014 Timely Broad

19a
サンデーサイレンス S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バトルサクヤビメ（03黒鹿 フジキセキ）３勝，新涼特別（Ｄ1400），摩耶Ｓ
（Ｄ1400）２着，門司Ｓ（Ｄ1700）３着，平尾台特別（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
バトルミュートゥス（11牡栗 ジャングルポケット）�３勝
バトルサクヤコ（12牝黒鹿 ＊チチカステナンゴ）�４勝�入着
モンサンルナ（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
マスカリンラン（18牝黒鹿 トゥザワールド）�出走

２代母 ＊ローランロード（88 USA鹿 ＊セクレト）出走
ジークフリード（96牡 フジキセキ）１勝，はなのき賞３着
パリスゼンショウ（01牡 ロイヤルタッチ）２勝，九十九島特別，�１勝��
パリスセイリュウ（02牝 サクラバクシンオー）１勝

シャイン（07牡 ＊メイショウドトウ）２勝，シンザン記念‐G3 ２着，中京２歳Ｓ‐OP
パリュール（10牝 リンカーン）入着２回
アーデントリー（16牡 エイシンフラッシュ）�４勝，大阪城Ｓ‐L ２着，も
みじＳ‐OP ３着，フェニックス賞‐OP ３着，虹の松原Ｓ，唐戸特別

ブラッククローバー（12牡 ジャングルポケット）４勝，橘Ｓ‐OP ３着，千種川
特別，萌黄賞，稲妻Ｓ２着，駿風Ｓ２着，etc.

３代母 レイディメイ Lady May（75 FR鹿 Luthier）FR・USA入着４回
スージーマラード Susie Mallard（81 牝 Our Native）USA入着２回

インライクフリン In Like Flynn（88� Taylor's Falls）USA16 勝，Sport Ci
ty H‐L ３着

ルーシーズラック Lucy's Luck（91牝 Bounding Basque）USA２勝，Battl
er Star H‐R，Louisiana Breeders' Oaks‐R ２着，Louisiana Cha
mpions Day Ladies S‐R ３着，etc.

クキーCukee（00牝 Langfuhr）不出走
ハンブルアンドハングリー Humble and Hungry（08� Limehouse）US
A３勝，コモンウェルスターフＳ‐G3，ディクシーＳ‐G2 ２着，ホール
オヴフェイムＳ‐G2 ３着，etc.

ホンデレオン Hon. de Leon（09牡 English Channel）USA・PR７勝，
C.Dia de Los Padres‐L，C.Jose de Diego‐L ３着，Copa Jose
Celso Barbosa‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

908 バトルサクヤビメ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーバトルサクヤビメ
＊

＊セクレト

��
��
�ローランロード黒鹿 2003 Lady May

19a
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 バラッドレディ（09栗 ＊ムーンバラッド）��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
タイムパワー（16牡栗 タイムパラドックス）���２勝
エクスプレス（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）��出走�１勝

２代母 イシノビリーヴミー（00鹿 ＊ジェイドロバリー）�１勝
シルクブリッツ（06牡 マーベラスサンデー）１勝，�２勝
キングアルファ（11牡 ＊バゴ）�３勝�入着２回
サンダルース（15牝 ヒルノダムール）���２勝

３代母 アスクイメージ（88栗 ＊ターゴワイス）�１勝

４代母 ライトスピード（70鹿 ＊ラークスパー）��１勝
［子］ ミスターボーイ（82牡 ＊ターゴワイス）８勝，マイラーズＣ‐Jpn2，セン

トウルＳ‐Jpn3，安田記念‐Jpn1 ３着，etc.，��15 勝
ニホンピロブレイブ（85牡 ＊テユデナム）６勝，エプソムＣ‐Jpn3，京阪
杯‐Jpn3，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.

スズノライジン（84牡 ＊ジヨツギング）１勝，きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，す
みれ賞‐OP ２着

ニホンピロスコアー（90� ＊ゴライタス）２勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ５着，
山桜賞，	１勝

スピードジヨギング（78牡 ＊ジヨツギング）��
�４勝，黒潮盃，戸塚
記念３着

［曾孫］ アドマイヤカスタム（02牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，国東特別３着

５代母 イチキヨサチ（57鹿 タカクラヤマ）��，キヨフジ記念２着
［子］ スピードパーシア（71牡 ＊パーシア）入着，���13 勝，東京大賞典，戸

塚記念，黒潮盃，etc.
チヤイナスピード（66牝 ＊チヤイナロツク）��，東京王冠賞，東京ダービー
２着，関東オークス２着，etc.

［孫］ トサエンド（70牝 トサミドリ）��６勝，平和賞，ダイオライト記念２着，
キヨフジ記念２着，etc.

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

909 バラッドレディ２０２０ 牡・鹿 ２／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ステイゴールド

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

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ムーンバラッド Velvet Moonバラッドレディ ＊ジェイドロバリー

��
��
�イシノビリーヴミー栗 2009 アスクイメージ

＊チツプトツプ 4m
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ハンドスター（09鹿 ＊パラダイスクリーク）�１勝�１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（３）〕
オールプレリー（15牝鹿 スマートファルコン）�１勝
カステヘルミ（16牝黒鹿 ブラックタイド）２勝，ＳＴＶ杯（芝 1200）２着
プロフーモ（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��１勝�１勝
ピクトルテソーロ（18牡黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝

２代母 ビーフレグラント（02鹿 ダイタクヘリオス）�１勝��
テールバインダー（07牝 ＊カコイーシーズ）�７勝��

キングドンドルマ（15牡 ブラックタキシード）�１勝
ピエールタイガー（08牡 ＊カコイーシーズ）�４勝��９勝�入着	，マイルＧＰ，マ

イルＧＰ２着，川崎マイラーズ２着，サンタアニタＴ２着，船橋記念３着，etc.

３代母 コンサートダイナ（82栗 ＊ハンターコム）出走
コンサートボーイ（92牡 ＊カコイーシーズ）�３勝��８勝，帝王賞‐Jpn1，東京大

賞典‐Jpn1 ３着，かしわ記念‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬
ブルーダイナ（01牝 ＊カコイーシーズ）��２勝

タイムビヨンド（12牝 タイムパラドックス）入着，�９勝��１勝�入着２回，
クイーン賞‐Jpn3 ３着，道営記念，ノースクイーンＣ，etc.

ブルーウィザード（13牡 ＊トワイニング）���５勝�８勝��，園田ジュニア
Ｃ２着

４代母 ＊コンサーテイスト（71 GB栗 Supreme Sovereign）不出走

５代母 チャムボード Chambord（55 GB栗 Chamossaire）GB４勝，Royal Standar
d S，Newmarket Oaks，ヨークシャーオークス３着，パークヒルＳ２着
［子］ カロ Caro（67牡 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，仏２０００ギニー，イスパー

ン賞，ガネー賞，etc.，種牡馬
［孫］ ディクティナDictina（81牝 ＊デイクタス）USA４勝，パカラップＳ‐G3，

Grassland H‐L，オーキッドＨ‐G2 ３着，etc.
エドワードフレンチ Edward French（74牡 ＊ジムフレンチ）FR３勝，
P. de l'Esplanade‐L，P. de la Reine Marguerite‐L ３着，P. de
Plaisance‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

910 ハンドスター２０２０ �・鹿 ３／１８
＊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

＊ Irish River

�
�
�
�
�

��
��

�パラダイスクリーク North of Edenハンドスター ダイタクヘリオス

��
��
�ビーフレグラント鹿 2009 コンサートダイナ

＊コンサーテイスト 3o
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ハートフォーカス（11 IRE 黒鹿 Intense Focus）GB・IRE１勝，バランシーヌＳ
‐G3 ２着，Naas Juvenile Fillies Sprint‐L ２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
エイシンオアシス（16牝栗 Dawn Approach）��２勝�入着�
エイシンパワフル（17牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��１勝�
エイシンシトリン（18牝青 エイシンヒカリ）��出走�１勝
エイシンユンケル（19牡青鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

２代母 ハヴアハートHave A Heart（01 IRE 鹿 Daggers Drawn）IRE入着２回
バックバランスBack Balance（07牡 Lil's Boy）ITY１勝
ファイルアンドペイント File And Paint（08 牝 Chevalier）GB・IRE１勝
クルーディンCruidin（12 牝 Intense Focus）IRE１勝

３代母 スキーナ Sukeena（96 IRE 鹿 Brief Truce）IRE入着４回
サンディー Sandie（03 牝 Lil's Boy）IRE２勝，Balanchine S‐L ２着，アサシ

Ｓ‐G3 ３着，Swordlestown Stud Sprint S‐L ３着，etc.

４代母 スミーンタハ Smaointeach（91 IRE 鹿 Green Desert）IRE１勝
［子］ トゥシュナ Tushna（97� Erins Isle）IRE４勝，McDonogh H‐L，

Ruby S‐L ２着，GB・IRE障害１勝

５代母 スミーナハ Smaoineamh（86 IRE 栗 ＊タツプオンウツド）IRE４勝，Chall
enge S‐L，Norelands Stud Fillies Trial‐L，Osprey Race‐L ２着，C
hallenge Race‐L ２着，ロイヤルホイップＳ‐G3 ３着，etc.
［子］ ルミナータ Luminata（00 牝 Indian Ridge）FR・IRE２勝，Silver Flas

h S‐L，モイグレアスタッドＳ‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1
３着，etc.

［孫］ クウースガーレ Cuis Ghaire（06 牝 Galileo）GB・IRE３勝，ソードルズタ
ウンスタッドＳ‐G3，アルバニーＳ‐G3，英１０００ギニー‐G1 ２着，etc.

シンティルラ Scintillula（10 牝 Galileo）GB・IRE・AUS・NZ２勝，メ
ルドＳ‐G3，モイグレアスタッドＳ‐G1 ２着，Celebration S‐L
２着，etc.

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

911 ハートフォーカス２０２０ �・青鹿 ３／ 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

＊

インテンスフォーカス Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Intense Focus Daneletaハートフォーカス ハヴアハート Daggers Drawn

��
��
�Have A Heart黒鹿IRE 2011 Sukeena

14c
Halo S4×S5 Sharpen Up S5×M5 Doubly Sure S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワノブレス（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－３（19）〕
ダイワカレン（06牝栗 ダイワテキサス）１勝，��５勝
ラッシュザワーク（07牡栗 ＊ワイルドラッシュ）２勝
ヤマノアイリー（10牝栗 ＊グラスワンダー）入着

アイアンクロー（15� アドマイヤムーン）１勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ２着，フェニ
ックス賞‐OP ３着，��４勝��

ヤギリヴィーナス（12牝栗 ＊コンデュイット）１勝
コスモキバレ（14牡栗 ＊コンデュイット）�６勝�１勝
マイネルドゥマン（17牡鹿 エイシンフラッシュ）�７勝

２代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
スーパーライセンス（90牡 ＊マイニング）７勝，キャピタルＳ‐OP，オータムスプリ

ントＳ‐OP ２着，プロキオンＳ‐OP ２着，サンライズＳ，初霜特別，種牡馬
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，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，京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，エイプリル
Ｓ‐L ２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

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，富嶽賞，北洋特別，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
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，白百合Ｓ‐OP，垂水Ｓ，etc.
ミルフィオリ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，木津川特別，アザレア賞，須磨特

別２着，久多特別２着，富嶽賞２着，etc.

３代母 マーストンズミルMarston's Mill（75 USA黒鹿 In Reality）USA４勝，F
lirtation S３着

販売申込者・所有者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431
生 産 牧 場： 原 弘之
飼 養 者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431

912 ダイワノブレス２０２０ �・栗 ４／１６

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellダイワノブレス
＊ Le Fabuleux

��
��
�ミルレーサー栗 2001 Marston's Mill

22d
Le Fabuleux M3×S5 Mr. Prospector S4×S5 In Reality M4×S5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 ピエナサクラ（10栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（６）〕
ピエナアラシ（14牡鹿 ＊ハービンジャー）�１勝，呼子特別（芝 2600）２着，金山特

別（芝 2200）３着，�２勝
ピエナシニスター（15牝栗 ＊シニスターミニスター）入着，��入着５回�３勝
メイショウヨザクラ（17牡鹿 メイショウサムソン）��１勝
メイショウキリモン（18牡栗 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝

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

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

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

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

Ｈ３着
ピエナマーメイド（02牝 ＊タイキシャトル）１勝

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲まるとみ冨岡牧場＝浦河町杵臼 �090-1641-1197
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲まるとみ冨岡牧場＝浦河町杵臼 �090-1641-1197

913 ピエナサクラ２０２０ �・青 ５／１８
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラピエナサクラ ＊タイキシャトル

��
��
�ピエナフローラ栗 2010 グリンパサー

＊パスオールホープ 10c
サンデーサイレンスM3×S4 Halo M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ビクトワールイゾレ（08栗 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
ユッセ（13牝栗 ＊グラスワンダー）１勝，�２勝�２勝
サバイバルルージュ（16牝鹿 エイシンフラッシュ）��２勝
ベストトウマ（17牡鹿 ＊ハービンジャー）��出走�３勝

２代母 エアシビュラ（96鹿 ＊トニービン）入着３回
フジヤマビュティー（01牡 ＊エンドスウィープ）２勝，巌流島特別，�２勝�入着２回�
ホーリーオラクル（02� バブルガムフェロー）１勝，�２勝	１勝�
バブルスプリングス（03牡 バブルガムフェロー）２勝，太宰府特別，�５勝
ゲイルカフェ（05牡 ＊トワイニング）３勝
フラムスティード（11� ゼンノロブロイ）
�２勝	１勝

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

‐Jpn1，富士Ｓ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内，種牡馬
アイシーサイレンス（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アペリティフ（03� ＊エルコンドルパサー）３勝，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，清
滝特別，府中Ｓ２着，etc.，障害２勝

ノーリプライ（04� ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，御影Ｓ２着，鎌倉Ｓ
３着，サンタクロースＳ３着

ビーインラプチャー（10牝 ＊アフリート）１勝，
�11 勝，しらさぎ賞３着
レッドサバス（12牡 キングカメハメハ）４勝，晩秋Ｓ２着，丹沢Ｓ３着，晩秋

Ｓ３着，etc.
ラピュセル（00牝 ＊エリシオ）入着

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

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

‐Jpn2，青葉賞‐Jpn3，若草Ｓ‐OP ２着，etc.，種牡馬
［曾孫］ プレシャスカフェ（99牡 ＊ハートレイク）８勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2，シルク

ロードＳ‐Jpn3，札幌日刊スポーツ杯‐L，etc.，種牡馬

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

914 ビクトワールイゾレ２０２０ 牡・栗 ２／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイビクトワールイゾレ ＊トニービン

��
��
�エアシビュラ栗 2008 アイシーゴーグル

＊サワーオレンジ 8g
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒシヴェリタス（07鹿 アドマイヤドン）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
トークーアルタイル（15牝黒鹿 ＊モンテロッソ）�１勝
イサチルダイチ（16牡鹿 アドマイヤムーン）�１勝
キタノレスリーズ（18牝青鹿 ＊パイロ）出走，�地方未出走

２代母 ヒシソニック（02鹿 サクラバクシンオー）入着

３代母 ＊ヒシタエコ（94 CAN黒鹿 Chief's Crown）出走
ヒシアタランタ（99牝 ジェニュイン）２勝，火打山特別

ヒシコモンズ（06牡 ＊フォーティナイナー）３勝，夙川特別３着，�３勝��入
着３回

ヒシエンジェル（03牝 サクラバクシンオー）入着３回，下北半島特別３着，�７勝
ヒシカツリーダー（04牡 フサイチコンコルド）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，欅Ｓ‐L ３

着，ギャラクシーＳ‐L ３着，etc.，�６勝�１勝��

４代母 ラストバード Last Bird（73 USA栗 Sea Bird）USA２勝
［子］ ロアノーク Roanoke（87牡 Pleasant Colony）USA５勝，カリフォルニア

ンＳ‐G1，ヤングアメリカＳ‐G2，Rushing Man S，etc.，種牡馬
［孫］ マルコハMalcoha（92	 ＊アフリート）USA24 勝，Parnitha S‐R，

Benburb S‐R，Peninsula S‐R ２着，etc.
メラニーハズザペイパーズMelanyhasthepapers（01 牡 Game Plan）U
SA５勝，Phil D. Shepherd S，オールアメリカンＨ‐G3 ２着，
Forty‐Niner H‐L ２着，etc.

ブレイヴパンチョ Brave Pancho（94	 Pancho Villa）USA10 勝，
Waller County H，Shakertown S‐L ２着

［曾孫］ イエスヒーズザマン Yes He's the Man（03牡 Yes It's True）USA６勝，
スペンドアバックＨ‐G3，Select S，Naked Greed S，etc.

レスリーズレイディ Leslie's Lady（96牝 Tricky Creek）USA５勝，H
oosier Debutante S‐L，Martha Washington S‐L ２着

ワンコロニーOne Colony（00	 ＊デヒア）USA６勝，Pilgrim S‐L

販売申込者・所有者： ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ＝浦河町西幌別 �0146-26-7200
生 産 牧 場： 八島 夕起子
飼 養 者： ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ＝浦河町西幌別 �080-1516-4877

915 ヒシヴェリタス２０２０ �・栗 ３／３０
＊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

＊ティンバーカントリー

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤドン ベガヒシヴェリタス サクラバクシンオー

��
��
�ヒシソニック鹿 2007 ＊ヒシタエコ

23b
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ビッグクィーン（04鹿 ＊ブライアンズタイム）��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（４）〕
オグリタンゴ（10牡黒鹿 スズカマンボ）�２勝�
クロスクリーガー（12牡鹿 アドマイヤオーラ）４勝，レパードＳ‐G3，ヒヤシンス

Ｓ‐LR（Ｄ1600）３着，伏竜Ｓ‐OP（Ｄ1800），樅の木賞（Ｄ1800），��１勝
��入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着

ビルボードクィーン（18牝黒鹿 ルーラーシップ）１勝，��１勝	，石川ダービー
（Ｄ2000）２着

２代母 ＊マイアミガルチ（91 USA鹿 Gulch）USA２勝
ユキノサンロイヤル（97牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2 ３着（２回），キャピタルＳ‐L ２着，ディセンバーＳ‐L ２着，白富士
Ｓ‐L ３着，etc.，障害１勝

ナスケンエアスト（98牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，�４勝
アルタネート（00牡 ＊カーネギー）２勝，��１勝
マルタカタキオン（03牡 アグネスタキオン）３勝，障害１勝

３代母 ラージャズディライト Raja's Delight（78 USA栗 Raja Baba）USA４勝，
デルマーデビュタントＳ‐G2，Four Winds H２着，Kentucky Cardinal H
２着，Sorrento S２着，Cleopatra H３着，etc.
イヴニングディライトEvening Delight（88 牝 Conquistador Cielo）USA１勝

エンカレタオ Encaletao（95牡 Slewbop）VEN５勝，P. Gobernador del Dis
trito Federal‐L ２着

スーパーダービー Super Derby（98牝 Le Voyageur）VEN７勝，P. Gustavo
Avila‐L，P. Lady andMe‐L，P. Dia de la Armada‐L

スライスマイル Sly Smile（94 牝 Crafty Prospector）USA１勝
デインヒルスマイルDanehill Smile（04 牝 Danehill Dancer）AUS３勝，

ATC Canonbury S‐L
ファーストルック First Look（05牝 Danehill Dancer）AUS５勝
ホームグラウンド Home Ground（15
 High Chaparral）�AUS３勝，
Geelong RC Derby Trial S‐L

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

916 ビッグクィーン２０２０ 牡・栗 ３／１９

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayビッグクィーン
＊ Gulch

��
��
�マイアミガルチ鹿 2004 Raja's Delight

22b
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ビッグザム（05 GB鹿 Zamindar）FR４勝，P. des Tourelles‐L
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グリントフラッター（18牡鹿 ＊ケープブランコ）���１勝

２代母 イントルムモルシャーン IntrumMorshaan（97 IRE 黒鹿 Darshaan）GB１勝
ペキンビューティPeking Beauty（02 牝 Kendor）FR２勝
ゼットキャンディZed Candy（03� Medicean）GB４勝，GB障害３勝
プリンスジークフリート Prince Siegfried（06� Royal Applause）GB・FR７勝，ウ

ィンターヒルＳ‐G3，Doonside C‐L，クリテリヨムアンテルナシヨナル‐G1
２着，ウジェーヌアダム賞‐G2 ３着，Gala S‐L ２着，etc.，GB障害１勝

アルバイダーAl Baidaa（09牝 Exceed And Excel）GB１勝
リバータリアン Libertarian（10牡 New Approach）GB・IRE２勝，ダンテＳ‐G2，

英ダービー‐G1 ２着，種牡馬

３代母 アーンティモーリーンAuntie Maureen（92 IRE 鹿 Roi Danzig）IRE２勝
コーニーキティ Coney Kitty（98 牝 Lycius）GB・IRE・USA７勝，ヒルズバラＳ

‐G3，Entrepreneur S‐L，Omnibus S，etc.

４代母 ミッドナイトチャイルドMidnight Child（82 IRE 黒鹿 ＊マナード）IRE・US
A１勝，BBA Sprint S‐L ３着

５代母 カモギーCamogie（69 GB栗 ＊セルテイツクアツシユ）不出走
［子］ ネヴァーアレイディNever a Lady（74牝 Pontifex）GB・IRE４勝，John

of Gaunt S２着，Herbert Lodge H２着，Goff's S２着
［孫］ ダンスマシーンDance Machine（82牝 Green Dancer）GB・FR・ITY

２勝，Sweet Solera S‐L，ノネット賞‐G3 ４着，Sir Charles Cl
ore Memorial S‐L ３着

［曾孫］ ハリング Halling（91 牡 Diesis）GB・FR・USA・UAE12 勝，ヨークイン
ターナショナルＳ‐G1（２回），エクリプスＳ‐G1（２回），イスパーン
賞‐G1，etc.，種牡馬

グレイジアGrazia（95 牝 Sharpo）GB・FR・IRE２勝，Hackwood S
‐L，フィーニクススプリントＳ‐G3 ２着，Hackwood S‐L ３着

販売申込者・所有者： 堀川 洋之＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2381
生 産 牧 場： 堀川 洋之
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

917 ビッグザム２０２０ �・鹿 ２／２２
＊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エイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊

ザミンダール GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Zamindar Zaizafonビッグザム イントルムモルシャーン Darshaan

��
��
�IntrumMorshaan鹿GB 2005 Auntie Maureen

10c
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ピュアリーソリッド（12 USA鹿 Bluegrass Cat）２勝，飛竜特別（芝 1000）
初仔

２代母 ＊サウスヒューマー（04 USA鹿 Distorted Humor）３勝，秋元湖特別
＊サウスシュネル（14牡 Scat Daddy）�８勝�
＊サウスブルーグラス（16� Point of Entry）１勝，��１勝
＊ユイガドクソン（17牡 Point of Entry）���１勝�１勝	１勝

３代母 トルチェラ Torchera（93 USA黒鹿 Pirate's Bounty）USA３勝，BayMe
adowsMatron H‐R ３着，Fleet Treat S‐R ３着
インシュージアスティクEnthusiastic（99 牝 Unbridled）不出走

オノラブルレイディ Honorable Lady（07牝 Petionville）CAN９勝，Assin
iboia Oaks２着，Winnipeg Futurity２着

ダタラDa' Tara（05牡 Tiznow）USA２勝，ベルモントＳ‐G1，Pimlico Barba
ro S‐L ２着，種牡馬

４代母 ケイラムホー Kaylem Ho（78 USA栗 Salem）USA９勝，Azalea S，
Begonia S，Office Queen S，Miramar S，Doylestown H２着，etc.
［子］ プライヴェトパスエイジョン Private Persuasion（91牝 Pirate's Bounty）

USA８勝，ヴァニティＨ‐G1，Santa Clara H‐L，Ken Arnold
Ranch H，etc.

ウィッシュフルスプレンダーWishful Splendor（99 牝 Smart Strike）U
SA５勝，Suwannee River H‐L，アフェクショネトリーＨ‐G3 ２
着，Rare Treat H‐L ３着

サウンドウィズダム SoundWisdom（92牝 Pirate's Bounty）USA３勝，
Fleet Treat S‐R，California Breeders' Champion S‐R ２着，
Dominant Dancer H‐R ３着，etc.

［孫］ フアニータ Juanita（08 牝 Mineshaft）USA・CAN６勝，ラトロワンヌ
Ｓ‐G2，インディアナオークス‐G2，NewOrleans Ladies S‐L
２着，etc.

シームシーカー Seam Seeker（03 牝 Bertrando）USA３勝，Burlinga
me H‐L，Piedmont S２着，Eire Go Brach S３着

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

918 ピュアリーソリッド２０２０ �・黒鹿 ２／１５

＊

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

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerピュアリーソリッド
＊ Distorted Humor

��
��
�サウスヒューマー鹿USA 2012 Torchera

5i
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ピンクブリザード（14鹿 ダイワメジャー）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ピンクリップス（01鹿 ＊エンドスウィープ）１勝
ネオアレクサンドラ（09牝 アグネスタキオン）２勝，�２勝
ネオヴィクトリア（10牝 ディープインパクト）２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，三田特別，あずさ賞，etc.，��出走��出走

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.
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
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
ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オークス

‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
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

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

919 ピンクブリザード２０２０ 牡・鹿 ２／１２
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケピンクブリザード ＊エンドスウィープ

��
��
�ピンクリップス鹿 2014 ＊マリスターⅡ

3o
Halo S4×M4 Nijinsky S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 タケノローマン（11黒鹿 キングカメハメハ）���１勝・２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
アナゴサン（18牡栗 ミッキーアイル）�１勝，白百合Ｓ‐L（芝 2000）２着

２代母 ＊ストーミーウェザー（02 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ドリームアーサー（08牡 Eddington）�６勝
トーセンブリザード（09牡 ハーツクライ）�１勝
テイエムライオネス（10牝 フジキセキ）１勝
トラストマヴィア（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
フォリオール（16� オルフェーヴル）１勝，��入着３回	１勝

３代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，

Forestry H２着，Awad S２着，種牡馬
＊クロスウォーターⅡ（05牝 Storm Cat）USA１勝

フミノメモリー（10牡 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別
ウォーターエデン（16牝 ＊ハービンジャー）�４勝，下関Ｓ，ＨＴＢ杯２着，函

館日刊スポーツ杯２着，etc.
ジャスパーイーグル（17牡 オルフェーヴル）�３勝，伊万里特別

デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN
８勝，Chris Loseth H，River Rock Casino S，Count Lathum H，etc.，
種牡馬

４代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着
［子］ ＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，

ブリーダーズフュチュリティ‐G2，ケンタッキーＣジュヴェナイルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

クラウドバースト Cloudburst（05 牝 Storm Cat）USA２勝，Mardi Gr
as S

［孫］ テンパーズフレア Tempers Flair（11 牝 Smart Strike）USA２勝，Ha
toof S２着

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

920 タケノローマン２０２０ 牡・栗 ２／１５

＊

＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスタケノローマン
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミーウェザー黒鹿 2011 Bay Harbor

6a
Storm Cat S3×M3 Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 タマモスズラン（13鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ホワイトスズラン（19牝栗 ダイワメジャー）���入着

２代母 チャームナデシコ（05鹿 ＊ワイルドラッシュ）５勝，ＫＢＣ杯‐L ３着，ゴール
デンスパーＴ，花背特別，鳥取特別２着，響灘特別２着，etc.
タマモカトレア（15牝 ＊ヘニーヒューズ）４勝，貴船Ｓ，日野特別
タマモクレマチス（16牝 ベルシャザール）�１勝

３代母 ＊ナデシコ（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
ヒナゲシ（98牝 サクラユタカオー）出走

タマモコントラバス（07牡 フジキセキ）３勝，藻岩山特別２着，花見小路特別
２着，シンガポールターフクラブ賞２着，etc.

４代母 ニルミーンNilmeen（73 FR栗 Right Royal）FR２勝
［子］ ネディームNediym（85牡 Shareef Dancer）FR・USA６勝，ローリン

ググリーンＨ‐G3，P. du Ranelagh‐L，Point Reyes H‐R，etc.，
種牡馬

ナイシャカールNaishakar（79� Red God）FR６勝，リゾランジ賞
‐G3，G.P. des Provinces‐L ２着

ナワジシュNawazish（78 牝 Run the Gantlet）FR４勝，P. Belle de N
uit，P. La Camargo３着

ナシュカラNashkara（83 牝 Shirley Heights）FR１勝，P. Belle de Nui
t‐L ３着

［孫］ ナンガラールNangarar（86 牡 Topsider）GB・NOR・SWE・DEN６勝，
S.F.K. Jubileumslopning‐L，Stockholms Stora Pris‐L，
Dansk Eclipse S‐L ３着

［曾孫］ サルートハー Salute Her（93 牝 ＊シアトルダンサーⅡ）IND６勝，Ban
galore St. Leger‐LR，Golconda St.Leger‐LR，Maharaja's C
up‐L ２着，etc.

スプレンディドプライド Splendid Pride（96 牡 Placerville）IND１勝，
Karnataka Cup‐L，Calcutta Derby‐LR ２着，Colts Trial
S‐LR ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436
生 産 牧 場： ㈲野坂牧場
飼 養 者： ㈲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

921 タマモスズラン２０２０ 牡・栗 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタータマモスズラン ＊ワイルドラッシュ

��
��
�チャームナデシコ鹿 2013 ＊ナデシコ

9c
Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ティンクルチャーミ（07芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（５）〕
メイショウオオヨド（14牡芦 メイショウサムソン）入着２回，�１勝�入着
フォーアネーム（16牝鹿 ＊ワークフォース）入着，��４勝�入着２回
メモワールミノル（17牡芦 ＊ノヴェリスト）２勝，��出走��出走
スカーレットジンク（18牡芦 ミッキーアイル）�１勝

２代母 ピサノベネチアン（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特別，

筥崎特別，足立山特別，アメジストＳ２着，etc.
メイショウヤギュウ（09牡 ＊クロフネ）１勝
バロンミノル（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，ポプ

ラ特別２着，大倉山特別２着，舞鶴特別２着，etc.，�３勝
サトノフラリッシュ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

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

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

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，etc.

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
バアゼルクローバー（99牝 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着

スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，
すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬

プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝
バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
メイショウイマワカ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，メルボルンＴ２着

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： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

922 ティンクルチャーミ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１８
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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceティンクルチャーミ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノベネチアン芦 2007 ＊ストームザミント

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

価格： 購買者：



母 トウカイネオ（12黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キタノスイセイ（17牡黒鹿 ジャングルポケット）��１勝

２代母 トウカイパステル（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，福島放送賞２着，相
馬特別２着，二本松特別２着，りんどう賞２着
トウカイエール（00� ＊ソウルオブザマター）５勝，関ケ原Ｓ，安房特別，万代特別

２着，桜木特別２着，金山特別２着，etc.，�２勝
トウカイカムカム（01牡 トウカイテイオー）６勝，大阪―ハンブルクＣ‐L，天皇賞

（春）‐Jpn1 ５着，琵琶湖特別，許波多特別，高千穂特別，etc.
トウカイルナ（02牝 ＊エルコンドルパサー）５勝，大原Ｓ，西海賞，門司特別，清水

Ｓ２着
トウカイマーチ（03牝 ＊アフリート）１勝
トウカイオーロラ（07牡 トウカイテイオー）４勝，ゴールデンブーツＴ，淡路特別，

鶴橋特別，寿Ｓ２着，精進湖特別２着，etc.
トウカイルノン（10牡 ジャングルポケット）�８勝
トウカイフォーゲル（14牝 トウカイテイオー）�１勝�入着５回

３代母 トウカイミヤビ（90青鹿 マルゼンスキー）不出走
トウカイツクオー（97牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，西郷特別，遠賀川特別，紫川

特別２着，etc.
トウカイトニー（98� ＊トニービン）３勝，美濃特別，新津特別，佐渡特別２着，etc.，

�２勝
トウカイトレンド（99牡 ダンスインザダーク）２勝，陣馬特別３着，白川特別３着，

淡路特別３着
トウカイドリーム（00牡 サツカーボーイ）１勝，荒川峡特別２着，瓢湖特別２着，

富里特別３着
トウカイハッスル（01牡 ＊トワイニング）４勝，漁火特別，湯川特別，恵庭岳特別，etc.，

障害２勝
トウカイパラダイス（07牡 ゴールドアリュール）６勝，巴賞‐LR，産経大阪杯‐G2

２着，目黒記念‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948

923 トウカイネオ２０２０ 牡・鹿 ３／１１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlトウカイネオ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイパステル黒鹿 2012 トウカイミヤビ

＊アストニシメント 7c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ナムラナデシコ（09鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
ナムラカブト（14牡黒鹿 トーセンホマレボシ）１勝，�４勝��１勝���入着２回
クリノベロニカ（16牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）�３勝
エイコウイモン（17牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）���３勝
ウインレネット（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）�未出走

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

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

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

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

ラベンダー賞‐OP
ナムラミステリー（99牝 ジェニュイン）入着２回

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


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

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

ポーツ杯，長万部特別，鈴鹿特別，函館日刊スポーツ杯２着，etc.
トウカイレーヌ（14牝 ディープインパクト）３勝，鳥屋野特別，由布院特別２

着，小郡特別２着
トウカイオラージュ（16牡 オルフェーヴル）�３勝，猪名川特別，白秋Ｓ３着，

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

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

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

924 ナムラナデシコ２０２０ 牡・青鹿 ３／２０

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーナムラナデシコ
＊ Green Forest

��
��
�タイキミステリー鹿 2009 Certain Secret

2d
Halo M4×S5 In Reality M5×M5

価格： 購買者：



母 ノルウェーノモリ（11栗 ディープスカイ）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ウインスコーグ（17牡栗 ＊シニスターミニスター）��出走��入着４回
バードハズフロウン（18牝鹿 ＊ベーカバド）��入着５回
パステルモグモグ（19牝栗 ディーマジェスティ）�地方未出走

２代母 レディクローリス（01鹿 ＊フォーティナイナー）２勝
フレイムミーティア（10牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝�４勝
テンプテーション（16牡 ジャスタウェイ）入着，���３勝�４勝
クローリスノキセキ（18牝 ＊キンシャサノキセキ）�入着２回，すずらん賞‐OP ２

着，しゃくなげ賞２着，�２勝

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.
レディベローナ（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着

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

レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，
オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，etc.
シンメイフジ（07牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，阪神ジュベナイル

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲藤沢牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2200
生 産 牧 場： ㈲藤沢牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

925 ノルウェーノモリ２０２０ 牡・鹿 ３／ １

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビノルウェーノモリ ＊フォーティナイナー

��
��
�レディクローリス栗 2011 ＊シンコウラブリイ

4d
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ノットユアビジネス（02鹿 ＊エンドスウィープ）３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（12）〕
ワンダフル（10�栗 ＊チチカステナンゴ）１勝
イミラカチャ（11牝黒鹿 サクラバクシンオー）入着３回，�２勝�１勝
ティムシェル（12牡鹿 ＊ハービンジャー）入着，�７勝��
アームズレングス（13牝鹿 ＊ホワイトマズル）４勝，錦秋Ｓ（Ｄ1600）２着，秋嶺Ｓ
（Ｄ1600）２着，柳都Ｓ（Ｄ1800）３着，麒麟山特別（Ｄ1800）３着

ドンウォリマミー（16牡鹿 ＊キングズベスト）入着，��２勝
モンパスタン（17牝黒鹿 ＊パイロ）��入着８回

２代母 ニフティディード（96栃栗 ＊サンデーサイレンス）出走
ステップクローザー（03牡 ＊ホワイトマズル）��12 勝，戸塚記念２着，黒潮盃２着
カザリムスビ（07牝 ＊トワイニング）��７勝
アズールウィンドウ（10牡 ＊タイキシャトル）	６勝�11 勝��入着４回

３代母 ニフティニース（87鹿 Raise a Native）７勝，セントウルＳ‐Jpn3，関屋記
念‐Jpn3，ＢＳＮ杯‐OP，オータムスプリントＳ‐OP，オータムスプリントＳ
‐OP ３着，etc.
ニフティハート（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

シンゲン（03牡 ＊ホワイトマズル）９勝，オールカマー‐G2，エプソムＣ‐G3，
新潟大賞典‐G3，etc.

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

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

入着，佐賀記念‐Jpn3，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

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

小富士ＯＰ‐OP ３着，総武Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
飼 養 者： ディーエスファーム＝日高町平賀 �090-3399-4109

926 ノットユアビジネス２０２０ 牡・栗 ４／１９

＊

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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceノットユアビジネス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニフティディード鹿 2002 ニフティニース

＊ニフテイアンドニート 16g
Raise a Native M4×M5 Literat S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハマギク（12黒鹿 Lawman）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
クラシックタイム（19牡鹿 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ＊アンリーチャブルスター（04 GB栗 Halling）GB入着２回
トゥルースオアデア Truth Or Dare（11� Invincible Spirit）GB３勝，英オータ

ムＳ‐G3 ３着，Fairway S‐L ３着，Feilden S‐L ３着
ヒラボクプレミアム（15牡 ハーツクライ）入着，�４勝

３代母 スピニングザヤーン Spinning The Yarn（96 GB鹿 Barathea）GB出走
＊ネックレス（01牝 Darshaan）GB・FR・IRE・USA２勝，モイグレアスタッドＳ

‐G1，愛デビュターントＳ‐G3，ビヴァリーディＳ‐G1 ３着
ルビーネックレスRuby Necklace（08牝 Sadler's Wells）不出走
インペリアルルビー Imperial Ruby（16� Silvano）�SAF４勝，ゴール
ドボール‐G3，シーコテージＳ‐G3 ３着，Java H‐L ３着

リマーカブルストーリーRemarkable Story（02 牝 Mark of Esteem）GB出走
グレンディサーGrendisar（10 牡 Invincible Spirit）GB・TUR10 勝，ウィン

ターダービー‐G3，Winter Derby Trial S‐L（２回），Floodlit S‐L，etc.，
種牡馬

ピヴォッティングPivotting（06 牝 Pivotal）不出走
ハディーヤHadeeya（10牝 Oratorio）GB出走
ロウピゲスト Ropey Guest（17� Cable Bay）�GB１勝，ホーリスヒル
Ｓ‐G3 ２着，エイコムＳ‐G3 ３着，サマーヴィルタタソールＳ‐G3
３着，etc.

グッドオールドボーイラッキーGood Old Boy Lukey（11牡 Selkirk）GB・
HKG４勝，シュパーラティヴＳ‐G2

オークリーガールOakley Girl（12 牝 Sir Percy）GB・USA３勝，Conquer
or S‐L ２着，Hoppings S‐L ３着，Kentucky Downs Ladies Mar
athon S‐L ３着

４代母 カラースピン Colorspin（83 FR鹿 High Top）GB・IRE４勝，愛オークス
‐G1，Newbury S‐L，ミュージドラＳ‐G3 ３着

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

927 ハマギク２０２０ 牡・黒鹿 １／２３

＊

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

ロウマン Invincible Spirit

�
�
�
�
�

��
��

�Lawman Laramieハマギク
＊ Halling

��
��
�アンリーチャブルスター黒鹿 2012 Spinning The Yarn

13e
Danzig S3×M5

価格： 購買者：



母 ハリウッドセレブ（11黒鹿 ジャングルポケット）�入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ケンデューク（16牡黒鹿 ＊ノヴェリスト）１勝
ピクトグラム（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��入着３回
マスカレード（18牝鹿 スピルバーグ）��出走

２代母 マンハッタンセレブ（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
シャインセレブ（07牝 ＊クロフネ）出走

シャインヴィットゥ（14牡 ＊ファスリエフ）５勝，２０１８フェアウェルＳ，���
１勝�入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着

シャインカメリア（15牝 ＊アポロキングダム）２勝，ダリア賞‐OP ２着，エス
ペランサ賞３着，���出走�出走

サトノグロリアス（09牡 ジャングルポケット）１勝
セレブリティモデル（10牝 キングカメハメハ）２勝，忘れな草賞‐OP
ブルックデイル（12牝 キングカメハメハ）４勝，山中湖特別，湯川特別，土湯温泉

特別，粟島特別２着
ロスカボス（13� キングカメハメハ）２勝，野路菊Ｓ‐OP，すみれＳ‐OP ３着，青

梅特別３着，障害１勝
セイハロートゥユー（18牡 キングカメハメハ）�１勝

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

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

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

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

ーンＣ‐G3，キャピタルＳ‐L，etc.
クレスコグランド（08牡 タニノギムレット）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪―ハ

ンブルクＣ‐L ３着，日本ダービー‐G1 ５着，etc.，種牡馬
ダービーフィズ（10牡 ジャングルポケット）５勝，函館記念‐G3，セントライ

ト記念‐G2 ２着，札幌記念‐G2 ３着，etc.

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

928 ハリウッドセレブ２０２０ �・青鹿 ２／１０
＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーハリウッドセレブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�マンハッタンセレブ黒鹿 2011 ＊サトルチェンジ

16c
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ハナズクリーム（14鹿 ブラックタイド）�１勝
初仔

２代母 ファーマクリーム（08鹿 ＊スニッツェル）３勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着，
橘Ｓ‐OP ３着

３代母 オーブシュプレーム（03鹿 サクラバクシンオー）入着

４代母 ＊オーブアンディアンヌ（90 FR栗 Bluebird）FR・USA５勝，イエローリボン
招待Ｓ‐G1，ラスパルマスＨ‐G2，P. de la Seine‐L，メイトリアークＳ‐G1
２着，サンタアナＨ‐G1 ３着，etc.
［子］ マルカハンニバル（04牡 スペシャルウィーク）４勝，デイリー杯２歳Ｓ

‐Jpn2 ３着，京都２歳Ｓ‐L ３着，萩Ｓ‐OP ２着，etc.，�８勝
タガノガルチ（97牡 Gulch）５勝，羊蹄山特別，障害２勝
ボヘミアン（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝�１勝
��入着２回，ジュニアＧＰ

［孫］ ロードハリアー（08牡 ジャングルポケット）３勝，袖ケ浦特別２着

５代母 サルヴォーラ Salvora（82 USA栗 Spectacular Bid）FR１勝
［子］ マーレイノストラムMare Nostrum（98牝 Caerleon）FR２勝，ヴァン

トー賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着
スペシャルギャラリー Special Gallery（89 牝 Tate Gallery）GB・IRE・B
RZ６勝，P. Tiradentes‐L，コルデイロデグラーサ大賞‐G2 ３着

レゾナーブル Raisonnable（93 牝 Common Grounds）FR２勝，P. Ro
nde de Nuit‐L，グロット賞‐G3 ２着，レゼルヴォワール賞‐G3 ２
着，etc.

［孫］ イラプト Erupt（12 牡 Dubawi）GB・FR・USA・CAN５勝，パリ大賞‐G1，
カナディアンインターナショナルＳ‐G1，リス賞‐G3，etc.，種牡馬

コモンワールド CommonWorld（99 牡 ＊スピニングワールド）GB・FR
・IRE・GER・UAE・NOR８勝，グラッドネスＳ‐G3，ヴェストラ
ンデスバンク大賞‐G3，Ruby S‐L，etc.，種牡馬

センシブル Sensible（98 牡 Sadler's Wells）GB・FR３勝，P. de Sures
nes‐L，ガネー賞‐G1 ３着，ラクープ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2659
生 産 牧 場： 谷藤 弘美
飼 養 者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �080-1866-7124

929 ハナズクリーム２０２０ �・鹿 ２／１７
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアハナズクリーム ＊スニッツェル

��
��
�ファーマクリーム鹿 2014 オーブシュプレーム

＊オーブアンディアンヌ 4g
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ニッセイグリーン（10鹿 ＊シンボリクリスエス）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
ロックンルージュ（14牝鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，��３勝
ナツノトビラ（16牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���２勝�２勝

２代母 メイショウヤヨイ（91鹿 アンバーシヤダイ）１勝
メイショウヘルト（97牡 ＊ティッカネン）２勝
メイショウオスカル（01牝 フジキセキ）３勝，フローラＳ‐Jpn2，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，

京都牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，フラワーＣ‐Jpn3 ３着，etc.
メイショウキリサメ（12牡 メイショウサムソン）１勝，マカオＪクラブＴ２着
メイショウモウコ（14牡 メイショウボーラー）４勝，須磨特別，賢島特別２着，

障害入着，�地方未出走
レベルスリー（15牡 ＊アグネスデジタル）１勝，���４勝

メイショウアンドレ（03牡 アグネスタキオン）３勝，信夫山特別３着
キシュウグラシア（06牝 フジキセキ）３勝，障害１勝

セレンディピア（17牡 ＊フレンチデピュティ）�１勝
ランドグローリー（11� ゼンノロブロイ）�10 勝�４勝��
キープファイター（14� ブラックタイド）���４勝

３代母 ニツセイリラ（79鹿 ＊ロードリージ）出走
メイショウリラ（88牝 ＊ナイスダンサー）３勝

メイショウシラヌイ（01� ＊トワイニング）２勝，まりも特別，サロマ湖特別３
着，立待岬特別３着

メイショウジェニエ（93牡 アンバーシヤダイ）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，皐
月賞‐Jpn1 ３着，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

メイショウセレジャ（94牝 ＊スマコバクリーク）出走
エムテスカイ（99牡 マーベラスサンデー）障害２勝，新潟ジャンプＳ‐JG3 ３着

４代母 パールリラ（63鹿 ＊モンタヴアル）５勝
［子］ ホクトミリオン（77牝 ＊ミンスキー）４勝，姫川特別

シーワンダー（81牡 ＊ナイスダンサー）４勝，函館ＲＣ９０周年記念２着
［孫］ ユウショウパンジー（91牝 ユーワジェームス）�３勝，花吹雪賞

販売申込者・所有者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109
生 産 牧 場： ㈲日西牧場
飼 養 者： ㈲日西牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6109

930 ニッセイグリーン２０２０ 牡・鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スペシャルウィーク

�
�
�
�
�
�
�
�
� キャンペンガールリーチザクラウン Seattle Slew

��
��
�クラウンピース青鹿 2006 ＊クラシッククラウン

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayニッセイグリーン アンバーシヤダイ

��
��
�メイショウヤヨイ鹿 2010 ニツセイリラ

＊オーリンダセコンド 6b
Seattle Slew S3×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ブリュンヒルト（04栗 アグネスタキオン）２勝，札幌センテニアル（芝 1800）２着，
おおぞら特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（10）〕
ウィナーウェイ（11牝栗 エアジハード）入着，�１勝
ヴォルムス（13牡栗 ＊サウスヴィグラス）�３勝��６勝
クリノヤマトノオー（14牡鹿 ジャングルポケット）５勝，大阪城Ｓ‐L（芝 1800）３

着，白百合Ｓ‐OP（芝 1800）２着，サンタクロースＳ（芝 2000），野分特別
（芝 1800），清滝特別（芝 1800），難波Ｓ（芝 1800）２着，サンタクロースＳ
（芝 2000）２着，修学院Ｓ（芝 1800）３着，あやめ賞（芝 1800）３着

クリノニーナ（19牝芦 ＊ザファクター）�出走

２代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Woodbine BC H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.

＊フィールドチャンプ（92� Halo）４勝，ＨＢＣ杯，長良川特別，ゆきつばき賞，熱
田特別２着

＊ラスリングカプス（93牝 Woodman）３勝
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，

フィリーズレビュー‐Jpn2，ファンタジーＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ
‐Jpn3，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着

ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走
トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京
王杯スプリングＣ‐G2 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮記念‐G1 ４
着，福島ＴＶＯＰ‐OP，etc.

フィールドフラワー（95牝 Woodman）２勝，うぐいす賞
フィールドオアシス（03牡 タヤスツヨシ）４勝，ユニコーンＳ‐Jpn3 ３着，昇竜Ｓ

‐OP ２着，鎌倉Ｓ２着，滝桜賞２着，太秦Ｓ３着，etc.
ブラボーデイ（05� ＊ファルブラヴ）障害１勝，�１勝

３代母 グラミ－Gramy（71 FR鹿 Tapioca）FR６勝，フィユドレール賞‐G3，ロワ
イヤリュー賞‐G3，P. de Liancourt‐L，モーリスドニュイユ賞‐G2 ３着，ポ
モーヌ賞‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

931 ブリュンヒルト２０２０ �・鹿 ２／２６
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラブリュンヒルト
＊ Northfields

��
��
�フィールディ栗 2004 Gramy

2n
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 フェレット（97鹿 ＊サンデーサイレンス）入着３回
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－７（17），地方－３（８）〕
ホクセツキングオー（07牡鹿 ＊サウスヴィグラス）５勝，大阪スポーツ杯（Ｄ1400），

伊良湖特別（Ｄ1400），鳴門Ｓ（Ｄ1400）２着，播磨Ｓ（Ｄ1400）２着，円山特
別（Ｄ1400）３着

クラウンビアンコ（09牡鹿 ＊ホワイトマズル）��１勝�３勝
フレンドスイート（11牝黒鹿 ＊バゴ）３勝，鈴鹿特別（Ｄ1400），福島放送賞
（Ｄ1700）３着，�２勝��１勝

ウインフェルベール（13牡青鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝
フレンドパリ（14牝黒鹿 ＊アグネスデジタル）１勝，�１勝��入着８回
セパヌイール（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）３勝，ごぎょう賞（Ｄ1200）３着，�

��入着２回
ニシノフルバンク（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，���入着
ニシノホライゾン（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦安特別（Ｄ1200）３着
トペコンヒーロ（18牡栗 ＊エスケンデレヤ）�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

メッサーシュミット（05� ＊スクワートルスクワート）２勝，ひまわり賞‐OP，
フェニックス賞‐OP ３着

パリスドール（07牝 サイレントハンター）２勝，ひまわり賞‐OP
ブラックウォーター（96牡 Bluebird）１勝，�３勝�入着３回
フェルヴォーレ（99牝 ＊エリシオ）２勝
フェリシア（02牝 ＊グラスワンダー）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，ファルコンＳ

‐Jpn3 ２着，赤松賞２着，サフラン賞２着
レプラコーン（05牡 ゴールドアリュール）３勝，�２勝�
ブラーニーストーン（07� ＊クロフネ）４勝，宗像特別２着，芦屋川特別２着，有明

特別２着，大牟田特別２着，心斎橋Ｓ３着

３代母 ヴィクトレスVictoress（84 USA鹿 Conquistador Cielo）FR１勝
グインGwynn（97牝 Darshaan）不出走

プールモワ Pour Moi（08 牡 Montjeu）GB・FR３勝，英ダービー‐G1，グレ
フュール賞‐G2，ラフォルス賞‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 藤巻 則弘＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2536
生 産 牧 場： 藤巻 則弘
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

932 フェレット２０２０ 牡・栗 ３／１５

＊

ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellフェレット
＊ Irish River

��
��
�フェルモイ鹿 1997 Victoress

22b
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ファニーゴールド（02芦 ＊エリシオ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（43）〕
ミヤノオードリー（06牡芦 ニューイングランド）�11 勝，九州大賞典（Ｄ2500），

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

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

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

スプリングＣ（Ｄ1400）２着
ランパク（15牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，
��出走
ミヤノランオー（19牡芦 ＊ラニ）
地方未出走

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

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

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

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

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

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

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，種牡馬
バックビーン Buckbean（85牡 Buckfinder）USA17 勝，Cardinal H，Colu

mbus Classic H，Indiana S，etc.，種牡馬

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

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

933 ファニーゴールド２０２０ �・芦 ５／１７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceファニーゴールド
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ芦 2002 Pucheca

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

価格： 購買者：



母 ファーマクリーム（08鹿 ＊スニッツェル）３勝，クリスマスローズＳ‐OP
（芝 1200）２着，橘Ｓ‐OP（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ハナズクリーム（14牝鹿 ブラックタイド）�１勝
レジスタントスター（18牡鹿 ストロングリターン）�出走，��入着

２代母 オーブシュプレーム（03鹿 サクラバクシンオー）入着
アストロフォンテン（09牡 ローエングリン）�７勝��
マインユアーズ（10牝 ローエングリン）�５勝�１勝
エマーブルクラルテ（14牝 デュランダル）�１勝
コトホギ（15牝 ＊ヨハネスブルグ）���３勝
コスモオーブ（17牡 ゼンノロブロイ）���２勝
ディーノランページ（18牡 ベルシャザール）���３勝

３代母 ＊オーブアンディアンヌ（90 FR栗 Bluebird）FR・USA５勝，イエローリボン
招待Ｓ‐G1，ラスパルマスＨ‐G2，P. de la Seine‐L，メイトリアークＳ‐G1
２着，サンタアナＨ‐G1 ３着，etc.
タガノガルチ（97牡 Gulch）５勝，羊蹄山特別，障害２勝
マルカハンニバル（04牡 スペシャルウィーク）４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

京都２歳Ｓ‐L ３着，萩Ｓ‐OP ２着，etc.，�８勝
ボヘミアン（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝�１勝��入着２回，

ジュニアＧＰ

４代母 サルヴォーラ Salvora（82 USA栗 Spectacular Bid）FR１勝
［子］ マーレイノストラムMare Nostrum（98牝 Caerleon）FR２勝，ヴァン

トー賞‐G3，サンタラリ賞‐G1 ２着，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着
スペシャルギャラリー Special Gallery（89 牝 Tate Gallery）GB・IRE・B
RZ６勝，P. Tiradentes‐L，コルデイロデグラーサ大賞‐G2 ３着

［孫］ イラプト Erupt（12 牡 Dubawi）GB・FR・USA・CAN５勝，パリ大賞‐G1，
カナディアンインターナショナルＳ‐G1，リス賞‐G3，etc.，種牡馬

コモンワールド CommonWorld（99 牡 ＊スピニングワールド）GB・FR
・IRE・GER・UAE・NOR８勝，グラッドネスＳ‐G3，ヴェストラ
ンデスバンク大賞‐G3，Ruby S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 増尾牧場＝日高町豊郷 �090-3779-1721
生 産 牧 場： 増尾牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

934 ファーマクリーム２０２０ 牡・黒鹿 ４／２７

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Redoute's Choice

�
�
�
�
�

��
��

�スニッツェル Snippets' Lassファーマクリーム サクラバクシンオー

��
��
�オーブシュプレーム鹿 2008 ＊オーブアンディアンヌ

4g
Storm Bird S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 フィネス（14黒鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ＊ディアマンティナ（03 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA１勝
シゲルシュサ（08牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝
デオヴォレンテ（09牡 アドマイヤムーン）３勝
コートリーラッシュ（11牝 ディープスカイ）１勝
アンブリカル（12牝 マンハッタンカフェ）３勝，潮騒特別，ＨＴＢ杯２着，くるみ

賞２着
カーボナード（15牡 ディープインパクト）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

３代母 ユーセフィア Yousefia（89 USA鹿 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady
M. H‐L，Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着

＊マチカネハツシマダ（95牝 Private Account）３勝，五泉特別，白河特別３着
チョイワルグランパ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，シリウスＳ‐G3 ３着，ア

レキサンドライトＳ，松戸特別，etc.，障害１勝，�２勝�３勝��入着２回
ダークシャドウ（07牡 ダンスインザダーク）５勝，毎日王冠‐G2，エプソムＣ

‐G3，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.
ミシカルガールMythical Girl（96 牝 GoneWest）GB・IRE３勝，プリンセスマ

ーガレットＳ‐G3
ミスアヴァロンMiss Avalon（05牝 ＊ファンタスティックライト）FR・NZ出走
ヴェスパ Vespa（11牡 Elusive City）AUS・NZ７勝，エラズリーサイア
ーズプロデュースＳ‐G1，ウェリントンギニーズ‐G2，Manawatu Fl
ying H‐L，etc.，種牡馬

トルークマクト Toruk Macto（09牡 Authorized）TUR６勝，Mimar Sinan
S‐L，Mehmet Akif Ersoy S‐L，Turkish Two Thousand Guineas
‐L ３着，種牡馬

ダイアーホースDirehorse（11 牝 Bushranger）TUR４勝，Zuhtu Erisen S
‐L ３着

クリムゾンチアーCrimson Cheer（09 牝 Van Nistelrooy）GB出走
ケフェウス Cepheus（17 牡 Sea The Stars）�GB・FR３勝，P. Arcangues‐L

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： 佐藤 鉄也
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

935 フィネス２０２０ 牡・黒鹿 ２／２２
＊ Dansili

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハービンジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Penang Pearlアグニシャイン アグネスタキオン

��
��
�ガールオンファイア栗 2014 ＊レディブロンド

＊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ィネス
＊ Seeking the Gold

��
��
�ディアマンティナ黒鹿 2014 Yousefia

A4
サンデーサイレンスM3×S4 ウインドインハーヘアM3×S4
Seeking the Gold M3×S4 Danzig M4×S5
価格： 購買者：



母 フェスティバル（99鹿 ＊アサティス）２勝，��２勝��，北海道２歳優駿‐Jpn3，
エーデルワイス賞‐Jpn3，USA１勝，ダリアＨ‐G3
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（32）〕
＊トゥービーハッピー（10 USA牝鹿 Bernardini）��４勝
ハヤブサザムライ（14牡栗 ＊サウスヴィグラス）�９勝��３勝�１勝
テイクユアハート（15牝青鹿 ＊ヨハネスブルグ）��１勝�３勝��３勝
ハクナマタタ（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）２勝，�	３勝��
ディーエスノレッジ（17牡栗 ゴールドアリュール）���１勝
スティールストーム（18牡栗 ＊シニスターミニスター）���２勝�２勝

２代母 ノースケープ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）出走
ベイブルーム（89牝 ＊ノーザンディクテイター）不出走

ワンモアヒット（95牝 ＊アサティス）４勝，北斗賞，白鳥大橋特別２着，七重浜
特別２着，駒場特別３着，
３勝�３勝��

カリスタルーキー（90牡 ＊パドスール）１勝，�４勝
バーナードスター（92牡 ＊アサティス）４勝，清里特別２着，霞ケ浦特別２着，セン

トポール賞３着，深秋特別３着
オーバーラップ（94牡 サツカーボーイ）�13 勝	３勝���，中津大賞典，中津記

念２着
スリーアサティス（95牡 ＊アサティス）２勝
タマモノンストップ（96牡 ＊アサティス）４勝，吹田特別，久留米特別，鷹取特別２

着，御嶽特別２着，梅田Ｓ３着，etc.
スリーケープ（97牝 ＊ミシル）１勝

スリーオペレーター（03牡 ＊オペラハウス）入着２回，障害２勝，阪神スプリン
グジャンプ‐JG2

スリーオリオン（05牡 ＊オペラハウス）５勝，万葉Ｓ‐L ３着，日本海Ｓ，恋路
ケ浜特別，ジューンＳ２着，糸魚川特別２着，etc.

サントシエロ（98 ＊アサティス）２勝，千歳特別３着，�２勝

３代母 イーグランド（72鹿 ＊ヴエンチア）２勝
カリスタカイザー（83牡 ＊ノーザリー）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，京成杯３歳Ｓ

‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，	９勝��入着
スクラムトライ（86牡 ＊ノーザンディクテイター）１勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着

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

936 フェスティバル２０２０ �・鹿 ３／１０

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Medaglia d'Oro

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

��
��
�プリエミネンスUSA 黒鹿 2009 アジテーション

＊ Topsider

�
�
�
�
�

��
��

�アサティス Secret Assetフェスティバル ＊クラウンドプリンス

��
��
�ノースケープ鹿 1999 イーグランド

＊アマリテユード 2f
Northern Dancer M4×S5 Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 フェートデュヴァン（00鹿 メジロマックイーン）３勝，富良野特別（芝 2600），阿
寒湖特別（芝 2600）３着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６）〕
ピノブラン（07牝芦 ＊クロフネ）２勝

リープフラウミルヒ（15牝 ステイゴールド）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，藻岩
山特別，石打特別２着，美浦Ｓ３着，浄土平特別３着，etc.

フェイトフルウォー（08牡黒鹿 ステイゴールド）３勝，セントライト記念‐G2，京
成杯‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，ホープフルＳ‐L（芝 2000）３着

ルヴェソンヴェール（11牝栗 ＊クロフネ）１勝
ファンタスティック（16牡 オルフェーヴル）�２勝，開成山特別２着

テイエムオリンピア（18牝黒鹿 フェノーメノ）�出走

２代母 ＊マーサズヴィンヤード（92 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
オシャベリコパ（06牝 ＊フォーティナイナー）１勝

３代母 クルーニングウォーターCrooningWater（82 USA鹿 Riva Ridge）USA３勝

４代母 グライディングバイGliding By（75 USA鹿 Tom Rolfe）USA１勝
［子］ クレアブリッジ Clare Bridge（81牝 Little Current）GB・FR・IRE・IT

Y２勝，ギルタウンスタッドＳ‐G3，マルレ賞‐G2 ２着
［孫］ シルヴァーペイトリアーク Silver Patriarch（94牡 Saddlers' Hall）GB

・FR・IRE・ITY・HKG８勝，英セントレジャー‐G1，コロネイショ
ンＣ‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，etc.，種牡馬

パピノー Papineau（00牡 Singspiel）GB・FR５勝，アスコットゴールド
Ｃ‐G1，ヘンリー二世Ｓ‐G2，P. de l'Avre‐L，種牡馬

バヤモ Bayamo（99� Valanour）FR・USA４勝，アメリカンＨ‐G2，
エディリードＨ‐G1 ２着，チャールズホイッティンガムメモリアル
Ｈ‐G1 ２着

マイペイトリアークMy Patriarch（90牡 Be My Guest）GB・IRE・IT
Y・AUS７勝，ヘンリー二世Ｓ‐G3，Lonsdale S‐L，George S
tubbs H‐L，etc.，種牡馬

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

937 フェートデュヴァン２０２０ 牡・鹿 ５／１６
＊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キズナ
＊ Storm Cat

��
��
�キャットクイル青鹿 2010 Pacific Princess

メジロテイターン

�
�
�
�
�

��
��

�メジロマックイーン メジロオーロラフェートデュヴァン
＊ Nijinsky

��
��
�マーサズヴィンヤード鹿 2000 CrooningWater

2n
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 フェールクークー（05栗 ＊アラムシャー）１勝，鏑矢特別（芝 1000）３着，浦安特
別（Ｄ1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－４（６）〕
ポワソンダブリル（12牡栗 メイショウボーラー）��２勝
タリズマ（14牡青鹿 アドマイヤマックス）�２勝
フェールデュビアン（15牝鹿 ディープブリランテ）１勝，はやぶさ賞（芝 1000）３着
ラインカリーナ（16牝栃栗 ＊パイロ）２勝，伏竜Ｓ‐OP（Ｄ1800）３着，くすのき賞
（Ｄ1700），プラタナス賞（Ｄ1600）３着，����１勝�入着�，関東オーク
ス‐Jpn2，クイーン賞‐Jpn3 ３着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着

フェールアシュバル（17牝栗 トゥザグローリー）１勝，���１勝
ナツイロノオトメ（19牝青鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ウッディークー（95栗 Woodman）１勝
ゴッドヘイロー（00牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，大和特別，高

田城特別，大内宿特別，羅生門Ｓ２着，etc.，	２勝��１勝�入着
パディーインライズ（01牡 ＊デヒア）��10 勝
ビヨンドザムーン（03牡 ＊デザートキング）１勝
ブラックベルベット（04
 ＊マリエンバード）�３勝
フォレストルーラー（06牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝
クレイモア（07牡 ＊マリエンバード）入着２回，�２勝�２勝
ブランダムール（09牝 アドマイヤコジーン）５勝，カンナＳ‐OP ２着，ＵＨＢ賞

‐OP ３着，ＴＶｈ杯，道新スポーツ杯，基坂特別，etc.

３代母 ＊ブリズントゥアウィン（88 CAN栗 Briartic）USA４勝
プレミアシチー（02牡 ＊トワイニング）１勝，はなのき賞２着

４代母 リーズナブルウィン ReasonableWin（72 CAN黒鹿 Winisteo）USA20 勝，
Canadian Oaks，Connaught C‐R，Whimsical S，Belle Maho
ne S‐R，Ballerina H，etc.
［子］ パレンタルプレッシャー Parental Pressure（91 牡 Regal Classic）USA

14 勝，Bold Venture S‐L，Queenston S‐R，Sam F. Davis B
reeders' Cup S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
生 産 牧 場： ㈲日進牧場
飼 養 者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159

938 フェールクークー２０２０ 牡・栗 ４／２５

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Key of Luck

�
�
�
�
�

��
��

�アラムシャー Alaiydaフェールクークー Woodman

��
��
�ウッディークー栗 2005 ＊ブリズントゥアウィン

4r
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

新春賞，新春賞２着
バンビーナリタ（04牝 マヤノトップガン）	６勝�入着

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

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

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

５代母 フローラバンブー（75栗 フアストバンブー）１勝

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

939 ブラックショコラ２０２０ 牡・鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターブラックショコラ バブルガムフェロー

��
��
�ブラックカシミール黒鹿 2012 リンダムヘール

＊ダドリア 14c
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 プリマビスティー（07鹿 ＊プリサイスエンド）�３勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600），しらさぎ賞（Ｄ1400）２着，東京シン
デレラマイル（Ｄ1600）２着，ロジータ記念（Ｄ2100）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（21）〕
セイシュプリーム（13牝鹿 ＊シニスターミニスター）入着，�６勝
ホープライズ（14牡栗 ＊トビーズコーナー）�５勝�４勝���入着２回�，知床

賞（Ｄ1400）３着
コスモビスティー（15牡鹿 ＊トビーズコーナー）２勝，富嶽賞（Ｄ1400）３着，��

入着４回
スズカビステー（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）�３勝�
プリマガリーナ（17牝栗 ジョーカプチーノ）��１勝��２勝
プリマルーチェ（19牡栗 ＊トビーズコーナー）�地方未出走

２代母 ロングプリマ（89栗 ＊ロイヤルスキー）３勝
キララ（96牝 ＊モガミ）	２勝
シンセイアイドル（97牝 シンボリルドルフ）１勝
ケイタイガー（98牡 ＊シアトルダンサーⅡ）２勝，
�３勝��入着，エメラルドＣ２着
ダイワミズリー（99牡 ＊スキャン）��３勝，羽田盃２着
ビジンサン（02牝 マヤノトップガン）入着，�２勝
トゥインクルバード（04牡 ＊マリエンバード）��２勝
シンセイサクラ（06牝 キングヘイロー）�８勝�

３代母 アカリエンジエル（78栗 ＊イエローゴツド）４勝，樽前山特別

４代母 フシミアカリ（72栗 ＊ムーテイエ）出走
［孫］ ロンスパーク（82牡 ＊シーホーク）３勝，鳴尾記念‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2 ２着，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ２着，etc.
グレートユーティー（85牡 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，大阪城Ｓ
‐OP ３着，淡路特別，梅花賞２着

５代母 ＊コンスタントチエンジ（59 GB鹿 Never Say Die）GB１勝
［子］ コーヨーチカラ（73牡 ＊ミラルゴ）４勝，ＮＨＫ杯，菊花賞４着，オリー

ブ賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲伏木田牧場＝浦河町姉茶 �0146-27-4150
生 産 牧 場： ㈲伏木田牧場
飼 養 者： �ヒルヴァレーファーム＝浦河町絵笛 �090-5895-7141

940 プリマビスティー２０２０ 牡・鹿 ４／２７

＊

オールドトリエステ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Old Trieste

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

��
��
�Sweet MinisterUSA 鹿 2003 Sweet Blue

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyプリマビスティー ＊ロイヤルスキー

��
��
�ロングプリマ鹿 2007 アカリエンジエル

＊コンスタントチエンジ 19c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 プレシャスクルー（15黒鹿 ＊ノヴェリスト）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
プリサイスニードル（19牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）��入着

２代母 プレシャスフラワー（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
プレシャスエルフ（06牝 ＊コロナドズクエスト）不出走

ピアシングステア（12牡 ＊バトルプラン）４勝，八王子特別２着，伊勢佐木特別
３着，両津湾特別３着，��１勝��入着４回

キアロスクーロ（13� ＊スタチューオブリバティ）４勝，マーガレットＳ‐LR
２着，橘Ｓ‐OP ２着，宇治川特別，鶴橋特別，豊明Ｓ２着，etc.

クリノレオノール（14牝 ＊ファスリエフ）�３勝，妙高特別２着
ニシノドレッシー（16牝 リーチザクラウン）３勝，知床特別，立待岬特別，下

関Ｓ２着，南総Ｓ２着
メイショウカズサ（17牡 ＊カジノドライヴ）�４勝，栞Ｓ，九州スポーツ杯

ウインドミネーター（07牡 キングカメハメハ）４勝，球磨特別，灘Ｓ２着，花園Ｓ３着
ハスラー（08牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，甲南Ｓ２着
グランジャー（13� キングカメハメハ）１勝，��２勝��３勝

３代母 プレシャスキール（95栗 ＊ノーザンテースト）１勝
サンライズレクサス（03牡 ＊フォーティナイナー）５勝，宮崎競馬１００年記念，天草

特別，ドンカスターＣ，etc.
ヒカリシャトル（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，スピ

カＳ，名鉄杯，etc.
サンライズクォリア（07牡 キングカメハメハ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着，etc.，

�入着��，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ４着

４代母 マルゼンキール（81栗 ＊ボールドラツド）１勝
［孫］ ブルーラッド（06牡 ＊シーロ）�１勝��６勝�４勝	入着，浦和記念

‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3 ２着，埼玉栄冠賞，etc.，ＮＡＲ優３歳
レッツゴーキリシマ（05牡 メジロライアン）５勝，関屋記念‐G3，カシオ
ペアＳ‐L，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ２着，etc.

ゴウゴウキリシマ（03牡 キングヘイロー）３勝，シンザン記念‐Jpn3，千
両賞，黄菊賞３着

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

941 プレシャスクルー２０２０ �・黒鹿 ３／２３

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonプレシャスクルー ＊サンデーサイレンス

��
��
�プレシャスフラワー黒鹿 2015 プレシャスキール

＊シル 5g
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ブライダルベール（06鹿 キングカメハメハ）２勝，英彦山特別（芝 2000），石打特
別（芝 1600）２着，インディアＴ（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４）〕
タニノミステリー（15�黒鹿 タニノギムレット）１勝
タニノドラマ（16牡鹿 タニノギムレット）１勝，メルボルンＴ（芝 2400）２着
タニノヨセミテ（17牝鹿 ダノンシャンティ）�２勝
リーガルチェック（18牡黒鹿 タニノギムレット）��入着４回

２代母 ファンシーブライド（87鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
マイファンシミン（92牝 ＊リアルシヤダイ）入着

カネクラモチ（03牝 タヤスツヨシ）�５勝��入着，花吹雪賞２着
エーブサンデーサン（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，舞浜特別２着，�１勝，種牡馬
エーブマックイーン（96牡 メジロマックイーン）�６勝�	２勝��11 勝
入着，

アフター５スター賞２着，オータムＣ２着，新春スターＪ
グリーンソニック（97牡 サクラユタカオー）５勝，秩父特別，鳴海特別，霊山特別，

奥只見特別，オリエンタル賞２着，etc.
メイショウギリー（03牡 ＊フォーティナイナー）１勝
クリップフェアリー（04牝 ＊タイキシャトル）２勝

３代母 フアンシーダイナ（78鹿 ＊シーホーク）２勝，富里特別
ダイナフエアリー（83牝 ＊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，etc.
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
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
ダイナフアンキー（84牝 ＊ダンサーズイメージ）２勝

タヤスメドウ（95牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，京都新聞
杯‐Jpn2 ３着，ダイヤモンドＳ‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

フアシネイター（85牝 ＊ノーザンテースト）不出走
メイショウタメトモ（05牡 ＊ジョリーズヘイロー）５勝，�����入着５回，

川崎記念‐Jpn1 ２着，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2 ２着，ブリーダーズＧＣ
‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

942 ブライダルベール２０２０ �・鹿 ３／２１

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスブライダルベール ＊ノーザンテースト

��
��
�ファンシーブライド鹿 2006 フアンシーダイナ

＊フアンシミン 9f
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ホクセツダンス（08栗 ＊アグネスデジタル）５勝，神無月Ｓ（Ｄ1400），羊蹄山特
別（Ｄ1700），麦秋Ｓ（Ｄ1400）２着，播磨特別（Ｄ1400）２着，ファイナルＳ
（Ｄ1400）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ビッグデータ（15牡鹿 キングカメハメハ）�１勝，�３勝
キアナポラリス（17牝栗 キングカメハメハ）���入着５回
マッシブディール（18�鹿 ルーラーシップ）出走，�地方未出走
アドーニス（19牡鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 サイレントラヴ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ハーティンハート（07牡 サクラバクシンオー）２勝，相模湖特別２着，朝日岳特別

２着，外房特別３着，�４勝�入着３回���
アズマクリスエス（10牡 ＊シンボリクリスエス）	４勝
モリトシラユリ（14牝 ＊クロフネ）３勝，フェアリーＳ‐G3 ３着
シゲルミズナ（15牝 ＊ワークフォース）入着２回，��１勝��１勝�１勝
ジュンノサップ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，���出走
ヒデノヴェローチェ（17牡 エイシンフラッシュ）���２勝	１勝

３代母 フアーストラブ（86鹿 ＊ナイスダンサー）��４勝
メモリアルガイ（92牡 サツカーボーイ）３勝，石打特別
メロウキス（93牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，甲東特別，耶馬渓特別３着

キープユアスマイル（03牝 アグネスタキオン）２勝，紫苑Ｓ‐L ２着
ノボリユキオー（96牡 ＊トニービン）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ

Ｐ‐OP ２着，etc.，��入着２回，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
プレシャスソング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，佐渡特別
トーセントゥルー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，火打山特別２着，シンガポー

ルターフクラブ賞３着
アズマタイショウ（06牡 キングカメハメハ）２勝，わらび賞

４代母 レデイーシラオキ（78鹿 ＊セントクレスピン）４勝，中距離特別
［孫］ スペシャルウィーク（95牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，ジャパンＣ‐G1，

日本ダービー‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，特別賞，種牡馬

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

943 ホクセツダンス２０２０ 牡・栗 ３／２４

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawホクセツダンス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サイレントラヴ栗 2008 フアーストラブ

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ボナマティーナ（15鹿 ＊キングズベスト）�入着３回
初仔

２代母 ＊モーニングタイド（94 USA鹿 Seeking the Gold）USA１勝
マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３
着，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.

シンメイレグルス（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，関越Ｓ‐L ２着，昇竜Ｓ‐OP，
樟葉特別，黒竹賞，��２勝��，スパーキングサマーＣ２着

モーニングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別２着
テイエムジョウネツ（12牝 ステイゴールド）３勝，北國新聞杯，甲南Ｓ３着，大倉

山特別３着
ケルベロス（13牡 ディープインパクト）１勝，下北半島特別，相馬特別２着

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着

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

Ｓ‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，Monr

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
＊ドーンランサム（96牝 Red Ransom）FR入着

＊ブラッドバローズ（01牡 Singspiel）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3 ３着，遠州
灘特別，九州スポーツ杯２着，etc.

キングストリート（06� キングカメハメハ）６勝，東京新聞杯‐G3 ２着，ファ
イナルＳ‐L ３着，小倉日経ＯＰ‐L ３着，etc.，�１勝

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

944 ボナマティーナ２０２０ 牡・栗 ３／２３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaボナマティーナ
＊ Seeking the Gold

��
��
�モーニングタイド鹿 2015 Eastern Dawn

5g
Mr. Prospector M4×M4

価格： 購買者：



母 ヒカリヴィグラス（06栗 ＊サウスヴィグラス）��３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（６）〕
アツミパワー（15牡栗 アッミラーレ）��１勝
ヒカリオーソ（16牡栗 フリオーソ）���５勝，川崎記念‐Jpn1 ２着，ジャパン

Ｄダービー‐Jpn1 ５着，戸塚記念（Ｄ2100），東京ダービー（Ｄ2000），雲取
賞（Ｄ1800），平和賞（Ｄ1600），ニューイヤーＣ（Ｄ1600）２着，報知オールス
ターＣ（Ｄ2100）３着

マイネルイリャルギ（17牡鹿 ＊ベーカバド）�２勝，鶴ヶ城特別（Ｄ1700）３着

２代母 マイムーン（99栗 ＊ミシル）��３勝
アームレギュラー（05牡 レギュラーメンバー）��１勝
ニューサンダー（07牡 ニューイングランド）��２勝
ダージースペクター（09牡 ＊ダージー）��５勝

３代母 ヒカリリーダー（79鹿 ＊ネプテユーヌス）入着３回，�８勝
オグリリーダー（86牡 ＊カジユン）�11 勝�入着２回�，東海ゴールドＣ３着，東海

大賞典３着，岐阜金賞，etc.
ヒカリリトル（87牡 ＊リトルリヴア）��８勝�，ＮＴＶ盃，ダイオライト記念２着，

東京大賞典３着，etc.
ストロングセーバー（88牝 サンシヤインボーイ）�１勝�７勝�，花吹雪賞２着
ライデンリーダー（92牝 ワカオライデン）１勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，ローズ

Ｓ‐Jpn2 ３着，桜花賞‐Jpn1 ４着，�12 勝
ベンテンリュウコー（02牝 ＊マイネルラヴ）�１勝��２勝	入着，ゴールドジ

ュニア３着
プライスリーダー（94牝 ワカオライデン）１勝，�３勝

ミスターマジック（00牡 ＊ダンツシアトル）�２勝
６勝	，黒潮菊花賞３着
レッドスターリリー（03牝 ＊ラムタラ）
７勝�入着５回��，黒潮菊花賞，黒

潮ダービー３着
ローレルミレニアム（98� ＊テンビー）１勝，松浜特別２着，医王寺特別３着

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

945 ヒカリヴィグラス２０２０ 牡・鹿 ４／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターヒカリヴィグラス ＊ミシル

��
��
�マイムーン栗 2006 ヒカリリーダー

＊サンダービー 8k
Mr. Prospector S4×M5×M5 Miswaki M4×S5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ヒマラヤタカコ（11栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
カシオペアテソーロ（18牡栗 ゼンノロブロイ）�出走

２代母 トーヨーフレンチ（02鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
カシノターコイズ（09牡 ゴールドアリュール）�１勝

３代母 トーヨーサンダー（93黒鹿 サクラチヨノオー）３勝，インディアＴ，美濃特別
２着，梅花賞２着，寒桜賞３着

４代母 ＊サンダードーム（83 USA黒鹿 Lyphard）GB・USA６勝，Valnor H，
Mint Julep S
［子］ トーヨーリファール（90牡 Relaunch）６勝，ＮＺトロフィー４歳Ｓ

‐Jpn2，マーチＳ‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬
メコンMekong（89� Riverman）IRE・UAE４勝，Orby S‐L，愛ナ
ショナルＳ‐G1 ３着，愛フュチュリティＳ‐G3 ３着

トーヨーサンバ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，���入着２回，
関東オークス‐Jpn3 ２着，北海道３歳優駿‐Jpn3 ３着

トーヨーシービー（92牝 ミスターシービー）２勝，もみじＳ‐OP ３着，
野路菊Ｓ‐OP ３着

トーヨーサイレンス（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，九十九島特別，
利根川特別３着

トーヨーイナズマ（95牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，サイネリア賞２着，
��１勝�

トーヨーリアル（94牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，渥美特別３着
［孫］ ゴッドセンド（02牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，日向特別，etc.，��１勝

�４勝�２勝，赤レンガ記念，高知県知事賞，etc.
スパイナルコード（04牡 ＊デヒア）�28 勝	２勝�
，珊瑚冠賞，建依別
賞，黒潮ダービー，etc.

ラインフォーク（03牡 ＊グラスワンダー）�10 勝，黒潮ダービー，黒潮菊
花賞２着，黒潮皐月賞２着

キクノレインボー（00牝 ＊ティッカネン）
14 勝	，東海クイーンＣ２着，
サラ・クイーンＣ３着

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

946 ヒマラヤタカコ２０２０ 牡・鹿 ３／１２

＊

＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンヒマラヤタカコ ＊フレンチデピュティ

��
��
�トーヨーフレンチ栗 2011 トーヨーサンダー

＊サンダードーム 3d
Halo S4×M4 Lyphard S4×M5

価格： 購買者：



母 プランシングレディ（08鹿 ＊ファンタスティックライト）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（18）〕
オカミサン（13牝鹿 ハーツクライ）�７勝�１勝
トンイ（15牝鹿 ディープブリランテ）���４勝�２勝
ジャストワンルック（16牡鹿 ＊シニスターミニスター）�４勝
ラングロワ（18牝青鹿 マツリダゴッホ）�１勝

２代母 ＊コーディング（98 GB栃栗 Mark of Esteem）不出走
テンザンイカヅチ（03牡 フジキセキ）入着２回，五泉特別２着，�12 勝
コスモグルミット（04牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，南武特別３着
バトルヴェルデ（11牝 キングヘイロー）１勝，�３勝	入着２回

ショークール（13牡 カネヒキリ）１勝

３代母 シャロン Chalon（79 IRE 栗 Habitat）GB７勝，コロネイションＳ‐G2，チ
ャイルドＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3

＊クリエイター（86牡 Mill Reef）GB・FR・USA７勝，イスパーン賞‐G1，ガネー賞‐G1，
アルクール賞‐G2，ドラール賞‐G2，ギヨームドルナーノ賞‐G2，etc.，種牡馬

カニア Chania（94 牝 In TheWings）IRE１勝，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，L
eopardstown 1000 Guineas Trial‐L ２着，Athasi S‐L ３着，etc.
フォーリンレイダー Foreign Raider（03 牝 Lend a Hand）FR・GER・SPA８勝
リムスカ Rymska（14牝 Le Havre）�FR・USA７勝，ヒルズバラＳ‐G2，
アシーニアＳ‐G3，コモンウェルスオークス‐G3，etc.

＊シャルナ（95牝 Darshaan）IRE１勝
モエレジーニアス（03牡 フサイチコンコルド）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，札幌

２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，�１勝，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着，etc.，
ＮＡＲ優ターフ

シャロッセChalosse（97 牝 Doyoun）FR入着
クラウディアオクタヴィア Claudia Octavia（11 牝 Holy Roman Emperor）

GB・FR・GER・ITY・SVK・HUN・AUT６勝，P. Terme di Merano
‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

947 プランシングレディ２０２０ �・鹿 ３／２８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellゼンノロブロイ

＊
＊マイニング

��
��
�ローミンレイチェル黒鹿 2000 One Smart Lady

＊ Rahy

�
�
�
�
�

��
��

�ファンタスティックライト Joodプランシングレディ
＊ Mark of Esteem

��
��
�コーディング鹿 2008 Chalon

23a
Halo S3×M5

価格： 購買者：



母 ベリーベリータイム（11栗 ＊ブライアンズタイム）入着，�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アンファスエシャペ（18牝栗 ＊カジノドライヴ）���入着�２勝�
エムエスサンサン（19牝栗 ＊キングズベスト）�地方未出走

２代母 ワイルドベリー（06黒鹿 フジキセキ）出走
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
ダズリングベリー（13牝 ＊パイロ）��３勝�
ビュレットベリー（16牡 ビービーガルダン）���１勝�７勝

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

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

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

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

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

サンタアニタＴ２着

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

948 ベリーベリータイム２０２０ �・黒鹿 ３／２０

＊

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayベリーベリータイム フジキセキ

��
��
�ワイルドベリー栗 2011 アグネスミネルバ

＊ベリアーニ 8k
Northern Dancer S5×S5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 マイネマリアンヌ（09鹿 ダイワメジャー）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（９）〕
コスモトリコロール（14牡黒鹿 ＊タートルボウル）�１勝�１勝��入着３回�
ボルドープラージュ（16牝栗 ＊アイルハヴアナザー）��２勝�１勝�４勝��入

着５回，ラブミーチャン記念（Ｄ1600），加賀友禅賞（Ｄ1400）２着，留守杯日
高賞（Ｄ1600）２着，あやめ賞（Ｄ1400）２着，園田ユースＣ（Ｄ1400）２着，ラ
イデンリーダー記念（Ｄ1600）２着

スズカトップバゴ（18牡栗 ＊バゴ）�１勝
スワニーテソーロ（19牝鹿 ＊ベーカバド）�未出走

２代母 エアリバティー（94鹿 ＊トニービン）３勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，ファン
タジーＳ‐Jpn3 ３着，秋華賞‐Jpn1 ５着，西海賞，石打特別，etc.
ブライトトーチ（03牝 ＊エルコンドルパサー）�１勝�１勝
リバティープリント（05牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，呉竹賞

テキスタイルアート（12	 ＊ロージズインメイ）２勝，妙高特別３着，
�３勝
ダイワドレッサー（13牝 ネオユニヴァース）１勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3

２着，フェアリーＳ‐G3 ２着，福島記念‐G3 ３着，木更津特別３着
ライゴッド（15牝 スマートファルコン）１勝，�
�６勝，しらさぎ賞３着

ネネット（06牝 ＊ホワイトマズル）
�１勝�１勝�１勝
リアルフリーダム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，�２勝
マイネリベルタス（11牝 ＊コンデュイット）２勝，君子蘭賞３着

３代母 ＊ジョイアスピルエット（83 USA鹿 Nureyev）IRE・USA１勝，Ballycorus
S‐L ３着
ワイルドリージョイアスWildly Joyous（91	 Wild Again）USA７勝，ベンアリ

Ｓ‐G3，Thistledown B C H‐L，Governor's H‐L，etc.
エアピース（97牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，呉竹賞，
�入着，関東オークス

‐Jpn3 ２着
ピースデザイン（02牡 ＊エリシオ）３勝，福島ＴＶＯＰ‐L ３着，漁火Ｓ２着，

甲南Ｓ３着，�１勝
サトノプライマシー（09	 ネオユニヴァース）５勝，オアシスＳ‐L ２着，薫風

Ｓ，横手特別，etc.
エアジラソーレ（98牡 ＊トニービン）３勝，陸奥湾特別，湯川特別，立川特別２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲真歌田中牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-1031
生 産 牧 場： ㈲真歌田中牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

949 マイネマリアンヌ２０２０ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケマイネマリアンヌ ＊トニービン

��
��
�エアリバティー鹿 2009 ＊ジョイアスピルエット

9c
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ホローポ（15黒鹿 ゼンノロブロイ）入着
初仔

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

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

３代母 ＊クリスザレディー（84 IRE 鹿 Kris）ITY４勝，P. Verziere‐L，P. Mottal
ciata‐L ２着，P. Archidamia‐L ２着
フサイチカツラ（91牝 Sadler's Wells）４勝，メイＳ‐OP ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP

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

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

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

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

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

典‐Jpn3 ２着，サマーＣｈ‐Jpn3 ３着，名古屋記念，etc.

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

ネカＨ‐G3，コヴェントリーＳ‐G3 ３着，種牡馬
トゥ－ファ－Too Phar（83 牝 Pharly）FR・IRE７勝，Trigo S‐L，
ブランドフォードＳ‐G2 ２着，Saval Beg S‐L ２着，etc.

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

950 ホローポ２０２０ 牡・栗 ３／２５

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルホローポ ＊フォーティナイナー

��
��
�シルクスパークル黒鹿 2015 ＊クリスザレディー

13e
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ホウショウバレン（12鹿 ネオユニヴァース）��９勝
初仔

２代母 ＊ホウショウルビー（03 USA鹿 ＊デザートキング）４勝，エーデルワイスＳ，
岩室温泉特別２着，苗場特別２着，ブラジルＣ３着
ホウショウザクラ（10牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝�１勝
マリエラ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，中京日経賞３着，���入着３回
ホウショウナウ（15牡 ゴールドアリュール）�５勝，京葉Ｓ‐L ３着，ジャニュアリ

ーＳ‐OP，天王山Ｓ‐OP ２着（２回），ポラリスＳ‐OP ３着，御影Ｓ，etc.

３代母 ＊ゲイリーフィールド（98 USA栗 Crafty Prospector）不出走

４代母 イナカ Inaka（92 IRE 鹿 Ballad Rock）IRE入着
［子］ ＊ゲイリースティング（00牡 Lure）４勝，山陽特別，背振山特別，大森浜特

別，etc.，��１勝�

５代母 アワヴィレジOur Village（76 IRE 鹿 Ballymore）FR出走
［子］ オムドロワ Homme de Loi（89 牡 Law Society）FR４勝，パリ大賞

‐G1，ギシュ賞‐G3，P. Maurice Caillaut‐L，etc.，種牡馬
ミスターマジェスティクMister Majestic（84 牡 TumbleWind）GB・F
R・GER・ITY７勝，ミドルパークＳ‐G1，Leisure S‐L，デュー
ハーストＳ‐G1 ４着，etc.，種牡馬

オベロObello（90 牡 Salse）GER・SWI４勝，Behr‐Memorial‐L
２着

［孫］ ヤーラ Yara（97牝 Sri Pekan）FR・IRE入着 11回，フィーニクスＳ‐G1
２着，メルドＳ‐G3 ２着，Athasi S‐L ２着，etc.

［曾孫］ エミレーツゴールド Emirates Gold（03牡 Royal Applause）GB・UAE
４勝，National Day Cup‐L（２回），National Day Cup‐L ２
着，Stonehenge S‐L ２着

ヤーラスター Yarastar（05 牝 Cape Cross）FR・IRE・GER２勝，P.
Melisande‐L，P. Georges Trabaud‐L ３着

ヤリオ Yario（04 牡 Danehill Dancer）IRE・USA４勝，Oceanside S
‐R ２着

販売申込者・所有者： 芳賀 美知子＝東京都千代田区 �090-7216-2871
生 産 牧 場： 築紫 洋
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

951 ホウショウバレン２０２０ 牡・鹿 ３／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスホウショウバレン
＊

＊デザートキング

��
��
�ホウショウルビー鹿 2012 ＊ゲイリーフィールド

1k
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ホウヨウバルキリー（15芦 スターリングローズ）�１勝��１勝�入着
初仔

２代母 カラーガード（02芦 スペシャルウィーク）１勝
カガビジン（08牝 ＊イーグルカフェ）�２勝�２勝，プリンセスＣ２着
デトネイション（10牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝
ウソブキアリク（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
カラーマーメイド（12牝 ＊ケイムホーム）�３勝��１勝

３代母 ダンシングルーラー（88芦 ＊ノーザンディクテイター）１勝，朱竹賞３着
ダイジュセルシオ（94牡 ＊テユーター）�15 勝，栄冠賞，エトワール賞３着，ジュニ

アＣ３着
ユタカカガヤキ（95牡 バンブーアトラス）４勝，カブトヤマ記念‐Jpn3 ３着，蓬莱

峡特別，不知火特別２着，etc.

４代母 ホウヨウシルバア（73芦 ＊グレートホワイトウエー）３勝，フラワーＣ‐OP，
桃花賞
［子］ ホワイトジョーク（85牝 ＊ダンサーズイメージ）７勝，サンライズＳ，奥

多摩Ｓ，霞ケ浦特別，etc.
キングオブホウヨウ（83牡 ＊キングオブダービー）３勝，高尾特別２着，
錦秋特別３着，利根川特別３着

［孫］ ゴオカイキング（98牡 ＊オジジアン）�６勝，春霞賞，北斗盃３着
テンノフブキ（02牝 エイシンサンディ）�10 勝，サラブレッド大賞典２着
ホウヨウダンサー（95牝 ＊スラヴィック）�８勝，北斗盃３着

［曾孫］ カキツバタクイーン（05牝 エイシンサンディ）�１勝�入着２回��，ジ
ュニアクラウン２着，サラ・プリンセス特別３着

５代母 メイジザクラ（64芦 ＊テイエポロ）入着４回
［孫］ サチノフレンド（77牡 ＊バツクマスター）���10 勝，報知ＧＰ・Ｃ２着，

かしわ記念
［曾孫］ ブルックリンガイ（97牡 ＊グロウ）�１勝�２勝�11 勝	，東海ゴールド

Ｃ２着，サマーＣ（２回），スプリント，etc.

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

952 ホウヨウバルキリー２０２０ �・栗 ２／２０

＊

＊ 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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズホウヨウバルキリー スペシャルウィーク

��
��
�カラーガード芦 2015 ダンシングルーラー

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector M4×S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

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

p S‐L，Vintage Crop S‐L ３着

４代母 ラフィングガ－ル Laughing Girl（73 GB鹿 Sassafras）GB１勝，Galtres
S‐L ２着
［孫］ サーパーシー Sir Percy（03 牡 Mark of Esteem）GB・UAE５勝，英ダー

ビー‐G1，デューハーストＳ‐G1，ヴィンテージＳ‐G2，etc.，種牡馬

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

953 ボヌールバトー２０２０ 牡・黒鹿 ３／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーボヌールバトー
＊ Danzig

��
��
�ブライドウッド黒鹿 2014 Braiswick

3c
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ボロブドゥール（11黒鹿 ハイアーゲーム）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
シンキングスピーク（15牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）���入着６回�１勝
シンキングポケット（17牡黒鹿 ジャングルポケット）���１勝
ジョウショーキウン（18牡黒鹿 カレンブラックヒル）���未出走�出走
マイネルヘリテージ（19牡鹿 ワールドエース）�未出走

２代母 ソフィーズローズ（99鹿 ナリタブライアン）出走
エフティシリウス（10牡 ステイゴールド）１勝，�４勝
シンキングロージス（12牡 スペシャルウィーク）１勝

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

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

馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
ダイワバーガンディ（06牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
サヴァ（18牡 ＊アイルハヴアナザー）�２勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，寒椿賞

ダイワファルコン（07牡 ジャングルポケット）８勝，福島記念‐G3（２回），カ
シオペアＳ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.

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

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

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットリボン（85牝 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

954 ボロブドゥール２０２０ �・青鹿 ４／２３

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハイアーゲーム ＊ファンジカボロブドゥール ナリタブライアン

��
��
�ソフィーズローズ黒鹿 2011 スカーレットブーケ

＊スカーレツトインク 4d
Halo M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ホワイトウォーター（01 USA鹿 Forestry）不出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），海外－１（３），地方－６（44）〕
ゼイアーレイトThey're Late（06 USA牡鹿 Mineshaft）USA３勝
ファンドリノチカラ（07牡鹿 Songandaprayer）３勝，雲仙特別（芝 1200），小郡

特別（芝 1200），有田特別（芝 1200），�５勝�１勝
ホワイトジル（08牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝
レッドフォルツァ（09�鹿 ゼンノロブロイ）３勝，水仙賞（芝 2200）３着，障害１勝
ヴァレンティーネ（10牝鹿 デュランダル）３勝，はやぶさ賞（芝 1000）２着，雪う

さぎ賞（芝 1200）２着
シンゲツ（11牡鹿 ハーツクライ）��４勝�12 勝�13 勝��３勝，五ケ瀬川賞
（Ｄ1800），文月賞（Ｄ1750），開聞岳賞（Ｄ1750），佐賀皐月賞（Ｄ1800），佐
賀弥生賞（Ｄ1800），錦江湾賞（Ｄ1750）２着

バレエダンサー（13牝鹿 ハーツクライ）１勝，�１勝��入着３回
マイネルヴィレ（14牡鹿 ネオユニヴァース）�１勝
レイジングリヴァー（17牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）�出走，��３勝

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

エインジェルガブリアル Angel Gabrial（09� Hurricane Run）�GB・IRE
７勝，Esher S‐L ２着，Jockey Club Rose Bowl‐L ２着，Gran
d Cup S‐L ３着（２回）

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

ジダンZidane（06� Elusive Quality）USA３勝
セージドーロ Sage d'Oro（09牝 Medaglia d'Oro）USA２勝
ペイトンズパス Peyton's Pass（13 牝 Pass Rush）USA７勝，Merrillville S‐R，

Hollywood GamingMahoning Distaff S３着

３代母 トモローズソングTomorrow's Song（88 USA黒鹿 Apalachee）USA１勝
トモローズサンシャイン Tomorrows Sunshine（94牝 Silver Deputy）USA７勝，C

ascapedia S‐R，Time To Leave H‐R，ディスタフＨ‐G2 ３着，etc.

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

955 ホワイトウォーター２０２０ �・鹿 ４／１５

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊

フォレストリー Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Forestry Shared Interestホワイトウォーター コロラドソング Pine Bluff

��
��
�Colorado Song鹿USA 2001 Tomorrow's Song

1p
Secretariat S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ピエナアマゾン（07栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（３）〕
アクティブミノル（12牡黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）３勝，セントウルＳ‐G2，

函館２歳Ｓ‐G3，ファルコンＳ‐G3 ２着，淀短距離Ｓ‐L（芝 1200）２着，Ｃ
ＢＣ賞‐G3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ５
着，タンザナイトＳ‐OP（芝 1200）３着

プラムステッド（14牝栗 ヴィクトワールピサ）�２勝�入着２回
アミスターミノル（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
エトワールミノル（17牡栗 ＊エスケンデレヤ）��１勝
メイショウナリヒラ（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�入着３回

２代母 ＊ロイヤルリフ（96 USA栗 Kingmambo）USA２勝
キーカードKey Card（03牝 Grand Slam）USA１勝

カードデイ Card Day（14牡 Harlan's Holiday）�URU６勝，アルティガス
将軍大賞‐G2 ２着，コンパラシオン大賞‐G2 ２着，G.P. Batalla de Las
Piedras‐L ２着，P. Las Piedras‐L ３着

ピエナワイルド（05牡 Forest Wildcat）１勝，�２勝�
メイショウダグザ（06牡 ＊ワイルドラッシュ）５勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，灘Ｓ，和布

刈特別，飛梅賞，門司Ｓ３着，etc.

３代母 ロイヤルレヴェルズRoyal Revels（91 USA栗 Rahy）USA１勝
トラウンス Trounce（97� Gulch）USA12 勝，Oh Say S‐R，Great Falls S，

Matt Scudder S，etc.

４代母 ロイヤルフォリーRoyal Folly（66 USA栗 Tom Fool）USA出走
［子］ プリンスヴァリアント Prince Valiant（77 牡 Stage Door Johnny）US

A６勝，ルイジアナダービー‐G2，ワイドナーＨ‐G1 ３着，種牡馬
［孫］ 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.

販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

956 ピエナアマゾン２０２０ 牡・鹿 ５／１３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラピエナアマゾン
＊ Kingmambo

��
��
�ロイヤルリフ栗 2007 Royal Revels

9f
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 プレイアップ（10鹿 Redoute's Choice）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊プレイサイレンス（01 AUS鹿 ＊サンデーサイレンス）AUS１勝
アルトサックス（12牡 メイショウサムソン）��６勝�
カスタネット（13牝 ＊パイロ）入着，��７勝
スレイベル（15牝 ＊キングズベスト）�２勝��入着６回�
ミラキュラスパワー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）入着，���２勝
テナーサックス（17牡 ＊キングズベスト）�	出走��１勝

３代母 ＊センセーション（93 GB鹿 ＊ソヴィエトスター）GB・FR・ITY・USA４勝，
ファルマスＳ‐G2，サンドリンガム賞‐G3，P. de Bagatelle‐L
システマティック Systematic（99 牡 RainbowQuest）GB・GER８勝，オーモン

ドＳ‐G3，カンバーランドロッジＳ‐G3，Troy S‐L，etc.，種牡馬
＊サンデースマイルⅡ（03牝 ＊サンデーサイレンス）GB１勝

フルーキー（10牡 Redoute's Choice）７勝，チャレンジＣ‐G3，ポートアイラ
ンドＳ‐L，エプソムＣ‐G3 ２着，etc.

ルガールカルム（16牝 ロードカナロア）２勝，アネモネＳ‐L，クロッカスＳ‐L
２着，秋風Ｓ２着

マンオブスピリット（17牡 ルーラーシップ）�２勝，京都新聞杯‐G2 ２着，つ
ばき賞

４代母 アウトスタンディングリーOutstandingly（82 USA鹿 Exclusive Native）
USA10 勝，ハリウッドスターレットＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，
ウィルシャーＨ‐G2，ラスパルマスＨ‐G2，エイグリームＨ‐G3，etc.
［子］ スピリオリティ Superiority（96
 ＊アラジ）GB・IRE・USA・UAE11 勝，

National Day Cup‐L，ジェベルハッタ‐G3 ３着
＊アウトラスティング（88牝 Seattle Slew）USA２勝，ボニーミスＳ‐G2 ３着

［孫］ フォーティチュード Fortitude（93牡 Cure the Blues）USA５勝，ベル
モントＢＣＨ‐G3，ホールオヴフェイムＳ‐G2 ２着，フォートマー
シーＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ エルカバル Elkhabar（14 牡 Exchange Rate）�ARG６勝，ブエノスア
イレス馬主協会賞‐G3，P. Julio Corte‐L ３着

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

957 プレイアップ２０２０ �・黒鹿 ３／２７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

ルドゥーテズチョイス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Redoute's Choice Shantha's Choiceプレイアップ
＊

＊サンデーサイレンス

��
��
�プレイサイレンス鹿 2010 ＊センセーション

1s
Northern Dancer S5×M5 His Majesty S5×M5

価格： 購買者：



母 フラワータッチ（09鹿 バブルガムフェロー）�１勝�１勝�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ミッツヒメ（18牝鹿 トーセンホマレボシ）��１勝
サカチュウオービー（19牡鹿 トーセンラー）��出走

２代母 アクセスイオウ（89鹿 ＊スイフトスワロー）��８勝，しもつけオークス３着
オリオンファイヤー（95牡 ＊アロングオール）�	３勝
ピンクオブハート（97牝 ＊アロングオール）�	１勝
カネミスワロー（98牝 ＊ノーリユート）�２勝
パッションキャリー（00牝 ヤマニンゼファー）１勝，石狩特別，香取特別３着，�

１勝�	２勝，ニューイヤーＣ
ミワクノコドウ（02牡 ニホンピロウイナー）�	４勝
レモドール（04牝 ゴールドヘッド）�３勝�	２勝�入着２回
スターゲイズ（05牡 ゴールドヘッド）�１勝�	２勝
セビリア（07牡 ＊エアエミネム）�１勝
ブラックソルジャー（08牡 ブラックタキシード）
２勝�入着

３代母 ネイチヤガール（80鹿 ＊フアラモンド）�出走
シャーリー（97牝 ＊ソヴィエトスター）１勝，遊楽部特別２着，函館日刊スポーツ杯

３着，�３勝�	１勝

４代母 カブラヤヒメ（71鹿 ヒロイサミ）１勝，�６勝

５代母 カブラヤ（65黒鹿 ＊ダラノーア）５勝，江差特別（２回），障害１勝
［子］ カブラヤオー（72牡 ＊フアラモンド）11勝，日本ダービー，皐月賞，ＮＨ

Ｋ杯，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
ミスカブラヤ（76牝 ＊フアラモンド）３勝，エリザベス女王杯，金杯２着，
４歳牝馬Ｓ‐OP

マイホース（75牡 ＊モニター）４勝，４歳Ｓ‐OP，アカシヤＳ，五稜郭特別
シルバーカブラヤ（78牝 ＊シルバーシヤーク）３勝，伊達特別

［孫］ イシノスイング（95牝 ＊リズム）４勝，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，Ｈ
ＴＢ杯，江差特別，etc.

［曾孫］ スイングロウ（04牝 ダンスインザダーク）３勝，クローバー賞‐L ３着

販売申込者・所有者： 原田 新治＝平取町荷菜 �01457-2-2585
生 産 牧 場： 原田 新治
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

958 フラワータッチ２０２０ �・鹿 ４／２１
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

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

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーフラワータッチ ＊スイフトスワロー

��
��
�アクセスイオウ鹿 2009 ネイチヤガール

＊スタイルパツチ 8g
Northern Dancer S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 プロフュージョン（01鹿 ＊ジョリーズヘイロー）入着２回，��５勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（21）〕
ハードデイズナイト（10牝鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝��４勝�１勝�，アフ

ター５スター賞（Ｄ1200），優駿スプリント（Ｄ1200），留守杯日高賞（Ｄ1600）
グランドファイヤー（11牡鹿 ＊セイントアレックス）�２勝��２勝
マイネルヴェッケン（12牡鹿 スズカマンボ）１勝
ミスユー（13牝黒鹿 スズカマンボ）入着，�２勝��１勝�入着２回
ブリージー（14牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��１勝�２勝�入着�
キャッチザウェーブ（16�鹿 ロジユニヴァース）�３勝�２勝��入着３回�
カネトシケッソク（19牝黒鹿 ＊ヴィットリオドーロ）	��入着

２代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着
ジャズカーニバル（00牝 マヤノトップガン）３勝
ゴールドアラン（04� ＊スキャターザゴールド）１勝，�７勝
ザデイ（06牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞３着

ディーズプラネット（13牝 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP，バレンタインＳ‐OP
３着，新涼特別，ＴＶ静岡賞２着，etc.，�入着��，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ３着

レイキッシュボーイ（10牡 スマートボーイ）１勝，�６勝

３代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
ラハームRahaam（87牝 ＊セクレト）GB１勝

カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，テンプルＳ
‐G2，キングズスタンドＳ‐G2，グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.
ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven（05牝 Pivotal）GB・FR
・IRE・USA４勝，愛１０００ギニー‐G1，サンチャリオットＳ‐G1，英ナ
ッソーＳ‐G1，etc.

＊ファーガーズプロスペクト（90牝 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，

別府特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念
‐G2，ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

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

959 プロフュージョン２０２０ 牡・鹿 ３／ ７
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シニスターミニスター

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

��
��
�ダッシングハニー栗 2009 ラストヒット

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�ジョリーズヘイロー Jolie Jolieプロフュージョン
＊ The Minstrel

��
��
�ウエイアウト鹿 2001 Fager's Glory

3d
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ポレモス（08鹿 アグネスタキオン）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（９）〕
ドライバーズハイ（13牡鹿 ＊カジノドライヴ）３勝，��出走�入着２回��
エーアガイツ（14�鹿 フリオーソ）入着，��２勝
カルチョ（15牝黒鹿 フリオーソ）入着，��４勝�１勝
プレイヤーズハイ（16牡黒鹿 フリオーソ）�２勝
ロードクリーガー（17牡黒鹿 ルーラーシップ）��１勝�１勝

２代母 ＊クリスマスウィーク（95 USA鹿 Theatrical）入着
スペラーレ（02牡 ＊アフリート）３勝，猪苗代特別，スピカＳ３着，石打特別３着，

�２勝��
ドマーニ（03牡 ＊スターオブコジーン）１勝
ジェネローゾ（05牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝�１勝��
セータミスタ（07牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 アンカゲルマニア Anka Germania（82 IRE 栗 Malinowski）FR・USA16 勝，
ソードダンサーＨ‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，オーキッドＨ‐G2，ニューヨ
ークＨ‐G2，スワニーリヴァーＨ‐G3，etc.
ウェイクアップノエルWake Up Noel（89 牝 Nureyev）不出走

マッドアダムMad Adam（02牡 Service Stripe）USA５勝，U.S.A. S‐L，
Forerunner S‐L ２着，Debartolo Memorial H‐L ３着

ダンスマニアDance Mania（91 牝 Danzig）不出走
フェディナ Fedina（98牝 Shaamit）ITY５勝，P. Novella‐L ２着
フレッツァ Frezza（99牝 Mark of Esteem）ITY３勝
トゥアンバ Tuamba（08牡 Denon）ITY２勝，Criterium Labronico
‐L ２着，Criterium Varesino‐L ３着

デピュティコマンダーDeputy Commander（94 牡 Deputy Minister）USA４勝，ト
ラヴァーズＳ‐G1，スーパーダービー‐G1，アファームドＨ‐G3，etc.，種牡馬

アンカブリタニアAnka Britannia（96 牝 Irish River）FR入着
ブリタニック Britannic（03� RainbowQuest）GB・FR・GER・SWI２勝，

リス賞‐G3 ３着，P. de l'Avre‐L ３着
ブレーメン Bremen（03� Sadler's Wells）FR・IRE２勝，ノアイユ賞‐G2 ２着，

GB・IRE障害４勝

販売申込者・所有者： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

960 ポレモス２０２０ 牡・鹿 ４／ 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 アグネスフローラポレモス
＊ Theatrical

��
��
�クリスマスウィーク鹿 2008 Anka Germania

16f
Nureyev M4×S5

価格： 購買者：



母 マイオール（13鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
初仔

２代母 アンソレイユ（93黒鹿 ＊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，青嵐賞，陣馬特別，etc.
ミハタバルゴウ（00牝 ジェニュイン）��４勝�１勝��入着２回，ひまわり賞，

北関東オークス，ビューティフルＴ３着
モエレラグジー（03牝 ダンスインザダーク）�１勝�１勝�
グラスゾーン（04牡 タニノギムレット）�１勝
ダブルダンス（05牡 ダンスインザダーク）�５勝�１勝
コンカオルデール（07牝 タニノギムレット）�２勝��
オサキニシツレイ（09牝 タヤスツヨシ）��１勝��入着５回	

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

コスモヴァシュラン（04牡 ＊マイネルラヴ）入着，��２勝�３勝，ＯＲＯＣ，
せきれい賞（２回），ＯＲＯＣ３着，etc.

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.
ハツカリ（04牡 ＊ホワイトマズル）１勝，夕張特別，障害１勝，��１勝�入着

２回

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
レディフューチャー（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ロードキャニオン（04� ＊アフリート）４勝，古都Ｓ，赤倉特別，etc.，	��
入着３回，報知オールスターＣ２着

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，etc.

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： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
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

961 マイオール２０２０ �・鹿 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandマイオール ＊リズム

��
��
�アンソレイユ鹿 2013 アンフイニイ

＊フオルカー 13c
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ブランダムール（09栗 アドマイヤコジーン）５勝，カンナＳ‐OP（芝 1200）２着，
ＵＨＢ賞‐OP（芝 1200）３着，ＴＶｈ杯（芝 1200），道新スポーツ杯（芝 1200），基
坂特別（芝 1200），etc.
〔産駒馬名登録数：２〕
テーオーモーリス（19牡鹿 モーリス）�未出走

２代母 ウッディークー（95栗 Woodman）１勝
ゴッドヘイロー（00牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，栗東Ｓ‐L ２着，大和特別，高

田城特別，大内宿特別，羅生門Ｓ２着，etc.，�２勝��１勝�入着
パディーインライズ（01牡 ＊デヒア）��10 勝
ビヨンドザムーン（03牡 ＊デザートキング）１勝
ブラックベルベット（04� ＊マリエンバード）�３勝
フェールクークー（05牝 ＊アラムシャー）１勝，鏑矢特別３着，浦安特別３着，�２勝

フェールデュビアン（15牝 ディープブリランテ）１勝，はやぶさ賞３着
ラインカリーナ（16牝 ＊パイロ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，くすのき賞，etc.，�

��１勝�入着	，関東オークス‐Jpn2，クイーン賞‐Jpn3 ３着，ブリ
ーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着

フォレストルーラー（06牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝
クレイモア（07牡 ＊マリエンバード）入着２回，�２勝�２勝

３代母 ＊ブリズントゥアウィン（88 CAN栗 Briartic）USA４勝
プレミアシチー（02牡 ＊トワイニング）１勝，はなのき賞２着

４代母 リーズナブルウィン ReasonableWin（72 CAN黒鹿 Winisteo）USA20 勝，
Canadian Oaks，Connaught C‐R，Whimsical S，Belle Maho
ne S‐R，Ballerina H，etc.
［子］ パレンタルプレッシャー Parental Pressure（91 牡 Regal Classic）USA

14 勝，Bold Venture S‐L，Queenston S‐R，Sam F. Davis B
reeders' Cup S，etc.

ストーミーグラディエイター Stormy Gladiator（86� Great Gladiator）
USA12 勝，Autumn H‐L，Bunty Lawless S‐R，Durham C
H‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
生 産 牧 場： ㈲日進牧場
飼 養 者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159

962 ブランダムール２０２０ �・黒鹿 ３／２１
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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディブランダムール Woodman

��
��
�ウッディークー栗 2009 ＊ブリズントゥアウィン

4r
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フレスカ（14栗 ディープスカイ）��入着
本馬の他に産駒あり

２代母 カルチャートップ（05栗 マヤノトップガン）出走
タイセイスカイ（10牡 マンハッタンカフェ）�３勝
ゴーザトップ（11牡 ディープスカイ）３勝
カルチャーバリュー（12牡 ディープスカイ）��11 勝��
トップノート（13牝 ダイワメジャー）２勝，�１勝

３代母 ＊ジャパン（98 IRE 栗 Caerleon）GB１勝

４代母 カルチャーヴァルチャー Culture Vulture（89 USA栗 Timeless Moment）
GB・FR・IRE・ITY・USA６勝，仏１０００ギニー‐G1，フィリーズマイル‐G1，マ
ルセルブサック賞‐G1，エミリオトゥラティ賞‐G2，ローザーＳ‐G2，etc.
［孫］ サバンナサウンド Savannah Sound（10牝 Antonius Pius）IND９勝，M

ysore Dasara Sprint Championship‐LR，Maharaja's Cup‐LR ２
着，Sri Krishnaraja Wadiyar Memorial Trophy‐LR ２着

［曾孫］ エクイムー Equimou（14牝 Equiano）GB４勝，St.Hugh's S‐L ２着，
Scarbrough S‐L ３着

５代母 パーフェクトイグザンプルPerfect Example（82 USA栗 Far North）不出走
［孫］ サンタカタリナ Santa Catarina（00牝 Unbridled）USA３勝，ハリウッ

ドオークス‐G2，ケンタッキーオークス‐G1 ２着，フリゼットＳ
‐G1 ２着，etc.

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

ボーシャンクセルクセス Beauchamp Xerxes（06� Compton Admiral）
GB・FR・UAE４勝，On the House S‐L，Cocked Hat S‐L
２着，Floodlit S‐L ３着

ケイプオヴアプルーヴァル Cape of Approval（09� Cape Cross）GB
・FR・IRE５勝，Midsummer Sprint S‐L，Cork Sprint S‐L
２着

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

963 フレスカ２０２０ 牡・黒鹿 ３／１４
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビフレスカ マヤノトップガン

��
��
�カルチャートップ栗 2014 ＊ジャパン

8h
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊プリモウェイ（05 USA栗 Giant's Causeway）USA入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（８）〕
＊キャバーン（10 USA牡栗 Any Given Saturday）入着，��８勝�
ハヤブサプリプリ（13牝鹿 キングカメハメハ）２勝
タイトロープウィン（16牝栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝，ポプラ特別（Ｄ1700）３着
プリンサン（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��出走��出走
テイクバイフォース（18�栗 ゴールドシップ）�出走

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

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

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

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

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

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

ーリップ賞‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： 佐藤 鉄也
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

964 プリモウェイ２０２０ 牡・栗 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Giant's Causeway Mariah's Stormプリモウェイ ＊アフリート

��
��
�プリエミネンス栗USA 2005 アジテーション

＊ランザリスク 5d
Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベストオブチャンス（01鹿 サクラローレル）�２勝��５勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－２（17）〕
ビップセレブアイ（08牡青鹿 ゼンノロブロイ）３勝，エクセル浜松開設記念
（芝 1400）３着

デンコウチャレンジ（09牝鹿 マンハッタンカフェ）�13 勝�１勝�，兵庫クイーン
Ｃ（Ｄ1700）２着

アースウィンド（11牝青鹿 ディープスカイ）１勝，きんもくせい特別（芝 1600）３着
アースグロウ（15牝 オルフェーヴル）��14 勝�４勝�２勝��，だるま夕日

賞３着，黒潮スプリンターズＣ３着，二十四万石賞３着
ブルーグローブ（16牝 オルフェーヴル）１勝，サフラン賞３着

メイショウハバネラ（14牝栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝
メイショウゴウリキ（15牡黒鹿 ルーラーシップ）�入着，障害１勝
メイショウモチヅキ（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�入着２回，�３勝
メイショウランブ（18牝青 マツリダゴッホ）�出走

２代母 サガミコトブキ（84鹿 ＊ノーザンアンサー）３勝，すずかけ賞‐OP ２着，新春
４歳牝馬Ｓ‐OP ３着，白百合賞
グランドシンゲキ（90牡 カネミノブ）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，シンザン記念

‐Jpn3 ３着，千両賞
プロスペリオス（93牝 バンブーアトラス）出走

タガノシャンハイ（02牡 ＊シャンハイ）２勝，花背特別，�２勝�
ファイヤエンブレム（94	 メジロライアン）３勝，医王寺特別，文知摺特別
タイムレスブリス（95牝 ＊クリスタルグリツターズ）２勝
ノボママ（96牝 ニホンピロウイナー）３勝

ヤサカファイン（06牡 ブラックタキシード）��８勝
�入着２回�，東京盃
‐Jpn2 ２着，北海道スプリントＣ‐Jpn3 ２着，アフター５スター賞，笠
松ＧＰ３着，東京スプリング盃３着

リュウキュウスター（97牡 ＊オジジアン）２勝，ニセコ特別２着

３代母 ロニイ（74鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝
サガミリンドウ（81牝 シンザン）２勝，黄菊賞
サガミテイオー（82牡 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，エプソムＣ‐Jpn3 ２着，

立川特別，りんどう賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲まるとみ冨岡牧場＝浦河町杵臼 �090-1641-1197
生 産 牧 場： ㈲まるとみ冨岡牧場
飼 養 者： ㈲まるとみ冨岡牧場＝浦河町杵臼 �090-1641-1197

965 ベストオブチャンス２０２０ �・栗 ４／ １

＊

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

Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�サクラローレル ＊ローラローラベストオブチャンス ＊ノーザンアンサー

��
��
�サガミコトブキ鹿 2001 ロニイ

＊カデンザゼセカンド 8f
Secretariat S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 マイネクイーン（08鹿 アグネスタキオン）２勝，スイートピーＳ‐LR（芝 1800）３
着，カーネーションＣ（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
クイントゥープル（14牝栗 ＊アイルハヴアナザー）１勝，デイジー賞（芝 1800）２着，

��４勝，姫山菊花賞（Ｄ1700）３着
アナザークイーン（16牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）入着４回，���１勝
ケンシ（17牡鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝�１勝
アウスドルック（18牝芦 ＊ダンカーク）��入着

２代母 ＊ファストルック（99 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
ケイアイブランコ（05牝 ＊タイキシャトル）�７勝�入着，サラ・クイーンＣ２着
ケイアイカミノアシ（07牝 ＊ブライアンズタイム）１勝

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

３代母 ローピングアロング Loping Along（93 USA鹿 Easy Goer）USA１勝
デッドエイムDead Aim（02牝 Silver Deputy）不出走

クワイエトテンパーQuiet Temper（07 牝 Quiet American）USA４勝，フェ
アグラウンズオークス‐G2，デルタプリンセスＳ‐G3，シルヴァーブレッ
トデイＳ‐G3 ２着
コラボレイト Collaborate（18 牡 Into Mischief）�USA１勝，Roar S
３着

ブライテイマニアBliteymania（07 牝 Pure Prize）CHI２勝
ヘイジュード Hey Jude（14牝 Lookin At Lucky）CHI２勝，カルロスカンピ

ノ賞‐G2 ３着，P. Jorge Baraona Puelma‐L ３着
バヒアリンダ Bahia Linda（16牝 Lookin At Lucky）�CHI４勝，カルロス

カンピノ賞‐G2，チリオークス‐G1 ３着，フランシスコバエサソトマヨ
ル賞‐G2 ２着，etc.

４代母 ブライティ Blitey（76 USA鹿 Riva Ridge）USA８勝，テストＳ‐G2，マス
ケットＳ‐G2，Imp S，Twilight Tear S，Ballerina S，etc.
［子］ ダンシングスプリーDancing Spree（85牡 Nijinsky）USA10 勝，ＢＣス

プリント‐G1，サバーバンＨ‐G1，カーターＨ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601
生 産 牧 場： 笹島 智則
飼 養 者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601

966 マイネクイーン２０２０ 牡・栗 ３／１６

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラマイネクイーン
＊ Seeking the Gold

��
��
�ファストルック鹿 2008 Loping Along

20b
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 マスターウィンド（07栗 サクラプレジデント）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ミニョンヌ（15牝栗 ローエングリン）�１勝��１勝�４勝
イズジョークラウン（16牡鹿 メイショウボーラー）��入着７回�４勝
サマーローヤル（18牝青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝

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

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

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

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

イルヴェントデーア（16牝 エイシンフラッシュ）�２勝，御宿特別２着

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

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

ホウライウォニング（00牡 ＊ウォーニング）３勝，さざんかＳ‐OP，ゴー
ルデンサドルＴ，愛・地球博開催記念２着，etc.，
１勝�

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

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

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

967 マスターウィンド２０２０ �・栗 ５／２７

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bella GattoUSA 栗 2003 Winter Sparkle

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�プラチナム栗 2007 ショウエイミズキ

＊アルヴォラ 14c
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊マスターエクレール（09 USA黒鹿 Elusive Quality）３勝，��１勝，船橋記念
（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アモーレバローズ（17牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）��１勝

２代母 サバサニ Sabathani（97 USA栗 Major Impact）USA４勝，Canterbury
Park Oaks
オールドマンクルピOld Man Crupi（03� Aptitude）USA３勝
ヒドゥンリーダーHidden Leader（05 牡 Belong to Me）USA１勝
スナップイット Snap It（06� Tapit）USA６勝

３代母 アルバータジョンソンAlberta Johnson（88 USA鹿 Upper Nile）USA10 勝
マイナーウィズダムMinorWisdom（96� Major Impact）USA10 勝，ホーソー

ンダービー‐G3，Kentucky CupMile‐L，Cardinal H‐R，etc.

４代母 ノーティブレイドNaughty Blade（80 USA黒鹿 Blade）不出走
［子］ ノーティナイルNaughty Nile（85 牝 Upper Nile）USA３勝，Cincin

nati Trophy S３着，Vandale S３着
［孫］ ローワーイージプト Lower Egypt（90 牡 Silver Hawk）GB・USA・UA

E４勝，Strensall S‐L，セレクトＳ‐G3 ２着
エンタイトルメント Entitlement（99 牡 Siphon）USA４勝，Lamplighte
r S，Regaey Island S２着，Rushing Man S‐L ３着

ノーティパムNaughty Pam（91牝 Irish Open）USA６勝，Lady Spo
nsors' Breeders' Cup S２着

［曾孫］ サラトガシナー Saratoga Sinner（06� Harlan's Holiday）USA７勝，
ホーリーブルＳ‐G3

コールミーレフティ Call Me Lefty（00� Aggie Southpaw）USA４勝，
Texas Stallion S‐R（２回），ルコントＳ‐G3 ２着，Harold V.
Goodman Sprint S‐R ２着，etc.

ザオレゲン The Ole Gen（08� The Daddy）USA６勝，Rushaway
S‐L ３着

ブーガーブー Booger Boo（05� Ghostly Moves）USA10 勝，Rio Gr
ande Senor Futurity‐R ３着

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

968 マスターエクレール２０２０ �・黒鹿 ３／１４
＊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

＊

イルーシヴクォリティ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Elusive Quality Touch of Greatnessマスターエクレール サバサニ Major Impact

��
��
�Sabathani黒鹿USA 2009 Alberta Johnson

8f
Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マリブビーチ（08黒鹿 マンハッタンカフェ）�12 勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
スチールサンダー（15牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝
ゼンダンリュウ（18牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走，�入着
ゼンダンヴァン（19牡栗 ＊トビーズコーナー）�未出走

２代母 マクリス（97栗 ＊グルームダンサー）３勝，稲村ヶ崎特別，あさがお賞，かも
め島特別２着，野島崎特別３着，洞爺湖特別３着，etc.
マイディアサン（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，アレキサンドライトＳ，シャングリ

ラ賞，サンタクロースＳ２着，伊勢特別２着
ティーマックス（05牝 アグネスタキオン）１勝

クインオブザナイト（12牝 ＊ストーミングホーム）�３勝�２勝，ひまわり賞３着
パーカッショニスト（07牝 アグネスタキオン）入着，�１勝��３勝

サウスワールド（18牡 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝，ゴールドジュニ
ア３着

ハーレムライン（15牝 マンハッタンカフェ）４勝，谷川岳Ｓ‐L，アネモネＳ‐LR

３代母 マツクホープ（83栗 ＊ノーザンテースト）５勝，フクニチ新聞杯，浜名湖特別，
天草Ｓ３着
マッチポイント（90牝 ＊リアルシヤダイ）入着５回

トウカイポイント（96� トウカイテイオー）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，中山
記念‐Jpn2，etc.，�１勝，HKG入着，香港マイル‐G1 ３着，優父内

パープルエビス（97牡 ＊ジェイドロバリー）４勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，
アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐OP，etc.

デライトポイント（03牝 トウカイテイオー）出走
オツウ（10牝 ハーツクライ）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，ターコイズＳ
（重賞）‐L ３着，ポートアイランドＳ‐L ３着，etc.

ボンヌシャンス（92牝 ＊リアルシヤダイ）１勝
インテレット（03牡 アドマイヤベガ）２勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２着，毎日杯

‐Jpn3 ２着
トランスワープ（05� ＊ファルブラヴ）７勝，新潟記念‐G3，函館記念‐G3，Ａ

ＪＣＣ‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 廣中 稔＝日高町平賀 �01456-2-0124
生 産 牧 場： 廣中 稔
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

969 マリブビーチ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１０
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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジマリブビーチ ＊グルームダンサー

��
��
�マクリス黒鹿 2008 マツクホープ

＊パロクサイド 8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マルヨパトリオット（08栗 ＊アルカセット）��１勝・３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
ミスズフリオーソ（15牡栗 フリオーソ）�３勝，吹田特別（Ｄ1800）２着
リングアップ（17牝栗 スマートファルコン）���入着２回�１勝

２代母 アフレタータ（00栗 ＊タイキシャトル）４勝，かささぎ賞，邁進特別３着
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.
ブライトボイス（12牡 スペシャルウィーク）２勝，二王子特別，二本松特別２着，

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

リーズレビュー‐G2 ３着，ＨＴＢ杯３着

３代母 ＊チャイナブリーズ（91 USA鹿 Capote）USA出走
ロングターゲット（99牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，白川郷Ｓ，伊勢特別２着，

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

ンＣ２着
オフクヒメ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，フェニックス賞‐OP ２着，タ

イランドＣ，ＨＴＢ杯２着，etc.

４代母 ノワーナNowanna（74 USA黒鹿 Envoy）USA出走
［子］ 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' Cu
p S‐L（２回），etc.，種牡馬

チックオアトゥー Chick Or Two（83牝 Topsider）USA６勝，Charl
es H. Russell H‐L，Las Cienegas H‐L ２着，Orinda H２着，etc.

［孫］ タイムリーリザーヴ Timely Reserve（84 牝 Nureyev）FR・USA２勝，
Vallejo S‐L，La Habra S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

970 マルヨパトリオット２０２０ 牡・鹿 ２／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナマルヨパトリオット ＊タイキシャトル

��
��
�アフレタータ栗 2008 ＊チャイナブリーズ

1o
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 マルーチ（09黒鹿 ＊ディクタット）�３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ガッサンドリーム（16牡栗 フリオーソ）�１勝
イナリンクローバー（17牝栗 フリオーソ）���２勝

２代母 ＊バランバ（02 GB鹿 ＊キングズベスト）不出走
ルナーレガシー（07牡 ＊ムーンバラッド）１勝

３代母 バ－ジャ－Barger（83 USA鹿 Riverman）FR・USA２勝，ヴァントー賞
‐G3，サンタラリ賞‐G1 ３着
バレイリーBareilly（88 牝 Lyphard）不出走

レヴェニュー Revenue（00牡 Cadeaux Genereux）GB・IRE３勝，リッチモンド
Ｓ‐G2，フライイングチルダーズＳ‐G2 ２着，コーンウォリスＳ‐G3 ３着

バヤ Baya（90牝 Nureyev）FR２勝，グロット賞‐G3，仏オークス‐G1 ２着，ラ
クープドメゾンラフィット‐G3 ２着，etc.

＊ファーザ（95牝 Mr. Prospector）不出走
フリオーソ（04牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��11 勝��，帝王賞
‐Jpn1（２回），川崎記念‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1，etc.，ＮＡＲ優２
歳，ＮＡＲ年代表（4回），ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ優古馬（3回），ＮＡＲ優
古牡（2回），種牡馬

バースストーン Birthstone（02牝 Machiavellian）FR２勝，オマール賞‐G3
＊カーレス（96牝 Caerleon）GB１勝

タウキート Tawqeet（02 牡 Kingmambo）GB・AUS５勝，ＭＲＣコールフィ
ールドＣ‐G1，ＡＴＣザメトロポリタン‐G1，英セントレジャー‐G1 ３
着，etc.，種牡馬

ナラティヴNarrative（98 牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・GER・ITY・USA
・UAE４勝，カルロダレッシオ賞‐G2，ドバイシティオヴゴールド‐G3，ミラ
ノ大賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬

４代母 トリリオン Trillion（74 USA鹿 Hail to Reason）GB・FR・GER・USA９
勝，ガネー賞‐G1，アルクール賞‐G2，ドラール賞‐G2（２回），フォワ賞‐G3，
ミネルヴ賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

971 マルーチ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊
＊ウォーニング

�
�
�
�
�

��
��

�ディクタット ＊アルヴォラマルーチ
＊

＊キングズベスト

��
��
�バランバ黒鹿 2009 Barger

4n
Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ミニレイスター（09鹿 ＊シニスターミニスター）��８勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
イエローキャブ（18牡鹿 ゼンノロブロイ）��１勝

２代母 ヤマサカントリー（99黒鹿 ＊ティンバーカントリー）��１勝�７勝
ウィングワンダー（08牡 ＊グラスワンダー）��１勝�入着４回�
ジギースンナー（11牝 サムライハート）１勝，��３勝
レオチェックメイト（14牡 ブラックタイド）���８勝�４勝
シンキングタイム（15牝 ヴァーミリアン）���３勝�１勝�入着，園田プリンセ

スＣ２着
ピンチガチャンス（18牝 アロマカフェ）��１勝	入着３回�
エムテイルビー（19牝 タイムパラドックス）�
１勝

３代母 ＊ミスワキジャパン（93 USA鹿 Phone Trick）３勝，下総特別
マイネルイェーガー（00牡 マヤノトップガン）３勝，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，黄梅賞
キセキノメガミ（01牝 フジキセキ）入着２回，�１勝

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

ルデンサドルＴ，五色沼特別，etc.，
２勝	入着�
ミルクトーレル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，セレブレイション賞，播磨特別

２着，摂津特別２着，etc.
ミルクデール（11牝 キングカメハメハ）不出走
ユナチャン（18牝 ＊マクフィ）��２勝，兵庫クイーンセレクション３着

ロイヤルダリア（06牡 スペシャルウィーク）２勝，奥の細道特別２着，呼子特別３
着，葉牡丹賞３着

４代母 オフィスポリティクスOffice Politics（87 USA鹿 Secretariat）不出走
［子］ プレイリージャンクション Prairie Junction（94牡 Mt. Livermore）US

A２勝，バシュフォードマナーＳ‐G3 ２着，Kentucky Breeders' C
up S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

972 ミニレイスター２０２０ �・黒鹿 ４／２２
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerミニレイスター ＊ティンバーカントリー

��
��
�ヤマサカントリー鹿 2009 ＊ミスワキジャパン

16g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 モリトシラギク（14芦 ＊クロフネ）入着
初仔

２代母 アズマサンダース（01鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，桜
花賞‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，京都
金杯‐Jpn3 ３着
ダノンビーナス（10牝 キングカメハメハ）１勝
アドマイヤサクセス（12牡 キングカメハメハ）�５勝�４勝���入着５回
グリエルマ（15牝 ロードカナロア）１勝，紅梅Ｓ‐LR ３着

３代母 オースミシャイン（90栗 シンボリルドルフ）３勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，
スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，フローラＳ‐OP，チューリップ賞‐OP ３着，ユ
ートピアＳ
ベストクローン（08牝 ディープインパクト）３勝，シンガポールターフクラブ賞，

ニセコ特別

４代母 コランデアガール（80栃栗 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ マジックキス（92牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，サンス

ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
オートラディア（88牡 ＊パドスール）４勝，阿賀野川特別，木曽川特別，
中京スポーツ杯２着，etc.

ミスディファレンス（89牝 ＊モガミ）４勝，是政特別，胎内川特別，別府
特別２着，etc.

トニージャスティ（95牡 ＊トニービン）３勝，青島特別，鳳来寺山特別，
北大路特別２着，etc.

マックスハンター（86牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，露草賞，節分賞２着，
弥彦特別３着，�２勝

［孫］ ヒラボクマジック（08牡 ＊アグネスデジタル）５勝，ポルックスＳ‐OP ３
着，総武Ｓ，初日の出賞，etc.

ウィザードブラスト（05牡 ＊クロフネ）入着４回，��２勝�11 勝，福永
洋一記念２着，高知県知事賞３着

［曾孫］ シェルビー（09牡 サクラバクシンオー）６勝，キャピタルＳ‐L，朱雀Ｓ，
アプローズ賞，etc.

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

973 モリトシラギク２０２０ �・栗 ２／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューモリトシラギク ＊サンデーサイレンス

��
��
�アズマサンダース芦 2014 オースミシャイン

＊コランデイア 9e
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊ホウショウマツエ（07 USA栗 Malibu Moon）��１勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ホウショウエポック（17牝黒鹿 フェノーメノ）入着２回，��１勝��
ホウショウカノコ（18牝芦 ゴールドシップ）���２勝
カイジンスサノオ（19牡栗 ディープブリランテ）�地方未出走

２代母 マツエMatsue（00 USA鹿 Lure）FR・USA１勝
＊アテーナーズブレス（08牝 Malibu Moon）３勝
＊ライオンズバイツ（10牡 Lion Heart）４勝，伊勢特別３着，ポプラ特別３着

３代母 クーヨンガ Kooyonga（88 IRE 栗 Persian Bold）GB・IRE・GER・USA９
勝，愛１０００ギニー‐G1，エクリプスＳ‐G1，コロネイションＳ‐G1，バイエリシ
ェスツフトレネン‐G1，愛メイトロンＳ‐G3，etc.

＊フェミニンハート（94牝 A.P. Indy）IRE・USA入着
レイナ Reyina（08牝 Mr. John）USA３勝，John Franks Memorial Sales S

‐R，Louisiana Champions Day Lassie S‐R，Louisiana Stallion S
‐R ２着，etc.

プリンセスアトゥーサPrincess Atoosa（98牝 GoneWest）不出走
エラバードElla Bird（04 牝 A.P. Indy）USA・CAN１勝
ラウレント Laurent（15 牡 ＊ディスクリートキャット）�BRZ・URU５勝，
ノヴァモンテイロ教授大賞‐G3，P. Imprensa‐L，P. Asociacio
n Uruguaya Propietarios‐L ３着

モンドラゴンMondragon（16牡 Setembro Chove）�BRZ４勝，サンド
ピット大賞‐G3，P. Ghadeer‐L，ブラジルＪＣ大賞‐G1 ３着，etc.

プリンセスシナード Princess Sinead（09牝 Jeremy）IRE・USA１勝，愛１０００
ギニー‐G1 ３着，Naas Juvenile Fillies Sprint‐L ２着，パークイクス
プレスＳ‐G3 ３着，etc.

＊クライスレリアーナ（99牝 Seeking the Gold）１勝
フォトーシュート Photo Shoot（07� Giant's Causeway）USA・CAN７勝，

Presque Isle Mile S‐L ３着
バランスザブックス Balance the Books（10 牡 Lemon Drop Kid）USA３勝，

ウィズアンティシペイションＳ‐G2，バーボンＳ‐G3，Stroll S，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 芳賀 美知子＝東京都千代田区 �090-7216-2871
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

974 ホウショウマツエ２０２０ �・栗 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊

マリブムーン A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Malibu Moon Macoumbaホウショウマツエ マツエ Lure

��
��
�Matsue栗USA 2007 Kooyonga

19
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ピースフルデイズ（15青鹿 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
クロカン（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊ストーミーウェザー（02 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ドリームアーサー（08牡 Eddington）�６勝
トーセンブリザード（09牡 ハーツクライ）�１勝
テイエムライオネス（10牝 フジキセキ）１勝
タケノローマン（11牝 キングカメハメハ）��３勝

アナゴサン（18牡 ミッキーアイル）�１勝，白百合Ｓ‐L ２着
トラストマヴィア（13牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
フォリオール（16� オルフェーヴル）１勝，��入着３回�１勝

３代母 ベイハーバーBay Harbor（95 USA栗 ＊フォーティナイナー）USA２勝
エルニーニョ El Nino（03牡 Storm Cat）USA３勝，アムステルダムＳ‐G2 ３着，

Forestry H２着，Awad S２着，種牡馬
＊クロスウォーターⅡ（05牝 Storm Cat）USA１勝

フミノメモリー（10牡 Lemon Drop Kid）４勝，五条坂特別
ウォーターエデン（16牝 ＊ハービンジャー）�４勝，下関Ｓ，ＨＴＢ杯２着，函

館日刊スポーツ杯２着，etc.
ジャスパーイーグル（17牡 オルフェーヴル）�３勝，伊万里特別

デヴィルインディスガイズDevil in Disguise（09� Smarty Jones）USA・CAN
８勝，Chris Loseth H，River Rock Casino S，Count Lathum H，etc.，
種牡馬

４代母 ハーバースプリングズ Harbor Springs（89 USA栗 Vice Regent）USA７勝，
WishingWell S‐L，Holiday Inaugural S‐L ２着
［子］ ＊ボストンハーバー（94牡 Capote）USA６勝，ＢＣジュヴェナイル‐G1，

ブリーダーズフュチュリティ‐G2，ケンタッキーＣジュヴェナイルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

クラウドバースト Cloudburst（05 牝 Storm Cat）USA２勝，Mardi Gr
as S

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

975 ピースフルデイズ２０２０ 牡・鹿 ３／１２

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアピースフルデイズ
＊ Storm Cat

��
��
�ストーミーウェザー青鹿 2015 Bay Harbor

6a
Deputy Minister S4×S5 Vice Regent S5×M5 Mr. Prospector S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ミスチバスペニー（03栗 テイエムオペラオー）�３勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ファーマペニー（08牝鹿 ジャングルポケット）１勝
ソングライダー（09牡鹿 ソングオブウインド）�６勝
ファーマファイバー（15牝栗 オウケンブルースリ）�１勝�１勝�入着４回

２代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，冬至Ｓ２着，オクトーバーＳ２着，etc.
ホットキャスケード（97牝 ＊フォーティナイナー）１勝
サンデーブレーヴ（99牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着

トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３
着，福島記念‐G3 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，スピカＳ，etc.

コウギョウマシーン（01牡 ＊デヒア）１勝
ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走

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

トーセンキンボシ（05� ＊ボストンハーバー）１勝

３代母 ウィッシングウェルWishingWell（75 USA鹿 Understanding）USA12 勝，
ゲイムリーＨ‐G2，ウィルシャーＨ‐G3，Las Cienegas H，Convenienc
e S（２回），Autumn Days H，etc.

＊サンデーサイレンス（86牡 Halo）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，プリークネ
スＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，スーパーダービー‐G1，サンタアニタダービー
‐G1，カリフォルニアンＳ‐G1，サンフェリペＨ‐G2，etc.，種牡馬

＊サンデーズシス（90牝 Halo）USA１勝
セイカカロブ（95牝 Sadler's Wells）５勝，桃山特別，姫路特別２着，摂津特

別２着，etc.
セイカプレスト（06牡 ＊イーグルカフェ）４勝，札幌日経ＯＰ‐LR，丹頂Ｓ
‐OP ３着，ＳＴＶ賞，etc.

＊サンデーウィッシュ（96牝 Sadler's Wells）不出走
パワーブリッツ Power Blitz（05� Fusaichi Pegasus）USA・SIN５勝，N

ew Year Cup‐L ３着

販売申込者・所有者： 原田ファーム＝日高町庫富 �01456-7-2319
生 産 牧 場： 原田ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

976 ミスチバスペニー２０２０ 牡・鹿 ２／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�テイエムオペラオー ＊ワンスウエドミスチバスペニー
＊ Halo

��
��
�ペニーアップ栗 2003 WishingWell

3e
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ミコノキセキ（16鹿 ＊キンシャサノキセキ）不出走
初仔

２代母 ナムラカエデジョウ（03鹿 ＊フォーティナイナー）出走
ナムラプルート（08牡 サクラバクシンオー）入着，��２勝
ナムラメイビ（09牝 アドマイヤマックス）１勝
ナムライットウセイ（10牡 ヤマニンセラフィム）１勝，�３勝��
ナムラハンベエ（12� サムライハート）入着２回，��８勝�２勝�１勝��
ナムラモミジ（13牝 ＊アグネスデジタル）�１勝	
ナムラヘラクレス（14牡 カネヒキリ）２勝，天草特別３着，リボン賞３着，��２

勝�１勝�入着，白鷺賞２着，新春賞２着
エキストラライト（17牝 スマートファルコン）���１勝
ナムラアイガー（18牡 リオンディーズ）��１勝

３代母 サクラマツリ（90鹿 ＊ラシアンルーブル）３勝，朝日岳特別３着
ナムラマイカ（97牝 サクラバクシンオー）５勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，オーシャンＳ

‐OP ２着，アンドロメダＳ‐OP ３着，etc.
スペシャルランナー（98牝 タヤスツヨシ）
１勝��１勝�２勝３勝，九州クイ

ーン賞２着
サクライナセ（01� サクラバクシンオー）４勝，須磨特別，ＴＶ山梨杯２着，飯豊

特別２着，etc.

４代母 サクラユウホー（78鹿 ＊ダンデイルート）５勝，金北山特別，仲春賞，越路特別
［子］ サクラコミナ（87牝 サクラシヨウリ）２勝，襟裳特別
［孫］ ナムラクレセント（05牡 ヤマニンセラフィム）７勝，阪神大賞典‐G2，ア

ンドロメダＳ‐L，天皇賞（春）‐G1 ３着，etc.，�２勝��
ナムラアーガス（06牡 ニューイングランド）２勝，駒ケ岳特別，胎内川特
別３着，知床特別３着，etc.

ナムラローレライ（02牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）４勝�１勝�入着
��	，ル・プランタン賞，荒炎賞３着

ナムラブーム（03牡 ＊テンビー）２勝，豊橋特別２着，伏拝特別２着，寒
桜賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 松木 加代＝新冠町万世 �0146-49-5221
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

977 ミコノキセキ２０２０ 牡・芦 ２／２７

＊

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

＊ フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�キンシャサノキセキ ＊ケルトシャーンミコノキセキ ＊フォーティナイナー

��
��
�ナムラカエデジョウ鹿 2016 サクラマツリ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ミサトサウス（07芦 ＊サウスヴィグラス）入着，すずらん賞‐OP（芝 1200）３着，
�１勝���１勝・５勝，リリーＣ（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：２〕
タマモエース（19牡栗 ワールドエース）�未出走

２代母 ミサトユニオン（94芦 ＊デュラブ）��５勝
ミサトルナ（03牝 シンボリルドルフ）�７勝��１勝�
ミサトシャーディー（04牡 ＊シャーディー）�２勝��３勝
ミサトタイム（08牝 タイムパラドックス）�10 勝��入着
ミサトヴィグラス（10牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝��入着２回

３代母 ユニバーサルスター（77芦 ＊シーホーク）不出走

４代母 ヤマニンウエー（60黒鹿 ＊ソロナウエー）３勝
［子］ パツシングゴール（66牡 ＊ヴイミー）10勝，関屋記念，新潟記念，天皇賞

（秋）２着，etc.，種牡馬
ロイヤルプリンス（68牡 ＊サウンドトラツク）２勝，短距離特別，�11 勝，
ゴールドＣ

５代母 クリフエン（46栗 月友）２勝
［子］ ヤマニン（55牡 トサミドリ）７勝，四歳牡馬特別，宝塚杯，京都記念（春）

２着，etc.
アームラン（56牡 ハタカゼ）６勝，中日盃‐OP
レオポン（61牡 ＊ヒンドスタン）５勝，パールＳ，なにわ特別，四歳中距
離特別

ライジングオー（54牡 ＊ライジングフレーム）６勝，特ハン，多摩特別，
短距離Ｈ

ミスヤマニン（57牝 ＊ヒンドスタン）６勝，ＣＢＣ賞，愛知特別
［孫］ タマモヒカリ（72牡 ＊ハードリドン）４勝，毎日杯２着，マーガレットＳ‐OP
［曾孫］ ヤマニンゴロー（74牡 ＊セントクレスピン）６勝，高松宮杯，豊明特別，

メイＳ，etc.
ヤマニンキャスター（86牝 ヤマニンスキー）３勝，小倉記念‐Jpn3 ３着，
筑後川特別，日田特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

978 ミサトサウス２０２０ �・芦 ５／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターミサトサウス ＊デュラブ

��
��
�ミサトユニオン芦 2007 ユニバーサルスター

＊サンダービー 8k
Mr. Prospector S4×M5 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミセススノー（03 GB栗 Singspiel）GB・FR・GER・ITY１勝，Dusseldorfer S
tutenpreis‐L ２着，P. der Spielbank Bad Neuenahr‐L ２着，セルジオクマ
ニ賞‐G3 ３着，Frankfurter Stuten‐Meile‐L ３着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），海外－２（２），地方－３（８）〕
ザデュードThe Dude（09 FR�鹿 ＊キングズベスト）FR・GER１勝
フェイブルネージュ（11牝鹿 ディープインパクト）３勝，柏崎特別（芝 1600）２着，

遊楽部特別（芝 1800）２着，刈谷特別（芝 1600）３着
ミスティーフリップ（12牡栗 ゼンノロブロイ）１勝
サクレメジャー Sacred Major（13 牡栗 ダイワメジャー）１勝，MAC１勝
レヴァンテ（15牡栗 オルフェーヴル）�１勝，�２勝
サトノマーキス（16牡青鹿 マンハッタンカフェ）��５勝
プルークファーレン（17牡栗 スクリーンヒーロー）入着，��１勝

２代母 シャイニングヴェイル Shining Vale（98 USA栗 Twilight Agenda）不出走
ワダードWadaat（06 牝 ＊ディクタット）GB・ITY１勝，伊オークス‐G2 ２着，

Sandown Distaff S‐L ３着
バニーリボウスキーBunny Lebowski（09 牝 Echo of Light）FR１勝

ヴァルマヴァレント Velma Valento（15 牝 Dabirsim）�GB・FR４勝，P.
du Pays d'Auge‐L，Gillies Fillies' S‐L ２着，G.P. de Bordeaux
‐L ３着

ペピーミラーPeppy Miller（12 牝 Iffraaj）FR１勝
ウットンヴェイルWootton Vale（13� Wootton Bassett）GB１勝

３代母 グレイトリヴァイヴァルGreat Revival（92 IRE 栗 Keen）IRE出走
ヴァルツァーケーニギンWalzerkoenigin（99 牝 Kingmambo）GB・FR・GER・IT

Y・USA５勝，エミリオトゥラティ賞‐G2，ユーロＣ‐G2，クロエ賞‐G3，etc.
ヴィーナーヴァルツァーWienerWalzer（06 牡 Dynaformer）GB・FR・GE

R５勝，独ダービー‐G1，ラインラントポカル‐G1，ウニオンレネン‐G2，etc.，
種牡馬

ヴァルツァータクトWalzertakt（09 牡 Montjeu）FR・GER４勝，モーリスドニ
ュイユ賞‐G2，グラディアトゥール賞‐G3，ケルゴルレイ賞‐G2 ３着，etc.

ポートダグラス Port Douglas（13� Galileo）�GB・IRE・SIN・BHR７勝，
ベレスフォードＳ‐G2，チェスターヴァーズ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2700
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

979 ミセススノー２０２０ �・鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songミセススノー シャイニングヴェイル Twilight Agenda

��
��
�Shining Vale栗GB 2003 Great Revival

21a
Halo S4×M4×M5 Sadler's Wells S4×M4 Ballade M4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ミヤビハンター（05鹿 メイショウホムラ）�１勝�
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（６）〕
ネコマヒカ（15牡栗 ニューイングランド）２勝，��未出走���出走
ウサギノワルツ（16牡栗 フリオーソ）�５勝�入着３回
アルディビート（17牡栗 タイムパラドックス）��出走�１勝

２代母 アンバーダイアン（93鹿 アンバーシヤダイ）出走
ヒテンリュウオー（99牡 ＊トニービン）�７勝
サキノキングオー（06牡 ロイヤルタッチ）��２勝�６勝
イースタンパワー（07牝 スターリングローズ）�１勝	５勝
サキノダイアン（09牡 スパイキュール）�７勝��２勝�入着

３代母 ナイスデイ（79鹿 ＊インターメゾ）
１勝
スーパークリーク（85牡 ＊ノーアテンシヨン）８勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，

天皇賞（春）‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2（２回），産經大阪杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
シンコウマキシム（88牡 カツラギエース）１勝，渥美特別３着，山吹賞３着
マイエンジェル（89牝 ＊テリオス）不出走

ヘヴンズゲート（99牡 マヤノトップガン）１勝，飯盛山特別３着
ナイスアテンション（90牝 ＊ノーアテンシヨン）出走

コスモプロデュース（02牡 ＊ペンタイア）４勝，アメジストＳ，晩秋特別，寒竹
賞３着

ナイスガルボ（91牝 ＊ノーアテンシヨン）４勝，生田特別，恋路ケ浜特別，オークラ
ンドＲＣＴ２着，etc.

エイシンプリンス（92牡 アンバーシヤダイ）２勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，
八甲田山特別２着，富良野特別３着

４代母 サチノヒメ（57黒鹿 Sayajirao）６勝
［子］ ブラツクスワン（64牝 ＊エイトラツクス）５勝，朝日杯３歳Ｓ３着，毎日

王冠２着，三歳牝馬Ｓ‐OP，etc.
クレバーミナド（65牡 ＊エイトラツクス）８勝，ジユーンＳ，デイセンバ
ーＳ，中距離特別，etc.，障害１勝，種牡馬

アサカレオ（70牡 ＊パーシア）４勝，ガーネットＳ，清澄特別
［孫］ ネバアーノン（74牝 ＊ミラルゴ）６勝，恵山特別，漁火特別，松川浦特別

販売申込者・所有者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2659
生 産 牧 場： 原 弘之
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

980 ミヤビハンター２０２０ �・鹿 ５／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊ブレイヴエストローマン

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウホムラ メイシヨウスキーミヤビハンター アンバーシヤダイ

��
��
�アンバーダイアン鹿 2005 ナイスデイ

＊セントマキシム 1l
ノーザンテースト S4×M4

価格： 購買者：



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

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

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

ン賞，八甲田山特別，ディープインパクトＣ２着，etc.
コマンダーシップ（03牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝
エイブルインレース（06牝 フジキセキ）入着２回，クイーンＣ‐G3 ３着，クローバ

ー賞‐L ３着，�１勝�２勝，オパールＣ，ジュニアＧＰ
レッツゴーアスク（18牝 ロードカナロア）�入着３回，りんどう賞３着

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

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

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

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

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.
［孫］ アージェントリクエストUrgent Request（90 牡 RainbowQuest）GB

・USA・HKG７勝，サンタアニタＨ‐G1，サンマルコスＨ‐G2，オ
ークトリーＢＣマイル‐G3，etc.，種牡馬

ウインドフィールズ（91牡 ウインザーノツト）４勝，セントライト記念
‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.，	��入着４回，浦和記念
‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

981 マリナーズコンパス２０２０ �・鹿 ３／１３
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアマリナーズコンパス
＊ Deputy Minister

��
��
�フサイチエイブル鹿 2010 Stardusk

9
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊マンボカーニバル（00 USA鹿 Kingmambo）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（20）〕
スリーカーニバル（10牝鹿 マンハッタンカフェ）４勝，道新スポーツ杯（芝 1200），

湯沢特別（芝 1200），大日岳特別（芝 1200）２着，医王寺特別（芝 1200）２着，
犬山特別（芝 1400）２着

ダイシンウィン（11牡鹿 ＊クロフネ）�６勝
マツリダカーニバル（12牝鹿 マツリダゴッホ）�５勝
ブライトンピア（14牡栗 マツリダゴッホ）入着，�２勝�入着��
ゾンネンブルーメ（15牡栗 ＊シニスターミニスター）��５勝
ケリービーラッシュ（17牝鹿 キズナ）���２勝
エコロマンボ（18牝鹿 キズナ）�１勝
コスモテンラム（19牝栗 コパノリッキー）��出走

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

＊ウイニングタイム（98牡 Gilded Time）１勝，�２勝���
＊ロケットスタート（99牝 ＊スピニングワールド）１勝，�１勝��入着
パスクア（03牡 ＊アサティス）１勝，��１勝
エアリーズ（04牡 ＊スキャターザゴールド）３勝，障害１勝，�８勝
グランドメープル（05牝 スマートボーイ）１勝，�４勝
グーテデロワ（07牝 スペシャルウィーク）１勝

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 藤本ファーム＝日高町美原 �090-8908-2903
生 産 牧 場： 藤本ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

982 マンボカーニバル２０２０ 牡・鹿 ３／１８

＊

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

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueマンボカーニバル
＊ Winning

��
��
�シャーパリ鹿USA 2000 Shapur

3d
Mr. Prospector M3×S4 Raise a Native M4×S5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 エイシンサンバレー（02栗 ＊エイシンワシントン）２勝，マリーゴールド賞‐OP
（芝 1200）２着，ダリア賞‐OP（芝 1400）３着，��入着�，関東オークス‐Jpn3 ３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－５（９），地方－３（19）〕
エーシンユリシーズ（09牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，�７勝�１勝�３勝��，

兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着，池田湖賞（Ｄ1800），カンナ賞（Ｄ1400），
スプリングＣ（Ｄ1800），園田ユースＣ（Ｄ1400），英彦山賞（Ｄ1400）２着，如
月賞（Ｄ1750）２着，周防灘賞（Ｄ1400）２着，白銀争覇（Ｄ1400）２着

エイシンパラダイス（10牝栗 タイムパラドックス）３勝
エイシンリンリン（13牝栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，�６勝�
エイシンルカーノ（14牡栗 エイシンデピュティ）�２勝，宮崎特別（芝 1800）２着，

明石特別（芝 2000）２着，小豆島特別（芝 1600）３着，葉山特別（芝 1600）３着
エイシンボールディ（16牡栗 グランプリボス）入着４回，���２勝�入着２回
エイシンヒテン（18牝栗 エイシンヒカリ）�２勝，忘れな草賞‐L（芝 2000）２着，

白菊賞（芝 1600）

２代母 エイシンサイレンス（96栗 ＊サンデーサイレンス）出走
エイシンシギサン（00牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）	
５勝�１勝
エイシンテンドー（03牡 ＊エリシオ）�３勝�７勝�１勝��入着２回
テイエムプレストン（06牡 ＊エイシンプレストン）１勝
エレガンテココ（08牝 ＊ブラックホーク）１勝，いわき特別２着，��２勝
ノーブルサイレンス（11牝 ＊マイネルラヴ）１勝，��３勝

３代母 ＊コンキスタドアブルー（84 USA栗 Conquistador Cielo）不出走
スクラッピング Scrapping（88牝 Fight Over）USA入着２回

ファイティングスピーディ Fighting Speedy（02牝 Senor Speedy）USA６勝，
Broadway H‐R ３着，Union Avenue S‐R ３着

アジャンクール Agincourt（89 牡 Capote）USA４勝，米フュチュリティＳ‐G1，
ドゥワイアＳ‐G2，ペガサスＨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

エレガーントシーカElegante Chica（90牝 Judge Smells）USA８勝
スムーズアンドサヴィ Smooth and Savvy（04 Petionville）USA５勝，

Santana Mile H‐L ３着

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： 水丸牧場
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

983 エイシンサンバレー２０２０ 牡・芦 ２／２４
＊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エイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊
＊オジジアン

�
�
�
�
�

��
��

�エイシンワシントン Shamaritanエイシンサンバレー ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイシンサイレンス栗 2002 ＊コンキスタドアブルー

1s
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 リベリーターン（13黒鹿 ヴァーミリアン）入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
ヴァルスドフルール（19牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��入着

２代母 ＊オークションルーム（03 USA鹿 Chester House）GB１勝
クライイングライトニング Crying Lightening（08牝 Holy Roman Emperor）GB

・FR・USA・UAE３勝，October S‐L，スイートソレラＳ‐G3 ２着，
Star S‐L ３着

ラッキーブライドル Lucky Bridle（09� Dylan Thomas）GB・FR・IRE・TUR
３勝，P. de Saint Patrick‐L ２着，P. de Tourgeville‐L ３着，GB・IR
E障害２勝

カズノムーン（12牡 アドマイヤムーン）��６勝
ビッグウォルター（15� マンハッタンカフェ）��１勝

３代母 ディディーナDidina（92 GB栗 Nashwan）GB・USA５勝，ダリアＨ‐G2，
City of York S‐L，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，ウィルシャーＨ‐G2 ２着，S
ceptre S‐L ３着
トレッキング Trekking（99牝 GoneWest）GB・USA２勝，サンタバルバラＨ

‐G2 ２着
タンティーナ Tantina（00牝 Distant View）GB４勝，Oak Tree S‐L，Scep

tre S‐L，シュプリームＳ‐G3 ３着
スカッフル Scuffle（05 牝 Daylami）GB３勝，Snowdrop Fillies S‐L ３着
ロージシャン Logician（16牡 Frankel）�GB６勝，英セントレジャー‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，アストンパークＳ‐G3 ３着

シティスケイプ Cityscape（06牡 Selkirk）GB・FR・IRE・ITY・CAN・UAE
・HKG６勝，ドバイデューティフリー‐G1，パース賞‐G3，ソロナウェ
イＳ‐G3，etc.，種牡馬

ベイテドブレス Bated Breath（07 牡 Dansili）GB・CAN・HKG６勝，テンプ
ルＳ‐G2，Leisure S‐L，ジュライＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロニアリズム Colonialism（07牡 ＊エンパイアメーカー）USA・CHI９勝，P. Il
ustre Municipalidad de Santiago‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

984 リベリーターン２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ３
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディリベリーターン
＊ Chester House

��
��
�オークションルーム黒鹿 2013 Didina

8f
Mr. Prospector S3×M4×M5 Blushing Groom S4×M5

価格： 購買者：



母 メイショウアツヒメ（06鹿 ＊タイキシャトル）３勝，夙川特別（Ｄ1200），つわぶ
き賞（芝 1200），岩室温泉特別（Ｄ1200）２着，妙高特別（Ｄ1200）３着
〔産駒馬名登録数：２〕
メイショウカムナビ（17牝黒鹿 ＊アイルハヴアナザー）��出走

２代母 ＊ナイスレイズ（94 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
ニンナナンナ（99牝 Unbridled's Song）３勝

ウインネオルーラー（11� ネオユニヴァース）２勝，ゆきつばき賞２着，�２勝�
マイミッシェル（00牝 ＊タイキシャトル）１勝，塩屋埼特別３着

マッハヴェロシティ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，新
潟大賞典‐G3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，逆瀬川Ｓ，弥彦特別，etc.

メイショウボーラー（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，デイリ
ー杯２歳Ｓ‐Jpn2，根岸Ｓ‐Jpn3，ガーネットＳ‐Jpn3，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，
��入着２回��	，種牡馬

メイショウトッパー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距
離Ｓ，水無月特別，刈谷特別，鳥取特別

メイショウキトリ（04牝 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ，尾瀬特別，郡山特別，	２勝
メイショウヤタロウ（08牡 アグネスタキオン）５勝，小倉日経ＯＰ‐LR，谷川岳Ｓ

‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着，錦Ｓ，ゴールデンサドルＴ，etc.

３代母 ナイストラディションNice Tradition（79 ARG鹿 Search Tradition）USA
・ARG７勝，クリアドレス大賞‐G1，フェデリコデアルベアル賞‐G2，フアンシ
ョウ賞‐G2，エンリケアセバル賞‐G1 ２着
レイズアトラディション Raise a Tradition（86牡 Raise a Native）USA７勝，

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

Arlington Breeders' Cup H‐L
シャープトラディション Sharp Tradition（88牝 Sharpen Up）GB・USA１勝

ダイナシャープDynasharp（97牝 Dynaformer）USA３勝，Cimarron S
トランジションタイム Transition Time（99牝 Dynaformer）USA４勝，O

ffice Wife S
トゥーマンススレント TwoMonths Rent（09� Purim）USA３勝，ホーソー

ンダービー‐G3，フェアグラウンズＳ‐G3 ３着，ケントＳ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日の出牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1574
生 産 牧 場： ㈲日の出牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

985 メイショウアツヒメ２０２０ 牡・黒鹿 ３／３０

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンメイショウアツヒメ
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ鹿 2006 Nice Tradition

10
Secretariat S4×S5×M5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイユーブルーム（05栗 ダンスインザダーク）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（７）〕
ダノンクィーン（11牝芦 ＊チチカステナンゴ）�６勝�入着
ローリングタワー（14牡黒鹿 ＊ハービンジャー）３勝，北辰特別（芝 1800），知床特

別（芝 2000）
モズハチキン（16牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝
スターレイジング（18牡青鹿 ＊ノヴェリスト）���１勝
イスラソリタリア（19牡栗 イスラボニータ）��入着

２代母 フローラルグリーン（98栗 ＊フォーティナイナー）４勝，エルフィンＳ‐OP，
常陸特別，なにわＳ３着，ハッピーエンドＣ３着
ダノンヨーヨー（06牡 ダンスインザダーク）６勝，富士Ｓ‐G3，ポートアイランドＳ

‐L，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，マイラーズＣ‐G2 ３着，安田記念‐G1 ４着，etc.
ミッキーセブン（08牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
メジャーガラメキ（12牝 ダイワメジャー）３勝，鳴海特別３着
ビップライブリー（13牡 ダイワメジャー）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２着，タン

ザナイトＳ‐OP ３着，白秋Ｓ，晩春Ｓ，etc.，�地方未出走
イヴ（17牝 ダイワメジャー）�１勝

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

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： ㈲フローラル＝東京都杉並区 �090-5212-2573
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： パッショーネ＝新冠町節婦町 �090-2433-5036

986 メイユーブルーム２０２０ 牡・鹿 ４／ ９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメイユーブルーム ＊フォーティナイナー

��
��
�フローラルグリーン栗 2005 ＊フローラルマジック

18
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メモラブルワーズ（01鹿 バブルガムフェロー）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－８（37）〕
ブレーヴクン（06牡鹿 ジョウテンブレーヴ）入着５回，�３勝����入着４回
ラブビジョン（08牝鹿 ＊ストラヴィンスキー）��５勝�２勝�入着３回
カプレーゼ（09牝黒鹿 ＊アグネスデジタル）��４勝
サブノハゴロモ（10牝鹿 ＊アルデバランⅡ）��５勝，東京２歳優駿牝馬（Ｄ1600）３着
サブノホホエミ（11牝鹿 ＊ストラヴィンスキー）��５勝
メモラブルドラゴン（12牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）���４勝
サノノヒカリ（15牡鹿 メイショウボーラー）��１勝�４勝��１勝
ツーエムプライド（17�青 メイショウボーラー）�	１勝�２勝

２代母 ＊メモラブルグリーン（94 IRE 鹿 Night Shift）不出走
グリーンヴィガー（00牡 ＊ウォーニング）３勝，��１勝
バンダムハリアー（02牡 サクラバクシンオー）１勝
エイシンイッパツ（04牡 ＊メイショウドトウ）３勝，
２勝	５勝�３勝����
ブリーズフレイバー（07牡 ＊フォーティナイナー）��10 勝�	，種牡馬
グレイトスピリット（08牡 アッミラーレ）��５勝
ローザデオーロ（10牝 アドマイヤムーン）��１勝
イゾラフレイバー（11� ゼンノロブロイ）��５勝
セイントパートナー（12牡 ＊プリサイスエンド）��２勝

３代母 ＊ベーシイド（78 USA青鹿 Cool Moon）USA23 勝，アクサーベンクイーンズ
Ｈ‐G3（２回），Quivira H‐L，Quivira S，Ak‐Sar‐Ben Oaks，Jam
es Herbuveaux Mile H，etc.

＊リンドシェーバー（88牡 Alydar）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2 ２着，
函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.，優２牡，種牡馬

＊パーソナルファイル（91牝 Private Account）不出走
トコア（97牝 ＊カーネギー）３勝，ＳＴＶ賞，まりも特別２着，矢車賞３着
アドマイヤコマンド（05� アグネスタキオン）２勝，青葉賞‐Jpn2，毎日
杯‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，障害１勝

ポットアカデミー（95牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）出走
オーミアリス（12牝 ＊ホワイトマズル）２勝，小倉２歳Ｓ‐G3

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

987 メモラブルワーズ２０２０ 牡・黒鹿 ２／２４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーメモラブルワーズ
＊ Night Shift

��
��
�メモラブルグリーン鹿 2001 ＊ベーシイド

23b
Northern Dancer M4×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 ミエノプリンプリン（12黒鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ルミリンナ（17牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝�

２代母 クラウンプリンセス（04鹿 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ‐L，
米子Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ３着，ゴールデンホイップＴ，ＨＢＣ賞，etc.
ミューラルクラウン（11牝 ＊ホワイトマズル）１勝
マイレリーフ（17牝 ルーラーシップ）�１勝
デルマセイシ（18牝 エイシンフラッシュ）�２勝

３代母 クラウンピース（97鹿 Seattle Slew）１勝
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
シンシアズブレス（13牝 ダイワメジャー）１勝，羊ヶ丘特別２着，御在所特別３着

４代母 ＊クラシッククラウン（85 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，ラフィアンＨ‐G1 ２着，テストＳ
‐G1 ３着，etc.
［子］ ＊ファイナルキス（96牝 Danzig）１勝，フローラＳ‐OP ２着，りんどう賞

３着，�１勝
＊ルールオブライト（95牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着

［孫］ ＊エーシンジーライン（05牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典‐G3，
朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，etc.，障害３勝，�入着，名古屋大賞典‐Jpn3
３着，種牡馬

＊エーシンエフダンズ（04牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ‐G3 ２着，船
橋Ｓ，江差特別，etc.，�１勝�２勝�１勝�入着６回�

タマモグランプリ（07� ＊グランデラ）２勝，琵琶湖特別，香住特別２着，
淡路特別３着，etc.

スナークハーバー（04� ＊ボストンハーバー）入着，舞子特別２着，�５
勝�１勝

フルオブスターズ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝，郡山特別３着
［曾孫］ ケンホファヴァルト（13牡 マーベラスサンデー）�４勝，京橋特別，白川

特別，北辰特別，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

988 ミエノプリンプリン２０２０ 牡・鹿 ４／ ８

＊

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlミエノプリンプリン スペシャルウィーク

��
��
�クラウンプリンセス黒鹿 2012 クラウンピース

＊クラシッククラウン 23b
Mr. Prospector S4×M5 Danzig S4×M5 Northern Dancer S5×S5
Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 ヤマシロギク（04栗 ＊アフリート）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（11）〕
ランザン（09牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着３回，下北半島特別（芝 1200）

２着，��２勝
ファジーネーブル（13牝黒鹿 タニノギムレット）１勝，�４勝�１勝�入着�
ソフトポジション（15牡鹿 アサクサキングス）１勝，雪うさぎ賞（芝 1200）２着，

石狩特別（芝 1500）３着，長万部特別（芝 1200）３着，��出走�３勝��
マグマミキサー（16牡栗 タイムパラドックス）���入着�	入着 12回
ダブルポジション（17牝栗 ウインバリアシオン）�１勝�入着２回�

２代母 ミラクルラブ（99鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ボウシュ（08牡 ＊ティンバーカントリー）	８勝��
ズイカク（10牝 ＊ホワイトマズル）�１勝��
クラウンエイトドア（13牡 ＊グラスワンダー）�４勝�入着
ゲキテキ（14牡 トランセンド）�１勝

３代母 アンブローシア（85鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，白菊賞
エアチャリオット（91
 サクラユタカオー）４勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，ＢＳＮオー

プン‐OP，ジュニアＣ‐OP，etc.
ロイヤルアンブリー（94牝 ＊アレミロード）３勝，雄国沼特別，西湖特別２着
ダンツプライズ（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，兵庫特別２着，etc.，�３勝，

中島記念，九州大賞典２着
ロンドインディ（02牝 フジキセキ）出走

セレスロンディー（07牡 ＊プリサイスエンド）３勝，シンザン記念‐G3 ３着，
こぶし賞３着，千両賞３着

４代母 シヤダイアンブリー（76黒鹿 ＊モデルフール）��１勝
［孫］ サクラエキスパート（93牡 サクラチヨノオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，函館

記念‐Jpn3 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.
ウインジーニアス（00牡 バブルガムフェロー）２勝，京都新聞杯‐Jpn2
３着，ドンカスターＳ‐L ２着，ムーニーバレーレーシングＣ賞，etc.

キングファラオ（90牡 ＊リアルシヤダイ）５勝，神戸新聞杯‐Jpn2 ３着，
菊花賞‐Jpn1 ４着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： マルシチ牧場＝青森県三戸郡五戸町 �0178-62-2580
生 産 牧 場： マルシチ牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

989 ヤマシロギク２０２０ 牡・鹿 ５／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスウインバリアシオン

＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2008 ＊カウントオンアチェンジ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyヤマシロギク ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミラクルラブ栗 2004 アンブローシア

＊アンブリー 7
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ヤサカオディール（09黒鹿 メイショウボーラー）４勝，セプテンバーＳ（芝 1200），
飯豊特別（芝 1200），紫川特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ヤサカターラ（18牝黒鹿 ディープブリランテ）出走，�地方未出走

２代母 ヴァドヴィーツェ（00鹿 ＊エリシオ）１勝
クラウンバシリカ（11牝 エイシンサンディ）�２勝
エヴァンジル（12牝 ブラックタイド）１勝，浄土平特別３着，高湯温泉特別３着，

�２勝��
クレムフカ（14牝 ＊シニスターミニスター）�１勝�３勝�２勝��
モズトルマリン（15� キングヘイロー）	３勝�２勝
セイビーチェ（16牝 ダノンシャンティ）�１勝�入着

３代母 コンクラーベ（91鹿 アンバーシヤダイ）４勝，紅梅賞‐OP ３着，不知火特別，
長良川特別２着，吉野ケ里特別２着，オークランドＲＣＴ３着
コンコルディア（01牝 フジキセキ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，

淀短距離Ｓ‐L ２着，カンナＳ‐OP，etc.
ピエナファンタスト（06牡 ジャングルポケット）４勝，オーロＣ，青嵐賞
ウィズペイシェンス（07牝 ネオユニヴァース）不出走

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

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

ーロＣ‐OP ３着，渡月橋Ｓ，etc.
コンフィデンス（92牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，相馬特別，きんせんか
賞，渡利特別３着

［孫］ チュウワプリンス（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，ホンコンＪクラブＴ，
精進湖特別３着，信濃川特別３着

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

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

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

990 ヤサカオディール２０２０ �・黒鹿 ４／ ２
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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズヤサカオディール ＊エリシオ

��
��
�ヴァドヴィーツェ黒鹿 2009 コンクラーベ

＊コンカロ 23b
Halo S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Fairy Bridge S5×M5

価格： 購買者：



母 ユキノヴィーナス（08黒鹿 ＊グラスワンダー）入着，�２勝�入着３回�
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（５）〕
ユキノディライト（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��未出走�５勝
ディープハーモニー（17牡黒鹿 エピファネイア）�２勝，尖閣湾特別（芝 1800）２着
ダイメイクルミ（19牝芦 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊スターシーキング（95 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA１勝
ハードシーキング（04牡 ＊タバスコキャット）３勝，桜島Ｓ３着，灘Ｓ３着，白川郷

Ｓ３着，桃山Ｓ３着
フジヤマワカムシャ（05牡 ＊アラムシャー）１勝，松戸特別２着，�１勝�１勝��入着
ドリームアスパイア（06牡 ネオユニヴァース）入着，��８勝
エクセルバード（11牡 ＊ヨハネスブルグ）�７勝�６勝��１勝
カフジエンパイア（12牡 ＊エンパイアメーカー）入着４回，�５勝

３代母 スタースタンディング Star Standing（87 CAN黒鹿 Assert）USA７勝，オ
ーキッドＨ‐G2，Little Bonny H‐L，Tattling H‐L，Maple Leaf S‐LR，
Gulfstream Park The Very One H‐L ２着，etc.
スターカポーティ Star Capote（93 牝 Capote）USA１勝

アールスモーケンスター R Smoken Star（03	 Smoke Glacken）USA６勝，
Sophomore S‐R ３着

リッサ Lissa（96 牝 ＊フォーティナイナー）不出走
カタリッサ Catalissa（00	 Tale of the Cat）USA14 勝，Hula Chief S，

Houston Spring S‐R，Texas Heritage S，etc.
リッサズスター Lissa's Star（03	 Valid Expectations）USA12 勝，Hula C

hief S，C.I.T.G.O. S‐R，Timeless Native S２着，etc.
アイリッシュプロスペクター Irish Prospector（97	 Miswaki）USA入着５回，

John D.Marsh S‐R ３着

４代母 ミンストレルシーMinstrelsy（79 USA鹿 The Minstrel）USA１勝
［子］ タマヤズ Tamayaz（92牡 GoneWest）GB・FR・IRE・USA・UAE６

勝，ローズオヴランカスターＳ‐G3，Sheikh Maktoum Al Maktou
mChallenge R1‐L，Sheikh Maktoum Al Maktoum Challenge R3
‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 前田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0846
生 産 牧 場： 前田牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

991 ユキノヴィーナス２０２０ �・芦 ５／２７
＊

＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraユキノヴィーナス
＊ Seeking the Gold

��
��
�スターシーキング黒鹿 2008 Star Standing

4r
Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ユリカチャン（06鹿 ゴールドアリュール）入着，�８勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
コリンズストリート（13牡黒鹿 ＊ファルブラヴ）�２勝
セイントブレーブ（15牡栗 フリオーソ）��１勝
プログラマー（17牡青 ＊パイロ）��入着

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

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

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

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

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

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

道新スポーツ賞２着，	５勝

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

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

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

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

992 ユリカチャン２０２０ �・黒鹿 ２／ ３
＊ 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 ＊ニキーヤユリカチャン
＊ Catrail

��
��
�オージーカンパニー鹿 2006 Irish Company

1b
Hail to Reason S4×M5 Nureyev S4×M4 Nashua S5×S5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 ミラクルベリー（08黒鹿 ＊ファルブラヴ）１勝，志摩特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（８）〕
アルスラーン（15牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）�入着６回，春日山特別（芝 2000）

２着，�３勝
メイデンボヤージュ（16牝芦 ＊クロフネ）�４勝��１勝
グランレイ（17牡鹿 ルーラーシップ）�１勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ３着
クラーロイメル（18牝青鹿 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 ミラクルワウ（03栗 フジキセキ）入着
ダノンミシガン（11牡 ＊チチカステナンゴ）３勝，�４勝
チラリ（12牝 ＊チチカステナンゴ）�入着５回

ソウルトレイン（17牡 レッドスパーダ）�３勝，札幌道新スポーツ賞，白梅賞，
千両賞２着

３代母 ＊トリプルワウ（83 CAN鹿 Coastal）USA14 勝，ネクストムーヴＨ‐G3，W
oodbine BC S‐L，Maple Leaf S‐LR，Ontario Matron H‐LR，Durha
m C‐L，etc.
アリワウ Alywow（91牝 Alysheba）USA７勝，ニジャナＳ‐G3，Lady Dean S

‐L，Canadian H‐L，etc.
ヒドンキャット Hidden Cat（97 牝 Storm Cat）USA４勝，Twixtslusive H‐L
センチュリーシティ Century City（99 牡 Danzig）GB・IRE・USA６勝，アルカ

ディアＨ‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，テトラークＳ‐G3，etc.，種牡馬
ダブルワウDoubleWow（92牝 With Approval）USA３勝

ラペルーズ La Perouse（03 牝 El Prado）USA４勝，Likely Exchange S
ワウミーフリーWowMe Free（04牝 Menifee）USA・CAN５勝，ネクスト

ムーヴＨ‐G3，Ladies H‐L，シュヴィーＨ‐G2 ３着，etc.
トリプレックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，フィリピンＴ，英彦山特別，国

東特別，etc.
ミエノワンダー（10牡 ＊グラスワンダー）４勝，プリンシパルＳ‐LR ２着，ア

メジストＳ，チバテレ杯，etc.
ダイワキャグニー（14� キングカメハメハ）�８勝，エプソムＣ‐G3，キャピ

タルＳ‐L，プリンシパルＳ‐LR，etc.

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

993 ミラクルベリー２０２０ �・栗 ４／１５

＊

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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightミラクルベリー フジキセキ

��
��
�ミラクルワウ黒鹿 2008 ＊トリプルワウ

7
Seattle Slew S4×M5 Le Fabuleux S5×M5

価格： 購買者：



母 ラファエラ（14栗 ジャングルポケット）�２勝�入着２回
初仔

２代母 カーリーエンジェル（90栗 ＊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，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２
着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着（２回），etc.

アドマイヤハッピー（98牝 ＊トニービン）４勝，紫苑Ｓ‐OP ３着，摺上特別，二本
松特別２着，対馬特別２着
ウォータクティクス（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，アンタレスＳ‐G3，アル

デバランＳ‐OP，フェアウェルＳ
キタサンアミーゴ（06牡 フジキセキ）５勝，小倉記念‐G3 ２着，ダイヤモンド

Ｓ‐G3 ３着，松籟Ｓ，境港特別，睦月賞，etc.
ハッピーモーメント Happy Moment（10 牡 ディープインパクト）５勝，目黒

記念‐G2 ３着，早春Ｓ，稲荷特別，オクトーバーＳ２着，日本海Ｓ２着，etc.，
�AUS出走

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，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，京王杯ス
プリングＣ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

エノク（04牡 ＊クロフネ）７勝，カペラＳ‐G3 ３着，ペルセウスＳ‐L ３着，太秦Ｓ
‐OP（２回），室町Ｓ‐OP ２着，太秦Ｓ‐OP ３着，etc.

トゥリオンファーレ（06牡 スペシャルウィーク）４勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，鴨川特別，新潟日報賞２着，石和特別２着，湘南Ｓ３着

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，南総Ｓ２着，秋風Ｓ２着，etc.

ルナレガーロ（10牝 アドマイヤムーン）入着
ムスコローソ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，クロッカスＳ‐LR ３着

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，札

幌記念‐Jpn2（２回），産経大阪杯‐Jpn2，etc.，年代表，優古牝

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

994 ラファエラ２０２０ �・栗 ４／１７
＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーラファエラ ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�カーリーエンジェル栗 2014 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ラクリモーサ（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
レコルダーレ（16牝鹿 ＊タートルボウル）入着，���入着２回
ラウダーテ（17牝黒鹿 ジャングルポケット）��１勝�入着４回

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

波Ｓ２着，三宮特別２着，etc.
フレンチボウ（08牝 ＊ホワイトマズル）２勝
キマモリ（10牡 ＊ヘクタープロテクター）１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-2870-2057
生 産 牧 場： ヒサイファーム
飼 養 者： ヒサイファーム＝新ひだか町三石本桐 �080-2870-2057

995 ラクリモーサ２０２０ �・青鹿 ３／２２
＊

＊カンパラ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� トニービン

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

＊ Nureyev

��
��
�ダンスチャーマー鹿 1998 Skillful Joy

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�マニフィカート青鹿 2009 ＊ミュンシー

1p
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ライサ（08栗 トーセンダンス）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ピーエムチャンコ（14牡栗 メイショウボーラー）��２勝
サクラザチェンジ（16牡栗 ＊ストーミングホーム）入着５回，��３勝
リュウノアニカ（19牝栗 バンブーエール）�地方未出走

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

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

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

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

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

ハルダル（07牝 ゴールドアリュール）不出走
ブランオラージュ（14� ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��１勝，園田

ＦＣスプリント２着
マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）��８勝�４勝

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

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

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

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

996 ライサ２０２０ 牡・鹿 ３／２９
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�トーセンダンス ＊ダンシングキイライサ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー栗 2008 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Nijinsky S4×M4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ライブリーチューン（04 USA黒鹿 Dixieland Band）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－４（16）〕
ダノンゴールド（09�黒鹿 ゴールドアリュール）５勝，ＫＢＣ杯（Ｄ1700），檜山

特別（Ｄ1700）（２回），黒竹賞（Ｄ1800）３着，障害３勝
クリアザコースト（11牡鹿 ダイワメジャー）入着２回，�５勝�入着３回
トウシンタイガー（13�鹿 ゴールドアリュール）１勝，��３勝
レッドアルディ（15�鹿 ＊アイルハヴアナザー）１勝，��５勝
シャイニングブルー（17牡黒鹿 スクリーンヒーロー）�入着４回，�３勝
プレイマウント（18牡鹿 スピルバーグ）�入着

２代母 イクストラヴァガントウーマンExtravagantWoman（82 USA鹿 Alydar）
不出走
リヴィングヴァイカリアスリー Living Vicariously（90 牡 Time for a Change）

USA５勝，ブルックリンＨ‐G2，ブリーダーズフュチュリティ‐G2 ２着，デ
ィスカヴァリーＨ‐G3 ３着

ラグジュアリアスリー Luxuriously（95 牝 Danzig）USA出走
ニットワンパートゥー Knit One Purr Too（11牝 Tale of the Cat）USA３

勝，Stormy Blues S，Brandywine S３着
リゾート Resort（97 牝 Pleasant Colony）USA４勝，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，

ガゼルＨ‐G1 ３着，ターンバックジアラームＨ‐G3 ２着，Monmouth Bea
ch S‐L ３着
サイトシーイング Sightseeing（04牡 Pulpit）USA２勝，ピーターパンＳ‐G2，

ウッドメモリアルＳ‐G1 ２着，ジムダンディＳ‐G2 ３着，ドゥワイア
Ｓ‐G2 ３着，ナシュアＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ウィズディスティンクションWith Distinction（01牡 Storm Cat）USA６勝，エル
コネホＨ‐G3，サンアントニオＨ‐G2 ２着，チャーチルダウンズＨ‐G2 ２着，
メリーランドＢＣＨ‐G3 ２着，Bet On Sunshine H２着，etc.，種牡馬

３代母 スクワンダー Squander（74 USA鹿 Buckpasser）USA３勝，ソロリティＳ
‐G1，Astoria S，Las Flores H２着

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

997 ライブリーチューン２０２０ �・鹿 ３／ 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

＊

ディクシーランドバンド Northern Dancer

�
�
�
�
�

��
��

�Dixieland Band Mississippi Mudライブリーチューン イクストラヴァガントウーマン Alydar

��
��
�ExtravagantWoman黒鹿USA 2004 Squander

8h
Northern Dancer M3×S4 Almahmoud S5×M5 Lady Angela S5×M5
Native Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ミストラルグリーン（02 AUS鹿 ＊エンドスウィープ）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（17）〕
フラワーハット（08牝鹿 ハーツクライ）出走

エスティーム（14牡 ＊ロージズインメイ）３勝，潮来特別，南相馬特別３着，�
�出走�１勝��

セイウンヴィオラ（09牡黒鹿 フジキセキ）�１勝�
コージャラティ（11牡鹿 ダンスインザダーク）��１勝
オーキッドメモリー（13牝鹿 ヴァーミリアン）�２勝��２勝
コルビージャック（14�黒鹿 ネオユニヴァース）�	５勝�６勝��
ベルアーシュ（15牝芦 ＊クロフネ）１勝
スティールカイザー（19牡鹿 ＊アジアエクスプレス）��入着２回

２代母 メッセンジャーミスMessenger Miss（96 USA鹿 ＊デインヒル）GB出走
ドリーメンスキームDream 'N' Scheme（00� Unbridled's Song）AUS７勝

＊ナイツエンド（01牝 ＊エンドスウィープ）AUS入着２回
スリラーインマニラ（13� ＊キンシャサノキセキ）４勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，�


９勝�入着２回���，建依別賞，黒潮スプリンターズＣ３着
ワードWerd（04� Hussonet）AUS10 勝，WATC Australia Day S‐L，ＷＡＴ

ＣカーネルリーヴズＳ‐G3 ２着（２回），WATC Birthday S‐L ２着，
WATC Summer Scorcher‐L ２着（２回），WATCGoodwood Sprint‐L
２着，etc.

フォーレターワード Four Letter Werd（12� High Chaparral）�AUS４勝

３代母 フォーリンクーリア Foreign Courier（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
グリーンデザートGreen Desert（83 牡 Danzig）GB・FR・IRE・USA５勝，ジュ

ライＣ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G2，フライイングチルダーズＳ‐G2，etc.，
種牡馬

ユーセフィア Yousefia（89 牝 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady M. H‐L，
Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着
ミシカルガールMythical Girl（96 牝 GoneWest）GB・IRE３勝，プリンセ

スマーガレットＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

998 ミストラルグリーン２０２０ �・黒鹿 ３／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceミストラルグリーン メッセンジャーミス ＊デインヒル

��
��
�Messenger Miss鹿AUS 2002 Foreign Courier

A4
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ユーステイアウェイ（15栗 ゴールドアリュール）�入着４回
初仔

２代母 プレゼンスウーマン（03栗 サクラローレル）２勝
プライドキッズ（10牡 ＊フレンチデピュティ）�２勝
イツモシアワセ（13牝 ドリームジャーニー）��６勝�６勝���，ロータスクラ

ウン賞２着
キミノタイヨウ（14牝 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝
サイモンルモンド（17� ダノンシャンティ）�２勝

３代母 ステファーナ（93栗 ＊リアルシヤダイ）入着２回
コパノジャーノー（01牝 ＊エリシオ）�入着７回

スターインパルス（14牝 ＊サウスヴィグラス）��４勝	１勝
１勝�入着，桜
花賞，ローレル賞３着，秋桜賞，etc.

プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，�１勝��３勝	１勝
，全日本２歳優駿
‐Jpn1，クラスターＣ‐Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，etc.

コパノマルコリーニ（04牝 マヤノトップガン）�出走
サイモンラムセス（10牡 ブラックタイド）５勝，小倉大賞典‐G3 ３着，グリー

ンＳ，シンザンＣ，etc.，種牡馬
クリノコマチ（11牝 サンライズペガサス）３勝，国立特別，雪うさぎ賞２着，

春菜賞２着，etc.
オパールムーン（18牝 ヴィクトワールピサ）�１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着

サンライズトゥルー（09牡 ディープインパクト）２勝，長良川特別，鴨川特別２着，
三方ヶ原特別２着，etc.

４代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
［子］ システィーナ（89牝 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋

記念‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
パラダイスフラワー（04牝 ＊ティンバーカントリー）	７勝�１勝��，
エーデルワイス賞‐Jpn3，日高賞，南部駒賞，etc.

［孫］ 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.

販売申込者・所有者： 原田ファーム＝日高町庫富 �01456-7-2319
生 産 牧 場： 原田ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

999 ユーステイアウェイ２０２０ 牡・栗 ３／ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤユーステイアウェイ サクラローレル

��
��
�プレゼンスウーマン栗 2015 ステファーナ

＊ニアーリーズン 22b
Roberto S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Nureyev S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 ユキノクイーン（06鹿 ＊タイキシャトル）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（21）〕
ヒデノエーデル（14牝鹿 ＊バトルプラン）�５勝��４勝�入着
エムエスクイーン（16牝黒鹿 ＊バトルプラン）�12 勝，秋の鞍（Ｄ1800），東海ダー

ビー（Ｄ1900），駿蹄賞（Ｄ1800），梅桜賞（Ｄ1800），ライデンリーダー記念
（Ｄ1600），ゴールドウィング賞（Ｄ1600）

ナギサ（18牝鹿 フェノーメノ）�２勝
ユキノプリンセス（19牝青鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ラスターゲイン（94鹿 ホリスキー）４勝，福島放送賞，弥彦特別２着，魚野川
特別３着
ルストロウーノ（01牝 イシノサンデー）入着，�１勝
シースシルエット（02牝 ＊ラムタラ）１勝

テーオーケンジャ（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）５勝，関門橋Ｓ，日高特別，
きんもくせい特別

ショコラシャンティ（03牝 ＊グラスワンダー）�２勝
メイショウマンヨウ（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝

３代母 ＊カランボラ（80 USA鹿 Alleged）USA１勝
ティーンエインジェルTeen Angel（88 牝 Saratoga Six）USA１勝

トリッキーティーン Tricky Teen（94牝 Phone Trick）USA３勝，Rebel S
２着

ウインドフィールズ（91牡 ウインザーノツト）４勝，セントライト記念‐Jpn2，Ａ
ＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.，���入着４回，浦和記念‐Jpn2 ３着，etc.

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

ントンＤＣ国際‐G1，レキシントンＨ‐G2，Turf Classic S，etc.
スタ－ダスク Stardusk（84 牝 Stage Door Johnny）USA５勝，ロング
アイランドＨ‐G2，クイーンシャーロットＨ‐G3 ４着

［孫］ アージェントリクエストUrgent Request（90 牡 RainbowQuest）GB
・USA・HKG７勝，サンタアニタＨ‐G1，サンマルコスＨ‐G2，オ
ークトリーＢＣマイル‐G3，etc.，種牡馬

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

1000 ユキノクイーン２０２０ �・青鹿 ３／１６
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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンユキノクイーン ホリスキー

��
��
�ラスターゲイン鹿 2006 ＊カランボラ

9
Halo S4×M4×S5 Ballade M4×S5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 ブラックティー（04鹿 ＊チーフベアハート）２勝，飛竜特別（芝 1000）２着，礼文
特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－１（２）〕
マッチレスヒーロー（11牡栗 オレハマッテルゼ）４勝，コーラルＳ‐L（Ｄ1400）２着，

すばるＳ‐L（Ｄ1400）３着，ジャニュアリーＳ‐OP（Ｄ1200）２着，薫風Ｓ
（Ｄ1400），大島特別（Ｄ1400），三峰山特別（Ｄ1600）２着，シャングリラ賞
（Ｄ1600）３着，花見山特別（Ｄ1700）３着，��２勝��入着，フジノウェーブ記
念（Ｄ1400）２着

メイショウカネサダ（13牡栗 ＊タイキシャトル）２勝，ごぎょう賞（Ｄ1200）
フラウリーノ（17牝青 ネオユニヴァース）���入着５回
メイショウユウスゲ（18牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）�出走
テナチュール（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��入着

２代母 チャップ（00鹿 ＊ダンシングブレーヴ）不出走
キングパーフェクト（06牡 サニングデール）３勝，初春賞，神無月Ｓ２着，銀嶺Ｓ

２着，春望Ｓ２着，きずな賞３着，etc.
ホットジュピター（08牝 ＊タイキシャトル）��１勝
スカルラット（09牝 ＊オペラハウス）２勝
キョウエイラーケン（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�３勝�入着��
クラウンジューン（12牡 アドマイヤジャパン）１勝
マリノレイラ（14牝 ＊グラスワンダー）�２勝�入着７回
クラウンチャンプ（15牡 ＊キングズベスト）入着４回，��１勝

３代母 ＊セナリオ（92 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA１勝
ニシノマリア（97牝 Take Me Out）５勝，驀進特別，賢島特別２着，疾風特別２着
タシロスプリング（98牝 マルゼンスキー）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，すずらん

賞‐OP ３着
トーセングラマー（04牝 ＊クロフネ）３勝，ゆきつばき賞，河北新報杯２着，春

菜賞２着，etc.

４代母 リサイタルRecital（87 USA黒鹿 Danzig）GB入着
［孫］ モノノMonono（09牝 Whywhywhy）USA６勝，Orleans S‐R，

Pan Zareta S２着，Happy Ticket S３着

販売申込者・所有者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
生 産 牧 場： ㈲日進牧場
飼 養 者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159

1001 ブラックティー２０２０ �・黒鹿 ４／ ２

＊

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

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartブラックティー ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�チャップ鹿 2004 ＊セナリオ

16h
Danzig M4×M5 Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ＊ラインステッチ（04 USA栗 Fusaichi Pegasus）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（８）〕
クロスステッチ（11牡栗 フジキセキ）��１勝
エリモグレイス（13牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝，��入着６回��１勝・１勝�入

着���
ファルコンフィート（17	栗 スマートファルコン）�
４勝
カーロデスティーノ（19牝栗 ストロングリターン）��１勝

２代母 ラインオヴサンダー Line of Thunder（87 USA鹿 Storm Bird）GB・USA
３勝，チヴァリーパークＳ‐G1 ２着，Sceptre S‐L ２着

＊サンダーガルチ（92牡 Gulch）USA９勝，ケンタッキーダービー‐G1，ベルモント
Ｓ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フロリダダービー‐G1，スワップスＳ‐G2，フ
ァウンテンオヴユースＳ‐G2，レムゼンＳ‐G2，etc.，種牡馬

＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルムＳ‐Jpn3，プロキオンＳ‐Jpn3，etc.，
��１勝
１勝�入着，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，かしわ記念
‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

＊アグネスベローナ（95牝 Trempolino）出走
アグネスラブ（99牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，もみじＳ‐OP ２着，かえで賞

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

＊アグネスビンテージ（96牡 A.P. Indy）２勝，唐津特別
＊ムーディーサンダー（97牝 Gulch）１勝

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

＊ソリッドエビデンス（01牡 Gulch）３勝，清里特別３着
＊サンダーペガサス（02牡 Fusaichi Pegasus）２勝
＊サトノサンダー（07	 Smarty Jones）１勝，�９勝

３代母 シュートアライン Shoot a Line（77 GB鹿 High Line）GB・IRE・GER・U
SA７勝，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，
パークヒルＳ‐G2，チェシャーオークス‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

1002 ラインステッチ２０２０ �・栗 ２／１１
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverラインステッチ ラインオヴサンダー Storm Bird

��
��
�Line of Thunder栗USA 2004 Shoot a Line

11d
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ルヴェソンヴェール（11栗 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ファンタスティック（16牡栗 オルフェーヴル）�２勝，開成山特別２着
レーヌセレスティン（17牝鹿 キズナ）��入着６回�入着２回��
ディヴァインゲート（18牡鹿 ブラックタイド）�入着７回
コスモエクスプレス（19牡芦 エイシンヒカリ）�未出走

２代母 フェートデュヴァン（00鹿 メジロマックイーン）３勝，富良野特別，阿寒湖特
別３着
ピノブラン（07牝 ＊クロフネ）２勝

リープフラウミルヒ（15牝 ステイゴールド）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，藻岩
山特別，石打特別２着，美浦Ｓ３着，浄土平特別３着，etc.

フェイトフルウォー（08牡 ステイゴールド）３勝，セントライト記念‐G2，京成杯
‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，ホープフルＳ‐L ３着

３代母 ＊マーサズヴィンヤード（92 USA鹿 Nijinsky）USA１勝

４代母 クルーニングウォーターCrooningWater（82 USA鹿 Riva Ridge）USA３勝

５代母 グライディングバイGliding By（75 USA鹿 Tom Rolfe）USA１勝
［子］ クレアブリッジ Clare Bridge（81牝 Little Current）GB・FR・IRE・IT

Y２勝，ギルタウンスタッドＳ‐G3，マルレ賞‐G2 ２着
［孫］ シルヴァーペイトリアーク Silver Patriarch（94牡 Saddlers' Hall）GB

・FR・IRE・ITY・HKG８勝，英セントレジャー‐G1，コロネイショ
ンＣ‐G1，伊ジョッキークラブ大賞‐G1，etc.，種牡馬

パピノー Papineau（00牡 Singspiel）GB・FR５勝，アスコットゴールド
Ｃ‐G1，ヘンリー二世Ｓ‐G2，P. de l'Avre‐L，種牡馬

バヤモ Bayamo（99� Valanour）FR・USA４勝，アメリカンＨ‐G2，
エディリードＨ‐G1 ２着，チャールズホイッティンガムメモリアル
Ｈ‐G1 ２着

マイペイトリアークMy Patriarch（90牡 Be My Guest）GB・IRE・IT
Y・AUS７勝，ヘンリー二世Ｓ‐G3，Lonsdale S‐L，George S
tubbs H‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ハシモトファーム＝新冠町東泊津 �0146-47-2848
生 産 牧 場： ㈱ハシモトファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1003 ルヴェソンヴェール２０２０ 牡・栗 ２／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュールヴェソンヴェール メジロマックイーン

��
��
�フェートデュヴァン栗 2011 ＊マーサズヴィンヤード

2n
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊リトルリスキー（09 GB鹿 Authorized）�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ヒルノオークランド（15牡鹿 ダイワメジャー）��入着�入着９回
リュウノロマンス（16牝鹿 ゴールドアリュール）���入着３回
エトゥープ（17牝鹿 フリオーソ）�３勝

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

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

‐G3 ２着，P. Repubbliche Marinare‐L ２着
ロダバーヨ Rodaballo（17 牡 Lope de Vega）�FR・SPA１勝，P. Millkom

‐L ３着
グレイトホールGreat Hall（10� Halling）�GB・UAE８勝，Silver Cup‐L

３着（２回），GB障害１勝

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

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

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

FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古牡，種牡馬
リトルロック Little Rock（96牡 ＊ウォーニング）GB・FR・IRE・GER・ITY６勝，

プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ‐G3，James Se
ymour S‐L，etc.，種牡馬

＊リッチアフェアー（00牝 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies S‐L ３着
プチノワール（05牝 Singspiel）不出走
ローブティサージュ（10牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐G1，キーンランドＣ‐G3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，etc.，優２牝

ショートスカート Short Skirt（03 牝 ＊ディクタット）GB・FR・ITY４勝，セント
サイモンＳ‐G3，ミュージドラＳ‐G3，Severals S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1004 リトルリスキー２０２０ 牡・鹿 ３／２０
＊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

＊

オーソライズド Montjeu

�
�
�
�
�

��
��

�Authorized Funsieリトルリスキー ラフェールモニック Machiavellian

��
��
�L'Affaire Monique鹿GB 2009 Much Too Risky

8d
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 リリーオブザバリー（06青鹿 バブルガムフェロー）���１勝�３勝�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
モンスタープリンス（16牡鹿 ＊グラスワンダー）��２勝�４勝�
リネンヒロイン（19牝青鹿 フリオーソ）��入着

２代母 カシマスズラン（87鹿 マルゼンスキー）２勝
カシマフジ（92牡 ＊ミルジヨージ）１勝
カシマトウクン（93牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，信夫山特別２着
カシマオトメ（94牝 シンボリルドルフ）１勝
カシマアルデル（96牡 ＊トニービン）３勝，いちょうＳ‐OP ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，

本栖湖特別，葉牡丹賞
カシマムソウ（97牡 ＊アジュディケーティング）１勝，水上特別２着
カシマテンモン（98牡 ＊トニービン）１勝
カシマトレジャー（99牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回

カシマブロッサム（13牝 マンハッタンカフェ）１勝
カシマブライアン（01牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
リファインドボディ（03牡 ＊スターオブコジーン）４勝，ＴＶｈ賞，知床特別，葉山

特別２着，野島崎特別２着
ロイヤルコロリン（04牡 サクラチトセオー）��１勝
リバーブレイブ（05牡 スリリングサンデー）	４勝
マイネルホークアイ（08牡 ＊ブラックホーク）�３勝

３代母 カシマビクトリー（79栗 ＊テスコボーイ）３勝，精進湖特別

４代母 ＊ホールドアツプ（71 SWE鹿 Hornbeam）不出走
［子］ フタバトウコー（74牝 ＊パーソロン）６勝，オクトーバーＳ，駒ヶ岳特別

グリーンビーム（81牡 ＊ヴアイスリーガル）８勝，白川特別，灘Ｓ３着，

１勝	�入着４回�

［孫］ ヤマタケサリー（87牝 サクラシンゲキ）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，
フラワーＣ‐Jpn3 ２着，カーネーションＣ‐OP ３着，etc.

タガジヨオー（82牡 ＊ハビトニー）６勝，北九州記念‐Jpn3，木曽川特別，
逆瀬川特別，etc.，���５勝，種牡馬

ヤマタケロン（92牡 ＊リーチ）３勝，両国特別

販売申込者・所有者： 廣中 稔＝日高町平賀 �01456-2-0124
生 産 牧 場： 廣中 稔
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1005 リリーオブザバリー２０２０ 牡・青鹿 ５／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーリリーオブザバリー マルゼンスキー

��
��
�カシマスズラン青鹿 2006 カシマビクトリー

＊ホールドアツプ 1n
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 リンガフランカ（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別（芝 1600）２着，�
�１勝�入着��
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（７）〕
レッドオーディン（10牡鹿 ジャングルポケット）入着３回，�１勝
キナウ（11牝黒鹿 キングカメハメハ）入着，��３勝
クレオール（12牝栗 ＊チチカステナンゴ）２勝
シシャモダイスキ（17牡鹿 ルーラーシップ）��３勝

２代母 ＊フランクアーギュメント（86 USA黒鹿 Argument）FR・GER・USA３勝，
P. des Tourelles‐L，P. Joubert‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，etc.
アドマイヤロード（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，万葉Ｓ‐OP，北大路特別，ロ

ベリア賞，飛鳥Ｓ２着，関門橋Ｓ３着，etc.
アドマイヤセラヴィ（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

アドマイヤディーノ（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＴＶ山梨杯，ゴールデ
ンサドルＴ，さわらび賞，札幌日経賞２着，こぶし賞２着，etc.

ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ
共和国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，高雄特別，積丹特別

ラルーチェ（06牝 ＊クロフネ）４勝，ゴールデンブライドルＴ３着
アマファソン（07牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，四

国新聞杯２着，北野特別２着，大倉山特別２着，etc.
ハッピーユニバンス（12牝 ジャングルポケット）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，ＴＶ

ｈ賞，魚沼特別，石打特別，粟島特別３着

３代母 フランカ Franca（76 ITY鹿 ＊ヴアイスリーガル）FR・USA２勝，Las Mad
rinas H３着
フランクリーパーフェクト Frankly Perfect（85 牡 Perrault）FR・USA６勝，ハリ

ウッドターフカップ‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，ゴールデンゲイトＨ‐G2，etc.，
種牡馬

パーフェクトシスターPerfect Sister（87 牝 Perrault）FR・USA１勝
シブリングライヴァル Sibling Rival（94 牡 Quest For Fame）GB・FR・UA

E５勝，P. de la Porte deMadrid‐L，ドーヴィル大賞‐G2 ２着，シャ
ンティー大賞‐G2 ２着，etc.

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

1006 リンガフランカ２０２０ �・鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellリンガフランカ
＊ Argument

��
��
�フランクアーギュメント栗 2002 Franca

11f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ルージュマジック（08鹿 ＊アフリート）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
ヒメタチバナ（13牝黒鹿 ナカヤマフェスタ）２勝，南相馬特別（芝 2000），フルー

ツラインＣ（芝 2600）２着，桑折特別（芝 2000）２着，織姫賞（芝 2000）２着，フ
ルーツラインＣ（芝 2600）３着，魚沼特別（芝 2000）３着，燕特別（芝 2200）３着

クルシエ（17牡黒鹿 グランプリボス）���２勝

２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，摩周湖特別，エーデルワイスＳ２着
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
ユニバーサルピース（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
キープコンセプト（03牡 ＊ブライアンズタイム）��２勝�
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

ゴテツ（13牡 ＊ブライアンズタイム）１勝

３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

４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
スワッシュバックラー Swash Buckler（92 牡 Dashing Blade）IND３勝，
Darley Arabian S‐LR ３着

販売申込者・所有者： 松木 加代＝新冠町万世 �0146-49-5221
生 産 牧 場： 松木 加代
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1007 ルージュマジック２０２０ �・黒鹿 ３／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyルージュマジック
＊ Septieme Ciel

��
��
�シジェームサン鹿 2008 Samalex

9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ライラックラブ（05栃栗 アグネスタキオン）入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
リオヴェラ（11�栗 ＊ファルブラヴ）入着，�３勝
アオイスター（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）��１勝
ウインアミティエ（18牡鹿 ミッキーアイル）��入着２回

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

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

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

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

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

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

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

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

３代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，ウッドローンＳ‐G3，

タンパベイダービー‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.

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

1008 ライラックラブ２０２０ 牡・栗 ３／ ２
＊ Silver Hawk

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� グラスワンダー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Amerifloraスクリーンヒーロー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン栗 2004 ダイナアクトレス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラライラックラブ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴァイオレットラブ栃栗 2005 ＊ヴアインゴールド

4r
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 レディオスソープ（08栗 アグネスタキオン）２勝，新発田城特別（芝 1400），伏拝
特別（芝 1200），伏拝特別（芝 1200）２着，豊橋特別（芝 1400）２着，種市特別
（芝 1200）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ナイトオブゴールド（16牡鹿 ＊ハービンジャー）�２勝
アルコンシチー（17牡鹿 ルーラーシップ）���入着３回
シゲルテンチョウ（18牡鹿 ラブリーデイ）入着，��１勝

２代母 スプリームブリス（03鹿 サクラバクシンオー）出走
スプリームブルー（09牝 デュランダル）�１勝�４勝��２勝

３代母 ＊レディビーナス（97 USA鹿 Kingmambo）出走
コスモフライハイ（04牝 ダンスインザダーク）１勝

マイネルテンクウ（09牡 タニノギムレット）２勝，開成山特別，燧ヶ岳特別２
着，呼子特別２着，etc.，�２勝��

ウインプロスパー（10牡 ＊アグネスデジタル）２勝，鹿島特別３着，��１勝	
10 勝��

モエレフットライト（07牡 ゴールドヘイロー）�２勝�入着２回，岩手ダービーダ
イヤモンドＣ２着

リライアブル（08牝 ゴールドヘイロー）�７勝�入着２回
ステラモナーク（17牝 エスポワールシチー）��７勝�１勝��，菊水賞，兵

庫ダービー２着，園田オータムＴ，etc.
アデレードヒル（13牝 ゴールドヘイロー）４勝，大須特別

４代母 ユーザーフレンドリーUser Friendly（89 GB鹿 Slip Anchor）GB・FR・IR
E・USA８勝，英セントレジャー‐G1，英オークス‐G1，愛オークス‐G1，サン
クルー大賞‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，etc.，欧年度代表馬
［子］ ダウンタウンDowntown（04牝 ＊デインヒル）IRE２勝，ギヴサンクスＳ‐G3
［孫］ ファンスター Funstar（16 牝 Adelaide）�AUS５勝，ＡＴＣフライトＳ

‐G1，ＡＴＣファーラップＳ‐G2，ＡＴＣティーローズＳ‐G2，etc.
＊ヤングスター（14牝 High Chaparral）AUS４勝，ＢＲＣクイーンズラン

ドオークス‐G1，ＢＲＣザロージズＳ‐G2，ＶＲＣターンブルＳ‐G1
２着，etc.

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

1009 レディオスソープ２０２０ 牡・鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラレディオスソープ サクラバクシンオー

��
��
�スプリームブリス栗 2008 ＊レディビーナス

1s
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 レッドエレンシア（08黒鹿 ジャングルポケット）３勝，ＵＨＢ賞（芝 1500），潮騒
特別（芝 1200）２着，勝浦特別（芝 1200）２着，ＳＴＶ杯（芝 1200）２着，エーデル
ワイスＳ（芝 1600）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：海外－１（３）〕
リュヌオンサクセス Luen On Success（16 牡黒鹿 ロードカナロア）�MAC３勝

２代母 マイハート（98鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
サムデイシュアー（04牡 ＊チーフベアハート）３勝，東雲賞２着，習志野特別３着，

�６勝�����，黒潮マイルＣｈＳ２着，トレノ賞２着，高知県知事賞２着

３代母 ワンダージュビリー（88鹿 ＊ロイヤルスキー）入着４回
フジミバッキンガム（94牡 ＊リンドシェーバー）１勝，�	10 勝
，宇都宮記念２着
ユメノマジック（96牡 ＊リズム）�６勝�４勝��２勝，ゴールドウィング賞３着
シゲルゴッドブレス（99牡 タマモクロス）�１勝
スナークロビン（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）入着，�	４勝�７勝�２勝�
ハートフルミラクル（02牝 ＊ティッカネン）１勝，
１勝�

４代母 ラブリースター（79鹿 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念，金鯱賞，エリザ
ベス女王杯３着，中日新聞杯３着，花園特別，etc.
［子］ ワンダーパヒューム（92牝 ＊フオテイテン）２勝，桜花賞‐Jpn1，オーク

ス‐Jpn1 ３着，アネモネＳ‐OP ２着，etc.
ワンダーファング（96牡 ＊フオテイテン）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，こ
ぶし賞，障害１勝

ワンダープロポーズ（94牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）３勝，太宰府特別２
着，猪名川特別２着，奥尻特別３着，etc.

ワンダーワイル（89牡 ＊フオテイテン）４勝，ＴＶＱ杯２着，不知火特別
２着，カトレア賞３着

ワンダーアロマ（95牝 イナリワン）３勝，三年坂特別３着
［孫］ ワンダースター（04牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，雪うさぎ賞

ワンダードレッシー（08牝 ＊ストラヴィンスキー）１勝，五泉特別３着
ワンダーノブレス（10牡 ＊アルデバランⅡ）入着３回，�１勝，耶馬溪賞３着

［曾孫］ ワンダーアマービレ（14牝 ＊サマーバード）３勝，天満橋Ｓ，火打山特別，
羅生門Ｓ３着，�３勝��

販売申込者・所有者： ㈲信岡牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1602
生 産 牧 場： ㈲信岡牧場
飼 養 者： ㈲信岡牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1602

1010 レッドエレンシア２０２０ 牡・鹿 ４／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーレッドエレンシア ＊ブライアンズタイム

��
��
�マイハート黒鹿 2008 ワンダージュビリー

＊フレーミングフアイア 10a
Nureyev M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



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（芝 1400），月岡特
別（芝 1400），ロベリア賞（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（７）〕
メインエンジン（07牡栗 ＊タイキシャトル）�４勝
シャインパーミット（08牝鹿 ＊ファルブラヴ）��３勝
サンライズセンス（12牡栗 ＊グラスワンダー）３勝，名鉄杯（芝 2200），あずさ賞
（芝 2400），木曽川特別（芝 2200）２着，琵琶湖特別（芝 2400）２着，アザレア賞
（芝 2400）２着，淡路特別（芝 2400）３着

コスモスーベニア（17牡栗 ＊アイルハヴアナザー）入着２回，���出走
ブラストワンダー（19牡栗 ＊グラスワンダー）�未出走

２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，赤
松賞３着，�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，東京２歳優駿牝
馬２着，東京ダービー３着，etc.

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，羽田盃２着，イノセント
Ｃ２着，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，桜草特別２着，南総特別３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

３代母 ＊グレイキル（81 USA芦 Forceten）不出走
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

４代母 デザートラスDesert Lass（75 USA芦 Al Hattab）USA出走
［子］ サンプシャス Sumptious（83 牡 Summing）USA８勝，アーリントンクラシ

ック‐G1，Devon H，ペンシルヴァニアダービー‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601
生 産 牧 場： サカイファーム
飼 養 者： ㈲ビッグレッドファーム＝新冠町明和 �0146-49-5601

1011 レミニセンス２０２０ 牡・栗 ５／１８

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

�
�
�
�
�
�
�
�
� Toussaudバトルプラン フランダーズ Seeking the Gold

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellレミニセンス ＊トニービン

��
��
�グレイエミネンス栗 2000 ＊グレイキル

5g
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 レーヴドベティ（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）���１勝・３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
タイキリヴェール（16牡鹿 ＊クロフネ）入着，�１勝��
マーヴェルクエスト（17牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���３勝
ノーデザイア（18牝栗 ＊フレンチデピュティ）�出走，��入着
ラブベティー（19牝栗 ＊ラニ）�未出走

２代母 ＊レーブドグランパ（94 GB鹿 Machiavellian）３勝
エンジェルクルー（01牝 フジキセキ）３勝，仁山特別
プルーフオブキング（03牡 ＊タイキシャトル）入着６回，�11 勝��入着４回
コスモコンテンダー（05牡 ＊タイキシャトル）��５勝
ディアマジェスティ（06牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，檜山特別，福島放送賞，土

湯温泉特別，なでしこ賞２着，障害５勝，中山大障害‐JG1 ２着
スコペルタ（11牡 ＊サウスヴィグラス）��11 勝，大井記念３着，戸塚記念３着
スガノラッシュ（13牝 ＊ワイルドラッシュ）�５勝��４勝

３代母 ＊メアリーリノア（86 USA黒鹿 L'Emigrant）FR３勝，マルセルブサック賞
‐G1，オマール賞‐G3，カルヴァドス賞‐G3 ３着
ミスデイジーMiss Daisy（91 牝 Shirley Heights）FR入着４回

メアリールアナMary Louhana（03牝 Loup Solitaire）FR・USA２勝，ミネ
ルヴ賞‐G3 ２着，Dahlia S２着，ヒルズバラＳ‐G3 ３着

マラストMarrast（93 牡 ＊グルームダンサー）FR９勝，P. de Boulogne‐L（２回），
P. de Boulogne‐L ２着，P. Le Fabuleux‐L ２着，etc.，種牡馬

シェアエレガンス（98牝 ＊ラムタラ）２勝，オンワードゼアメモリアル３着，石狩特
別３着
ヒルノダムール（07牡 マンハッタンカフェ）４勝，天皇賞（春）‐G1，産経大阪

杯‐G2，皐月賞‐G1 ２着，etc.，FR入着，種牡馬
ゴールドレッグ（99牡 ＊フォーティナイナー）�13 勝，青藍賞２着，栗駒賞３着
カレンズクイジーンKaren's Cuisine（09 牝 Leroidesanimaux）USA入着

ウインドブラストWind Blast（16 牡 Hakeem）�TUR６勝，Ankara S‐L
３着

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1012 レーヴドベティ２０２０ �・栗 ３／ ２

＊

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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomレーヴドベティ
＊ Machiavellian

��
��
�レーブドグランパ鹿 2008 ＊メアリーリノア

4i
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 リベラメンテ（15鹿 ダノンシャンティ）出走
初仔

２代母 ラッドルチェンド（10鹿 Danehill Dancer）入着，��１勝
テルツェット（17牝 ディープインパクト）�５勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，節分Ｓ，

国立特別，村上特別，ミモザ賞３着
ダノンシュネラ（18牝 ドゥラメンテ）�１勝

３代母 ＊ラヴズオンリーミー（06 USA鹿 Storm Cat）不出走
ラングレー Lord Langley（11 牡 ディープインパクト）６勝，都大路Ｓ‐L ３着，洛

陽Ｓ‐OP，石清水Ｓ，etc.，種牡馬
リアルスティール（12牡 ディープインパクト）３勝，毎日王冠‐G2，共同通信杯

‐G3，etc.，UAE１勝，ドバイターフ‐G1，etc.，種牡馬
プロディガルサン（13牡 ディープインパクト）３勝，芙蓉Ｓ‐LR，セントライト記

念‐G2 ３着，東京新聞杯‐G3 ２着，etc.
ジンゴイスト（15牡 ハーツクライ）�１勝，唐戸特別２着，長良川特別２着，紫野

特別３着，�２勝
ラヴズオンリーユー（16牝 ディープインパクト）�５勝，オークス‐G1，京都記念

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，etc.
ラヴユーライヴ（17牝 ディープインパクト）�２勝，御在所特別２着，再度山特別

２着，蓬莱峡特別３着

４代母 モネヴァシアMonevassia（94 USA鹿 Mr. Prospector）FR入着
［子］ ルンプルシュティルツキン Rumplestiltskin（03 牝 ＊デインヒル）GB・FR

・IRE５勝，マルセルブサック賞‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，
愛デビュターントＳ‐G2，etc.

アイアムビューティフル I Am Beautiful（12 牝 Rip VanWinkle）IRE
１勝，バランシーヌＳ‐G3

［孫］ タペストリー Tapestry（11 牝 Galileo）GB・FR・IRE３勝，ヨークシャー
オークス‐G1，愛デビュターントＳ‐G2，愛オークス‐G1 ２着，etc.

ジョンエフケネディ John F Kennedy（12牡 Galileo）GB・IRE・USA
２勝，ゴールデンフリースジュヴェナイルターフＳ‐G3，バリーサッ
クスＳ‐G3 ３着，キルターナンＳ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

1013 リベラメンテ２０２０ 牡・栗 ４／１６

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットリベラメンテ Danehill Dancer

��
��
�ラッドルチェンド鹿 2015 ＊ラヴズオンリーミー

20
Storm Cat S3×M4 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ワルツ（94栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：地方－５（30）〕
ロックザナイト（00牡栗 ＊ブラックタイアフェアー）�２勝
ジレイトソーニ（08牝栗 ＊パラダイスクリーク）�５勝
ビックアイソン（12牡黒鹿 ＊スタチューオブリバティ）��８勝��１勝
ディーズボーラー（13牝栗 メイショウボーラー）�１勝�２勝�４勝�２勝
レハール（17牡鹿 ＊ロードアルティマ）��５勝��入着

２代母 キヨウエイシエアー（78芦 ＊フオルテイノ）出走
インターオオゾラ（84牡 ＊ルボデユール）１勝
サンレオレデイー（86牝 ＊イエローゴツド）不出走

コトブキウエーブ（90牡 サクラサニーオー）１勝
カネショウポルシェ（89牡 ＊ノーザンディクテイター）��３勝	
シャルムマイヤー（90牝 ＊ブレイヴエストローマン）出走

ラストアウィン（96牝 ＊ラストタイクーン）出走
ダブルヒーロー（04牡 キングヘイロー）４勝，八ヶ岳特別，利尻特別，阿
武隈Ｓ２着，立春賞２着，道新スポーツ賞２着，etc.

テイケイメルベイユ（06牡 ゴールドアリュール）入着３回，
９勝，園田
ＦＣスプリント２着

ムサシキングオー（09牡 キングヘイロー）��14 勝，勝島王冠，京成盃グ
ランドマイラーズ２着，報知ＧＰＣ２着（２回），マイルＧＰ２着，川崎
マイラーズ３着，etc.

オペラシチー（01牡 ＊オペラハウス）５勝，目黒記念‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３
着，日経賞‐Jpn2 ３着，メトロポリタンＳ‐L ３着，御堂筋Ｓ，etc.

ナトリフレンド（06牝 ＊オペラハウス）��出走
イグレシアス（11牝 タイムパラドックス）�４勝��
�，金沢ヤングＣ
ｈ，百万石ジュニアＣ

オースミレパード（91牡 アンバーシヤダイ）６勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，オパールＳ‐OP，
アンドロメダＳ‐OP，仁川Ｓ‐OP ２着，すばるＳ‐OP ２着，etc.，�27 勝�

３代母 ＊グリーンパスチヤーズ（69 IRE 芦 Palestine）不出走
シバセン（85牝 リードワンダー）�７勝，東海ダービー３着，クイーン特別

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1014 ワルツ２０２０ �・鹿 ５／２４

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellワルツ ＊フオルテイノ

��
��
�キヨウエイシエアー栗 1994 ＊グリーンパスチヤーズ

10b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エイシンマカロン（12青鹿 ＊エンパイアメーカー）�４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
フェズンツアイ（18牝鹿 トゥザワールド）��１勝�
エイシンルパン（19牡芦 エイシンヒカリ）�未出走

２代母 サンデーブレーヴ（99鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着
トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞‐G2 ３着，

福島記念‐G3 ３着，ニューイヤーＳ‐L ３着，スピカＳ，etc.
トーセンエッセンス（05牝 マヤノトップガン）��11 勝
マンドリーカ（07牡 ＊グラスワンダー）障害１勝，�２勝
ナカヤマアラシ（09牡 ＊クロフネ）�３勝�３勝

３代母 ＊ペニーアップ（91 USA青 Halo）不出走
フサイチドラゴン（96牡 ＊オペラハウス）５勝，ノベンバーＳ，東雲賞（２回），霊山

特別，etc.
ミサトペニー（04牝 ＊オペラハウス）出走

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

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

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

New Year Cup‐L ３着
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.

［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： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： ㈲信田牧場
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

1015 エイシンマカロン２０２０ 牡・鹿 ４／１１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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エイシンマカロン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�サンデーブレーヴ青鹿 2012 ＊ペニーアップ

3e
Northern Dancer S5×M5×M5 Sex Appeal S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エレクティオン（09鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
アスカダイヤモンド（14牝鹿 ＊サウスヴィグラス）���３勝�２勝�
ハーモニービート（16�鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝�２勝
グローリアスゾスマ（18牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）���	１勝・１勝
アテナ（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）��出走

２代母 インナモラータ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アヴォカート（05牝 ＊ファルブラヴ）
１勝�２勝
サーノ（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，
１勝�
トウケイワンダー（10牡 ＊グラスワンダー）入着，
１勝�

３代母 ＊クリスマスウィーク（95 USA鹿 Theatrical）入着
スペラーレ（02牡 ＊アフリート）３勝，猪苗代特別，スピカＳ３着，石打特別３着，


２勝��

４代母 アンカゲルマニア Anka Germania（82 IRE 栗 Malinowski）FR・USA16 勝，
ソードダンサーＨ‐G1，ブラックヘレンＨ‐G2，オーキッドＨ‐G2，ニューヨ
ークＨ‐G2，スワニーリヴァーＨ‐G3，etc.
［子］ デピュティコマンダーDeputy Commander（94 牡 Deputy Minister）

USA４勝，トラヴァーズＳ‐G1，スーパーダービー‐G1，アファーム
ドＨ‐G3，etc.，種牡馬

ブレーメン Bremen（03� Sadler's Wells）FR・IRE２勝，ノアイユ賞
‐G2 ２着，GB・IRE障害４勝

［孫］ マッドアダムMad Adam（02牡 Service Stripe）USA５勝，U.S.A. S
‐L，Forerunner S‐L ２着，Debartolo Memorial H‐L ３着

フェディナ Fedina（98牝 Shaamit）ITY５勝，P. Novella‐L ２着
ブリタニック Britannic（03� RainbowQuest）GB・FR・GER・SWI
２勝，リス賞‐G3 ３着，P. de l'Avre‐L ３着

［曾孫］ トゥアンバ Tuamba（08牡 Denon）ITY２勝，Criterium Labronico
‐L ２着，Criterium Varesino‐L ３着

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

1016 エレクティオン２０２０ 牡・黒鹿 ３／２９

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエレクティオン ＊サンデーサイレンス

��
��
�インナモラータ鹿 2009 ＊クリスマスウィーク

16f
Seattle Slew S3×M5 Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 ロイヤルジュエリー（06鹿 キングカメハメハ）��３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ロイヤルファルコン（14牡鹿 スマートファルコン）��５勝
ロイヤルスピーダー（17牡栗 スマートファルコン）���入着３回
ロイヤルエピック（18牡鹿 スマートファルコン）���入着２回

２代母 ＊メインリー（96 CAN鹿 Wild Again）USA２勝
ボニーアクション（04牝 Cat Thief）１勝
ローマンブリッジ（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
サンライズプリンス（07牡 アグネスタキオン）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，ニュー

イヤーＳ‐L ３着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着，ビオラ賞
テイクザサン（08牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 プライマリリー Primarily（88 USA鹿 Lord AtWar）USA２勝，MyDea
r S‐L
ワンオーヴァープライムOne Over Prime（92牝 With Approval）不出走

トワイライトミーティア Twilight Meteor（04 牡 Smart Strike）USA・CAN
５勝，トロピカルターフＨ‐G3，カナディアンターフＳ‐G3，Halland
ale Beach S‐L，etc.

ホイスキーウィズダムWhiskeyWisdom（93牡 Wild Again）USA５勝，ファイ
エットＳ‐G3，Damascus H‐L，種牡馬

＊プライマリーⅢ（95牝 Alydeed）USA３勝，Princess Elizabeth S‐R，ＢＣジュ
ヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，Selene S‐L ２着，etc.

ポエティカリー Poetically（98 牝 Silver Deputy）USA５勝，Ontario Debutant
e S‐L，Glorious Song S‐L，Jammed Lovely S‐R，etc.

シトロナード Citronnade（03牝 Lemon Drop Kid）USA・CAN９勝，ゲイムリ
ーＳ‐G1，ビヴァリーヒルズＨ‐G2，サンタアナＨ‐G2，サンゴルゴニオＨ
‐G2，ダリアＨ‐G2，etc.

ステラプリマ Stella Prima（04牝 El Prado）不出走
スモールベア Small Bear（14� Macho Uno）�USA・CAN５勝，Gio Po

nti S，Parx Pennsylvania T.H.A. President's Cup２着，Curlin S
‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1017 ロイヤルジュエリー２０２０ �・鹿 ４／２９

＊

＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスロイヤルジュエリー
＊ Wild Again

��
��
�メインリー鹿 2006 Primarily

4m
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ロスカティオス（10栗 ＊ティンバーカントリー）�３勝��４勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
モンセラーテ（18牡鹿 ダノンシャーク）��４勝

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

３代母 ダイナボンダー（83栗 ＊ノーザンテースト）７勝，福島ＲＣ７０周年記念‐OP，
立夏賞，新潟日報賞，飯盛山特別，相川特別，etc.
アキヅキジョウワ（91牝 ＊サウスアトランテイツク）�入着

ダミスタージョウ（97牡 ＊ダミスター）�11 勝
アサヒサイレンス（98牝 エイシンサンディ）�７勝	

チャーミングボニー（93牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走
サンセットボニー（99牝 ダンスインザダーク）出走
ウェルウィッチア（09牡 ＊アルカセット）１勝，��２勝

ヘルシーキング（01牡 フサイチコンコルド）
11 勝
ダイワスティール（95牝 ニホンピロウイナー）入着３回

アイシーテースト（02牝 エアジハード）�３勝
トライマイクイン（04牝 ＊ラストタイクーン）�５勝

アドマイヤジェンヌ（97牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，石狩特別２着
スプリングテンダー（04牝 トウカイテイオー）�３勝
マイネノーブレス（07牝 マヤノトップガン）３勝，桑折特別３着
ウインダムール（11牡 ＊マイネルラヴ）
２勝��６勝�５勝

ベルオッハー（99牝 フジキセキ）�２勝�入着３回
エプソムスケール（01牡 メジロマックイーン）�10 勝	入着２回

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

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

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

販売申込者・所有者： ハーモニーストックファーム＝別海町尾岱沼 �01538-6-2846
生 産 牧 場： ハーモニーストックファーム
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1018 ロスカティオス２０２０ �・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスワンアンドオンリー ＊タイキシャトル

��
��
�ヴァーチュ黒鹿 2011 サンタムール

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenロスカティオス ブラックタキシード

��
��
�シンハルカジョウ栗 2010 ダイナボンダー

＊タイムトウポンダー 2s
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector M4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ラルティスタ（07黒鹿 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別（芝 1000）
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（13）〕
ラヴトワイス（14牝栗 ＊ファルブラヴ）入着，��３勝
ロージズラヴ（15牝黒鹿 ＊ロージズインメイ）���５勝�３勝
メイショウチタン（17牡黒鹿 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L（芝 1400）３着，

豊明Ｓ（芝 1400），舞子特別（芝 1400），２０２０ファイナルＳ（芝 1400）２着
シャウト（18牝鹿 ＊マクフィ）��２勝�入着３回

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

沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�２勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1 ３着

プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若
戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

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

ジュラーレ（13牝 ジャングルポケット）１勝

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

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，��１勝��入着２回，全

日本２歳優駿‐Jpn1，佐賀記念‐Jpn3 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1019 ラルティスタ２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyラルティスタ ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ黒鹿 2007 ＊ココパシオン

4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ワキノドライバー（04芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（17）〕
ワキノハクリュウ（11牝芦 デュランダル）入着，�１勝
ワキノアタリ（13牝鹿 キャプテントゥーレ）２勝，火打山特別（Ｄ1200）２着，�４勝
ワキノスウィフト（14牡鹿 キャプテントゥーレ）��９勝
ローガンテソーロ（16牡黒鹿 ベルシャザール）�３勝

２代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
フジヤマサクラ（03牝 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�

ミサイルマン（14� カネヒキリ）��５勝�	３勝�，ハイセイコー記念，だ
るま夕日賞，二十四万石賞３着，高知県知事賞３着

ロフティネス（16牡 スクリーンヒーロー）�２勝，インディアＴ３着
エフティマイア（05牝 フジキセキ）３勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２

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

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

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

３代母 ノーザンマイア（90鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，山城特別２着，潮騒特別３
着，オーロラ特別３着，羊蹄山特別３着，桧原湖特別３着，etc.
ウシュアイア（00牝 バブルガムフェロー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，由布院特別，香

嵐渓特別，etc.
ケンブリッジマイア（03牝 アグネスタキオン）１勝，陸奥湾特別，大倉山特別２着，

川越特別２着，etc.，�１勝�１勝

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

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

販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
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

1020 ワキノドライバー２０２０ �・芦 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceワキノドライバー ニホンピロウイナー

��
��
�カツラドライバー芦 2004 ノーザンマイア

＊マイア 4k
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ワンオブクインズ（14鹿 ソングオブウインド）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 レナリッチ（03栗 ＊ムタファーウエク）入着
オンラッシュ（07牡 ミラクルアドマイヤ）�１勝
スルーオベスト（12牝 ソングオブウインド）�５勝
ワンオブキングズ（15牡 ソングオブウインド）��３勝
イノーチェ（16牡 アッミラーレ）��１勝
トミケンリフリーク（17牝 メイショウボーラー）入着，���１勝
ウインレヴェランス（18牡 ウインバリアシオン）��２勝

３代母 ミスキャサリン（89栗 モンテフアスト）��２勝
ニシキオーカン（96牡 ボールドノースマン）４勝，早春賞，いわき特別２着，洞爺

湖特別２着（２回），etc.
キャサリンアン（97牝 ボールドノースマン）１勝
フェイククラウン（99牡 ボールドノースマン）��１勝	６勝
カスガホマレ（00牝 ボールドノースマン）�６勝�
ヘイセイオーカン（01牡 ボールドノースマン）��３勝
レディトゥフライ（02牡 フサイチコンコルド）�５勝
キャサリンダイヤ（04牝 メジロブライト）入着，�２勝
入着�
クレバークレバー（05牝 ミラクルアドマイヤ）不出走

クレバールーキー（09牝 バランスオブゲーム）�１勝�入着２回
オンアイス（10牝 サムライハート）�１勝

４代母 ドリームルーキー（84鹿 サクラシンゲキ）入着
［子］ ナイスハーベスト（92牝 ボールドノースマン）１勝

５代母 ヒダリボー（75鹿 ＊ロムルス）入着
［子］ ホクセツアンナ（85牝 ＊サテインゴ）４勝，播磨特別，紫川特別，恵那特

別２着，etc.
モガミサティンゴ（83牡 ＊サテインゴ）１勝，雲取山特別２着，��６勝
サカエリボー（88牡 ギヤロツプダイナ）４勝，銀蹄賞２着

［孫］ ホクセツダンディー（94� ＊モガンボ）３勝，花背特別３着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1021 ワンオブクインズ２０２０ 牡・鹿 ４／２８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ソングオブウインド メモリアルサマーワンオブクインズ ＊ムタファーウエク

��
��
�レナリッチ鹿 2014 ミスキャサリン

＊フロリースカツプ 3l
Roberto S4×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドシンガー（10鹿 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（３）〕
ソングバトラー（15牡鹿 ＊バトルプラン）��２勝
ピンクモスク（16牝鹿 ヴァーミリアン）�１勝��入着
プロヴィデンス（17牡栗 ＊シニスターミニスター）�３勝，河口湖特別（Ｄ1400）２着

２代母 ウインルーシッド（03栗 Giant's Causeway）出走
カシノミッキー（08牝 ＊アルカセット）�２勝

３代母 ＊ルックトゥザシー（98 USA栗 Seeking the Gold）USA出走
＊ウインルミエール（02牝 Saint Ballado）１勝

ウインサーガ（09� ゼンノロブロイ）１勝，��１勝�１勝	入着５回，文月
賞２着，開聞岳賞２着

４代母 ゴーイングアショアGoing Ashore（89 USA鹿 ＊ポリッシュネイビー）USA３勝
［孫］ キルシュワッサー（03牝 サクラバクシンオー）４勝，中京日経賞，邁進特

別，恵那特別，etc.
デューイ（11牡 ネオユニヴァース）入着２回，
３勝��，サラブレッド
大賞典２着

ハギノソフィア（10牝 アグネスタキオン）１勝，稲光特別３着
［曾孫］ キルロード（15� ロードカナロア）�５勝，パラダイスＳ‐L，みちのくＳ

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

ヤマノハヤブサ（11牡 ハーツクライ）２勝，飛竜特別２着，八代特別２着

５代母 ブライティ Blitey（76 USA鹿 Riva Ridge）USA８勝，テストＳ‐G2，マス
ケットＳ‐G2，Imp S，Twilight Tear S，Ballerina S，etc.
［子］ ダンシングスプリーDancing Spree（85牡 Nijinsky）USA10 勝，ＢＣス

プリント‐G1，サバーバンＨ‐G1，カーターＨ‐G1，etc.，種牡馬
ファーロー Furlough（94牝 Easy Goer）USA８勝，バレリーナＨ‐G1，
ディスタフＨ‐G2，オノラブルミスＨ‐G3，etc.

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

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

1022 ワイルドシンガー２０２０ �・鹿 ４／ ３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkワイルドシンガー Giant's Causeway

��
��
�ウインルーシッド鹿 2010 ＊ルックトゥザシー

20b
Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ルイーズ（08青鹿 ＊ロージズインメイ）３勝，マーヴェラスＪＳＴ（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（８）〕
ウィキャン（15牝鹿 ＊ハービンジャー）��入着�８勝
エピローグ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�２勝，デイジー賞（芝 1800）２着
シベーレス（17牝鹿 ジャスタウェイ）��出走
ピノヴェリタ（18牝鹿 ジャスタウェイ）出走，�地方未出走
マッチャンチャンプ（19牡鹿 ジャスタウェイ）�地方未出走

２代母 ベツレヘムスター（03青鹿 フジキセキ）入着
オースミホイップ（09牡 マヤノトップガン）入着，�８勝
ペイシャスター（15牝 ＊ロージズインメイ）入着，��６勝�２勝

３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
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

４代母 ＊ノーザンプランサー（80 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ タンドラジ－Tandra Gee（88牝 Commemorate）USA３勝，Lady A

ngela S‐R ２着，Doll Ina S３着，Ontario Damsel S‐R ３着
［孫］ ミナミノアンタレス（91牡 Conquistador Cielo）５勝，鎌倉特別，こけ

もも賞２着，障害１勝，��１勝
リッチスマイル（01牝 ＊エンドスウィープ）４勝，福島放送賞２着

［曾孫］ チンチョン Chinchon（05牡 Marju）FR・USA・CAN・UAE・HKG・S
IN７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

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.

アントプルヌール Entepreneur（97 牡 Cure the Blues）USA７勝，G
reat White Way S‐R，Sleepy Hollow S‐R，トルーノースＢＣ
Ｈ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

パラビロ Palabiro（01 牝 ＊ティンバーカントリー）AUS５勝，ATC Par
ramatta C‐L ３着

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

1023 ルイーズ２０２０ �・黒鹿 ２／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretルイーズ フジキセキ

��
��
�ベツレヘムスター青鹿 2008 ビワプランサー

＊ノーザンプランサー 8f
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ルージュバンブー（06青鹿 ＊マリエンバード）２勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，
桜花賞‐Jpn1 ５着，西海賞（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
クライフターン（13牝青 バンブーエール）�２勝��２勝�４勝�
モズステラ（14牡黒鹿 ＊キングズベスト）�１勝
ゴチソウサン（17牡鹿 ロードカナロア）��１勝�１勝

２代母 トロピカルナイト（00青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
バンブーレブルー（05	 ＊ムーンバラッド）�４勝
１勝
キングブレイク（09牡 キングカメハメハ）３勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，香取特別，白川

特別２着，初茜賞２着，彦星賞２着，etc.
ヴェリーバンブー（10牝 ＊ファルブラヴ）１勝
ワードイズボンド（11牡 ＊グラスワンダー）４勝，朱雀Ｓ，清水Ｓ３着，修学院Ｓ３着
キングヴァラール（12牡 キングカメハメハ）��３勝�

３代母 ＊ウインドフレスカ（93 USA青 Kris S.）入着
スムースバリトン（02牡 スペシャルウィーク）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，いち

ょうＳ‐L ２着，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ドーナットホールDonut Hole（73 USA黒鹿 Donut King）USA３勝，D
ixie Miss S２着，Debutante S３着
［子］ ドーナッツプライドDonut's Pride（82 牝 Nodouble）USA７勝，フォ

ールズシティＨ‐G3，Cornucopia S‐L ２着，Mint Julep S２
着，etc.

カーネルズアルファ Colonel's Alpha（79牝 Colonel Power）USA５勝，
Fantasia S‐R，Southern Belle S‐R，Sunshine Miss S
‐R ２着

［孫］ ラストヴァイス Last Vice（96 牝 Vice Regent）USA４勝，Ontario L
assie S‐R，ShadyWell S‐R，Nandi S‐R，etc.

アファインペイストリー Afine Pastry（92 牝 ＊アフリート）USA６勝，
Winning Colors H，Southern Belle H

イメジオヴプロスペクト Image of Prospect（90	 Northern Prospect）
USA22 勝，Piston Breeders' Cup H，Inkster H３着

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1024 ルージュバンブー２０２０ 牡・鹿 ４／ ２
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�マリエンバード ＊マリエンバドルージュバンブー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トロピカルナイト青鹿 2006 ＊ウインドフレスカ

9f
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 レディーファースト（05青 ダンスインザダーク）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
ハイランドエース（11牡青鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
ダイリンボーイ（12牡黒鹿 ＊バゴ）�１勝
ヴィラバドラ（15牡黒鹿 ジャングルポケット）���４勝
ラシックアンレーヴ（17牝青 エイシンフラッシュ）�４勝���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，富士Ｓ‐G3 ３着，etc.
ディーエスハリアー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，プリンシパルＳ‐L ３着，

新緑賞，ライラック賞２着，etc.

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

1025 レディーファースト２０２０ 牡・青鹿 ３／１９

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�エリモシック青 2005 エリモシユーテング

＊デプグリーフ 9f
Halo M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アンジェロ（12青鹿 マンハッタンカフェ）��入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ショウゲキノノロシ（17牡黒鹿 ストロングリターン）��２勝�入着６回
ヴェレノ（19牝鹿 ＊プリサイスエンド）��出走

２代母 ＊パラディナ（02 FR鹿 Rahy）FR１勝
ニシノユメマクラ（08牝 ＊アグネスデジタル）１勝，��３勝
ニシノカチヅクシ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，コスモス賞‐OP ２着，木津川特別，

錦Ｓ３着，�５勝�	
ニシノプレリュード（11牝 タイムパラドックス）�５勝
ニシノヒナマツリ（14牝 マツリダゴッホ）１勝
ニシノウララ（15牝 リーチザクラウン）２勝
スターペスユキコ（16牝 ＊クロフネ）��５勝

３代母 フンバメラ Khumba Mela（95 IRE 鹿 Hero's Honor）FR・USA５勝，ノー
ブルダムゼルＨ‐G3，クロエ賞‐G3，P. Roland de Chambure‐L，ダイアナＨ
‐G2 ２着，アスタルテ賞‐G2 ３着，etc.
マディヤMadhya（01牝 GoneWest）FR２勝，P. Solitude‐L

マディヤナMadhyana（10牝 Monsun）GER２勝
ミシカMythica（16 牝 Adlerflug）�FR・GER１勝，Dusseldorfer BM
WPreis‐L ２着，Kolner Stutenpreis‐L ２着

ミティコMythico（18牡 Adlerflug）�FR・GER２勝，独２０００ギニー‐G2，
ヘルツォークフォンラティボルレネン‐G3，ドクトルブッシュ記念
‐G3 ２着，etc.

ウィルキWilki（05 牝 Oasis Dream）FR・USA２勝，Criterium du Bequet‐L，
アランベール賞‐G3 ２着，ボワ賞‐G3 ２着，etc.

フルールドゥセル Fleur de Sel（06 牝 Linamix）不出走
ソルトレイクシティ Salt Lake City（15 牡 Holy Roman Emperor）�FR５

勝，P. Francois Boutin‐L ３着
テリチャン Terrichang（18牝 Dandy Man）�GB入着２回，Ripon Champ

ion 2‐Y‐O Trophy‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： Ｍ ＳＴＡＢＬＥ＝新ひだか町静内豊畑 �070-2007-4682

1026 アンジェロ２０２０ �・黒鹿 ４／１８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアンジェロ
＊ Rahy

��
��
�パラディナ青鹿 2012 Khumba Mela

20d
Halo M4×M5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイアムネオ（06鹿 ネオユニヴァース）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（40）〕
アサクサキンボシ（12牡黒鹿 ＊ハービンジャー）�10 勝��４勝
アイアムヒラケゴマ（13牡鹿 メイショウサムソン）�13 勝��１勝�
アイアムジュピター（14牡鹿 ルーラーシップ）２勝，高山特別（Ｄ1400）３着，�

�入着４回���
アイアムオパール（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�７勝
ミキノエイトビート（17牝鹿 キズナ）��５勝
ジェットエンブレム（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

２代母 ＊イクスペクトトゥシャイン（95 USA栗 Mr. Prospector）FR出走
カフェブルックリン（00牡 Singspiel）２勝
シャドウハーツ（01牡 フジキセキ）３勝，鹿島特別３着
メイクセンス（05牡 フジキセキ）２勝
アクロスザライト（08牝 ネオユニヴァース）１勝

デルマウオッカ（15牡 ローエングリン）�２勝，二本松特別，浦佐特別３着
マルカメテオ（12� ネオユニヴァース）２勝

３代母 フランコーワ Frankova（89 USA鹿 Nureyev）FR入着２回
＊フランカ（97牝 Seeking the Gold）IRE 出走

リフレクトタイムズ Reflect Times（05 牡 ＊フレンチデピュティ）USA５勝，
ロバートＢルイスＳ‐G2 ３着，種牡馬

ファーストフリート First Fleet（98 牝 Woodman）FR３勝，La Coupe des Pouli
ches‐L，P. Occitanie‐L ２着
シーロード Sea Lord（07� Cape Cross）GB・IRE・UAE７勝，ソヴリンＳ

‐G3，GB障害７勝
フレンチネイヴィ French Navy（08牡 Shamardal）GB・FR11 勝，アールオ

ヴセフトンＳ‐G3，ダイオメドＳ‐G3，セレクトＳ‐G3，etc.，種牡馬
スコッタゴー Scottago（00� Lear Fan）USA９勝，アメリカンダービー‐G2 ３

着，Paradise Creek S３着
レイディサックス Lady Sax（01牝 General Meeting）USA１勝

ベッカテイラー Becca Taylor（18 牝 Old Topper）�USA４勝，Evening J
ewel S‐R

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

1027 アイアムネオ２０２０ 牡・栗 ５／１３
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスアイアムネオ
＊ Mr. Prospector

��
��
�イクスペクトトゥシャイン鹿 2006 Frankova

1s
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイビー（06鹿 サクラバクシンオー）�２勝��４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（18）〕
アイビーグラチア（14牝黒鹿 スパイキュール）��７勝
エルフィ（15牝鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，���４勝
ハイカラコマチ（16牝鹿 カネヒキリ）��６勝
リリメリア（18牝鹿 ベルシャザール）��１勝�入着４回

２代母 ロイヤルアンブリー（94鹿 ＊アレミロード）３勝，雄国沼特別，西湖特別２着
フーダニット（00牝 ＊ジェイドロバリー）�６勝
ラヴァーズデライト（01牝 バブルガムフェロー）�９勝
ロイヤルブリーズ（02	 ＊エンドスウィープ）１勝，
１勝���
アルファーレグナム（03牡 フサイチコンコルド）�４勝
ナモンアンブリー（05牝 ゴールドアリュール）�５勝�５勝�

マルカンタイショウ（08牡 ＊エアエミネム）��２勝�３勝

３代母 アンブローシア（85鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，白菊賞
エアチャリオット（91	 サクラユタカオー）４勝，弥生賞‐Jpn2 ２着，ＢＳＮオー

プン‐OP，ジュニアＣ‐OP，etc.
ダンツプライズ（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，兵庫特別２着，etc.，�３勝，

中島記念，九州大賞典２着
ミラクルラブ（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

ヤマシロギク（04牝 ＊アフリート）不出走
ランザン（09牡 ＊フォーティナイナーズサン）入着３回，下北半島特別２着，
��２勝

ソフトポジション（15牡 アサクサキングス）１勝，雪うさぎ賞２着，石狩
特別３着，長万部特別３着，�
出走�３勝��

ロンドインディ（02牝 フジキセキ）出走
セレスロンディー（07牡 ＊プリサイスエンド）３勝，シンザン記念‐G3 ３着，

こぶし賞３着，千両賞３着

４代母 シヤダイアンブリー（76黒鹿 ＊モデルフール）��１勝
［孫］ サクラエキスパート（93牡 サクラチヨノオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，函館

記念‐Jpn3 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲本間牧場＝日高町幾千世 �090-5223-7272
生 産 牧 場： ㈲本間牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

1028 アイビー２０２０ 牡・鹿 ３／１１
＊ 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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモアイビー ＊アレミロード

��
��
�ロイヤルアンブリー鹿 2006 アンブローシア

＊アンブリー 7
ノーザンテーストM4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5
Pocahontas S5×M5
価格： 購買者：



母 アグネスエンジェル（12鹿 ＊ホワイトマズル）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
セイレーンズベルン（17牝黒鹿 ＊パイロ）��未出走��１勝
アークエンジェル（18牡鹿 ＊ディスクリートキャット）���２勝

２代母 アグネスパサー（01鹿 ＊エルコンドルパサー）出走
アグネスサクラ（06牝 ＊ホワイトマズル）３勝，白藤賞，三面川特別２着，木津川特

別２着，アプローズ賞２着，衣笠特別２着，etc.
ブレイキングドーン（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3，弥生賞‐G2 ３着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，ホー
プフルＳ‐G1 ５着

アグネスピンキー（08牝 タニノギムレット）１勝，�５勝
アグネスダリム（09牝 ゴールドアリュール）３勝
ボルンカズマ（16牡 ジャスタウェイ）１勝，���３勝
ルドンカズマ（17牡 ゴールドアリュール）�２勝

３代母 アグネスセレーネー（96栗 ＊トニービン）出走
アグネストレジャー（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，白富士Ｓ‐L ３着，むらさ

き賞，三田特別，etc.
アグネスラック（03牝 ＊クロフネ）３勝，豊明特別

４代母 アグネスフローラ（87鹿 ＊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，エルフィンＳ‐OP，若菜賞，優３牝
［子］ 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

アグネスタカオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，蓬莱峡特別，松島
特別２着，千葉日報杯２着

アグネスプロトン（99牡 ＊エリシオ）２勝，医王寺特別２着

５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

販売申込者・所有者： ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ＝浦河町西幌別 �0146-26-7200
生 産 牧 場： ㈲笹地牧場
飼 養 者： ㈱Ｍａｖｅｒｉｃｋ＝浦河町西幌別 �080-1516-4877

1029 アグネスエンジェル２０２０ 牡・黒鹿 ３／２６
＊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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeアグネスエンジェル ＊エルコンドルパサー

��
��
�アグネスパサー鹿 2012 アグネスセレーネー

＊ヘザーランズ 1l
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 アサケゴマ（10芦 ＊クロフネ）１勝，恵那特別（Ｄ1200）３着，��１勝�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
プリティインピンク（18牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝

２代母 ソーラーヴィジョン（02栗 ＊タバスコキャット）不出走
イセノスバル（06牡 ＊プリサイスエンド）４勝，フェニックス賞‐OP ２着，洛陽Ｓ，

アクアラインＳ３着
ナムラアーチ（09牡 ジャングルポケット）�２勝�
スリーナイトダリア（12牡 ＊ブライアンズタイム）�４勝
ブライアンジョー（13牡 ＊ブライアンズタイム）�１勝
アルマライル（15牡 ヴァーミリアン）���５勝�１勝
コウエイバンビーノ（16牡 ＊シニスターミニスター）１勝

３代母 ＊ノーザンソーラー（84 USA黒鹿 Northern Dancer）不出走

４代母 ソーラー Solar（76 CAN栗 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ バハミアンパイレト Bahamian Pirate（95� ＊ハウスバスター）GB・FR

・IRE12 勝，ナンソープＳ‐G1，フィーニクススプリントＳ‐G3，
Bentinck S‐L，etc.

ストロングホープ Strong Hope（00牡 Grand Slam）USA６勝，ジムダン
ディＳ‐G2，ドゥワイアＳ‐G2，カーターＨ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

アレックスヌレーエフ Alex Nureyev（83牡 Nureyev）GB・FR・ITY５
勝，P. Daumier‐L，エミリオトゥラティ賞‐G1 ３着，ヴィット
リオディカプア賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬

アンジェリ－ナバレリ－ナ Angelina Ballerina（85 牝 Nureyev）GB・I
RE・USA３勝，Rose Bowl S‐L，シルヴァーベルズＨ‐G2 ４着，
California Oaks‐L ２着，etc.

セクシースルー Sexy Slew（86牝 Slew o' Gold）USA５勝，Dark Sta
r H‐L，ランチョベルナルドＨ‐G3 ２着，モンロヴィアＨ‐G3 ２着，etc.

テイクアウェイカトラヴ Takeawakatlove（91� Miswaki）USA９勝，
Don Bernhardt S

販売申込者・所有者： ㈲野坂牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2436
生 産 牧 場： ㈲野坂牧場
飼 養 者： ㈲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

1030 アサケゴマ２０２０ 牡・栗 ５／ ６
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サウスヴィグラス

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダーケストスターナムラタイタン ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2006 ＊ジャビラバ

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアサケゴマ ＊タバスコキャット

��
��
�ソーラーヴィジョン芦 2010 ＊ノーザンソーラー

8f
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 アリーペデ（06鹿 タニノギムレット）��６勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（22）〕
ヴォレグラース（13牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝�８勝
スターレーン（14牝鹿 スマートファルコン）�２勝�３勝�１勝�３勝�	入着４

回��，ル・プランタン賞（Ｄ1800），秋桜賞（Ｄ1400）２着，読売レディス杯
（Ｄ1500）２着，若草賞（Ｄ1400）２着，梅桜賞（Ｄ1800）２着，園田クイーンセ
レクション（Ｄ1400）２着，兵庫若駒賞（Ｄ1400）２着，兵庫クイーンＣ
（Ｄ1700）３着，佐賀ヴィーナスＣ（Ｄ1400）３着

エスシーヴァローナ（16牝鹿 アサクサキングス）
�入着４回�４勝
サンロックランド（17牡鹿 ヴァーミリアン）
２勝
マリンタカチエフミ（18牝鹿 ベルシャザール）
地方未出走

２代母 ＊ビューティトゥペトリオロ（93 IRE 鹿 Scenic）FR・ITY・USA４勝，伊１０００
ギニー‐G2，P. Torricola‐L
ランフォーウィン（02牡 ＊クロコルージュ）１勝
アドマイヤアクア（08牡 ＊ロージズインメイ）入着，�２勝	３勝
ルーチェデルソーレ（09牝 メイショウボーラー）�１勝��２勝

３代母 オーヴァスペントOverspent（72 IRE 栗 Busted）GB１勝
オルトレマーレOltremare（79 牝 Hotfoot）ITY７勝，P. Repubbliche Marinare

‐L，P. Alessandro Perrone‐L ３着

４代母 ミスジャステスMiss Justice（61 GB黒鹿 ＊キングスベンチ）GB１勝
［孫］ ガルンペGalunpe（83牝 He Loves Me）FR・USA９勝，ウィルシャー

Ｈ‐G2，マルレ賞‐G2，ノネット賞‐G3，etc.
ケイスロー Case Law（87牡 Ahonoora）GB・FR・IRE９勝，Abern
ant S‐L，Trafalgar House Sprint S‐L，フィーニクススプリント
Ｓ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ロマンティックラヴ Romantic Love（75牝 Sovereign Path）ITY１勝，
P. Torricola‐L，リディアテシオ賞‐G1 ３着，伊１０００ギニー
‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 沼田 照秋＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2663
生 産 牧 場： 沼田 照秋
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1031 アリーペデ２０２０ �・鹿 ４／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルアリーペデ
＊ Scenic

��
��
�ビューティトゥペトリオロ鹿 2006 Overspent

5h
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アンジェレッタ（15鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�２勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1 ３着

プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若
戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

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

ジュラーレ（13牝 ジャングルポケット）１勝

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
パシオンノーブル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，柏崎特別，塩沢特別２着，鳥

海山特別２着，etc.
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，��１勝��入着２回，全

日本２歳優駿‐Jpn1，佐賀記念‐Jpn3 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1032 アンジェレッタ２０２０ �・鹿 ３／２２
＊ 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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムアンジェレッタ ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ鹿 2015 ＊ココパシオン

4r
Storm Cat S3×M4 Halo S4×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アンスタンフィール（10鹿 ＊スタチューオブリバティ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
レディフォリア（17牝黒鹿 トゥザワールド）１勝，���入着
メイショウゴウホウ（18牡黒鹿 リオンディーズ）�出走
メイショウセロジネ（19牝栗 ディープブリランテ）�出走

２代母 ネヴァカグラ（03栗 アグネスタキオン）不出走
リボルトレイダー（08牝 ＊ワイルドラッシュ）入着２回，��６勝

ワイルドトレイダー（16牡 ＊アポロキングダム）１勝
ワイズマンハート（18牡 ＊ヨハネスブルグ）�２勝

ニーチェ（11牡 ＊チチカステナンゴ）�１勝�
ネイチャーレット（13牡 タニノギムレット）４勝，本栖湖特別，緑風Ｓ３着

３代母 エイブルカグラ（92栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
アスクコマンダー（98牝 ＊コマンダーインチーフ）４勝，忘れな草賞‐OP，西海賞，

三田特別，etc.
トレノエンジェル（07牝 ＊タイキシャトル）２勝，スイートピーＳ‐L
キングスタイル（17牝 ディープインパクト）�３勝，御在所特別

ドゥオーモ（13牡 ディープインパクト）�３勝，函館記念‐G3 ２着，小倉大賞
典‐G3 ２着，玄海特別，etc.

メガバックス（99牡 ウイニングチケット）２勝，ベンジャミンＳ‐OP ２着，春菜賞，
日高特別３着

ネヴァシャトル（04牡 ＊タイキシャトル）３勝，皆生特別３着

４代母 シャダイカグラ（86栗 ＊リアルシヤダイ）７勝，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ
‐Jpn2，ペガサスＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，etc.，優３牝
［子］ オプティマルマザー（03牝 マーベラスサンデー）１勝，香春岳特別，�２勝

５代母 ミリーバード（76栗 ＊フアバージ）３勝
［孫］ オースミブライト（96牡 ＊ラストタイクーン）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，

京成杯‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.

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

1033 アンスタンフィール２０２０ �・黒鹿 ４／２４

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieアンスタンフィール アグネスタキオン

��
��
�ネヴァカグラ鹿 2010 エイブルカグラ

＊ラバテラ 16a
Storm Cat M3×S4 Halo S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 アマノチェリーラン（04黒鹿 ＊デザートキング）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2
２着，乙訓特別（芝 1400），若菜賞（Ｄ1400）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（３）〕
ディープウォーリア（14�黒鹿 ディープインパクト）２勝，��３勝�
アマノエリザベート（17牝栗 ＊ダンカーク）１勝
アマノヴィーナス（18牝栗 リアルインパクト）�未出走

２代母 ＊ニキトート（92 GB芦 Mtoto）GB１勝
ビックジャイアンツ（97牡 Alzao）１勝
スナークルンビニー（00牡 ＊スキャン）�16 勝�
オリエンタルウィチ（01牝 ＊デヒア）�１勝�１勝
ナイスビクトリア（03牝 ＊デヒア）�２勝
ヨリトモ（07牡 ＊オペラハウス）入着，�	８勝

３代母 ニコラスグレイNicholas Grey（76 GB芦 Track Spare）GB・ITY８勝，
P. Carlo Chiesa，P. Ceprano，P. Torricola，伊オークス‐G1 ２着，リ
ディアテシオ賞‐G1 ３着，etc.
ディスコロスDyscolos（82 牡 Dance in Time）ITY８勝，P. Arconte‐L，ネ

アルコ賞‐G3 ２着，P. Daumier‐L ２着，etc.
バツォヴァ Butsova（83牝 Formidable）GB・IRE１勝，Remembrance Day S

‐L，Bentinck S‐L ３着
バスティネッタ Bustinetta（89 牝 Bustino）GB１勝，George Stubbs S‐L

３着
テリモン Terimon（86牡 Bustino）GB４勝，ヨークインターナショナルＳ‐G1，

アールオヴセフトンＳ‐G3（２回），英ダービー‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ニコドゥラNichodoula（90 牝 ＊デュラブ）GB２勝

ギヴバックカレーGive Back Calais（98� Brief Truce）GB・SWI２勝，
Dragon S‐L ３着

リボンズアンドボーズ Ribbons And Bows（00牝 ＊ドクターデヴィアス）GB
２勝，Star S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1034 アマノチェリーラン２０２０ 牡・黒鹿 ３／１０
＊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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�デザートキング Sabaahアマノチェリーラン
＊ Mtoto

��
��
�ニキトート黒鹿 2004 Nicholas Grey

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

価格： 購買者：



母 アペラシオン（09黒鹿 アドマイヤムーン）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（２）〕
バルコラベーロ（14牡栗 ＊クロフネ）２勝，���出走��１勝�
マセラシオン（15牝黒鹿 ルーラーシップ）１勝，���１勝
テイエムファルコン（17牡栗 スマートファルコン）�１勝

２代母 アンブロワーズ（02鹿 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファ
イナルＳ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，ポートアイランドＳ‐L
２着，アネモネＳ‐L ３着，etc.
コナブリュワーズ（10牝 キングカメハメハ）４勝，うずしおＳ，おおぞら特別，長

万部特別，六甲アイランドＳ３着
カイルアコナ（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，福島２歳Ｓ‐OP ２着，万

両賞２着
テオドール（13� ＊ハービンジャー）５勝，美浦Ｓ，三木特別，鹿野山特別，ＴＶｈ

賞２着
ロシュフォール（15牡 キングカメハメハ）�４勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アメジス

トＳ，ｔｖｋ賞，三年坂特別２着
マジストラル（16牡 ＊ハービンジャー）�１勝
ディクテイター（18牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 フサイチミニヨン（96鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンナヴァン（01牝 ＊エンドスウィープ）１勝

サトノネプチューン（10牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ‐LR，韓
国馬事会杯２着，南総Ｓ３着

４代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
［子］ アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリン

グＳ‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花
賞‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬

［孫］ ヴィクトリー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，皐月賞‐Jpn1，若葉Ｓ
‐L，京都記念‐G2 ３着，etc.，種牡馬

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

1035 アペラシオン２０２０ �・黒鹿 ２／ ５
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

＊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ペラシオン ＊フレンチデピュティ

��
��
�アンブロワーズ黒鹿 2009 フサイチミニヨン

＊バレークイーン 1l
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンスM4×M4

価格： 購買者：



母 アポロレレ（11鹿 ディープスカイ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アポロエレノア（15牝栗 ＊アポロキングダム）�１勝
スーパーバンタム（19牝栗 ＊アポロソニック）��出走

２代母 ＊チョウノヨウニマイ（04 USA鹿 Broad Brush）３勝
アポロセイバー（12牡 ハーツクライ）�４勝
スティールジェンヌ（16牝 ＊アポロキングダム）���入着５回�２勝
ジャポネスク（17牝 キズナ）���入着�２勝

３代母 ゴールドプリンセスGold Princess（95 USA黒鹿 Prospector's Halo）USA
７勝，ヴェイグランシーＨ‐G3，ジェニュインリスクＨ‐G2 ２着，ジェニュイン
リスクＨ‐G2 ３着，オノラブルミスＨ‐G3 ２着，Light Hearted S‐L ２着
レインフォーレストReignforest（03 牡 Forestry）USA１勝
マストビージョーキングMust Be Joking（05� Distorted Humor）USA４勝
プリンセスミーアPrincess Mia（08牝 Silver Train）USA１勝
ピテルスキーシルクPitersky Cirk（09 牡 Bluegrass Cat）RUS２勝
ミッドナイトスキャンダルMidnight Scandal（12 牡 Midnight Lute）RUS２勝
ヴェンセドールVencedor（14 牡 Dialed In）USA３勝
デュエッロDuello（16 牡 Flat Out）�TUR３勝

４代母 ニードルズレイディNeedles Lady（83 USA鹿 On to Glory）USA３勝，
Convenience S３着

５代母 エイプロンストリングズApron Strings（66 USA鹿 Needles）USA１勝
［子］ グローリーストリングズGlory Strings（79 牝 On to Glory）USA11 勝，

Ruffian Visitation S，Florida Breeder's Futurity Fillies‐R，
Pepsi Challenge S３着

ジャクソンカーティス Jackson Curtis（81 牡 Great Above）USA５勝，
Royal Vale H３着

［孫］ マンディジーMandy G（97牝 L'Enjoleur）USA12 勝，Brent's Princes
s S‐R ３着

販売申込者・所有者： ホースガーデンしらおい＝白老町社台 �090-9519-6332
生 産 牧 場： ホースガーデンしらおい
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1036 アポロレレ２０２０ 牡・芦 ４／２３
Cozzene

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤコジーン

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

��
��
�マイネカプリース芦 2008 ダイナカプリ

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビアポロレレ
＊ Broad Brush

��
��
�チョウノヨウニマイ鹿 2011 Gold Princess

2h
Caro S4×S5 サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 アクアブルーマーチ（05栗 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－６（19）〕
キチ（10牡栗 ＊ファンタスティックライト）�８勝
アスターノワール（11牡黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝
ジュリエッタ（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）��１勝
ラダムドゥラメール（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�４勝
ペシュジェイド（16牝鹿 ブラックタイド）���２勝�２勝
トラビエーソ（17牝鹿 カレンブラックヒル）���１勝
ニシノカタパルト（18牡栗 グランプリボス）�入着

２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，チューリップ賞‐Jpn3，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
サカイヤゲッカモン（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）１勝
イシノアパトゥーラ（01牝 ＊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

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
シーギリアレディー（06牝 キングカメハメハ）�４勝
クレバームーン（10牡 アドマイヤムーン）�２勝

３代母 エルプス（82栗 ＊マグニテユード）６勝，桜花賞‐Jpn1，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，函館３歳Ｓ
‐Jpn3，etc.，優３牝
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

４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： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

1037 アクアブルーマーチ２０２０ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンアクアブルーマーチ ＊リヴリア

��
��
�リヴァーガール栗 2005 エルプス

＊ビユーチフルドリーマー 12
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 アズマガール（09鹿 キングカメハメハ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ベルウッドキング（15牡鹿 ＊バゴ）１勝
アリスチャン（16牝鹿 メイショウボーラー）��出走�３勝
スタニングビスタ（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）���入着２回�２勝
フォトンストリーム（18牡鹿 ＊クリエイターⅡ）�出走

２代母 サイレントラヴ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ハーティンハート（07牡 サクラバクシンオー）２勝，相模湖特別２着，朝日岳特別

２着，外房特別３着，�４勝�入着３回���
ホクセツダンス（08牝 ＊アグネスデジタル）５勝，神無月Ｓ，羊蹄山特別，麦秋Ｓ２

着，播磨特別２着，ファイナルＳ３着，etc.
アズマクリスエス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�４勝
モリトシラユリ（14牝 ＊クロフネ）３勝，フェアリーＳ‐G3 ３着
シゲルミズナ（15牝 ＊ワークフォース）入着２回，��１勝��１勝�１勝
ジュンノサップ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，���出走
ヒデノヴェローチェ（17牡 エイシンフラッシュ）���２勝�１勝

３代母 フアーストラブ（86鹿 ＊ナイスダンサー）��４勝
メモリアルガイ（92牡 サツカーボーイ）３勝，石打特別
メロウキス（93牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，甲東特別，耶馬渓特別３着

キープユアスマイル（03牝 アグネスタキオン）２勝，紫苑Ｓ‐L ２着
ノボリユキオー（96牡 ＊トニービン）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ

Ｐ‐OP ２着，etc.，��入着２回，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着
プレシャスソング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，佐渡特別
トーセントゥルー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，火打山特別２着，シンガポー

ルターフクラブ賞３着
アズマタイショウ（06牡 キングカメハメハ）２勝，わらび賞

４代母 レデイーシラオキ（78鹿 ＊セントクレスピン）４勝，中距離特別
［孫］ スペシャルウィーク（95牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，ジャパンＣ‐G1，

日本ダービー‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： 増尾牧場＝日高町豊郷 �090-3779-1721
生 産 牧 場： 増尾牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

1038 アズマガール２０２０ �・鹿 ２／１６
＊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 ＊マンファスアズマガール ＊サンデーサイレンス

��
��
�サイレントラヴ鹿 2009 フアーストラブ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アムネリス（05鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（10）〕
マイティジャック（13牡黒鹿 ＊ノボジャック）１勝，���３勝
サンドベージュ（14牝栗 ＊トビーズコーナー）１勝，�１勝�入着３回���
キンショウ（15牡黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）�５勝��
カフェアリアドネ（16牝鹿 スペシャルウィーク）�１勝
ロードデルタ（17牡鹿 ノーザンリバー）��出走
ヴォルフィアナ（19牝栗 ＊ラニ）��出走

２代母 ロンシャンオペラ（96鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
ロンシャンブリーズ（03牡 ＊スキャン）�５勝�
ケメコ（08牝 サクラプレジデント）�１勝	２勝
ブリジットラブ（09牝 スパイキュール）�11 勝

３代母 ＊ファンザブリーズ（88 USA鹿 Lear Fan）USA７勝，Raise Your Skirts H
３着，Turf Paradise Futurity３着
アジタート（01牝 ＊タイキシャトル）�２勝���

ヴァニラアイス（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，エニフＳ‐L ２着，端午
Ｓ‐OP，オータムリーフＳ‐OP ２着，etc.

ワタリファイター（02牡 ＊スキャターザゴールド）��４勝�入着４回，平和賞２着，
南部駒賞３着

ドリームスカイラブ（05牡 ＊マイネルラヴ）４勝，奥多摩Ｓ２着，浅草特別２着，銀
蹄Ｓ３着，�３勝��	
��

４代母 ＊スクリーンシーン（81 USA鹿 Exceller）FR・USA２勝
［子］ アクションシーン（89牡 ＊ダイヤモンドショール）５勝，洛陽Ｓ‐OP，逆

瀬川Ｓ，鞍馬特別，etc.
フジノスクリーン（90牡 ＊ラツキーソブリン）２勝，企救丘特別３着

５代母 スリップスクリーン Slip Screen（72 USA鹿 Silent Screen）USA10 勝，ロ
ングアイランドＨ‐G3，テストＳ‐G3 ２着，Suffolk County H２着，Busa
nda S２着，Searching S３着

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

1039 アムネリス２０２０ 牡・鹿 ４／２８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターアムネリス ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ロンシャンオペラ鹿 2005 ＊ファンザブリーズ

2f
Mr. Prospector S5×S5×M5 Roberto S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アモーレエテルノ（12芦 ゼンノロブロイ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ユキノマツシマ（18牡芦 ＊サウスヴィグラス）���１勝
ヴェローナシチー（19牡芦 エピファネイア）�未出走

２代母 ヒカルアモーレ（04芦 ＊クロフネ）２勝，忘れな草賞‐OP ３着
グランデアモーレ（10牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別

グランデマーレ（17牡 ロードカナロア）�４勝，ストークＳ，天神橋特別，葉
牡丹賞

グランデフィオーレ（18牝 ドゥラメンテ）�１勝，秋明菊賞２着，つわぶき賞３着
シュペルミエール（13牡 ステイゴールド）５勝，日経新春杯‐G2 ３着，オリオンＳ，

サンシャインＳ，兵庫特別，開成山特別，etc.
アモーレミオ（15牝 ネオユニヴァース）３勝，ＴＶ山梨杯

３代母 ＊グレイトフィーヴァー（97 FR芦 Kaldoun）FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2 ３着，Carotene S‐L ３着，Solo Haina H３着
テイクバイストーム（05牝 ＊ファルブラヴ）３勝，舞浜特別３着
ヒカルプリンス（06� キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，八重桜賞３着，�２

勝�２勝�３勝	入着
ラフォルジュルネ（07牝 スペシャルウィーク）４勝，関門橋Ｓ，筥崎特別，三萩野

特別，etc.
アーデント（09牡 ディープインパクト）５勝，リゲルＳ‐L，いちょうＳ‐LR，弥生

賞‐G2 ３着，etc.
ラブラバード（10牡 スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松特別，etc.
シャルール（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，福島牝馬Ｓ‐G3

２着，忘れな草賞‐OP ３着，etc.
ファナティック（16牝 ジャスタウェイ）１勝，カーネーションＣ２着

４代母 マイグレイトホープMy Great Hope（86 GB栗 Simply Great）FR入着２回

５代母 マーティンゲイルMartingale（75 GB鹿 Luthier）GB２勝
［子］ マージーMersey（82牝 ＊クリスタルパレス）FR・USA５勝，ロイヤルオ

ーク賞‐G1，フォワ賞‐G3，ロワイヤリュー賞‐G3，etc.

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

1040 アモーレエテルノ２０２０ �・芦 ２／２９
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルアモーレエテルノ ＊クロフネ

��
��
�ヒカルアモーレ芦 2012 ＊グレイトフィーヴァー

1p
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エクセルギー（10鹿 ＊ブライアンズタイム）�８勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
トゥラヴユーモア（16牝鹿 サイレントディール）�１勝�５勝�入着４回
ノールック（18牝栗 ＊トビーズコーナー）��３勝
タドマツリ（19牝鹿 マツリダゴッホ）�地方未出走

２代母 ルナソルウィンク（98鹿 ＊ラムタラ）�２勝
ウィッシュラピス（04牝 ＊スキャット）�１勝�
セッカチセージ（05牡 アッミラーレ）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，�１勝
ドナルドバローズ（07牡 ＊ボストンハーバー）１勝
ユーピュアユー（08牝 ＊チーフベアハート）�１勝�４勝
プリュムローズ（09牝 マンハッタンカフェ）１勝，西尾特別２着，�入着２回�，

ノースクイーンＣ３着

３代母 ワコーチカコ（90鹿 ＊リヴリア）９勝，京都記念‐Jpn2，金杯‐Jpn3，函館記
念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
アルゴリズム（96牡 ＊ラストタイクーン）３勝，信濃川特別３着
エアマディーナ（97牝 ＊トニービン）不出走

ブラックカイト（11牡 ブラックタイド）１勝，はなみずき賞３着
スマートサイクロン（03牡 ＊グラスワンダー）３勝，横手特別，門司Ｓ２着，甲南Ｓ３着

４代母 シバスキー（81鹿 マルゼンスキー）２勝，土湯特別
［子］ ヤングモンタナ（98牡 ＊フォーティナイナー）４勝，ＢＳＮ賞‐OP ２着，

アクアラインＳ，河口湖特別，etc.
［孫］ ダンツジャッジ（99牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ダービー

卿ＣｈＴ‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.
マイネルスターリー（05牡 ＊スターオブコジーン）８勝，函館記念‐G3，
巴賞‐LR，アイルランドＴ‐L，etc.

ハヴアナイスディ（14牝 ＊ベーカバド）�３勝�１勝�１勝��３勝	２
勝，クイーンＣ

エオー（01牡 ＊ブロッコ）�３勝，新春ペガサスＣ２着
ナア（02牝 ＊マイネルラヴ）�５勝�４勝，フローラルＣ２着

販売申込者・所有者： 野島牧場＝日高町緑町 �01456-2-6557
生 産 牧 場： 野島牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1041 エクセルギー２０２０ 牡・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayエクセルギー ＊ラムタラ

��
��
�ルナソルウィンク鹿 2010 ワコーチカコ

＊クレイグダーロツチ 11c
Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アラピンタ（14 GB鹿 Medicean）GB出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
アルバミノル（18牡鹿 Bobby's Kitten）�１勝

２代母 アルトリュイストAltruiste（07 GB芦 Montjeu）不出走
ラビットパーシーRabbit Percy（13 牝 Sir Percy）CZE・SVK３勝
ワイクリフWyclif（17 牡 Archipenko）�GB・AUS３勝，SAJC Port Adelaide C

‐L，Silver Tankard S‐L ２着

３代母 アルボラーダ Alborada（95 GB芦 Alzao）GB・IRE６勝，英チャンピオンＳ
‐G1（２回），英ナッソーＳ‐G2，愛プリティポリーＳ‐G2，愛パークＳ‐G3，愛
チャンピオンＳ‐G1 ２着
アルヴァリタ Alvarita（02 牝 Selkirk）GB・FR２勝，P. Petite Etoile‐L

アルミランタAlmiranta（07 牝 Galileo）GB入着
アリッサ Alyssa（13 牝 Sir Percy）GB５勝，パークヒルＳ‐G2，Noel
Murless S‐L，Esher S‐L ３着

アラスペランツァ Alla Speranza（09牝 Sir Percy）GB・IRE２勝，キルター
ナンＳ‐G3，Ruby S‐L ２着，Eyrefield S‐L ２着
シャインソーブライト Shine So Bright（16 牡 Oasis Dream）�GB３勝，
シティオヴヨークＳ‐G2，European Free H‐L，ミルリーフＳ
‐G2 ３着，etc.

アルテッス Altesse（11 牝 Hernando）IRE２勝，Noblesse S‐L，ギヴサン
クスＳ‐G3 ２着，Martin Molony S‐L ２着，etc.

アルタモーダAlta Moda（04牝 Sadler's Wells）不出走
グルールGroor（12 牡 Archipenko）�GB・FR・GER・ITY・UAE・QAT８

勝，Junioren Preis‐L ２着，Stonehenge S‐L ２着
アルマミーアAlmamia（05牝 Hernando）GB入着３回

アラモード Alamode（13牝 Sir Percy）GB１勝，オーソーシャープＳ‐G3 ２着
アルバラカ Albaraka（08牝 Selkirk）GB・GER１勝，Glasgow S‐L ３着
アルビオン Albion（09牡 With Approval）FR・SAF３勝，グレフュール賞‐G2

２着，プランスドランジュ賞‐G3 ３着
アルゴンキン Algonquin（12� Archipenko）IRE・AUS６勝，ＡＴＣフェスティ

ヴァルＳ‐G3，Ruby S‐L，ＡＴＣヴィリアーズＳ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

1042 アラピンタ２０２０ 牡・鹿 ４／ ６

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊

メディチアン Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Medicean Mystic Goddessアラピンタ アルトリュイスト Montjeu

��
��
�Altruiste鹿GB 2014 Alborada

9c
Storm Bird M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アルテーロ（14鹿 ＊ハービンジャー）入着４回
本馬の他に産駒あり

２代母 グルーヴィクイーン（08栗 キングカメハメハ）１勝
ビップフェリックス（15� ＊クロフネ）入着３回，�２勝��入着２回
リトミックグルーヴ（16牝 ＊タートルボウル）���１勝，ロジータ記念２着，東京

プリンセス賞３着
フェアリーグルーヴ（17牝 フェノーメノ）�２勝

３代母 イントゥザグルーヴ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，早春賞，千里山特別
２着（２回），オリエンタル賞２着，但馬Ｓ３着
レネットグルーヴ（10牝 キングカメハメハ）３勝，石打特別，夕月特別２着，日田

特別２着

４代母 エアグルーヴ（93鹿 ＊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，マーメイドＳ‐Jpn3，etc.，年代
表，優古牝
［子］ 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

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.

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.

［孫］ 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

ポルトドートウィユ（12牡 ディープインパクト）２勝，京都新聞杯‐G2
２着，きさらぎ賞‐G3 ２着，萩Ｓ‐LR ２着，etc.

ランフォザローゼス（16牡 キングカメハメハ）�１勝，青葉賞‐G2 ２着，
京成杯‐G3 ２着，葉牡丹賞２着

［曾孫］ グルーヴィット（16牡 ロードカナロア）�３勝，中京記念‐G3，京王杯ス
プリングＣ‐G2 ３着，ファルコンＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： 佐藤 鉄也
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

1043 アルテーロ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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlアルテーロ キングカメハメハ

��
��
�グルーヴィクイーン鹿 2014 イントゥザグルーヴ

＊パロクサイド 8f
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Miesque S4×M5

価格： 購買者：



母 アルマニンファ（12芦 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ラインストリーム（17牡栗 トーセンジョーダン）入着２回，���１勝
ガンバルベルシャ（18牝鹿 ベルシャザール）��１勝
クレスコペガサス（19牡芦 トーセンラー）�未出走

２代母 ＊シャルマンダー（98 USA芦 ＊デヒア）USA２勝
フォレヴァーヴァウ Forever Vow（07牝 Broken Vow）USA５勝

セヴンセンツ Seven Scents（16� Goldencents）�USA４勝，Barretts Juv
enile S‐R ２着

ラインアンジュ（08牝 Rockport Harbor）３勝，あじさいＳ，こでまり賞，ＵＨＢ
杯２着，ＳＴＶ杯３着

ディープランマ（09牝 ダイワメジャー）１勝，�９勝

３代母 イクスプレッシヴダンス Expressive Dance（78 USA芦 Riva Ridge）USA
12 勝，バレリーナＳ‐G3，ビウィッチＳ‐G3，カムリーＳ‐G3，Poinciana H，
アルシバイアディズＳ‐G2 ２着，etc.
チ－フホンチョ Chief Honcho（87牡 Chief's Crown）USA10 勝，ブルックリンＨ

‐G1，イクセルシアＨ‐G2，ジムダンディＳ‐G2，etc.，種牡馬
ブライトティアラBright Tiara（89 牝 Chief's Crown）USA１勝

＊ゴールドティアラ（96牝 Seeking the Gold）７勝，プロキオン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.

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

ウッデンダンスWooden Dance（93� Woodman）USA４勝，Primal H３着
ダンストゥドーンDance to Dawn（99牝 Louis Quatorze）USA１勝

ダンストゥブリストルDance to Bristol（09 牝 Speightstown）USA10 勝，バレ
リーナＳ‐G1，オノラブルミスＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G3，etc.

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

1044 アルマニンファ２０２０ 牡・栗 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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールアルマニンファ
＊

＊デヒア

��
��
�シャルマンダー芦 2012 Expressive Dance

10a
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 アジェンダ（07青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
トモジャボーン（13牡青鹿 ＊スタチューオブリバティ）１勝
ムサシレパード（16牝鹿 ローエングリン）��１勝
オンドレースンドレ（18牝鹿 キングヘイロー）��１勝
ニケクィーン（19牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�地方未出走

２代母 ラストアウィン（96黒鹿 ＊ラストタイクーン）出走
シゲルシサンカブ（03牝 ジェニュイン）�７勝
ダブルヒーロー（04牡 キングヘイロー）４勝，八ヶ岳特別，利尻特別，阿武隈Ｓ２

着，立春賞２着，道新スポーツ賞２着，etc.
テイケイメルベイユ（06牡 ゴールドアリュール）入着３回，�９勝，園田ＦＣスプ

リント２着
ネバーミスザマーク（08牡 ゴールドアリュール）入着，�４勝
ムサシキングオー（09牡 キングヘイロー）��14 勝，勝島王冠，京成盃グランドマイラ

ーズ２着，報知ＧＰＣ２着（２回），マイルＧＰ２着，川崎マイラーズ３着，etc.
フクノレクサス（10牡 ゴールドアリュール）��５勝�入着３回
キタサングットマン（12牡 ジャングルポケット）�５勝�
ミリオンロード（13牡 アドマイヤオーラ）��２勝
マルハチブルーム（14牝 キングヘイロー）��４勝
マルハチアポロン（17牡 ＊エイシンアポロン）��４勝�１勝

３代母 シャルムマイヤー（90鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
オペラシチー（01牡 ＊オペラハウス）５勝，目黒記念‐Jpn2，菊花賞‐Jpn1 ３着，

日経賞‐Jpn2 ３着，etc.
ナトリフレンド（06牝 ＊オペラハウス）��出走

イグレシアス（11牝 タイムパラドックス）�４勝���	，金沢ヤングＣｈ，
百万石ジュニアＣ

４代母 キヨウエイシエアー（78芦 ＊フオルテイノ）出走
［子］ オースミレパード（91牡 アンバーシヤダイ）６勝，平安Ｓ‐Jpn3 ２着，

オパールＳ‐OP，アンドロメダＳ‐OP，etc.，
27 勝�

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1045 アジェンダ２０２０ �・青鹿 ３／３１
＊

＊フォーティナイナー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンドスウィープ

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

��
��
�マイケイティーズ鹿 2003 ＊ケイティーズファースト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジアジェンダ ＊ラストタイクーン

��
��
�ラストアウィン青鹿 2007 シャルムマイヤー

＊グリーンパスチヤーズ 10b
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アンナヴァン（01栗 ＊エンドスウィープ）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－２（５）〕
サトノネプチューン（10牡鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝，ホープフルＳ‐LR
（芝 2000），韓国馬事会杯（芝 1600）２着，南総Ｓ（芝 1600）３着

アナザーバージョン（11�鹿 ＊クロフネ）３勝，青竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）２着，清里特
別（Ｄ1400）２着，富嶽賞（Ｄ1400）２着，瀬波温泉特別（Ｄ1800）２着，彦星賞
（Ｄ1700）２着，鹿島特別（Ｄ1200）３着，香嵐渓特別（Ｄ1400）３着，立川特別
（Ｄ1400）３着，大島特別（Ｄ1400）３着

ランデックギブリ（12牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
サンキューゴッド（14�鹿 ＊ハービンジャー）�３勝
グリッサード（16牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
エールオンレール（17牝栗 エピファネイア）�１勝
ミユキアイラブユー（19牡鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 フサイチミニヨン（96鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
アンブロワーズ（02牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，ファイナル

Ｓ‐L，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，
アネモネＳ‐L ３着，etc.
ロシュフォール（15牡 キングカメハメハ）�４勝，新潟大賞典‐G3 ３着，アメ

ジストＳ，ｔｖｋ賞，三年坂特別２着
ビアンコカンドーレ（11牝 ＊チチカステナンゴ）１勝，基坂特別２着
ハムレット（14牡 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 ＊バレークイーン（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
フサイチコンコルド（93牡 Caerleon）３勝，日本ダービー‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1

３着，すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬
アンライバルド（06牡 ネオユニヴァース）４勝，皐月賞‐Jpn1，スプリングＳ

‐Jpn2，京都２歳Ｓ‐L ３着，etc.，種牡馬

４代母 サンプリンセス Sun Princess（80 IRE 鹿 ＊イングリツシユプリンス）GB・F
R３勝，英セントレジャー‐G1，英オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，凱
旋門賞‐G1 ２着，コロネイションＣ‐G1 ２着，etc.

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

1046 アンナヴァン２０２０ 牡・鹿 ２／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceアンナヴァン ＊サンデーサイレンス

��
��
�フサイチミニヨン栗 2001 ＊バレークイーン

1l
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 アースビーガ（13鹿 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ナンヨーヴィヨレ（18牡鹿 ルーラーシップ）入着２回，�地方未出走

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

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

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

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

スプリングＳ‐Jpn2 ２着，etc.
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.
トーホウガーベラ（15牝 ＊ハービンジャー）１勝

アルテミシア（10牝 ＊クロフネ）１勝，障害１勝
エイシンテンダー（02牝 エイシンサンディ）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，オーク

ス‐Jpn1 ４着，菜の花賞‐OP

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

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

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

Patriots Day H，Preview S，etc.，種牡馬

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

1047 アースビーガ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２６
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤアースビーガ ＊エルコンドルパサー

��
��
�エイシンベリンダ鹿 2013 ＊エイシンララミー

2n
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 アイギーナ（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ディアアレトゥーサ（07黒鹿 トーセンダンス）３勝，紫苑Ｓ‐L，福島記念
‐G3 ２着，村上特別，織姫賞２着，ミモザ賞３着
アイシーブルー（17牡 ＊キングズベスト）��１勝

３代母 ディアウィンク（98鹿 ＊タイトスポット）１勝
マイネルクラッチ（04牡 ＊スクワートルスクワート）３勝，月岡温泉特別，須磨特別

２着，月岡温泉特別２着，etc.
ドリームザドリーム（05牡 ＊エイシンプレストン）１勝
ナカヤマフェスタ（06牡 ステイゴールド）５勝，宝塚記念‐G1，セントライト記念

‐Jpn2，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，FR入着２回，優古牡，種牡馬
ディアエスペランサ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）入着５回

ゴールドポセイドン（14牡 ステイゴールド）１勝
キングポセイドン（15牡 オルフェーヴル）入着２回，��出走�１勝��２勝

サトノセレリティ（11牡 ディープスカイ）４勝，成田特別２着，障害１勝
ダンシングリッチー（17� オーシャンブルー）２勝，タイランドＣ，高雄特別３着

４代母 セイレイ（91鹿 ＊デインヒル）３勝，南武特別，佐倉特別，八海山特別３着
［子］ コマノファラオ（01牡 フジキセキ）��２勝�入着

セイワリーベル（97牡 ＊リンドシェーバー）	２勝

５代母 ＊センスオブリズム（84 IRE 鹿 Cure the Blues）IRE 入着
［子］ フォレストコンサート Forest Concert（89 牝 Thatching）IRE２勝，B

eamish Stout S‐L ３着
ディアエイジ（01牡 メジロライアン）入着３回，揖斐川特別３着，	１勝
セイレン（95牡 ヤエノムテキ）２勝，�１勝	
ブレイブバニヤン（03牡 ＊エルコンドルパサー）１勝，	２勝

［孫］ ＊アフォード（98牡 Affirmed）２勝，万代特別，売布特別３着，三条特別３着
＊リブレメンテ（02牝 Fly So Free）１勝，小樽特別２着
アサギリ（06牡 サクラバクシンオー）２勝，噴火湾特別３着

＊タイキアンコール（95牝 Night Shift）１勝，牡丹賞３着

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

1048 アイギーナ２０２０ 牡・鹿 ２／２１

＊

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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudアイギーナ トーセンダンス

��
��
�ディアアレトゥーサ黒鹿 2013 ディアウィンク

＊センスオブリズム 3h
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ロングアンドリーン（11鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回，��１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
セイエイスコープ（18牝鹿 ＊ヘニーハウンド）��１勝

２代母 ホットファッション（04鹿 スペシャルウィーク）２勝，サフラン賞
ハッスルカフェ（12� ＊バゴ）入着，�１勝
ビクトリアシップ（13牝 ＊クロフネ）�３勝
エフティリンダ（14牝 ＊フレンチデピュティ）入着，�２勝�入着５回
エムティハヤテ（16牡 ＊アイルハヴアナザー）��１勝

３代母 シンシンパッション（96鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，鹿島特別
ホワイトデイズ（06牝 ＊クロフネ）�入着

メイショウハナモリ（16牡 メイショウボーラー）	３勝，伊賀Ｓ３着，高田城
特別３着

４代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
［孫］ カチューシャ（09牝 ＊ケイムホーム）６勝，オアシスＳ‐L，etc.，��入

着２回，Ｌプレリュード‐Jpn2 ３着，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着
アルトップラン（05牡 マヤノトップガン）５勝，東海Ｓ‐G2 ３着，両国
Ｓ，美唄特別，etc.

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

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

テイクザホーク（04牡 ＊ブラックホーク）４勝，福島中央ＴＶ杯，はやぶ
さ賞，吾妻小富士賞２着，etc.

ヴィフォルテ（02牝 ＊デヒア）３勝，セレブレイション賞
トランヴェール（11牡 ＊アグネスデジタル）�14 勝�１勝，サマーＣ
ミッキーマーチ（09� フジキセキ）１勝，中ノ岳特別２着，�２勝�入着
３回��

プリモプレスト（13牝 オレハマッテルゼ）�１勝�２勝��入着，花吹雪
賞２着

販売申込者・所有者： ㈲ファーミングヤナキタ＝日高町緑町 �01456-2-6565
生 産 牧 場： ㈲ファーミングヤナキタ
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1049 ロングアンドリーン２０２０ 牡・鹿 ３／２７

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

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

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayロングアンドリーン スペシャルウィーク

��
��
�ホットファッション鹿 2011 シンシンパッション

＊ビユーチフルドリーマー 12
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ローズベビークリス（10黒鹿 ＊ファスリエフ）��５勝
初仔

２代母 ヤマノボンディール（05鹿 ダンスインザダーク）２勝
ゴーストノート（13牡 ＊クロフネ）１勝
ネコワシ（15牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，チバテレ杯，��２勝

３代母 ロジータ（86鹿 ＊ミルジヨージ）��10 勝，川崎記念，東京大賞典，東京王冠
賞，東京ダービー，羽田盃，etc.
シスターソノ（91牝 ＊ナスルエルアラブ）２勝，エルフィンＳ‐OP ２着，もちの木賞

レギュラーメンバー（97牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，�１勝��２勝�入
着�，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，etc.，
種牡馬

ブライアンズソノ（00牝 マヤノトップガン）�５勝
ブラゾンドゥリス（12� ＊ノボジャック）６勝，栗東Ｓ‐L ２着，すばるＳ
‐L ２着，etc.，��３勝�３勝	入着���，黒船賞‐Jpn3，etc.

オースミサンデー（94牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，弥生賞‐Jpn2 ２着
イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，朝日Ｃｈ

Ｃ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.
カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝�入着，帝王賞

‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，ダイオライト記念
‐Jpn2，etc.，種牡馬

エルフィン（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ビバサムシング（07牝 ＊ムーンバラッド）２勝，クローバー賞‐L ３着，すずら

ん賞‐OP ２着，礼文特別
エネスク（13牡 ＊ベーカバド）４勝，下総Ｓ，etc.，��未出走�	入着２回

��，北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着
アクイレジア（01牝 ＊フォーティナイナー）３勝，端午Ｓ‐OP，��入着２回，ジャ

パンＤダービー‐Jpn1 ２着，関東オークス‐Jpn3 ２着
オルキスリアン（13牝 キングカメハメハ）��11 勝	入着，クイーン賞‐Jpn3

３着，東京シンデレラマイル２着，兵庫サマークイーン賞２着
トイガー（16牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，瀬波温泉特別，

���出走�	出走

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1050 ローズベビークリス２０２０ 牡・芦 ４／ ６

＊

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessローズベビークリス ダンスインザダーク

��
��
�ヤマノボンディール黒鹿 2010 ロジータ

＊チツプトツプ 4m
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×S5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 ワキノバクシン（02鹿 サクラバクシンオー）�４勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（８）〕
ワキノファイブ（08牝鹿 ジャングルポケット）�２勝�
ワキノネクサス（09牝鹿 ゴールドアリュール）２勝
ワキノヒビキ（12牡鹿 オンファイア）３勝，ダリア賞‐OP（芝 1400），もみじＳ

‐OP（芝 1400）２着，彦根Ｓ（芝 1200）２着
ビップアンフィル（14牝栗 スマートファルコン）入着，�２勝
エリープラネット（15牝栗 エスポワールシチー）入着３回，���１勝�２勝�入着
ウインフォワード（16牡黒鹿 ブラックタイド）��１勝��入着６回�

２代母 メイショウフレスコ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着４回
ディナマッハ（98牝 タヤスツヨシ）３勝
マルイチバンバン（99牡 サクラバクシンオー）４勝，すばるＳ‐L ３着，高砂特別３

着，天ケ瀬特別３着
モリトヴィーナス（01牝 ＊リンドシェーバー）３勝，河口湖特別２着

ゼットマックイーン（13牡 ＊シンボリクリスエス）入着２回，ラジオ福島賞２着，
�５勝��

ヴィーヴァジョーコ（06牡 マーベラスサンデー）入着，��２勝
ティアップエース（07牡 デュランダル）入着，	１勝
シゲルアケビ（09牝 ゴールドアリュール）２勝
クリーンアイリス（10牝 サクラバクシンオー）��４勝	入着
オフザウォール（13牡 ヴァーミリアン）�８勝

３代母 タニノアベビート（74黒鹿 ＊ネヴアービート）不出走
ダンデイブーン（83牡 ＊マダング）３勝，乗鞍特別

４代母 ＊アベイブリツジ（58 GB鹿 Entente Cordiale）GB１勝
［子］ タニノモスボロー（67
 Mossborough）５勝，京都４歳特別，皐月賞４

着，すみれ賞，etc.，障害４勝
［孫］ 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： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
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

1051 ワキノバクシン２０２０ 牡・芦 ５／２４
＊

＊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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモワキノバクシン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�メイショウフレスコ鹿 2002 タニノアベビート

＊アベイブリツジ 14c
ネヴアービートM4×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 イチゴアミーラ（13黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着８回
〔産駒馬名登録数：１〕
イチゴキネンビ（19牡鹿 ＊マクフィ）�未出走

２代母 サイレントラヴ（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ハーティンハート（07牡 サクラバクシンオー）２勝，相模湖特別２着，朝日岳特別

２着，外房特別３着，�４勝�入着３回���
ホクセツダンス（08牝 ＊アグネスデジタル）５勝，神無月Ｓ，羊蹄山特別，麦秋Ｓ２

着，播磨特別２着，ファイナルＳ３着，etc.
アズマクリスエス（10牡 ＊シンボリクリスエス）�４勝
モリトシラユリ（14牝 ＊クロフネ）３勝，フェアリーＳ‐G3 ３着
シゲルミズナ（15牝 ＊ワークフォース）入着２回，��１勝��１勝�１勝
ジュンノサップ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝，���出走
ヒデノヴェローチェ（17牡 エイシンフラッシュ）���２勝�１勝

３代母 フアーストラブ（86鹿 ＊ナイスダンサー）��４勝
メモリアルガイ（92牡 サツカーボーイ）３勝，石打特別
メロウキス（93牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，甲東特別，耶馬渓特別３着

ナチュラルメイク（02牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，カンナＳ‐OP ２着，お
おぞら特別，ゆきつばき賞，etc.，�１勝
ミッキーナチュラル（09牡 ネオユニヴァース）４勝，両津湾特別，初凪賞３着

キープユアスマイル（03牝 アグネスタキオン）２勝，紫苑Ｓ‐L ２着
ニシノアプレゲール（10牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，つばき賞２着

ノボリユキオー（96牡 ＊トニービン）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，ＴＶ愛知Ｏ
Ｐ‐OP ２着，etc.，��入着２回，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着

プレシャスソング（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，佐渡特別
トーセントゥルー（04牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，火打山特別２着，シンガポー

ルターフクラブ賞３着
アズマタイショウ（06牡 キングカメハメハ）２勝，わらび賞

４代母 レデイーシラオキ（78鹿 ＊セントクレスピン）４勝，中距離特別
［孫］ スペシャルウィーク（95牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，ジャパンＣ‐G1，

日本ダービー‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，特別賞，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270

1052 イチゴアミーラ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ １

＊

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayイチゴアミーラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サイレントラヴ黒鹿 2013 フアーストラブ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3 Seattle Slew S5×M5 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 イフリータ（06鹿 ＊フレンチデピュティ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），海外－１（１），地方－３（５）〕
ヴォルカヌス（11牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着３回，��１勝
グクチェミョングプム（13牡鹿 ＊ファルブラヴ）KOR１勝
ジューンリーザ（14牝鹿 ＊ケイムホーム）�３勝
ヒザクリゲ（15牝栗 ＊ケイムホーム）４勝，やまびこＳ（Ｄ1150），ラジオ福島賞
（Ｄ1150），�入着��，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着

サンメドフォード（16牝鹿 トーセンジョーダン）��１勝
シャイネス（19牝鹿 ＊バトルプラン）���出走

２代母 サンバデリオ（98鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
パッサリン（03牝 ＊エンドスウィープ）１勝

コパノミライ（13牝 カンパニー）�２勝��１勝�入着３回��，夏至賞３着
ヘルバースト（04牡 アドマイヤコジーン）３勝，八瀬特別２着
エフテママサンデー（05牝 ＊アグネスワールド）�１勝�３勝��
グッドメロディー（07牝 ＊タップダンスシチー）�３勝�１勝

３代母 ＊ルゼット（90 BRZ鹿 Youth）USA・BRZ９勝，ガヴェアＯＳＡＦ大賞‐G1，
ゼリアゴンザガペイショトディカストロ大賞‐G1，タマンダレ侯爵大賞‐G2，オ
ズワルドアランハ大賞‐G3，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G1 ３着，etc.
ブラジリアンサンバ（02牝 ＊アグネスワールド）入着，下北半島特別３着，�２勝��

４代母 エレトリザダEletrizada（85 BRZ鹿 Rasputin）BRZ３勝
［子］ ギブソンGibson（05牡 Roi Normand）BRZ４勝，南十字星大賞‐G1，

フレデリコルンドグレン大賞‐G3，リオデジャネイロ州大賞‐G1 ２着
ニティデーザNitidezza（92牝 Roi Normand）BRZ３勝，ジョゼＰノゲ
イラ大賞‐G3，アントニオＣアモリム大賞‐G3 ３着

ピーターマン Peterman（94牡 Falcon Jet）BRZ４勝，ジョゼＰノゲイラ
大賞‐G3 ３着，P. Primavera‐Taca Ernani Glower Bastos‐L ３着

モーレルMourelle（91 牝 Roi Normand）BRZ１勝，P. Presidente Lui
z Alves de Almeida‐L ３着

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

1053 イフリータ２０２０ 牡・鹿 ５／１４

＊

＊ 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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandイフリータ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンバデリオ鹿 2006 ＊ルゼット

19c
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 インフィニート（15黒鹿 ルーラーシップ）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊キャタラクト（99 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
フェアリーバニヤン（03牝 Honour and Glory）��２勝

カゼノサファイア（10牝 スパイキュール）２勝，��１勝��入着２回
フラワーハート（11牝 サムライハート）１勝
シャンパンサーベル（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ロンドンタウン（13牡 カネヒキリ）５勝，エルムＳ‐G3，マーチＳ‐G3 ２着，etc.，

�１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，etc.，
KOR２勝，Korea Cup‐L（２回），種牡馬

ロンリーハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，��入着２回
グレートバニヤン（16牡 ダイワメジャー）�２勝

ペルルノワール（04牝 ＊ブライアンズタイム）４勝
ランニングハイ（08牝 タニノギムレット）�１勝�１勝
ローレルブレイズ（09牡 ＊ロージズインメイ）入着３回，��４勝�入着	
ミヤジエルビス（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，アクアラインＳ，ドンカスター

Ｃ，鹿島特別，フルーツラインＣ２着，舞浜特別２着，etc.
テイエムタービン（13牝 ＊ハービンジャー）	11 勝
アーミークィーン（16牝 ハーツクライ）�	４勝��入着

３代母 クイーンタッタQueen Tutta（92 USA栗 Kris S.）USA５勝，Pebbles S
‐L，トップフライトＨ‐G1 ２着，ランパートＨ‐G2 ２着，ジョーネイマスＨ
‐G3 ２着，Turnback the Alarm H‐L ２着，etc.

４代母 タッタTutta（88 USA栗 In Reality）不出走
［孫］ ランウィズジョイ RunWith Joy（04牝 Ghazi）USA４勝，Frances G

enter S‐R，Minnesota Oaks‐R，Northern Lights Debutante
S‐R ２着

［曾孫］ ジャンツェズファンシーフレンド Jantzesfancyfriend（10
 Friends Lake）
USA１勝，Minnesota Derby‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈱松浦牧場＝新冠町新栄 �0146-49-5108
生 産 牧 場： ㈱松浦牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

1054 インフィニート２０２０ 牡・黒鹿 ２／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴインフィニート
＊ Storm Cat

��
��
�キャタラクト黒鹿 2015 Queen Tutta

13c
Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 エスプリドゥルミエ（14鹿 ジャングルポケット）出走
本馬の他に産駒あり

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

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

九里特別，南相馬特別，阿賀野川特別２着，青嵐賞２着，etc.
クラウディオス（10� ネオユニヴァース）３勝，不知火特別
ハミングライフ（11牝 スペシャルウィーク）出走

テイエムマジック（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝，わらび賞

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

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

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

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

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

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

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

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

北九州記念‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1055 エスプリドゥルミエ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエスプリドゥルミエ ＊ドクターデヴィアス

��
��
�オーバーザウォール鹿 2014 アンデスレディー

＊レデイチヤツター 19
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ウェーブピアサー（07栗 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
サンエイインパクト（12牡鹿 ＊ハービンジャー）�４勝
クリムゾンメテオ（19牝芦 ジョーカプチーノ）�地方未出走

２代母 ティークリッパー（95栗 ＊トニービン）４勝，瀬波特別，ＴＵＦ杯２着，北総
Ｓ２着，パールＳ３着，太秦Ｓ３着
フレンチティー（02牝 ＊フレンチデピュティ）�２勝
アルゴ（03牡 ＊サンデーサイレンス）入着２回，�１勝�４勝
キャッスルトン（04牝 ダンスインザダーク）１勝，桑折特別３着

サマーローズ（12牝 ＊ハービンジャー）２勝，川俣特別，能勢特別２着，西海賞
２着，日田特別２着，若戸大橋特別３着，etc.

ロイヤルクリッパー（06牝 アグネスタキオン）１勝
サラコナン（18牡 シビルウォー）��３勝�３勝，兵庫ユースＣ

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
ランデックセブン（11牡 ＊ファスリエフ）�１勝
ワイルドテイスト（12牡 ＊ワイルドラッシュ）入着，�６勝��入着
サンドクリッパー（13牝 ＊ワイルドラッシュ）��２勝��入着６回
アンフィーサ（15牝 ゴールドアリュール）�３勝���

３代母 テイーブレーク（85栗 ＊ノーザンテースト）出走
アッサムヒル（92牝 ＊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，etc.
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，etc.
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.
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： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2659
生 産 牧 場： 谷藤 弘美
飼 養 者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �080-1866-7124

1056 ウェーブピアサー２０２０ �・鹿 ３／１５
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊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ウェーブピアサー ＊トニービン

��
��
�ティークリッパー栗 2007 テイーブレーク

＊リセス 19b
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 オウシュウフリート（05鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－３（９）〕
ガッサンプレイ（10牡栗 ＊アルカセット）４勝，クリスマスキャロル賞（Ｄ1400）２着，

鳴海特別（Ｄ1400）２着，�１勝，岩鷲賞（Ｄ1200）２着，栗駒賞（Ｄ1400）２着
ブルージェット（14牝鹿 ＊ベーカバド）��７勝�入着，トウケイニセイ記念
（Ｄ1600）２着

マインドグリッター（15牝黒鹿 メイショウボーラー）��１勝
タッカーメイヴィス（17牝鹿 ルーラーシップ）１勝
ゴールドランチ（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）��入着４回�入着

２代母 マツクスフリート（87芦 ＊ダンサーズイメージ）�15 勝��，東海ゴールドＣ，
全日本サラブレッドＣ，東海菊花賞，ゴールド争覇，岐阜王冠賞，etc.
ナイスホーマ（93牝 ＊モガンボ）�３勝��３勝�１勝��

メジャーロマンス（04牝 サクラチトセオー）�１勝	２勝��６勝，しらさぎ
賞３着

ティーレックス（94牝 ＊ゴライタス）１勝，矢車賞，さわらび賞２着，�２勝

マルタカマックス（95牡 ＊ナスルエルアラブ）１勝
ミラクルオペラ（97牡 ＊オペラハウス）５勝，ジャパンＣダート‐Jpn1 ３着，東海

Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.，�１勝	１勝��入着，白山大賞典‐Jpn3，マーキュ
リーＣ‐Jpn3，帝王賞‐Jpn1 ２着

ディープインサイド（98牡 ナリタブライアン）２勝，小名浜特別２着，黄菊賞２着，
障害１勝，�１勝
入着

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

‐G3，中日新聞杯‐Jpn3，小倉日経ＯＰ‐LR ２着，若葉Ｓ‐L ２着，etc.
ビッグロマンス（08牡 ＊グラスワンダー）２勝，プラタナス賞，��１勝�入着

�，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3 ２着

３代母 ヒカリホマレ（80鹿 ＊テスコボーイ）１勝
ナリタホマレ（95牡 オースミシャダイ）３勝，�１勝�１勝�１勝���入着６回

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

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

1057 オウシュウフリート２０２０ 牡・鹿 ４／１４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookオウシュウフリート ＊ダンサーズイメージ

��
��
�マツクスフリート鹿 2005 ヒカリホマレ

＊種正 5h
Mr. Prospector S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊エーシングリフォン（09 USA黒鹿 Street Cry）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（７）〕
エイシンネメシス（15牝青鹿 キングヘイロー）１勝
エイシンゴーレム（16�黒鹿 ヴィクトワールピサ）��３勝�２勝
エイシンバビロン（17牝黒鹿 ネオユニヴァース）��出走�１勝
エイシンキマイラ（18牡青鹿 ＊バゴ）��１勝
エイシンヌエ（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�地方未出走

２代母 ウインドフローWind Flow（01 USA黒鹿 Indian Charlie）USA５勝，A
noakia S‐L，Ahwatukee Express S，Bustles and Bows S
フローイングフォレスト Flowing Forest（06 牝 Forestry）不出走

グランヴァーティゴGran Vertigo（12牡 Indygo Shiner）PAN５勝，P. A.
P.P.U.C.A.P.A.‐L ２着

タイフーンチャーリーTyphoon Charlie（08 牡 Vindication）USA２勝
エアフォイルAirfoil（10� Bernardini）USA９勝
サーバランタイン Sir Ballantine（14� Stay Thirsty）�USA５勝
フローツァーノ Flowzano（17牝 Verrazano）�USA２勝

３代母 ビューティフルレジェンド Beautiful Legend（87 USA鹿 Lyphard）USA２
勝，Green Valley Training Center H３着
ビューティフルアカウントBeautiful Account（94 牝 Private Account）USA１勝

ファイヴスターアカウント Five Star Account（01� Patton）USA５勝，W
est Virgina Breeders' Classic S‐R，West Virginia Breeders' Classic S
‐R ２着，Robert G. Leavitt Memorial H‐R ３着

クアイエトリーエレガントQuietly Elegant（99 牝 Quiet American）USA１勝
ホワイテイクアチャンスWhy Take a Chance（09牝 Hook and Ladder）

USA３勝，AnneM. Clare S‐R ２着

４代母 ファストビューティ Fast Beauty（75 USA黒鹿 Fleet Nasrullah）不出走
［子］ ファストアカウント Fast Account（82 牡 Private Account）USA５勝，

El Monte H‐LR，Kennedy Road S‐R，サンタアニタダービ
ー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： エイシンステーブル 幾千世トレーニングセンター＝日高町幾千世 �080-1972-5880

1058 エーシングリフォン２０２０ �・黒鹿 ２／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

＊

ストリートクライ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Street Cry Helen Streetエーシングリフォン ウインドフロー Indian Charlie

��
��
�Wind Flow黒鹿USA 2009 Beautiful Legend

1m
Halo S4×M5 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エアガガ（08鹿 ジャングルポケット）�８勝��
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アナンクス（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）���１勝
ゴットウェーブ（18牡鹿 ＊ハービンジャー）�入着２回

２代母 エアラグーン（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
エアキリヤン（05� ＊エアエミネム）３勝
エアパグナス（06牡 ＊エアエミネム）１勝，�１勝�４勝
エアソミュール（09牡 ジャングルポケット）10勝，毎日王冠‐G2，鳴尾記念‐G3，

白富士Ｓ‐L，ディセンバーＳ‐L，巴賞‐LR，etc.

３代母 ＊アイドリームドアドリーム（87 USA鹿 Well Decorated）USA２勝
＊ゼルマジョーンズ（93牝 Clever Trick）USA１勝

フィリアノ Filliano（98牝 Jamiano）USA入着２回
ロードキプリング Lord Kipling（03� Kipling）USA・CAN12勝，Ma
nitoba Derby‐L，Gallant Fox H‐L ２着，Coyote Lakes S２
着，etc.

エアデジャヴー（95牝 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
エアシェイディ（01牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，キャピタ

ルＳ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L，etc.，種牡馬
エアメサイア（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，秋華賞‐Jpn1，ローズＳ

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ２着，etc.
エアスピネル（13牡 キングカメハメハ）�４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，
富士Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.，��入着

エアウィンザー（14� キングカメハメハ）７勝，チャレンジＣ‐G3，カシ
オペアＳ‐L，金鯱賞‐G2 ３着，etc.

エアマグダラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，かもめ島特別
エアアンセム（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，函館記念‐G3，ホープフ
ルＳ‐LR，都大路Ｓ‐L ２着，etc.

エアシャカール（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1059 エアガガ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２７
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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーエアガガ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エアラグーン鹿 2008 ＊アイドリームドアドリーム

4r
サンデーサイレンスM3×S4 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エクセレントビュー（11青鹿 ＊チチカステナンゴ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
ナンゴクエアーギル（17牡青鹿 ブラックタイド）��６勝

２代母 トップエクセレント（04黒鹿 アグネスタキオン）２勝，鹿屋特別，夕月特別２
着，白藤賞２着
ウインバニラスカイ（12牝 ＊チチカステナンゴ）１勝

３代母 ファイトガリバー（93鹿 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，アネモネＳ‐OP ３着，桃花賞
ファイトブライアン（99牡 ナリタブライアン）２勝，君子蘭賞，芦屋川特別２着，

れんげ賞２着，etc.
ペガサスファイト（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，アメジストＳ，木曽川特別，

淡路特別２着，etc.，障害１勝
ペガサスボス（12牡 ディープインパクト）３勝，犬山特別２着，白梅賞２着，仲秋

Ｓ３着，etc.

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］ 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.
ミホベスト（84牡 ＊サテインゴ）３勝，ニセコ特別，ＨＢＣ杯２着，ＨＴ
Ｂ杯２着，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

マイネルベナード（01牡 ＊チーフベアハート）３勝，大阪城Ｓ‐L ３着，若
草Ｓ‐OP，萩Ｓ‐OP ２着，etc.

［曾孫］ コスモプラチナ（03牝 ステイゴールド）６勝，マーメイドＳ‐G3，天の川
Ｓ，佐渡特別，etc.

コスモフォーチュン（02牝 ＊マイネルラヴ）５勝，北九州記念‐Jpn3，小
倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，疾風特別，etc.

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

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

1060 エクセレントビュー２０２０ �・青鹿 ２／２３
＊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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラエクセレントビュー アグネスタキオン

��
��
�トップエクセレント青鹿 2011 ファイトガリバー

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M4 Caro S4×M5

価格： 購買者：



母 エニシノイト（10芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（２）〕
シンボリティアラ（15牝芦 スクリーンヒーロー）２勝
タケマルグランプリ（17牝鹿 グランプリボス）��２勝
スイートフィル（18牝芦 グランプリボス）�１勝

２代母 ユウワンチョイス（97黒鹿 フジキセキ）出走
ドリームパラソル（03牝 キングヘイロー）１勝

レイモニ（09牝 サムライハート）�２勝��入着４回�，ユングフラウ賞２着，
リリーＣ

オールフォーミー（05牝 フサイチコンコルド）２勝，障害１勝
クリノビートイット（07牝 フサイチコンコルド）�２勝
タイセイメテオ（12牡 アドマイヤコジーン）入着３回，�１勝�２勝��，ＯＲＯター

フスプリント２着，桂樹杯２着，すずらん賞３着，早池峰スーパースプリント３着
サツマ（13牝 アドマイヤコジーン）�１勝
ミスギオンデジタル（15牝 ＊アグネスデジタル）�６勝�

３代母 トライハーベスト（93鹿 ＊スリルシヨー）不出走

４代母 チヨダマサコ（77鹿 ＊ラバージヨン）１勝
［子］ ニツポーテイオー（83牡 ＊リイフオー）８勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），優古牡，種牡馬
タレンテイドガール（84牝 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，
オークス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，etc.

スリードーター（82牝 ＊サンプリンス）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，タ
ーコイズＳ‐OP ２着，初富士賞，etc.

［孫］ ベストクルーズ（07牝 ＊クロフネ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ
‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，etc.

シンコウシングラー（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ＡＲ共和国杯
‐Jpn2 ３着，セントライト記念‐Jpn2 ３着，ニューマーケットＣ，etc.，
種牡馬

［曾孫］ 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： 増本 良孝＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2156
生 産 牧 場： 増本 良孝
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1061 エニシノイト２０２０ �・鹿 ５／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアトーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceエニシノイト フジキセキ

��
��
�ユウワンチョイス芦 2010 トライハーベスト

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊エポカローザ（04 USA栗 El Prado）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－５（11）〕
トーレデエルクレス（08牡鹿 ディープインパクト）��５勝
サンデーサプライズ（10牡鹿 フジキセキ）�１勝�
パラプリュイ（11牝栗 ゼンノロブロイ）入着，�１勝
ラインキュート（12牝栗 ハーツクライ）�３勝
シャンティローザ（14牝青鹿 ダノンシャンティ）４勝，北大路特別（芝 1800），ト

ルマリンＳ（芝 1800）２着，パールＳ（芝 1800）３着，垂水Ｓ（芝 1800）３着，初
音Ｓ（芝 1800）３着，堀川特別（芝 1800）３着

エイシンエポカル（15牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝�入着３回�

２代母 マリーンケリーMarlene Kelly（85 USA栗 Irish Castle）FR１勝
モンダMonda（93牝 Konigsstuhl）GER４勝
マーヴェリックMaverick（94� Acatenango）GER８勝
メルツェーデスMercedes（96 牝 Nebos）GER１勝

ファストレインリリ Fast Lane Lili（03 牝 ＊ファスリエフ）FR３勝，P. Belle
de Nuit‐L ３着
アンダーザレイダーUnder the Radar（11 牡 Footstepsinthesand）FR・
QAT３勝，P. Isonomy‐L

マリMali（97 牡 Lando）ITY８勝

３代母 アレグレッタ Allegretta（78 GB栗 Lombard）GB・USA２勝，リングフィ
ールドオークストライアルＳ‐G3 ２着
アーバンシーUrban Sea（89牝 Miswaki）GB・FR・GER・USA・HKG８勝，凱

旋門賞‐G1，アルクール賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，etc.
ガリレオGalileo（98 牡 Sadler's Wells）GB・IRE・USA６勝，英ダービー‐G1，

愛ダービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，etc.，種牡馬
シーザスターズ Sea The Stars（06 牡 Cape Cross）GB・FR・IRE８勝，英ダー

ビー‐G1，英２０００ギニー‐G1，凱旋門賞‐G1，etc.，欧年度代表馬，種牡馬
＊キングズベスト（97牡 Kingmambo）GB・IRE３勝，英２０００ギニー‐G1，Acomb

S‐L，クレイヴァンＳ‐G3 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 八田ファーム＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2066
生 産 牧 場： 八田ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1062 エポカローザ２０２０ 牡・栗 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊

エルプラード Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�El Prado Lady Capuletエポカローザ マリーンケリー Irish Castle

��
��
�Marlene Kelly栗USA 2004 Allegretta

9h
Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 エフティアクトレス（05黒鹿 ＊ファルブラヴ）２勝，桜草特別（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－７（18）〕
エフティロビン（12牡鹿 タニノギムレット）入着，��１勝
スギノアクトレス（13牝青鹿 タニノギムレット）�２勝��１勝�入着４回
ザッカリーア（14牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）��出走�２勝��６勝
スギノアルテミス（15牝鹿 ＊ハービンジャー）入着，��３勝
ゼルミーラ（16牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着２回
クラッチシュート（18牡鹿 トーセンジョーダン）���出走�１勝�入着５回
カクテルライト（19牝鹿 カレンブラックヒル）��１勝

２代母 プライムステージ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，
札幌３歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，ローズＳ‐Jpn2 ２着，クイーンＣ
‐Jpn3 ２着，etc.
ヴァクストゥーム（99� ＊エリシオ）２勝
アマビリータ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，	５勝
プライムアクトレス（02牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，こでまり賞３着
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，マ

イルＣｈＳ‐G1 ５着，クリスマスＣ，月岡温泉特別，etc.
ステージナーヴ（09� ＊ファルブラヴ）１勝，
９勝�

３代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
ランニングヒロイン（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走

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

ベストロケーション（05牝 ＊クロフネ）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，キーンランド
Ｃ‐G3 ３着，ラピスラズリＳ‐OP ２着，etc.
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： 幌村牧場＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2667
生 産 牧 場： 幌村牧場
飼 養 者： 幌村牧場＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2667

1063 エフティアクトレス２０２０ 牡・青鹿 ５／１０
＊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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightエフティアクトレス ＊サンデーサイレンス

��
��
�プライムステージ黒鹿 2005 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンスM3×S4 ダイナアクトレスM3×S4
Northern Dancer M4×S5×M5
価格： 購買者：



母 エムヴォワール（08鹿 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
フェスティヴワール（14牡鹿 キングヘイロー）��入着４回�１勝�２勝
グランニコラシカ（18牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝
ホッコーリアン（19牝鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊コンシステンシー（99 IRE 黒鹿 Polar Falcon）不出走
スワン（05牝 High Chaparral）３勝，鷹ケ峰特別，こでまり賞，仲秋特別３着

エイシンデネブ（15牝 ロードカナロア）４勝，オパールＳ‐L ２着，佐世保Ｓ，
由布院特別

３代母 インパーペテュアティ In Perpetuity（82 IRE 鹿 Great Nephew）GB２勝
バイディセントBy Descent（87 牝 Linkage）USA４勝

ロイヤルディセント Royal Descent（03 牝 Bishop Northcraft）USA２勝，
Pearl Necklace S‐R

バロンフェルディナンド Baron Ferdinand（90� ＊ファーディナンド）GB・FR・
GER５勝，スコテイッシュクラシック‐G3，Goodwood Festival S‐L，ラ
クープ‐G3 ２着，etc.

バウストリートBow Street（94 牝 RainbowQuest）不出走
イクセルサExcelsa（02 牝 Red Ransom）SAF２勝
ヨーロピアナ Europeana（18牝 Gimmethegreenlight）�SAF１勝，E
ast Cape Fillies Nursery‐L ３着

サティンシルヴァー Satin Silver（07 牝 ＊コマンズ）SAF２勝，Sun Classiqu
e H‐L ２着

ラヴエヴァーラスティング Love Everlasting（98 牝 Pursuit of Love）GB６勝，プ
リンセスロイヤルＳ‐G3，Chalice S‐L（２回），Harvest S‐L，etc.
アクエインテド Acquainted（07牝 Shamardal）GB１勝，Cheshire Oaks

‐L ２着
フルリオン Furrion（15� Camelot）�AUS７勝，WRCWarrnamboo
l C‐L，ＭＲＣイースターＣ‐G3 ２着，Cranbourne TC Cranbourn
e C‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1064 エムヴォワール２０２０ �・黒鹿 ４／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエムヴォワール
＊ Polar Falcon

��
��
�コンシステンシー鹿 2008 In Perpetuity

1l
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンアポロニア（12 IRE 芦 Dalakhani）�入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
エイシンパピルス（17牝芦 ディープブリランテ）��出走

２代母 ＊ケルヴィテッセ（06 GB鹿 Sadler's Wells）FR１勝
＊エイシンジーン（13牡 Sea The Stars）�２勝�
＊エイシンフレイヤ（14牝 Canford Cliffs）入着，�１勝���
エルカミーノ（18牡 ダイワメジャー）��１勝

３代母 ダニロワDanilova（90 USA栗 Lyphard）不出走
デインジャーオーヴァDanger Over（97 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・ITY・UAE

・SIN５勝，セーネオワーズ賞‐G3，P. Cor de Chasse‐L，P. Djebel
‐L，etc.

アシュリーリヴァーAshley River（99 牝 Ashkalani）FR出走
ベルジャンヌ Belle Jeanne（06牝 Diableneyev）FR１勝，P. Roland de Cha

mbure‐L ３着
ビッグハンター Big Hunter（07 牡 Green Tune）FR・GER４勝，G.P. Anjo

u Bretagne‐L ３着
シルクアンドスカーレット Silk And Scarlet（02 牝 Sadler's Wells）GB・FR・IR

E・USA２勝，愛デビュターントＳ‐G2，Silver Flash S‐L
＊エイシンアポロン（07牡 Giant's Causeway）４勝，マイルＣｈＳ‐G1，京王

杯２歳Ｓ‐Jpn2，富士Ｓ‐G3，etc.，種牡馬
マスターオヴハウンズMaster of Hounds（08 牡 Kingmambo）GB・IRE・U

SA・UAE・HKG・TUR３勝，ジェベルハッタ‐G1，トプカピトロフィ
‐G2，レイシングポストトロフィ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

ミノレットMinorette（11 牝 Smart Strike）IRE・USA２勝，ベルモントオー
クス‐G1，Wonder Again S２着，Flame of Tara S‐L ３着

ニュートラルNeutral（04 牝 Beat Hollow）不出走
プレイザゲイム Play The Game（13� Lawman）�IRE１勝，El Gran Sen

or S‐L ２着，Trigo S‐L ３着，GB・IRE障害４勝
マイダークロザリーンMy Dark Rosaleen（05牝 Sadler's Wells）IRE 入着３回

セカンドステップ Second Step（11� Dalakhani）GB・IRE・GER・CAN８
勝，ベルリン大賞‐G1，英ジョッキークラブＳ‐G2，Fred Archer S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲船越牧場＝日高町富川西 �01456-2-0931
生 産 牧 場： ㈲船越牧場
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1065 エイシンアポロニア２０２０ 牡・鹿 ３／２９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊

ダラハニ Darshaan

�
�
�
�
�

��
��

�Dalakhani Daltawaエイシンアポロニア
＊ Sadler's Wells

��
��
�ケルヴィテッセ芦IRE 2012 Danilova

1l
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 エメラルドコースト（08栗 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
ダンツブルース（13牡黒鹿 メイショウボーラー）�１勝，大観峰賞（Ｄ1750），佐

賀桜花賞（Ｄ1750）２着，古伊万里賞（Ｄ1800）２着
カゲカツ（14牡栗 ＊ロードアルティマ）���３勝�２勝��
リンノコースト（15牝栗 ＊アグネスデジタル）�３勝��
トキノプラチナ（16牝鹿 ディープブリランテ）��１勝
セイレジェンド（18牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）出走，�地方未出走

２代母 ＊シルバーコースト（95 CAN鹿 Silver Deputy）USA３勝
クリアーザコースト（01牡 Broad Brush）５勝，伊丹特別，多摩川特別３着，��１勝
サンデーサンライズ（02牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，北摂特別，ゴールデンサド

ルＴ２着，小倉日経賞３着
サンライズマジック（14牡 ＊ハービンジャー）１勝，清洲特別２着，犬山特別３

着，��入着５回
マチカネミノリ（03	 ＊サンデーサイレンス）２勝
シャインウェーヴ（04牡 スペシャルウィーク）４勝，��５勝
ダイワデューク（05牡 フジキセキ）入着３回，��２勝
１勝�４勝
ピサノエグゼ（06牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ピースオブアイ（09牝 ダイワメジャー）２勝
シルバーメール（13牝 ネオユニヴァース）１勝

３代母 ダイアモンドコーストDiamond Coast（86 CAN栗 Coastal）USA４勝
スカイアンドシー Sky and Sea（94	 Sky Classic）USA３勝，Cup and Sauce

r S‐R ２着，Coronation Futurity‐R ３着，USA障害２勝
クラシックカット Classic Cut（98 牡 Sky Classic）AUS・HKG６勝，WATC Supre

macy S‐L，WATC Perth S‐L，ＷＡＴＣカラカッタプレイト‐G2 ３着

４代母 ティファニータム Tiffany Tam（79 CAN黒鹿 Tentam）USA８勝，Whi
msical S‐L，Detroit Queens S３着，Ontario Damsel S‐R ３着
［子］ リーガルインテンション Regal Intention（85牡 Vice Regent）USA14

勝，ニアークティックＨ‐G3，ブリティッシュコロンビアダービー
‐G3，Jacques Cartier S‐LR，etc.，種牡馬

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

1066 エメラルドコースト２０２０ 牡・栗 ５／２１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイエメラルドコースト
＊ Silver Deputy

��
��
�シルバーコースト栗 2008 Diamond Coast

22a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エイシンリオ（13黒鹿 ＊ロージズインメイ）��２勝�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
エイシンルスツ（19牡黒鹿 ＊エーシントップ）�地方未出走

２代母 エーシンアマゾーン（07栗 ＊ファルブラヴ）１勝，�１勝
エイシンカーニバル（12牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，��入着２回�３勝�
エイシンセラード（15牝 カネヒキリ）４勝，上総Ｓ，�１勝�１勝���，兵庫サ

マークイーン賞，東海菊花賞３着

３代母 ＊ワイオミングガール（97 USA栗 Supremo）３勝

４代母 アバヴザソルトAbove the Salt（88 USA栗 Master Derby）USA11 勝
［子］ ＊エイシンキャメロン（96牡 With Approval）４勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，

アーリントンＣ‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
＊キャメロンガール（01牝 With Approval）２勝，もみじＳ‐OP ３着，鳥

栖特別，つわぶき賞２着，etc.
＊マシロンガール（03牝 With Approval）３勝，登別特別３着

［孫］ アルマエルナト（11	 ネオユニヴァース）５勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，
ＵＨＢ賞‐OP ３着，南総Ｓ，etc.

エーシンブランコス（09牡 ゴールドアリュール）３勝，大須特別，��１勝
キリノトップラン（10牡 メイショウサムソン）入着，
２勝，ロータスク
ラウン賞

アルマスティング（16	 ヴィクトワールピサ）�２勝，２０１９ＹＪＳＦＲ中
山２戦３着

エイシンスペーシア（11	 ゼンノロブロイ）１勝，渡島特別３着，障害１
勝，�７勝

［曾孫］ アラビアンナイト（18牝 エピファネイア）�２勝，スイートピーＳ‐L ２
着，ひいらぎ賞３着

５代母 ソルトインマイスチュー Salt In My Stew（83 USA栗 Dr. Blum）USA１勝
［孫］ フィーラインストーリー Feline Story（01 牝 Tale of the Cat）USA５

勝，フローラルパークＨ‐G3，ソロリティＳ‐G3，Legal Light S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

1067 エイシンリオ２０２０ �・黒鹿 ３／２３

＊

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

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretエイシンリオ ＊ファルブラヴ

��
��
�エーシンアマゾーン黒鹿 2013 ＊ワイオミングガール

8f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エメライン（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
イルザ（19牝栗 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ＊オークションルーム（03 USA鹿 Chester House）GB１勝
クライイングライトニング Crying Lightening（08牝 Holy Roman Emperor）GB

・FR・USA・UAE３勝，October S‐L，スイートソレラＳ‐G3 ２着，
Star S‐L ３着

ラッキーブライドル Lucky Bridle（09� Dylan Thomas）GB・FR・IRE・TUR
３勝，P. de Saint Patrick‐L ２着，P. de Tourgeville‐L ３着，GB・IR
E障害２勝

カズノムーン（12牡 アドマイヤムーン）��６勝
ビッグウォルター（15� マンハッタンカフェ）��１勝

３代母 ディディーナDidina（92 GB栗 Nashwan）GB・USA５勝，ダリアＨ‐G2，
City of York S‐L，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，ウィルシャーＨ‐G2 ２着，S
ceptre S‐L ３着
トレッキング Trekking（99牝 GoneWest）GB・USA２勝，サンタバルバラＨ

‐G2 ２着
タンティーナ Tantina（00牝 Distant View）GB４勝，Oak Tree S‐L，Scep

tre S‐L，シュプリームＳ‐G3 ３着
スカッフル Scuffle（05 牝 Daylami）GB３勝，Snowdrop Fillies S‐L ３着
ロージシャン Logician（16牡 Frankel）�GB６勝，英セントレジャー‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，アストンパークＳ‐G3 ３着

シティスケイプ Cityscape（06牡 Selkirk）GB・FR・IRE・ITY・CAN・UAE
・HKG６勝，ドバイデューティフリー‐G1，パース賞‐G3，ソロナウェ
イＳ‐G3，etc.，種牡馬

ベイテドブレス Bated Breath（07 牡 Dansili）GB・CAN・HKG６勝，テンプ
ルＳ‐G2，Leisure S‐L，ジュライＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロニアリズム Colonialism（07牡 ＊エンパイアメーカー）USA・CHI９勝，P. Il
ustre Municipalidad de Santiago‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1068 エメライン２０２０ 牡・黒鹿 ３／２２

＊

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 ＊サトルチェンジエメライン
＊ Chester House

��
��
�オークションルーム黒鹿 2014 Didina

8f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 ケージーハッピー（05青鹿 ＊ジェイドロバリー）３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２）〕
サンシャインベビー（13牝黒鹿 キングヘイロー）１勝
ヤマタケクララ（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝

２代母 ナポレオンオオミネ（98鹿 ダンスインザダーク）��４勝
ケージーオドリコ（03牝 ＊ティンバーカントリー）�３勝
ケージーシルキー（04牝 サツカーボーイ）１勝，�３勝��
ケージーカチボシ（06牡 マヤノトップガン）１勝，胎内川特別，呼子特別２着，い

わき特別２着，村上特別３着，�２勝��
ケージーマサムネ（07牡 サクラバクシンオー）�３勝	18 勝
ケージーコシヒカリ（09牝 マヤノトップガン）入着，��３勝
ケージーナデシコ（10牝 ＊クロフネ）出走

パイプライナー（17牡 サムライハート）�１勝

３代母 ＊アクチンアグリー（93 CAN栗 Bold Ruckus）USA１勝

４代母 ＊アサーティブプリンセス（84 USA鹿 Assert）不出走
［子］ シルクメイジャー（01牡 ＊ブラッシングジョン）入着，
２勝	14 勝，は

がくれ大賞典
タヤスエタニティ（98牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，立春賞２着，睦月
賞２着，霊山特別２着

［孫］ シルキーラグーン（00牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，バーデンバーデン
Ｃ‐L，オーシャンＳ‐L（２回），ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.

ブライアンズイブ（99牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，ファンタジーＳ
‐Jpn3 ３着，サフラン賞，りんどう賞３着

［曾孫］ ゼーヴィント（13牡 ディープインパクト）４勝，七夕賞‐G3，ラジオＮＩ
ＫＫＥＩ賞‐G3，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，etc.

ザイディックメア（12牡 ゼンノロブロイ）５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，
伊丹Ｓ，與杼特別２着，etc.，���１勝�

シセイオウジ（07牡 キングカメハメハ）５勝，カペラＳ‐G3 ３着，霜月
Ｓ‐L ３着，すばるＳ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1069 ケージーハッピー２０２０ �・青鹿 ４／ ３

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�ジェイドロバリー Numberケージーハッピー ダンスインザダーク

��
��
�ナポレオンオオミネ青鹿 2005 ＊アクチンアグリー

13a
Mr. Prospector M3×S4×S5 Nijinsky M4×M5

価格： 購買者：



母 キャンディウォー（12鹿 War Front）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
レコパントモチャン（18牝黒鹿 グランプリボス）���１勝

２代母 ＊モントレーストリート（06 USA栗 Candy Ride）USA４勝，Panthers S
２着
ケイティーエイコウ（14� ディープスカイ）��２勝
ウォーターアバーブ（17牝 ヴィクトワールピサ）�２勝

３代母 フォーチュンズフェイヴァー Fortune's Favour（87 USA栗 Sir Ivor）不出走
ラプンツェルランズ Rapunzel Runz（91牝 Explodent）USA６勝，Atlantic Cit

y H‐L，ダリアＨ‐G2 ３着，アシーニアＨ‐G3 ２着，etc.
＊セイウンミネルバ（98牝 Summer Squall）１勝

マイヨール（06牡 セイウンスカイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，尖閣湾特別，
蓬莱峡特別２着，etc.

マイガールベスMy Girl Bess（05 牝 More Than Ready）USA１勝
マイブリングMy Bling（16� Too Much Bling）�USA３勝，Texas
Stallion S，Groovy S‐R ２着

イーグルイクスプレス Eagle Express（19 牝 Eagle）�USA１勝，Pan
Zareta Division S‐R

４代母 ハイランドジプシー Highland Gypsy（76 USA栗 Our Native）USA９勝，
Shrewsbury H，Orange Blossom H２着，ポストデブＳ‐G3 ３着，Ch
ris Evert H‐R ３着，La Prevoyante H３着
［子］ ダンサニーDunsany（83牡 Graustark）USA３勝，ピーターパンＳ‐G1

４着，ジムダンディＳ‐G2 ４着，種牡馬
［孫］ ワガドゥグーOuagadougou（00� Prized）USA10 勝，Harrison E.Jo

hnsonMemorial H２着，Brandywine H‐L ３着，Kelso H
‐L ３着，etc.

５代母 ハイランドラッシー Highland Lassie（58 USA栗 Djeddah）USA５勝，ミ
スウッドフォードＳ２着

販売申込者・所有者： パングロス㈲＝東京都千代田区 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

1070 キャンディウォー２０２０ �・鹿 ４／２８
＊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

ウォーフロント Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�War Front Starry Dreamerキャンディウォー
＊ Candy Ride

��
��
�モントレーストリート鹿 2012 Fortune's Favour

4p
Fappiano S4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 キタサンテンニョ（09黒鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ファッジ（15牝鹿 スターリングローズ）�１勝
ガリバーストーム（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 ＊ソラーラ（99 USA鹿 Gulch）不出走
ローレルソラン（08牡 マヤノトップガン）２勝，飯盛山特別，中京スポーツ杯２着，

北斗特別２着，犬山特別２着
インフラレッドレイ（11牝 マヤノトップガン）�６勝，ひまわり賞３着，はまなす

賞３着

３代母 マウントヘレナMount Helena（89 GB鹿 Danzig）GB１勝
アナダナ Anna Dana（03牝 Chester House）USA２勝，Valdale S２着，

Cincinnati Trophy S２着
ティアーズアイクライ Tears I Cry（04 牝 Chester House）USA３勝，Irving D

istaff S，ウィジャボードディスタフＨ‐G3 ２着，Lady Canterbury S‐L
３着

ヘレナズジークレットHelena's Secret（07 牝 Five Star Day）CAN１勝
オールトゥーメニーAll too Many（12牝 ＊エスケンデレヤ）USA１勝
カヴァーチャージ Cover Charge（16牝 Take Charge Indy）USA１勝，
Take Charge Brandi S３着，La Senorita S３着，Zia Park Pr
incess S３着，etc.

スローナム Thronum（13牡 ＊スニッツェル）AUS５勝，ＭＶＲＣスタンリーウ
ートンＳ‐G2，ATC The Rosebud‐L，ＭＶＲＣウィリアムリードＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

４代母 ヘレンストリート Helen Street（82 GB鹿 Troy）GB・FR・IRE・USA３勝，
愛オークス‐G1，カルヴァドス賞‐G3，ヨークシャーオークス‐G1 ３着，フィ
リーズマイル‐G3 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ３着
［子］ ストリートクライ Street Cry（98 牡 Machiavellian）USA・UAE５勝，

ドバイワールドＣ‐G1，スティーヴンフォスターＨ‐G1，マクトゥー
ムチャレンジＲ３‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1071 キタサンテンニョ２０２０ �・黒鹿 ３／１６
＊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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローキタサンテンニョ
＊ Gulch

��
��
�ソラーラ黒鹿 2009 Mount Helena

1l
Halo S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 キモンオレンジ（11鹿 ダンスインザダーク）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ラブミーピンク（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��１勝，東京２歳優駿牝馬
（Ｄ1600）２着

オレンジエンリ（17牝鹿 シビルウォー）��入着����
ロードレイライン（18牡鹿 ストロングリターン）�入着２回

２代母 コパノプレゼント（06鹿 サクラバクシンオー）不出走
コパノハート（12牝 コパノフウジン）入着，�２勝�入着，フルールＣ

コパノキャッチング（18牡 コパノリチャード）�１勝
ラブミーリバティー（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�１勝�１勝�３勝	１勝��
コパノニューヨーク（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝��２勝	
キモンボーイ（16牡 キモンノカシワ）１勝，�	１勝���入着２回�
ラブミーパラダイス（17牝 コパノリチャード）��２勝�１勝��

３代母 ウルトラシートゥ（96鹿 Gulch）３勝
メイショウロフウ（10牡 ゴールドアリュール）４勝，はこべら賞３着

４代母 ＊シートゥシャイニングシー（91 USA青鹿 Devil's Bag）USA２勝，Rainbo
wMeadows Thoroughbreds H２着，Ribbonwood Farm H３着
［孫］ キモンレッド（08牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，室町Ｓ‐OP ３着，内房Ｓ，etc.，

�１勝�２勝�入着２回���，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1
３着，etc.

ケンブリッジナイス（10牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝�１勝�入着�，
しらさぎ賞２着，東京シンデレラマイル２着，ロジータ記念２着，etc.

ドゥフトライネン（09牡 アドマイヤボス）��５勝	２勝�，戸塚記念３
着，福永洋一記念３着

モザイク（14牡 タニノギムレット）３勝，熱田特別，小牧特別２着，清洲
特別３着，障害１勝

キモンホワイト（05牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，なでしこ賞
リワードシャンヴル（07牡 ＊クロフネ）	16 勝
１勝���入着２回�，
福山ＣｈＳ２着，九州ダービー栄城賞３着

アイビスティ（10牝 メイショウサムソン）�１勝�８勝，新春ペガサスＣ２着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1072 キモンオレンジ２０２０ �・鹿 ３／２７

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイキモンオレンジ サクラバクシンオー

��
��
�コパノプレゼント鹿 2011 ウルトラシートゥ

＊シートゥシャイニングシー 2b
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 オアシスムーン（10栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
アオシマビーチ（15牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝�１勝
ムーンダイアローグ（17牡栗 ジャングルポケット）入着２回，��１勝
ネイチャーラブリー（18牡鹿 ラブリーデイ）�出走，���１勝
オゼイユ（19牝栗 ラブリーデイ）�未出走

２代母 テンザンデザート（98鹿 Green Desert）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2
３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，菜の花賞‐OP，ラベンダー賞‐OP，ＵＨＢ杯
‐OP ２着，etc.
タイキサハラ（05牡 ＊タイキシャトル）１勝
デセール（06牝 アグネスタキオン）１勝，こぶし賞２着
ドルチェオッティモ（07牝 マンハッタンカフェ）�11 勝�１勝
ドルチェリア（13	 ＊エンパイアメーカー）�２勝，瀬戸特別２着，和布刈特別２着，

小倉城特別３着，早鞆特別３着，瀬戸特別３着

３代母 ＊スプリンターキャット（92 USA栗 Storm Cat）GB１勝
タガノラフレシア（00牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ‐OP，マリーゴールド賞‐OP，

カンナＳ‐OP ２着，etc.
スマートブレード（01牡 ＊エリシオ）４勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，川中島Ｓ，etc.，�

１勝
１勝�入着�，オッズパークＧＰ２着，etc.
ワイルドキャット（04牡 ＊マリエンバード）１勝，��５勝�１勝，岩鷲賞３着，み

ちのく大賞典３着
オッキオディガット（06牡 キングカメハメハ）３勝，大雪Ｈ
メジャーアスリート（09牡 ダイワメジャー）３勝，橘Ｓ‐OP ２着，斑鳩Ｓ，��入

着２回��入着７回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

４代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
［子］ アウチッラ Aucilla（91 牝 Relaunch）USA９勝，ギャロレットＨ‐G3，

Drumtop S‐L，ボーゲイＨ‐G3 ３着，etc.
［孫］ パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）USA６勝，パーソ

ナルエンサインＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ
‐G1 ３着，etc.

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

1073 オアシスムーン２０２０ 牡・栗 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラオアシスムーン Green Desert

��
��
�テンザンデザート栗 2010 ＊スプリンターキャット

16a
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 クリノクロフネ（09芦 ＊クロフネ）��１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（９）〕
フライングビーノ（15牡栗 ＊サウスヴィグラス）��９勝
マイネルアミスター（18牡鹿 ミッキーアイル）�１勝

２代母 クリノリボン（92黒鹿 ウインザーノツト）��８勝
クリノキンコ（02牝 サニーブライアン）��１勝
クリノステルス（05牝 ＊アジュディケーティング）��１勝

３代母 テンザンラツキー（85芦 ＊ラツキーソブリン）１勝
ミツルマサル（91牡 ミナガワビクトリー）２勝，プラタナス賞，�12 勝，オグリキ

ャップ記念３着
ニシノスズラン（93牝 ミナガワビクトリー）�４勝
ミスピアノ（94牝 サクラテルノオー）�４勝
ホワイトチーフ（98牡 グリンモリー）�２勝

４代母 マーブルスズラン（80芦 ＊ゼダーン）出走

５代母 マーシヤルライフ（69鹿 ＊オンリーフオアライフ）��出走
［子］ リネンジヨオー（74牝 ＊フィルモン）７勝，小倉記念，京都牝馬特別，エ

リザベス女王杯３着，etc.
マーブルジヨージ（83� ＊ミルジヨージ）１勝，医王寺特別２着，�６勝
�入着，くろゆり賞，中央競馬騎手招待

［孫］ チョウカイエクセル（86牡 ＊ラシアンルーブル）４勝，新潟記念‐Jpn3 ３
着（２回），東スポ杯‐OP，天の川Ｓ，etc.

チョウカイフリート（84牡 ＊パーソロン）５勝，朱鷺Ｓ‐OP，青葉賞‐OP，
新津特別，etc.

ミルキーウイナー（93牡 ニホンピロウイナー）４勝，春風Ｓ，比良山特別，
清水Ｓ２着，etc.

ミサキパワー（82牡 ＊パーソナリテイ）２勝，さわらび賞，周防灘特別３
着，�１勝

チョウカイソユーズ（92牡 ＊クリエイター）１勝，水仙賞２着
モガミロマン（83牝 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，野苺賞３着

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

1074 クリノクロフネ２０２０ �・芦 ２／１７
＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリノクロフネ ウインザーノツト

��
��
�クリノリボン芦 2009 テンザンラツキー

＊クヰツクランチ 4r
Deputy Minister M4×S5

価格： 購買者：



母 クラッシュオンユー（10栗 ＊クロフネ）��２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
グローリアスレゴン（17牝栗 スパロービート）���２勝�１勝，リリーＣ
（Ｄ1200）２着，フローラルＣ（Ｄ1600）３着

２代母 タルゴナイト（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
テーオークレバー（04牝 フサイチコンコルド）�２勝
ボクノタイヨウ（05牡 ＊アグネスデジタル）５勝，ファンタスティックＪＳＴ，鷹取

特別，総武Ｓ２着，桃山Ｓ３着
サマーブルーヘブン（07牝 ＊ロージズインメイ）�15 勝
ラガーユミリン（14牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，��６勝

３代母 ＊ウインドフレスカ（93 USA青 Kris S.）入着
トロピカルナイト（00牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ルージュバンブー（06牝 ＊マリエンバード）２勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，
桜花賞‐Jpn1 ５着，西海賞２着

スムースバリトン（02牡 スペシャルウィーク）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，いち
ょうＳ‐L ２着，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 ドーナットホールDonut Hole（73 USA黒鹿 Donut King）USA３勝，D
ixie Miss S２着，Debutante S３着
［子］ ドーナッツプライドDonut's Pride（82 牝 Nodouble）USA７勝，フォ

ールズシティＨ‐G3，Cornucopia S‐L ２着，Mint Julep S２
着，etc.

カーネルズアルファ Colonel's Alpha（79牝 Colonel Power）USA５勝，
Fantasia S‐R，Southern Belle S‐R，Sunshine Miss S
‐R ２着

［孫］ ラストヴァイス Last Vice（96 牝 Vice Regent）USA４勝，Ontario L
assie S‐R，ShadyWell S‐R，Nandi S‐R，etc.

アファインペイストリー Afine Pastry（92 牝 ＊アフリート）USA６勝，
Winning Colors H，Southern Belle H

イメジオヴプロスペクト Image of Prospect（90� Northern Prospect）
USA22 勝，Piston Breeders' Cup H，Inkster H３着

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

1075 クラッシュオンユー２０２０ �・栗 ２／２４

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークラッシュオンユー ＊サンデーサイレンス

��
��
�タルゴナイト栗 2010 ＊ウインドフレスカ

9f
Icecapade S4×M5

価格： 購買者：



母 アグネスキフジン（01鹿 ＊サンデーサイレンス）�４勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－５（18）〕
マーベラスビジン（08牝栗 ＊クロフネ）１勝
クレバーオーロラ（09牝芦 ＊クロフネ）１勝，��１勝
アルマセクレタ（11牡鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
リーガルオフィス（13�鹿 ＊シンボリクリスエス）入着８回，��５勝�３勝
フライングサラ（14牝鹿 ＊ワークフォース）�５勝�入着２回
ビーアマルフィ（15牝芦 ＊クロフネ）入着２回，��２勝�
シュゼット（17牝芦 ＊クロフネ）���２勝

２代母 ＊スウィーピングズ（89 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
スイープデイ Sweep Day（94牝 Cox's Ridge）不出走

スイープドミノ Sweep Domino（99� Mashaallah）CHI２勝，コーパジャク
ソン‐G2 ３着，USA障害４勝

アンダーザラグUnder the Rug（95牝 Lord AtWar）USA12 勝，Obeah S‐L，
Nastique S‐L，Julie Snellings Memorial S‐L，Carousel S‐L，
Open Fire S‐L，etc.

ラスマルヴィナス Las Malvinas（98 牝 Lord AtWar）USA５勝
バーボンウォーフェアBourbonWarfare（11 牝 Colonel John）USA２勝
アングルオヴアタック Angle of Attack（17 牝 Maclean's Music）�US
A４勝，Eleanor Casey Memorial S‐R

ビッグマックス（99牡 Sky Classic）１勝
スパニッシュソウル（03牝 フジキセキ）３勝，木津川特別２着，遊楽部特別２着，

洞爺湖特別３着，伏見特別３着
ヒシマイスター（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝
ロジシンボリ（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
アストリンジャー（08牡 アグネスタキオン）１勝，ムーニーバレーレーシングクラ

ブ賞３着，ネモフィラ賞３着

３代母 ブルームダンス Broom Dance（79 USA鹿 Dance Spell）USA９勝，アラ
バマＳ‐G1，ガゼルＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G3，ヴェイグランシーＨ
‐G3，ポストデブＳ‐G3，etc.

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

1076 アグネスキフジン２０２０ 牡・鹿 ３／２０
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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellアグネスキフジン
＊ Mr. Prospector

��
��
�スウィーピングズ鹿 2001 Broom Dance

4r
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 カディーシャ（09栗 ダイワメジャー）２勝，チバテレ杯（芝 1200）３着，道新スポ
ーツ杯（芝 1200）３着，立待岬特別（芝 1200）３着，�２勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ナンヨーローズ（18牡黒鹿 エピファネイア）�１勝

２代母 ＊バズビナ（96 FR鹿 Highest Honor）FR５勝
トケデケダ Toque de Queda（04牝 Dansili）FR・USA・CAN２勝，ビヴァリー

ディＳ‐G1 ３着，サンタバルバラＨ‐G2 ３着，クロエ賞‐G3 ３着，P. Cor
onation‐L ３着

ペガサスムーン（10牡 フジキセキ）�６勝
ケイティーヒナノ（15牝 ゼンノロブロイ）���３勝�

３代母 エリートゲスト Elite Guest（90 IRE 栗 Be My Guest）FR１勝，ロワイヨモ
ン賞‐G3 ３着，P. de la Seine‐L ３着
ファーストサーヴド First Served（95牝 Highest Honor）不出走

マダーニMadani（01� Royal Applause）FR12 勝，Le Vase d'Argent‐L
２着，G.P. de Marseille‐L ３着

ヘシオドス Hesiode（97� Highest Honor）FR・USA14 勝，ウジェーヌアダム賞
‐G2 ３着，オカール賞‐G2 ３着，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ３着

エロインヌHeroine（98牝 Highest Honor）不出走
エルマンス Hermance（02牝 Enrique）FR・USA１勝，ペネロープ賞‐G3 ３着
オルタンスHortanse（04 牝 Linamix）FR出走
ヘーシオネ Hesione（09牝 Aussie Rules）FR２勝，P. Scaramouche
‐L ３着

エリサ Helisa（12 牝 Elusive City）FR３勝，P. Occitanie‐L，P. M
adame Jean Couturie‐L ３着

ニュートンNewton（01牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・AUS・SAF３勝，Loughb
rown S.‐L，Marble Hill S‐L，キラヴランＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

アミゴーニ Amigoni（03 牡 ＊デインヒル）GB・IRE・USA２勝，アングルシーＳ
‐G3，レイルウェイＳ‐G2 ２着，アメリカンダービー‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 藤本ファーム＝日高町美原 �090-8908-2903
生 産 牧 場： 藤本ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1077 カディーシャ２０２０ 牡・鹿 ２／２８

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケカディーシャ
＊ Highest Honor

��
��
�バズビナ栗 2009 Elite Guest

1l
Northern Dancer S4×M5×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 カゼノサファイア（10青 スパイキュール）２勝，���１勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：１〕
カゼノスバル（18牡鹿 カゼノグッドボーイ）�出走

２代母 フェアリーバニヤン（03青鹿 Honour and Glory）��２勝
マクロバニヤン（09牡 ゴールドアリュール）�３勝��４勝
フラワーハート（11牝 サムライハート）１勝

ハートフルシーン（17牝 タイムパラドックス）�２勝
シャンパンサーベル（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
ロンドンタウン（13牡 カネヒキリ）５勝，エルムＳ‐G3，マーチＳ‐G3 ２着，etc.，

�１勝��入着�，佐賀記念‐Jpn3，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ２着，etc.，KOR
２勝，Korea Cup‐L（２回），種牡馬

ケンパラドックス（14牡 タイムパラドックス）��２勝
ロンリーハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�	入着２回
グレートバニヤン（16牡 ダイワメジャー）�２勝
カシノアンバー（17牝 ＊タートルボウル）��３勝

３代母 ＊キャタラクト（99 USA黒鹿 Storm Cat）USA出走
ペルルノワール（04牝 ＊ブライアンズタイム）４勝
ミヤジエルビス（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，アクアラインＳ，ドンカスター

Ｃ，鹿島特別，etc.
テイエムタービン（13牝 ＊ハービンジャー）
11 勝

４代母 クイーンタッタQueen Tutta（92 USA栗 Kris S.）USA５勝，Pebbles S
‐L，トップフライトＨ‐G1 ２着，ランパートＨ‐G2 ２着，ジョーネイマスＨ
‐G3 ２着，Turnback the Alarm H‐L ２着，etc.

５代母 タッタTutta（88 USA栗 In Reality）不出走
［孫］ ランウィズジョイ RunWith Joy（04牝 Ghazi）USA４勝，Frances G

enter S‐R，Minnesota Oaks‐R，Northern Lights Debutante
S‐R ２着

［曾孫］ ジャンツェズファンシーフレンド Jantzesfancyfriend（10� Friends Lake）
USA１勝，Minnesota Derby‐R ３着

販売申込者・所有者： �プログレスファーム＝新冠町高江 �0146-47-3590
生 産 牧 場： �プログレスファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

1078 カゼノサファイア２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スパイキュール ＊クラフテイワイフカゼノサファイア Honour and Glory

��
��
�フェアリーバニヤン青 2010 ＊キャタラクト

13c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



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

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

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

ルクルト（17牡 ＊キングズベスト）�２勝，十日町特別２着

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

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

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

川特別２着，etc.

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

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

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

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

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

1079 カタストロフィ２０２０ �・鹿 ２／１４

＊

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�シャイニンルビー栗 2012 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 カネスベネフィット（01栗 Miswaki）３勝，水芭蕉特別（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－３（８）〕
レギス（10牡栗 ゴールドアリュール）３勝，江戸川特別（Ｄ1200），夙川特別
（Ｄ1200）２着，鶴見特別（Ｄ1200）２着，アクアラインＳ（Ｄ1200）３着，�２勝

バリキ（12牡栗 ハーツクライ）２勝
アビス（13牝栗 ダイワメジャー）入着，�３勝
ハゼル（15牡栗 ダイワメジャー）２勝，マーガレットＳ‐LR（芝 1200）３着，��出走
ズラリ（16牡栗 ジャスタウェイ）���３勝��
ゼリア（18牝鹿 キズナ）�１勝

２代母 ＊ジャスーラー（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB３勝
アルジャーリフ Aljaarif（94� RainbowQuest）GB・FR・IRE・GER・SVK・A

UT17勝，G.P. de la Riviera Cote d'Azur‐L，Winter Derby‐L ２着，
Grosser Erdinger Weissbraeu P.‐L ２着，Sachsen Preis‐L ３着，
G.P. de Compiegne‐L ３着，etc.

ヴンダーウッドWunderwood（99� Faltaat）GB・FR９勝，Braveheart S‐L
アズチェーナ（02牝 ＊フォーティナイナー）入着３回，�１勝�

ハクユウスターダム（13牡 ダンスインザダーク）�	入着７回�３勝��５勝，
佐賀がばいダッシュ３着

ジャミール（06牡 ステイゴールド）４勝，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯
‐G2 ２着，阪神大賞典‐G2 ２着，函館記念‐G3 ２着，迎春Ｓ，etc.

３代母 フェニ－ミル Fenney Mill（77 IRE 鹿 Levmoss）GB・IRE・USA１勝，リ
ブルズデイルＳ‐G2 ３着，英ジョッキークラブＳ‐G3 ３着
レッドギターズRed Guitars（85 牝 Nijinsky）GB・NOR・SWE・DEN４勝

プレリエンスドロットニングPraeriens Drottning（95牝 Elmaamul）DEN１勝
ジャンゴDjango（03� Acatenango）GER・NOR・SWE・DEN12勝，
スカンディナヴィアオープンＣｈ．‐G3

４代母 ピジェット Pidget（69 GB芦 ＊フオルテイノ）GB・FR６勝，愛１０００ギニー，
愛セントレジャー，愛プリティポリーＳ，Phoenix 1000 Guineas Trial S，愛
オークス３着，etc.

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

1080 カネスベネフィット２０２０ �・芦 ２／１１

＊

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

ミスワキ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Miswaki Hopespringseternalカネスベネフィット
＊ Sadler's Wells

��
��
�ジャスーラー栗 2001 Fenney Mill

3d
Mr. Prospector M3×S5 Sadler's Wells M3×S4

価格： 購買者：



母 カヒリ（09鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
マヒオレ（18牡栗 エピファネイア）�１勝
プリマヴィータ（19牝栗 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 エイグレット（00栗 ＊サンデーサイレンス）３勝
ミトラ（08� ＊シンボリクリスエス）９勝，金鯱賞‐G2，福島記念‐G3，ニューイヤ

ーＳ‐L，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，オールカマー‐G2 ３着，etc.
ネオヴァロン（11牡 ジャングルポケット）１勝
モンドアルジェンテ（12牡 ＊クロフネ）５勝，赤富士Ｓ，是政特別，���１勝，ス

パーキングサマーＣ２着
フィビュラ（13牝 ＊クロフネ）２勝，月岡温泉特別２着
ダークプリンセス（14牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
グレンガリー（15� ＊ハービンジャー）�３勝，ホンコンＪクラブＴ，甲斐路Ｓ３着
バスクベレー（16� ロードカナロア）�２勝
ホウオウサミット（18牡 ロードカナロア）�１勝

３代母 ノーザンプリンセス（91栗 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，
キャピタルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，奥多摩Ｓ２着，ひいらぎ賞２着
グリーンセイヴァー（97牡 サクラユタカオー）２勝，古町特別２着
トーセンビーイング（98牡 ＊トニービン）３勝，富里特別，奥尻特別２着，湯浜特別

２着，etc.
トーセンテンショウ（99牡 ＊トニービン）５勝，秋川特別，ハクチカラメモリアル，

バレンタインＳ２着，etc.，種牡馬

４代母 ウイルプリンセス（83鹿 ＊サンプリンス）１勝，相馬特別３着
［孫］ メイショウサムソン（03牡 ＊オペラハウス）９勝，天皇賞（秋）‐G1，天皇

賞（春）‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，優３牡，特別賞，種牡馬
メイショウダイチ（99牡 ＊トニービン）２勝，荒川峡特別，恋路ケ浜特別２着
ベルタリド（04牡 ＊クロコルージュ）１勝，柳川特別２着，春日山特別２
着，米沢特別２着，etc.，��１勝

［曾孫］ アスコットシチー（09牡 ＊ケイムホーム）４勝，ＮＳＴ賞‐L ２着，桶狭間
Ｓ，清里特別，�１勝

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1081 カヒリ２０２０ 牡・鹿 ４／ ６

＊

＊ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスカヒリ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイグレット鹿 2009 ノーザンプリンセス

＊フロリースカツプ 3l
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 カリストーガ（14鹿 ダノンシャンティ）�３勝
初仔

２代母 ラブエーヤン（07鹿 サクラバクシンオー）１勝
キタサンデンセツ（15牡 ディープブリランテ）�２勝
テーオースナイパー（16牡 ブラックタイド）��２勝
ヒガシヴァルキリー（17牝 ＊ノヴェリスト）�１勝

３代母 ケイコフラワー（00鹿 ＊サンダーガルチ）出走

４代母 ＊ジェミニスター（91 USA鹿 Nijinsky）USA出走
［子］ コパノカチドキ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，�６勝����	，

道営記念，道営記念２着，瑞穂賞，etc.

５代母 ローラズスター Laura's Star（77 USA鹿 Key to the Kingdom）USA２勝
［子］ マウントラグーナMount Laguna（84
 Huguenot）USA13 勝，Grey

Panthers Claiming S，Lafayette S‐L ２着，サンヴィセンテＳ
‐G3 ３着，etc.

アーツエインジェル Art's Angel（85 牡 Czaravich）USA３勝，Turf P
aradise Derby

ハーエレガントウェイズ Her ElegantWays（89牝 ＊ハビトニー）USA
３勝，Bustles and Bows S３着

［孫］ ガーデンオヴロージズGarden of Roses（91 牝 Half a Year）USA８勝，
Powder Room H，Evergreen Farm S，High Estimate H
２着，etc.

＊ローレルアベニュー（95牝 Avenue of Flags）USA３勝，Washingto
n T.B.A. Lassie S，Federal Way H３着，Mona Lisa S３着，etc.

［曾孫］ カヴァレリア Cavalleria（11 牝 Langfuhr）USA６勝，Hoosier Breede
rs Sophomore S‐R

ミュジニーMusigny（06牝 Reset）AUS１勝，MVRC St. Albans S‐L
２着

マイカインドオヴデイMy Kind of Day（98
 Avenue of Flags）USA
11 勝，Prairie Gold Juvenile S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲北洋牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2356
生 産 牧 場： ㈲北洋牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1082 カリストーガ２０２０ �・鹿 ３／ ９
＊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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットカリストーガ サクラバクシンオー

��
��
�ラブエーヤン鹿 2014 ケイコフラワー

＊ジェミニスター 2d
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ザデイ（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９）〕
メイショウナゴミ（12牝青鹿 スズカマンボ）３勝
ディーズプラネット（13牝芦 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400），バレンタイ

ンＳ‐OP（Ｄ1400）３着，新涼特別（Ｄ1400），ＴＶ静岡賞（Ｄ1400）２着，ポプ
ラ特別（Ｄ1700）２着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着

レゲウーマン（14牝鹿 ＊サマーバード）�入着
マイハンプス（18牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝��１勝�入着，園田プリン

セスＣ３着，リリーＣ３着
シゲルヒスイ（16牡黒鹿 ＊ワークフォース）２勝
スターログ（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着
ジャズカーニバル（00牝 マヤノトップガン）３勝
ゴールドアラン（04� ＊スキャターザゴールド）１勝，�７勝
スズカハイライト（07牡 サクラバクシンオー）１勝
レイキッシュボーイ（10牡 スマートボーイ）１勝，�６勝

３代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
ラハームRahaam（87牝 ＊セクレト）GB１勝

カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，テンプルＳ
‐G2，キングズスタンドＳ‐G2，グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.
ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven（05牝 Pivotal）GB・FR
・IRE・USA４勝，愛１０００ギニー‐G1，サンチャリオットＳ‐G1，英ナ
ッソーＳ‐G1，etc.

＊ファーガーズプロスペクト（90牝 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，

別府特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念
‐G2，ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： ㈱ハクレイファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1083 ザデイ２０２０ �・青 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayザデイ
＊ The Minstrel

��
��
�ウエイアウト青鹿 2006 Fager's Glory

3d
Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エーシンハーバー（08 USA芦 Cozzene）５勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，
長岡Ｓ（芝 1400），長岡京Ｓ（芝 1400），三年坂特別（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
ジャーネジャーネ（16牝鹿 ヴィクトワールピサ）��４勝��１勝
エイシンイチラク（18牡鹿 メイショウサムソン）��入着
エイシンスコビル（19牝芦 エイシンヒカリ）�地方未出走

２代母 エコーハーバーEcho Harbor（01 USA鹿 ＊ボストンハーバー）USA１勝
ウェスタンスモークWestern Smoke（07� Smoke Glacken）USA・CAN５勝，

サプリングＳ‐G3，Charles Town Juvenile S‐L，Prairie Gold Juvenile S
ワンラッキーデインOne Lucky Dane（12牡 Lookin At Lucky）USA２勝，サン

タアニタダービー‐G1 ２着，種牡馬
ハードトゥストップHard to Stop（13� ＊ハードスパン）USA５勝

３代母 エコーエコーエコー Echo Echo Echo（93 USA黒鹿 Eastern Echo）USA
５勝，Ruthless S‐L ３着
レットゴーマイエコー Letgomyecho（02牝 Menifee）USA３勝，フォワードギャ

ルＳ‐G2
アンブライドルドアウトローUnbridled Outlaw（13� Unbridled's Song）

USA６勝，イロクオイＳ‐G3 ３着
ジェイボーイズエコー J Boys Echo（14牡 Mineshaft）�USA２勝，ゴーサム

Ｓ‐G3，ウィザーズＳ‐G3 ３着
ドラギッチDragic（16 牝 Broken Vow）USA１勝，Futurity S‐L ３着，

Kentucky Downs Juvenile３着
エコータウン Echo Town（17牡 Speightstown）�USA４勝，Ｈアレンジャ

ーケンズＳ‐G1，ウッディスティーヴンズＳ‐G1 ２着，フィーニクスＳ
‐G2 ３着，etc.

バラーガ Balaagha（06牝 Mr. Greeley）GB１勝，Valiant S‐L ２着
サウンドウェイヴ Soundwave（08牝 Friends Lake）USA３勝，Monmouth Park N.

A.T.C. Futurity‐R，Classy Mirage S２着，Miss Royal S３着
ディーンマティーニDean Martini（17� Cairo Prince）�USA２勝，オハイ

オダービー‐G3
ノーザンアイオワNorthern Iowa（09� Istan）USA５勝，Pomona Derby３着

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： 清水 誠一
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

1084 エーシンハーバー２０２０ �・芦 ３／１６
＊

＊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

＊

コジーン Caro

�
�
�
�
�

��
��

�Cozzene Ride the Trailsエーシンハーバー エコーハーバー ＊ボストンハーバー

��
��
�Echo Harbor芦USA 2008 Echo Echo Echo

16g
Damascus S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊キャントミス（12 USA鹿 Congrats）USA４勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ストームキー Storm Key（96 USA黒鹿 Storm Cat）不出走
ミスバーグドルフMiss Bergdorf（01 牝 Old Trieste）USA３勝
ナインキャッツNine Cats（02 牝 Anees）USA１勝
イクスプローシヴサンダーExplosive Thunder（03 牡 Aptitude）USA２勝
サムシングディクシー Something Dixie（04 牝 Dixie Union）USA１勝

ドッグヴァリエンテDog Valiente（14 牡 Teeth of the Dog）�URU11勝，
P. Peru‐L，P. Romantico y Sisley‐L，P. Peru‐L ２着，P. R
eapertura Hipodromo deMaronas‐L ２着，P. Lavalleja‐L ２着，etc.

デザートキーDesert Key（05牡 E Dubai）USA３勝，キングズビショップＳ‐G1
２着，アムステルダムＳ‐G2 ２着，Gallant Bob H‐L ２着，Adjudica
ting S２着，種牡馬

ラシャンリプリーヴRussian Reprieve（07� Malibu Moon）USA１勝
ポリティカルストームPolitical Storm（09牝 Political Force）USA１勝
アレクサンドラズストームAlexandra's Storm（11牝 Colonel John）USA１勝
ミッドナイトツィターMidnight Zither（15� Midnight Lute）�USA２勝

３代母 ナインキーズNine Keys（90 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA７勝，アッ
プルブラッサムＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，モンマスパークＢＣＨ‐G3，ハニー
ビーＨ‐G3，セイビンＨ‐G3 ２着，etc.

４代母 クレダルジャン Clef d'Argent（76 USA鹿 Key to the Mint）USA５勝，テ
ストＳ‐G2，La Centinela S２着
［子］ ＊シルヴアーヴオイス（83牡 The Minstrel）USA５勝，マンハッタンＨ

‐G1，Survivor S‐L，Miami H‐L ２着，etc.，種牡馬
［孫］ マーサズミュージックMartha's Music（99 牝 Sultry Song）USA・SAU

８勝，アンアランデルＳ‐G3，Martha Washington Breeders' Cup
S‐L，Nellie Morse S

ソングウォリアー SongWarrior（07� Songandaprayer）USA６勝，
Jefferson County Commision H

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1085 キャントミス２０２０ �・青鹿 ３／２３

＊

＊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

＊

コングラッツ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Congrats Praiseキャントミス ストームキー Storm Cat

��
��
�Storm Key鹿USA 2012 Nine Keys

8k
Mr. Prospector M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5 Secretariat M5×M5

価格： 購買者：



母 キアーロベルタ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）�２勝�入着
〔産駒馬名登録数：２〕
ディレットヴィータ（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）��入着２回
ローザキアーロ（19牝栗 トランセンド）�地方未出走

２代母 レースオブスターズ（03栗 アグネスタキオン）出走

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

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

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

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

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

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

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

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

経ＯＰ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，etc.
ミルフィオリ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，木津川特別，アザレア賞，須磨特

別２着，etc.
ミルドリーム（09牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，若葉Ｓ‐LR ３着，すみれＳ

‐OP ３着，飛鳥Ｓ，etc.
ミルルーテウス（04牝 アグネスタキオン）１勝

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

販売申込者・所有者： ㈲槇本牧場＝日高町賀張 �01456-5-2295
生 産 牧 場： ㈲槇本牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

1086 キアーロベルタ２０２０ �・黒鹿 ３／２５
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudキアーロベルタ アグネスタキオン

��
��
�レースオブスターズ鹿 2012 ＊ミルレーサー

22d
Mr. Prospector S4×M5 Le Fabuleux M4×M5 In Reality M5×M5

価格： 購買者：



母 キングアンドクイン（12黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
キワミイモン（17牡黒鹿 ダノンシャンティ）���１勝
ブリランテイモン（18牝黒鹿 ディープブリランテ）���出走�１勝

２代母 エレガンスクイーン（02黒鹿 スペシャルウィーク）不出走
エクスレジェーラ（09牝 ＊クロフネ）�２勝�入着２回
イスルギ（11牝 キングカメハメハ）１勝

３代母 コランディアクイン（92鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，かもめ島特別３着，火の
山特別３着
センシュアス（00牝 ダンスインザダーク）１勝

ドナフュージョン（05牝 ＊シンボリクリスエス）１勝
ドンリッチ（14牡 ディープブリランテ）１勝，早苗賞２着
ドンアルゴス（15牡 ドリームジャーニー）�３勝，比良山特別，オホーツ
クＳ２着，千里山特別２着，etc.

４代母 ルイジアナピット（85鹿 ＊ヴアリイフオージユ）６勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ４着，武庫川Ｓ，白藤賞，etc.，
優古牝
［子］ リトルハーモニー（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，甲武特別２着，

大津特別３着
ショウナンラヴァー（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，開成山特別２着

［孫］ リトルアマポーラ（05牝 アグネスタキオン）５勝，エリザベス女王杯‐G1，
愛知杯‐G3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.，優３牝

イネオレオ（06牡 ダンスインザダーク）２勝，白百合Ｓ‐OP ３着，ゆき
やなぎ賞，江坂特別３着

サザンツイスター（00牡 ダンスインザダーク）６勝，烏丸Ｓ，兵庫特別，
三田特別，etc.

フィールドミューズ（03牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，フィリピンＴ２
着，鶴橋特別３着，熱田特別３着

［曾孫］ ラブフール（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，野島崎
特別，日田特別，etc.

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

1087 キングアンドクイン２０２０ 牡・鹿 ３／２３

＊

＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスキングアンドクイン スペシャルウィーク

��
��
�エレガンスクイーン黒鹿 2012 コランディアクイン

＊コランデイア 9e
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 クイーンズシアター（11鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ゴッドリヴァプール（18牡鹿 ＊ハービンジャー）�出走

２代母 センボンザクラ（92栗 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ
リー賞，船橋Ｓ２着，春望Ｓ２着，etc.
モスフロックス（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着

ドリームガードナー（05牡 ＊トワイニング）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ２着，デ
ィセンバーＳ‐L ２着，鳴尾記念‐G3 ３着，ベゴニア賞，シドニーＴ３着

プラントハンター（10牡 ＊クロフネ）４勝，銀蹄Ｓ２着，上総Ｓ２着，��３勝
��入着３回

ダイワブレード（02� ＊サンデーサイレンス）入着４回，�２勝
ダイワパンテーラ（03牡 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�２勝�５勝
クィーンスプマンテ（04牝 ジャングルポケット）６勝，エリザベス女王杯‐G1，み

なみ北海道Ｓ‐L，八甲田山特別，鳥屋野特別，堀川特別２着，etc.
アスティ（16� オルフェーヴル）�１勝，潮来特別３着，�３勝��

ナリタカービン（06牡 ＊ホワイトマズル）３勝，錦江湾特別３着，くすのき賞３着，
�入着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ３着

クサナギノツルギ（07牝 デュランダル）入着，�２勝
デンカノホウトウ（10牡 デュランダル）�10 勝
ロージーチークス（12牝 デュランダル）	１勝

３代母 ダイナフランダース（79鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，ブラッドストーンＳ，
みなみ北海道Ｓ，ルビーＳ，伏拝特別
フリースピリツト（86牝 ＊リアルシヤダイ）出走

エリットビーナス（96牝 ＊ジェイドロバリー）入着３回
スーパーマルトク（03牝 アドマイヤボス）３勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，函館日
刊スポーツ杯

ニューイチトク（05牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，白川郷Ｓ，舞鶴特別，オーク
ランドＲＣＴ２着

ルーベンスメモリー（00牡 ジェニュイン）６勝，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，エイプリ
ルＳ‐L ３着，迎春Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

1088 クイーンズシアター２０２０ 牡・鹿 ３／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊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クイーンズシアター サクラユタカオー

��
��
�センボンザクラ鹿 2011 ダイナフランダース

＊レデイフランダーズ 4r
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴーフォーイット（12栗 ＊タイキシャトル）�１勝��入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
スマイルチャージ（18牝鹿 ＊ベーカバド）���１勝

２代母 スイートウインク（95栗 ＊サンデーサイレンス）２勝
ナア（02牝 ＊マイネルラヴ）�５勝�４勝，フローラルＣ２着
ウイングマシェリ（03牝 ＊デザートキング）�４勝�２勝��
エクラヴァンクール（04牡 ＊フォーティナイナー）�３勝，種牡馬
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，エプソムＣ‐G3 ３着，共同通信杯‐Jpn3 ３着，etc.
ジョバーグ（13牝 ＊ヨハネスブルグ）�１勝�
ハヴアナイスディ（14牝 ＊ベーカバド）�３勝�１勝�１勝��３勝�２勝，クイーンＣ

３代母 シバスキー（81鹿 マルゼンスキー）２勝，土湯特別
エンジェルロッチ（89牝 ＊スルーザドラゴン）�１勝

エオー（01牡 ＊ブロッコ）�３勝，新春ペガサスＣ２着
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.
アルゴリズム（96牡 ＊ラストタイクーン）３勝，信濃川特別３着
スマートサイクロン（03牡 ＊グラスワンダー）３勝，横手特別，門司Ｓ２着，甲

南Ｓ３着
ループスキークロス（92牝 ＊ナスルエルアラブ）不出走

ダンツジャッジ（99牡 ＊ウォーニング）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ダービー卿Ｃｈ
Ｔ‐Jpn3，ディセンバーＳ‐L，etc.

ヤングモンタナ（98牡 ＊フォーティナイナー）４勝，ＢＳＮ賞‐OP ２着，アクアラ
インＳ，河口湖特別，etc.

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
［曾孫］ メイショウラムセス（98牡 ＊ラムタラ）６勝，富士Ｓ‐G3，マイルＣｈＳ

‐Jpn1 ５着，菩提樹Ｓ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 野島牧場＝日高町緑町 �01456-2-6557
生 産 牧 場： 野島牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1089 ゴーフォーイット２０２０ 牡・栗 ５／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤ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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンゴーフォーイット ＊サンデーサイレンス

��
��
�スイートウインク栗 2012 シバスキー

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M4
Hail to Reason S5×S5×M5×M5 Nijinsky M5×M5
価格： 購買者：



母 カーヴィシャス（10黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（６）〕
アンダープロミス（16牡黒鹿 ロジユニヴァース）２勝，���１勝
ネオアンビシャス（17牝青鹿 ネオユニヴァース）���３勝�２勝
パラノイド（18牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ソニンクヴァース（19牝鹿 ロジユニヴァース）�未出走

２代母 モンローブロンド（02青 アドマイヤベガ）４勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，
佐世保Ｓ，西日本スポーツ杯，りんどう賞，ユートピアＳ３着
ビキニブロンド（09牝 キングカメハメハ）４勝，フィリピンＴ，芦屋川特別，トリ

トンＳ２着，彦根Ｓ２着，出石特別３着，etc.
サーブルオール（13牡 ＊ハービンジャー）�５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，東風Ｓ

‐L ３着，美浦Ｓ，黄梅賞，洞爺湖特別２着，etc.，障害２勝
サンラモンバレー（15牡 ロードカナロア）�３勝，三年坂特別，千両賞，清水Ｓ３着
ソニックベガ（17牝 ルーラーシップ）�２勝，あずさ賞，三木特別２着
ジャンカズマ（18牡 ＊ハービンジャー）�１勝，ジュニアＣ‐L ２着，クローバー賞

‐OP ３着

３代母 ＊ソニンク（96 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
アコースティクス（01牝 Cape Cross）不出走

ロジユニヴァース（06牡 ネオユニヴァース）５勝，日本ダービー‐Jpn1，弥生
賞‐Jpn2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優３牡，種牡馬

ライツェント（07牝 スペシャルウィーク）入着
ディアドラ（14牝 ＊ハービンジャー）７勝，秋華賞‐G1，アイルランドＴ府中牝

馬Ｓ‐G2，etc.，GB・FR・IRE・UAE・HKG・SAU・BHR１勝，英ナッ
ソーＳ‐G1，etc.

ノーザンリバー（08牡 アグネスタキオン）６勝，カペラＳ‐G3，etc.，��４勝�
�入着２回，さきたま杯‐Jpn2（２回），東京盃‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 ソニックレイディ Sonic Lady（83 USA鹿 Nureyev）GB・FR・IRE・USA
８勝，愛１０００ギニー‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，サセックスＳ‐G1，コ
ロネイションＳ‐G2，チャイルドＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ブルードメヤ＝神奈川県相模原市 �0427-58-2790
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

1090 カーヴィシャス２０２０ 牡・鹿 ３／ 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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayカーヴィシャス アドマイヤベガ

��
��
�モンローブロンド黒鹿 2010 ＊ソニンク

B3
Seattle Slew S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 グランドバリュー（11黒鹿 マンハッタンカフェ）��１勝�
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
カトレアテソーロ（16牝鹿 ＊パイロ）�２勝��
モローヌーヴェル（17牝黒鹿 フリオーソ）��入着３回�入着３回�
グランフォロミー（18牡黒鹿 ストロングリターン）��入着４回�１勝，東北優駿
（Ｄ2000）２着，金杯（Ｄ1600）２着，寒菊賞（Ｄ1600）２着，スプリングＣ
（Ｄ1600）３着

２代母 バリュアットリスク（02鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
ジャイロプレーン（09牝 ネオユニヴァース）�６勝
リジカーレ（10牡 ゴールドアリュール）�10 勝	入着５回��
アバオアクー（12
 ゴールドアリュール）�３勝，成田特別３着，伊勢佐木特別３着
コウエイスズラン（13牝 ゴールドアリュール）�１勝	１勝
ウインシェフィン（16牝 グランプリボス）	４勝
シュンビバーチェ（17牝 ＊バトルプラン）�	１勝��入着

３代母 ディスコホール（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着
ビンラシッドビン（94牡 ＊トニービン）２勝，かきつばた賞２着，すいれん賞２着，

新緑賞２着
イサオヒート（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，関越Ｓ‐L，ブリリアントＳ‐L ２

着，師走Ｓ‐OP ２着，etc.
マルカパール（99牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

トウシンボルト（07牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝，京都ハイジャン
プ‐JG2 ３着，東京ジャンプＳ‐JG3 ３着

テラノコブラ（08牡 ジャングルポケット）２勝，松戸特別３着
フジマサクラウン（11牡 メイショウサムソン）３勝，月岡温泉特別２着

４代母 ＊ダンスカントリー（79 USA鹿 Big Spruce）ARG４勝，マルコスレバージェ賞‐G2
［子］ ゼニガタショウリ（96牡 ＊ノーザンテースト）１勝，紫川特別３着
［孫］ セントマシーン（94牡 ＊シェリフズスター）�18 勝��１勝�入着，上山

ＧＰ山形記念３着

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

1091 グランドバリュー２０２０ �・黒鹿 ３／２８
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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジグランドバリュー ＊エルコンドルパサー

��
��
�バリュアットリスク黒鹿 2011 ディスコホール

＊ダンスカントリー 12c
Kingmambo S3×M4

価格： 購買者：



母 クリスタルキャノン（13芦 ＊クロフネ）１勝，障害１勝
初仔

２代母 ダイワジャンヌ（05黒鹿 タニノギムレット）５勝，阿武隈Ｓ，野島崎特別，粟
島特別，新発田城特別，野島崎特別２着，etc.
ケンネプチューン（14牡 ディープスカイ）��４勝
ララロワ（15� ルーラーシップ）�１勝，成田特別２着，�４勝
ワインレッドローズ（16牝 ルーラーシップ）�２勝
ジュラメント（18牝 キズナ）�１勝

３代母 ケーキカット（98黒鹿 ＊デヒア）１勝

４代母 ＊トリムカット（88 USA黒鹿 Roberto）USA４勝，Bayou H‐L ３着
［子］ キット Kit（95 牡 Carson City）USA２勝，Little Lion S３着，Jon

athan Dayton S３着
ギンガハーバー（02牡 ＊アラジ）入着３回，フェニックス賞‐OP ３着，キ
タノカチドキメモリアル３着，�２勝�入着，兼六園ジュニアＣ２着

＊ラッキーヒーロー（96� Rahy）３勝，会津特別，松川浦特別２着，文知
摺特別２着，etc.，障害１勝

クールフォーマ（05� ＊フォーティナイナー）２勝，�６勝�入着，新春賞
［孫］ アスカリーブル（09牝 ブラックタキシード）�４勝��６勝�１勝，関東

オークス‐Jpn2，戸塚記念，黒潮盃，etc.，ＮＡＲ優３牝
ドリームトレイン（09牡 ＊ホワイトマズル）４勝，不知火特別，和田岬特
別，きんもくせい特別２着，etc.

ヤマタケディガー（06牡 ＊チーフベアハート）３勝，利根川特別，霞ヶ浦
特別３着，テレ玉杯３着

コスモナイスガイ（10牡 ＊アグネスデジタル）３勝，成田特別，伊勢佐木
特別３着

コスモエスプレッソ（09牡 ＊アグネスデジタル）入着，	４勝���，新
春盃，東海菊花賞３着

コスモカット（13牡 マツリダゴッホ）
６勝��４勝�入着，夏至賞
［曾孫］ アクアリーブル（17牝 ＊パイロ）��１勝�１勝��２勝，関東オークス

‐Jpn2 ２着，東京プリンセス賞，桜花賞，etc.，ＮＡＲ優３牝

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1092 クリスタルキャノン２０２０ �・芦 １／２４
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellブラックタイド

＊ Alzao

��
��
�ウインドインハーヘア黒鹿 2001 Burghclere

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリスタルキャノン タニノギムレット

��
��
�ダイワジャンヌ芦 2013 ケーキカット

＊トリムカット 5i
Deputy Minister M4×M5 Roberto M5×M5

価格： 購買者：



母 クリーペル（06鹿 ＊タイキシャトル）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（27）〕
ミヤノレジェンド（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）�１勝
リボンナイト（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）障害１勝，�11 勝�入着２回
ミスターバッハ（15牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝��３勝，クラウンＣ（Ｄ1600）

２着，イノセントＣ（Ｄ1200）２着，サッポロクラシックＣ（Ｄ1200）３着
イキザマ（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝�６勝
コンモートフーガ（18牡黒鹿 フリオーソ）�	２勝��１勝
ヒエンディー（19牡鹿 アドマイヤムーン）�地方未出走

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

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

グラッドリー（03牝 アグネスタキオン）１勝

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

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

‐G1，ガルフストリームパークＨ‐G1，種牡馬
トゥラウエル Trowel（79
 Blade）USA７勝，Regaey Island H３着
プラセPurace（80牝 Forli）IRE 入着３回

チェックパサー Checkpasser（93
 Silver Buck）USA８勝，Winter Quart
ers S，Mike Lee S‐R ３着，Albany S‐R ３着，etc.

トレンディジェント Trendy Gent（81 牡 Nijinsky）GB・GER・NOR・SWE・D
EN７勝，Noble Dancer Vandrepremie‐L，Bergen Bank Aerespremie
‐L，Danish Eclipse S‐L ２着

バックビーン Buckbean（85牡 Buckfinder）USA17 勝，Cardinal H，Colu
mbus Classic H，Indiana S，etc.，種牡馬

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

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

1093 クリーペル２０２０ �・鹿 ２／２５

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンクリーペル
＊ Rubiano

��
��
�プチアノ鹿 2006 Pucheca

1s
Tom Rolfe M4×S5 Hail to Reason M5×M5 Nijinsky M5×M5

価格： 購買者：



母 クリールソレイユ（09栗 ＊フレンチデピュティ）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
アスタークライ（14牡栗 ハーツクライ）入着３回，��９勝，新春盃（Ｄ1800），

新春盃（Ｄ1800）２着
フジノカナリア（15牝栗 ゴールドアリュール）��２勝
スマイルヴィーナス（17牝黒鹿 ダノンシャンティ）��１勝
レーヌサージュ（19牝鹿 ネオユニヴァース）�地方未出走

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

販売申込者・所有者： ㈲丸村村下ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4259
生 産 牧 場： ㈲丸村村下ファーム
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

1094 クリールソレイユ２０２０ 牡・鹿 ３／１５

＊

＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandクリールソレイユ Storm Cat

��
��
�エアラグドール栗 2009 ＊ステラマドリッド

6a
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クレヨンルージュ（03黒鹿 フジキセキ）３勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（７）〕
モラルタ（12牡鹿 ＊スニッツェル）��１勝�２勝
オーブルージュ（14牝鹿 ルーラーシップ）�１勝�
ラインアストリア（15牝鹿 ＊ワークフォース）１勝
キービジュアル（16牡鹿 ＊ワークフォース）��３勝
ショウナンアレス（18牡鹿 リオンディーズ）�１勝

２代母 ＊マハーブ（95 USA黒鹿 Nureyev）GB・FR１勝
マレーシアMalaysia（01 牝 Quiet American）USA２勝，My Charmer S２着

バルマー Balmat（11 牡 Kitten's Joy）FR２勝，P. Ridgway‐L ３着
ドックスフォリーDox Folly（14� Paddy O'Prado）�USA11 勝，Hoosie

r Breeders Sophomore S‐R ３着
ダイワモナーク（04牡 サクラバクシンオー）１勝，�３勝
マハーバリプラム（05牝 フジキセキ）６勝，室町Ｓ‐OP，ＢＳＮ賞‐OP，千葉Ｓ

‐OP ３着，岩室温泉特別，円山特別，etc.
コロマンデル（12牡 キングカメハメハ）５勝，神無月Ｓ，日吉特別，鈴鹿特別

２着，大島特別２着，立川特別２着，etc.
デイトユアドリーム（06牝 ＊トワイニング）４勝，苗場特別，プラタナス賞，仲冬Ｓ

２着，ブラッドストーンＳ２着，立夏Ｓ２着，etc.
ユアマイラブ（13牡 ＊キンシャサノキセキ）４勝，�	７勝
�入着，船橋記念３着

マハーバーラタ（08牝 ディープインパクト）１勝
ヒンドゥタイムズ（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，大阪城Ｓ‐L，チャレンジＣ

‐G3 ３着，京成杯‐G3 ３着，下鴨Ｓ，フォーチュンＣ，etc.

３代母 パーソナルビジネス Personal Business（86 USA鹿 Private Account）US
A５勝，ジョンＡモリスＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1 ２着，Mom's Command S
‐LR ２着，アフェクショニトリーＨ‐G3 ３着
インコンフェレンス In Conference（92牝 Dayjur）USA４勝，ヒューマナディス

タフＨ‐G3，オナラブルミスＳ‐G3 ３着
クランデスティンリーClandestinely（93 牝 ＊フォーティナイナー）USA１勝

エニーリミット Any Limit（03 牝 Limit Out）USA９勝，オノラブルミスＨ
‐G2，ファーストフライトＨ‐G2，ハリケインバーティＳ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1095 クレヨンルージュ２０２０ �・鹿 ３／２８
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサークレヨンルージュ
＊ Nureyev

��
��
�マハーブ黒鹿 2003 Personal Business

2s
Nureyev M3×S5 Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 グローブ（10栗 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：４〕
ワキノフオルテ（17牡鹿 ルーラーシップ）��出走
ワキノフラッシュ（18牡鹿 エイシンフラッシュ）�入着
オステリア（19牡栗 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 ＊ホワイトトルネード（96 IRE 鹿 ＊ウォーニング）FR１勝
ヴォークリンデ（01牝 Singspiel）１勝

グラーネ（09牡 ネオユニヴァース）２勝，鶴橋特別３着，��７勝
コパノマリーン（13牝 ヴィクトワールピサ）４勝，不知火特別，織姫賞

グランプリペガサス（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，�１勝��入着
テイエムザエックス（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，四国新聞杯，大須特別，マ

ラヤンＲＡＴ，名古屋城Ｓ２着，上賀茂Ｓ２着，etc.

３代母 ホワイトヘイヴンWhitehaven（87 GB鹿 Top Ville）GB・FR３勝，ポモー
ヌ賞‐G2，P. de la Porte de Passy‐L，マルレ賞‐G2 ２着，パークヒルＳ‐G2
３着，クレオパトル賞‐G3 ２着，etc.
コープランド Copeland（95� ＊ジェネラス）GB・FR・GER・SWI５勝，G.P. d

e Lyon‐L，G.P. de Clairefontaine‐L，G.P. du Sud‐Ouest‐L ２着，etc.，
GB・IRE障害６勝

エナーデイルEnnerdale（03 牝 Singspiel）FR・IRE出走
エクレアビッグバン Eclair Big Bang（10� Savabeel）�AUS・HKG９勝，

コールフィールドギニーズプレリュード‐G3，ＶＲＣデインヒルＳ‐G2
３着，MRCCaulfield Village S‐L ３着

サマラダンサー Samara Dancer（13 牝 Hinchinbrook）AUS２勝，ＭＲＣブ
ルーダイアモンドプレリュードＦ‐G2，ＶＲＣデインヒルＳ‐G2 ３着

ブラックセイル Black Sail（14� Savabeel）�AUS６勝，ＭＲＣサンダウン
ギニーズ‐G2 ３着，VRCDesirable S‐L ２着，Kilmore TC Kilmor
e C‐L ３着

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

販売申込者・所有者： ㈲広田牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3330
生 産 牧 場： ㈲広田牧場
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

1096 グローブ２０２０ 牡・鹿 ５／ ２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケグローブ
＊

＊ウォーニング

��
��
�ホワイトトルネード栗 2010 Whitehaven

4m
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クロネコ（01鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（28）〕
メルシーボクチャン（06牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝
シベリアンタイガー（11�鹿 タニノギムレット）�３勝，奥尻特別（芝 1800），三

年坂特別（芝 1600）２着，障害２勝
シルバーゲイル（13牡芦 アドマイヤコジーン）�３勝�10 勝�２勝
ウチュウセンカン（16�鹿 タニノギムレット）��５勝
バーミーズ（17牝鹿 ＊シニスターミニスター）入着４回，��５勝��入着

２代母 ＊フサイチグレース（94 CAN栗 Storm Cat）USA１勝
セイビンググレース（00牡 Rahy）１勝，	３勝
４勝��入着３回
ベストエリシオ（02牡 ＊エリシオ）��２勝
ジャパンボーイ（03牡 ＊メイショウドトウ）�２勝
ビッグブロンド（09牝 ゴールドアリュール）�１勝��１勝

３代母 ウィンドスプレイWind Spray（78 GB鹿 Mill Reef）GB・IRE入着
メグヤースMegyaas（87 牡 Shadeed）GB・USA１勝，Cock of the North S‐L

２着
ホットラヴェンダーHot Lavender（89 牝 Shadeed）GB入着４回

デュバイアンギフトDubaian Gift（99� Bahamian Bounty）GB７勝，Sc
arbrough S‐L

４代母 ラッカー Lacquer（64 GB鹿 Shantung）GB・IRE５勝，愛１０００ギニー，C
ambridgeshire H，英１０００ギニー３着，Wills Silver Goblets H２着，Char
les Engelhard S３着，etc.
［子］ ＊ブライトフイニツシユ（73牡 Nijinsky）GB６勝，ヨークシャーＣ‐G2，

英ジョッキークラブＣ‐G3，種牡馬
シャイニングフィニッシュ Shining Finish（77 牡 Nijinsky）GB５勝，セ
ントサイモンＳ‐G3，ジョンポーターＳ‐G2 ３着，ヨークシャーＣ
‐G2 ３着，種牡馬

シェラック Shellac（86 牡 What a Guest）GB・GER・USA４勝，D
oonside C‐L，ナイアガラＨ‐G3 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 増本 良孝＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2156
生 産 牧 場： 増本 良孝
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

1097 クロネコ２０２０ �・鹿 ５／２２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイクロネコ
＊ Storm Cat

��
��
�フサイチグレース鹿 2001 Wind Spray

3c
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 グロリアスバラッド（98鹿 Kingmambo）入着
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－７（34）〕
エアドミンゴ（03牡鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，足立山特別（芝 1800）２着
グローバルソング（04牝栗 ＊ブライアンズタイム）不出走

ダンディーレイ（10牡 ＊アグネスデジタル）３勝，初茜賞３着，チバテレ杯３着
アスカクイン（11牝 スペシャルウィーク）３勝，木古内特別２着
バスタータイプ（12牡 ＊ホワイトマズル）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，総武Ｓ

‐OP，アレキサンドライトＳ，香取特別
エアベルヴュー（05牡栗 アグネスタキオン）�12 勝��４勝
ディアヴァンドーム（08牡栗 アグネスタキオン）２勝
スタンドバイミー（09牡鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，くすのき賞（Ｄ1700）２着，

樅の木賞（Ｄ1700）２着，障害１勝
キクヒメ（10牝鹿 タニノギムレット）�２勝
ナンヨールーク（11牡栗 ＊ワイルドラッシュ）�５勝
ジェリーロラム（14牝鹿 ブラックタイド）�４勝�１勝��入着２回
ネイチャーポケット（15牡栗 ジャングルポケット）�１勝
ヨコハマダンディー（16牡栗 ＊カジノドライヴ）��２勝
レイゲツニヤワラグ（17牝鹿 ワールドエース）�	３勝
タカイチリョウスケ（18牡鹿 フェノーメノ）���出走

２代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝
グロリアスワルツ（05牝 ＊ヘクタープロテクター）
３勝�２勝
スプリングスター（06牝 ロイヤルタッチ）�１勝

３代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）USA２勝
グローリアスソングGlorious Song（76牝 Halo）USA17 勝，スピンスターＳ‐G1，

サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，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.
シングスピール Singspiel（92 牡 In TheWings）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB

・FR・USA・CAN・UAE９勝，ヨークインターナショナルＳ‐G1，コロ
ネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬

デヴィルズバッグDevil's Bag（81牡 Halo）USA８勝，米シャンペインＳ‐G1，ロ
ーレルフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

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

1098 グロリアスバラッド２０２０ 牡・鹿 ２／２４
＊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

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueグロリアスバラッド
＊ Northern Dancer

��
��
�マプティットジョリィ鹿 1998 Ballade

12c
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer M3×S5×M5 Nureyev S4×M4
Native Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 グローリアスイリス（14黒鹿 メイショウサムソン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
インカラム（19牡青鹿 フェノーメノ）�地方未出走

２代母 ミリオンセラー（09青鹿 フジキセキ）��２勝
ダブルミリオン（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）��５勝
ワイズファースト（16牡 ベルシャザール）�１勝��

３代母 ハッピーリクエスト（97栗 ＊トニービン）６勝，ターコイズＳ‐OP，北野特別，
野分特別，対馬特別，下鴨Ｓ２着，etc.
ミリオンディスク（04牡 ＊アフリート）６勝，カペラＳ‐G3，栗東Ｓ‐L，etc.，�２

勝�１勝�����入着７回，北海道スプリントＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬
ハッピープレゼント（05牝 アグネスタキオン）２勝，豊中特別，八幡特別２着，西

部日刊スポーツ杯２着，etc.
ミルグラシアス（14牡 ＊クロフネ）���７勝�１勝�，ブリーダーズゴールド

ジュニアＣ３着
リクエストソング（06牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，カシ

オペアＳ‐L ２着，小倉記念‐G3 ３着，etc.
マカリオス（07牡 ネオユニヴァース）２勝，日豊特別３着，川内特別３着
アムールポエジー（10牝 ネオユニヴァース）２勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2

４代母 ＊エイプリルソネット（81 USA黒鹿 Dike）USA11 勝，MyDear Girl S‐R，
Lisa S，Bristol H‐L ２着，Florida Oaks‐L ２着，Susan's Girl S
２着，etc.
［子］ クイーンソネット（92牝 ＊ノーザンテースト）５勝，新潟記念‐Jpn3 ２着，

六甲Ｓ‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，etc.
［孫］ モノポール（99牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，巴賞‐L，富士Ｓ‐G3 ２着，

巴賞‐L ２着，etc.
［曾孫］ ワイドファラオ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2，

ユニコーンＳ‐G3，��１勝�，かしわ記念‐Jpn1，etc.
テンクウ（15牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝，ジュニアＣ‐LR，新潟２歳Ｓ
‐G3 ３着

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

1099 グローリアスイリス２０２０ �・黒鹿 ２／２７
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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアングローリアスイリス フジキセキ

��
��
�ミリオンセラー黒鹿 2014 ハッピーリクエスト

＊エイプリルソネット 12
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エイシンラトゥナ（10 USA黒鹿 Exchange Rate）２勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ナンヨーオートヌ（15牡青鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝��入着５回
エイシンイルハーン（18牡鹿 エイシンヒカリ）�入着５回

２代母 クイーンズプレイQueen's Play（04 USA鹿 Kingmambo）不出走
イズノット Is Not（08� Yes It's True）USA４勝
アテンダント Attendant（09� More Than Ready）USA・CAN２勝，Toront

o C‐L ３着
ラフパッセジRough Passage（11� Stormy Atlantic）�USA13 勝
ジャウスト Joust（14 牝 War Front）USA１勝

３代母 コロニアルプレイ Colonial Play（94 USA黒鹿 Pleasant Colony）USA４
勝，オーキッドＨ‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2 ３着，ボイリングスプリング
ズＨ‐G3 ３着
マーシュサイドMarsh Side（03牡 GoneWest）USA・CAN・UAE７勝，ノーザ

ンダンサーターフＳ‐G1，カナディアンインターナショナルＳ‐G1，スカイク
ラシックＳ‐G2，etc.，種牡馬

４代母 ミーティアステイジMeteor Stage（82 USA黒鹿 Stage Door Johnny）US
A入着２回
［子］ プレザントステイジ Pleasant Stage（89牝 Pleasant Colony）USA２勝，

ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，オークリーフＳ‐G2，エイコ
ーンＳ‐G1 ２着，etc.

ステイジコロニー Stage Colony（87牡 Pleasant Colony）USA10 勝，
フォートマーシーＨ‐G3，ラトガーズＨ‐G3，Royal Palm H‐L，etc.，
種牡馬

［孫］ チェインジインザウェザー Changeintheweather（99 牡 GoneWest）U
SA５勝，グレイＳ‐G1，Gate Dancer S，ボルティモアＨ‐G3
２着，etc.，種牡馬

リフォームアクト Reform Act（03 牝 Lemon Drop Kid）GB・IRE・U
SA３勝，Give Thanks S‐L，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，V
intage Crop S‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
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

1100 エイシンラトゥナ２０２０ �・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

＊

イクスチェインジレイト Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Exchange Rate Sterling Poundエイシンラトゥナ クイーンズプレイ Kingmambo

��
��
�Queen's Play黒鹿USA 2010 Colonial Play

23b
Northern Dancer M4×S5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ゲストアスリート（05黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝，蔵王特別（芝 2600）３着
〔産駒馬名登録数：４〕
エムアイグランツ（16牡黒鹿 ＊ベーカバド）障害１勝

２代母 ＊カーラヤ（96 IRE 鹿 Darshaan）GB出走
ダノンビート（04牡 Beat Hollow）�１勝��
クリスタルステージ（08牝 アドマイヤコジーン）�１勝
ステツクテンテン（12牡 ローエングリン）�１勝��

３代母 カラタKalata（84 IRE 鹿 Assert）FR出走
キサンガ Kithanga（90牝 Darshaan）GB・FR・IRE３勝，セントサイモンＳ‐G3，

Galtres S‐L，愛セントレジャー‐G1 ３着，etc.
ミランMilan（98牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA３勝，英セントレ

ジャー‐G1，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，ＢＣターフ‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

ゴーフォーゴールドGo For Gold（01� Machiavellian）GB・IRE・UAE１
勝，グレイトヴォルティジュールＳ‐G2 ３着，ゴードンＳ‐G3 ２着，
Michael Seely Memorial Glasgow S‐L ３着

キバラKibara（03牝 Sadler's Wells）GB１勝
デュバラDubara（14牝 Dubawi）GB・USA３勝，Marie G. Krantz Memori
al S，Blushing K. D. S３着，Ellis Park Turf S３着

カハラ Kahara（04牝 Sadler's Wells）GB３勝，Gillies Fillies' S‐L ３着
カルピノ Karpino（12牡 Cape Cross）GER３勝，独２０００ギニー‐G2，ド
クトルブッシュ記念‐G3，種牡馬

クーラ Koora（12牝 Pivotal）GB・IRE２勝，セントサイモンＳ‐G3，ミドル
トンＳ‐G2 ２着，Galtres S‐L ２着

カンティコイKantikoy（91牝 Alzao）不出走
デリケイトチャームDelicate Charm（07牝 High Chaparral）不出走
ヌメリアンNumerian（16� Holy Roman Emperor）�GB・IRE３勝，
Devoy S‐L，ムアズブリッジＳ‐G2 ３着，ロイヤルホイップＳ
‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲細川牧場＝日高町賀張 �090-5987-6093
生 産 牧 場： ㈲細川牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

1101 ゲストアスリート２０２０ 牡・黒鹿 ４／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayゲストアスリート
＊ Darshaan

��
��
�カーラヤ黒鹿 2005 Kalata

5e
Be My Guest S4×M5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 ケージーヒトメボレ（09栗 ジャングルポケット）入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（15）〕
ロマンスマジック（14牝栗 ＊プリサイスエンド）�２勝
ソロムコ（15牡鹿 ＊パイロ）��１勝��５勝
マイネルモーディグ（16牡栗 ローズキングダム）入着２回，��１勝�６勝
マイネルポインター（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）１勝，��１勝��
ビバリークイーン（18牝黒鹿 ローズキングダム）��１勝

２代母 ＊ケージービューティ（93 USA鹿 Private Account）不出走
ケージープリンセス（97牝 ＊ティンバーカントリー）出走

ケージーフジキセキ（01牡 フジキセキ）４勝，若葉Ｓ‐L ３着，若草Ｓ‐OP ２
着，若駒Ｓ‐OP ２着，春日特別，つばき賞，etc.

ケージーダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，加古川特別，ながつきＳ２
着，納屋橋Ｓ２着，八坂特別３着，沈丁花賞３着，�２勝

ケージーエリシオ（01牡 ＊エリシオ）１勝，�３勝
テイエムグンカン（12牡 カネヒキリ）４勝，伊勢特別，愛宕特別，初夢Ｓ２着

３代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着
スカイビューティ Sky Beauty（90 牝 Blushing Groom）USA15 勝，エイコーンＳ

‐G1，マザーグースＳ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1，メイトロンＳ‐G1，アラバ
マＳ‐G1，シュヴィーＨ‐G1，ヘムステッドＨ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，ゴー
フォーワンドＳ‐G1，レアパフュームＳ‐G2，アディロンダックＳ‐G2，etc.

アワカントリープレイスOur Country Place（92牝 Pleasant Colony）不出走
マトラチャパスMatlacha Pass（97 牝 Seeking the Gold）USA２勝
ポイントオヴエントリー Point of Entry（08 牡 Dynaformer）USA９勝，
マンノウォーＳ‐G1，ガルフストリームパークターフＨ‐G1，マンハッ
タンＨ‐G1，etc.，種牡馬

プレザントホーム Pleasant Home（01牝 Seeking the Gold）USA５勝，ＢＣデ
ィスタフ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

サイレンスビューティ Silence Beauty（97 牝 ＊サンデーサイレンス）IRE入着
テイルオヴエカティ Tale of Ekati（05 牡 Tale of the Cat）USA５勝，ウッド

メモリアルＳ‐G1，シガーマイル‐G1，ジェロームＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 松本牧場＝新ひだか町三石川上 �090-9083-7194
生 産 牧 場： 松本牧場
飼 養 者： mill farm Ocean View Park＝浦河町東栄 �0146-25-7000

1102 ケージーヒトメボレ２０２０ 牡・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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーケージーヒトメボレ
＊ Private Account

��
��
�ケージービューティ栗 2009 ＊メイプルジンスキー

1g
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 キャットストリート（03黒鹿 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－４（18）〕
アカシサフィア（08牝青鹿 ＊ブライアンズタイム）�１勝
ククリヒメ（10牝鹿 ＊アフリート）��５勝
アムールリアン（14牝鹿 ＊ファスリエフ）��８勝，しらさぎ賞（Ｄ1400）２着
ミータカラノテガミ（15牝青鹿 キングヘイロー）��１勝��３勝
カイジンウェーヴ（18牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）���入着３回

２代母 ＊ファームキャット（92 USA青鹿 Storm Cat）USA出走
ダークウィザード（98� ＊サンデーサイレンス）４勝，有松特別，稲荷特別，北野特

別２着，鷹ケ峰特別３着，初夢賞３着（２回），etc.
パドゥシャ（99牡 フジキセキ）１勝
ベルリオーズ（00牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，藤森特別，唐津特別２着，久留米特

別２着
アドマイヤマダム（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ネロディアマンテ（10牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，春菜賞３着，サフラン賞３着
アスターサムソン（13� メイショウサムソン）１勝，障害３勝，京都ハイジャ

ンプ‐JG2
ヴィーヴァサルーテ（06牡 スペシャルウィーク）１勝，箕面特別３着

３代母 イクアニミティ Equanimity（75 USA鹿 Sir Ivor）USA６勝，ファンタジー
Ｓ‐G1，サンタスサーナＳ‐G2 ２着，Senorita S２着，Santa Ysabel S２
着，ハニムーンＨ‐G3 ３着
フォクシープリンス Foxy Prince（83 牡 Nijinsky）GB・ITY13 勝，P. Monte Ros

a‐L ２着
ファブリナ Fabrina（84牝 Storm Bird）GB・USA５勝，Truly Bound S
カームプリンセスCalm Princess（85 牝 Sensitive Prince）USA入着 10回

ブラッシーBrassy（95 牝 Dixie Brass）不出走
ブラスハット Brass Hat（01� Prized）USA・UAE10 勝，ドンＨ‐G1，
ニューオーリンズＨ‐G2，インディアナダービー‐G2，etc.

＊カームダンサー（86牝 Northern Dancer）USA５勝，My Charmer H３着
マイティメドーMighty Meadow（93� Meadowlake）USA６勝，Heartla

nd Derby２着

販売申込者・所有者： ㈲北星村田牧場＝新冠町北星町 �0146-47-2161
生 産 牧 場： ㈲北星村田牧場
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

1103 キャットストリート２０２０ �・鹿 ３／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューキャットストリート
＊ Storm Cat

��
��
�ファームキャット黒鹿 2003 Equanimity

8c
Storm Cat M3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 コパノジャーノー（01鹿 ＊エリシオ）�入着７回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（15）〕
タイヨウガデテキタ（05牝栗 ＊サウスヴィグラス）��７勝
コパノサチオー（08牡鹿 サクラプレジデント）�１勝
コパノハリスン（12牡栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
オコルミラクル（13牡鹿 ＊ファスリエフ）�１勝��
スターインパルス（14牝栗 ＊サウスヴィグラス）��４勝�１勝�１勝�入着，桜

花賞（Ｄ1600），ローレル賞（Ｄ1600）３着，秋桜賞（Ｄ1400），プリンセスＣ
（Ｄ1400），読売レディス杯（Ｄ1500）２着

ヴァンデッタ（18牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�地方未出走

２代母 ステファーナ（93栗 ＊リアルシヤダイ）入着２回
プライドキム（02牡 ＊アフリート）２勝，マーチＳ‐Jpn3 ２着，�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，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着，etc.

プレゼンスウーマン（03牝 サクラローレル）２勝
イツモシアワセ（13牝 ドリームジャーニー）�	６勝
６勝���，ロータス

クラウン賞２着
コパノマルコリーニ（04牝 マヤノトップガン）�出走

サイモンラムセス（10牡 ブラックタイド）５勝，小倉大賞典‐G3 ３着，グリー
ンＳ，シンザンＣ，オーストラリアＴ２着，鴨川特別２着，etc.，種牡馬

クリノコマチ（11牝 サンライズペガサス）３勝，国立特別，雪うさぎ賞２着，
春菜賞２着，黒松賞２着

オパールムーン（18牝 ヴィクトワールピサ）�１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
サンライズトゥルー（09牡 ディープインパクト）２勝，長良川特別，鴨川特別２着，

三方ヶ原特別２着，雨飾山特別２着，かきつばた賞２着

３代母 ダイナコマネチ（83栗 ＊ノーザンテースト）出走
システィーナ（89牝 サクラユタカオー）８勝，京都牝馬特別‐Jpn3，関屋記念

‐Jpn3 ２着，七夕賞‐Jpn3 ３着，etc.
パラダイスフラワー（04牝 ＊ティンバーカントリー）�７勝�１勝��，エーデルワ

イス賞‐Jpn3，日高賞，南部駒賞，etc.

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ゴールドアップホースカンパニー（泊津分場）＝新冠町西泊津 �0146-47-4555

1104 コパノジャーノー２０２０ �・栗 ３／ ８

＊

＊
＊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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceコパノジャーノー ＊リアルシヤダイ

��
��
�ステファーナ鹿 2001 ダイナコマネチ

＊ニアーリーズン 22b
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 コスモライセンス（10栗 アグネスタキオン）入着，�１勝��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ルタンブル（16牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�２勝，忘れな草賞‐L（芝 2000）２着，

南武特別（芝 2400）３着，本栖湖特別（芝 2400）３着，兵庫特別（芝 2400）３着，
生田特別（芝 2400）３着

２代母 ＊キャリアコレクション（95 USA鹿 General Meeting）USA５勝，ランダル
ースＳ‐G2，ソレントＳ‐G2，Love Avie H，California Cup Juvenile Fillie
s S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，etc.

＊ピラミマ（05牝 Unbridled's Song）出走
バンドワゴン（11牡 ＊ホワイトマズル）４勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，但馬Ｓ，

長久手特別，エリカ賞，種牡馬
エマノン（13牝 ハーツクライ）４勝，糺の森特別（２回），阿武隈Ｓ２着，太宰

府特別２着，堀川特別３着
スワーヴリチャード（14牡 ハーツクライ）６勝，大阪杯‐G1，ジャパンＣ‐G1，

金鯱賞‐G2，ＡＲ共和国杯‐G2，共同通信杯‐G3，etc.，UAE入着，種牡馬
ルナステラ（15牝 ディープインパクト）３勝，石打特別，玄海特別３着，三面

川特別３着
トップライセンス（13牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝

３代母 リヴァーオヴスターズRiver of Stars（83 USA黒鹿 Riverman）USA１勝
マラーキズMaraakiz（88� Roberto）GB・AUS・TUR・SPA６勝，ＡＴＣクイ

ーンエリザベスＳ‐G1 ３着，ＶＲＣホザムＨ‐G2 ２着，ＭＲＣクーンジーＨ
‐G3 ２着，etc.

スパークリングスター Sparkling Star（90 牝 Lyphard）USA出走
マイナーディテイルズMinor Details（97 牝 General Meeting）USA４勝，B

lue Norther S‐L，ラモナＨ‐G1 ３着，ハニムーンＨ‐G2 ３着，etc.
エックレーシアステスEcclesiastes（00 牝 Saint Ballado）USA出走

＊センチュリーパーク（06牝 General Meeting）USA３勝，サンタイサベルＳ
‐G3，California Cup Distance H‐R，ハロルドＣラムザーシニアＨ
‐G3 ２着，etc.

レイシングアプティチュード Racing Aptitude（08� Aptitude）USA４勝，
Arthur I. Appleton Juvenile Turf S‐R，Tampa Turf Classic S‐R ２着

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2700
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

1105 コスモライセンス２０２０ 牡・栗 ３／１２

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラコスモライセンス
＊ General Meeting

��
��
�キャリアコレクション栗 2010 River of Stars

1a
Seattle SlewM4×S5

価格： 購買者：



母 コルカロリ（11栗 ステイゴールド）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
アドマイヤサン（15�鹿 ＊タートルボウル）��３勝
ナンセンホクバ（17牡芦 ＊クロフネ）�１勝
トゥザマルテ（18牝栗 トゥザワールド）��出走
ストロングブック（19牡栗 トゥザワールド）��入着

２代母 ダイヤモンドピアス（95鹿 サクラユタカオー）３勝，立待岬特別２着，江差特
別３着
タマモグリッター（01牡 メジロライアン）２勝，八重桜賞２着，保津峡特別３着
チャームダイヤ（02牝 ＊ヘネシー）３勝，紫川特別，札幌スポニチ賞２着，桂川Ｓ３着

タマモブリリアン（13牝 ダンスインザダーク）６勝，バーデンバーデンＣ‐OP，
ＵＨＢ賞‐OP ３着，セプテンバーＳ，ＨＴＢ杯，大日岳特別，etc.

チャームペンダント（06牝 ＊ボストンハーバー）２勝，有田特別
タマモサザンクロス（14牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，ラジオ福島賞２着，郡山

特別３着，��３勝
アースソニック（09牡 ＊クロフネ）６勝，京阪杯‐G3，函館スプリントＳ‐G3 ２着，

淀短距離Ｓ‐L ２着，春雷Ｓ‐L ２着，京阪杯‐G3 ３着（２回），etc.

３代母 タマモダイヤモンド（86黒鹿 ＊ミルジヨージ）７勝，オータムスプリントＳ
‐OP，やまなみＳ，うずしおＳ，五色沼特別，下北半島特別，etc.
オンザトップ（94牡 ＊アサティス）２勝，飯盛山特別，清津峡特別２着，��１勝
オープンマーチ（96牝 ＊アサティス）３勝

タカラブネ（05牝 ＊グラスワンダー）１勝
ヨッテケ（14牡 ＊サウスヴィグラス）入着，	11 勝，建依別賞２着

４代母 タマモコトブキ（77黒鹿 ＊クロケツト）４勝，サンスポ阪神牝馬特別，桜花賞
２着，エリザベス女王杯３着，オークス５着，小倉３歳Ｓ‐OP
［孫］ インターユニーク（91牡 タマモクロス）６勝，産経大阪杯‐Jpn2 ２着，

京都大賞典‐Jpn2 ３着，ディセンバーＳ‐OP，etc.
タマモルビーキング（97牡 ＊デインヒル）６勝，アンタレスＳ‐Jpn3 ３着，
トパーズＳ‐OP，ベテルギウスＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1106 コルカロリ２０２０ 牡・栗 ５／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲
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��
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�
�
�
�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュコルカロリ サクラユタカオー

��
��
�ダイヤモンドピアス栗 2011 タマモダイヤモンド

＊アマリテユード 2f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 コンフォータブル（11青鹿 ＊ザール）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
ウェルビーイング（17牝鹿 ヴィクトワールピサ）��２勝�２勝
ロードミッドナイト（18牡黒鹿 カレンブラックヒル）�１勝
リネンファイト（19牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 ローズホーラー（91黒鹿 トウシヨウボーイ）２勝
タイガーホーラー（96牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，由布院特別２着，寒狭川特別３

着，障害１勝
フジノテンビー（98牡 ＊テンビー）１勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，ユニコーンＳ

‐Jpn3 ２着，�９勝�１勝��２勝，報知オールスターＣ，船橋記念２着，
アフター５スター賞３着，etc.

ウイングオブタイム（99牡 ナリタブライアン）１勝
ローレルメモワール（00牝 ＊カーネギー）入着，�４勝
エレガンスローズ（01牝 スペシャルウィーク）�４勝�

ダイリンウィーク（09牡 スターリングローズ）�１勝�４勝��６勝�入着２
回，九州ジュニアＣｈ，九州ダービー栄城賞２着，飛燕賞２着

ロイバーブレット（03牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��２勝
ホッコーイェーガー（07牡 ＊バゴ）１勝
ファルファローネ（08牡 キングヘイロー）	４勝
ローレルイニシオ（09牡 ＊ファスリエフ）入着，�３勝��６勝�入着２回
リュウノヘイロー（10牡 キングヘイロー）��６勝
ツウローゼズ（12牝 スターリングローズ）３勝

３代母 ミステイローズ（84鹿 サクラシヨウリ）出走

４代母 サクラタニマサ（76栗 ＊ネプテユーヌス）不出走
［孫］ レジェンドハンター（97牡 サクラダイオー）２勝，デイリー杯３歳Ｓ

‐Jpn2，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，�23 勝�１勝
	入着２
回��，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ優２歳

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1107 コンフォータブル２０２０ 牡・鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
� 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

＊ Zafonic

�
�
�
�
�

��
��

�ザール Monroeコンフォータブル トウシヨウボーイ

��
��
�ローズホーラー青鹿 2011 ミステイローズ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 コーリングオブラブ（07栗 キングカメハメハ）１勝，�２勝��２勝�入着７回
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 フローレス（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，古町特別３着，�１勝
クリールタイラント（08牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
プリモアモーレ（09牝 ＊ブライアンズタイム）�１勝
マテリアライズ（10牝 キングカメハメハ）��１勝
エリーザベスト（11牝 ＊クロフネ）２勝
フローレススカイ（13牝 ＊クロフネ）入着，�２勝

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

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

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

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

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

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

２着，桑折特別２着，etc.

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

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

杯‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

1108 コーリングオブラブ２０２０ 牡・栗 ４／１９
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ガリレオ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� Galileo

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

��
��
�Laurel DelightIRE 栗 2007 Foudroyer

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスコーリングオブラブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フローレス栗 2007 ＊シジェームサン

9f
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 コートリーラッシュ（11黒鹿 ディープスカイ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
スマイルジュピター（17牡栗 ＊カジノドライヴ）��２勝
ルギア（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 ＊ディアマンティナ（03 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA１勝
シゲルシュサ（08牝 ＊ヘニーヒューズ）３勝
デオヴォレンテ（09牡 アドマイヤムーン）３勝
アンブリカル（12牝 マンハッタンカフェ）３勝，潮騒特別，ＨＴＢ杯２着，くるみ

賞２着
フィネス（14牝 ディープインパクト）１勝
カーボナード（15牡 ディープインパクト）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

３代母 ユーセフィア Yousefia（89 USA鹿 Danzig）GB・USA４勝，Great Lady
M. H‐L，Morvich H‐L ２着，Autumn Days H‐L ３着

＊マチカネハツシマダ（95牝 Private Account）３勝，五泉特別，白河特別３着
チョイワルグランパ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，シリウスＳ‐G3 ３着，ア

レキサンドライトＳ，松戸特別，etc.，障害１勝，�２勝�３勝��入着２回
ダークシャドウ（07牡 ダンスインザダーク）５勝，毎日王冠‐G2，エプソムＣ

‐G3，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.
ミシカルガールMythical Girl（96 牝 GoneWest）GB・IRE３勝，プリンセスマ

ーガレットＳ‐G3
ミスアヴァロンMiss Avalon（05牝 ＊ファンタスティックライト）FR・NZ出走
ヴェスパ Vespa（11牡 Elusive City）AUS・NZ７勝，エラズリーサイア
ーズプロデュースＳ‐G1，ウェリントンギニーズ‐G2，Manawatu Fl
ying H‐L，etc.，種牡馬

トルークマクト Toruk Macto（09牡 Authorized）TUR６勝，Mimar Sinan
S‐L，Mehmet Akif Ersoy S‐L，Turkish Two Thousand Guineas
‐L ３着，種牡馬

ダイアーホースDirehorse（11 牝 Bushranger）TUR４勝，Zuhtu Erisen S
‐L ３着

クリムゾンチアーCrimson Cheer（09 牝 Van Nistelrooy）GB出走
ケフェウス Cepheus（17 牡 Sea The Stars）�GB・FR３勝，P. Arcangues‐L

販売申込者・所有者： パングロス㈲＝東京都千代田区 �090-6263-5286
生 産 牧 場： 木村 秀則
飼 養 者： 木村 秀則＝新ひだか町静内駒場 �090-6263-5286

1109 コートリーラッシュ２０２０ �・鹿 ４／１９
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胸囲
管囲
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� Meadow Flyerアジアエクスプレス

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

アグネスタキオン
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��

�ディープスカイ ＊アビコートリーラッシュ
＊ Seeking the Gold

��
��
�ディアマンティナ黒鹿 2011 Yousefia

A4
Danzig M4×M5

価格： 購買者：



母 シルヴィルージュ（08芦 アドマイヤコジーン）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
シルヴィバック（14牝芦 ダノンシャンティ）�１勝
トストス（16牡鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
ラストルージュ（18牝鹿 マツリダゴッホ）��入着�１勝�
エムオーコジーン（19牡芦 グランプリボス）��出走

２代母 フレンチアイドル（03栗 ＊フレンチデピュティ）出走
オージーアイドル（12牝 ＊スニッツェル）２勝

３代母 スティンガー（96鹿 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京
王杯スプリングＣ‐G2，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2，京都牝馬特別‐Jpn3，etc.，優２牝

＊スコルピオンキッス（04牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�５勝
インテンスライト（16牡 エイシンフラッシュ）�３勝，鷹巣山特別３着

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

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

４代母 ＊レガシーオブストレングス（82 USA栗 Affirmed）USA１勝
［子］ サイレントハピネス（92牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，

サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.
アーバニティ（04牡 マンハッタンカフェ）５勝，オーシャンＳ‐G3，高松
宮記念‐G1 ３着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，etc.，�４勝�入着

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

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

フォーエバーマーク（08牝 ＊ファルブラヴ）６勝，キーンランドＣ‐G3，
アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 長谷部牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2450
生 産 牧 場： 長谷部牧場
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

1110 シルヴィルージュ２０２０ 牡・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディシルヴィルージュ ＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチアイドル芦 2008 スティンガー

＊レガシーオブストレングス 9c
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サミーカラー（02鹿 ＊オペラハウス）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－６（24）〕
リバーカクテル（07牝栗 マーベラスサンデー）�３勝�入着２回
コスモヘイガー（08牡栗 ＊グラスワンダー）２勝，福寿草特別（芝 2000）
ナンヨーガンバロー（09牡鹿 ＊チーフベアハート）�８勝
マグナムボーイ（10牡鹿 ＊タイキシャトル）１勝，�６勝
キングストロンガー（12牡栗 ＊グラスワンダー）�１勝��入着７回�
ウイントリオンフ（13牡鹿 ナカヤマフェスタ）���２勝	３勝
リーチアディール（18牡鹿 リーチザクラウン）���１勝

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

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

‐Jpn3 ３着，マーガレットＳ‐L ３着，アクアラインＳ，ドンカスターＣ，etc.
サミーテンボシ（03牡 アドマイヤベガ）�７勝�３勝�２勝
ケリーメイ（05牝 ＊アグネスデジタル）出走

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

ハルダル（07牝 ゴールドアリュール）不出走
ブランオラージュ（14
 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��１勝，園田

ＦＣスプリント２着
マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）��８勝�４勝

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

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

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

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1111 サミーカラー２０２０ 牡・鹿 ４／ ７
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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinサミーカラー ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー鹿 2002 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 サトノベリーニ（13栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ランスオブマルス（18牡栗 ＊ケープブランコ）出走，�地方未出走
アーサーテソーロ（19牡栗 ＊パイロ）�未出走

２代母 ピサノベネチアン（02栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
ティンクルチャーミ（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
サトノパンサー（08牡 キングカメハメハ）５勝，プロミネントＪＳＴ，京橋特別，

筥崎特別，足立山特別，アメジストＳ２着，etc.
メイショウヤギュウ（09牡 ＊クロフネ）１勝
バロンミノル（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，ポプ

ラ特別２着，大倉山特別２着，舞鶴特別２着，etc.，�３勝
サトノフラリッシュ（12牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

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

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

オノユウ（07牝 バブルガムフェロー）�５勝��入着，エーデルワイス賞
‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬２着，フローラルＣ，etc.

ワキノコクリュウ（11牡 ＊ケイムホーム）２勝，天童特別，雪うさぎ賞３着，�１勝
バアゼルクローバー（99牝 ＊ラムタラ）２勝，ゆきつばき賞３着

スピリッツミノル（12牡 ディープスカイ）６勝，大阪城Ｓ‐L，万葉Ｓ‐L ３着，
すみれＳ‐OP，etc.，種牡馬

プロフェシーライツ（00牝 ＊アフリート）１勝
ディープルマン（08牡 ダンスインザダーク）２勝，赤穂特別３着，�１勝
バンザイ（09牡 ＊タイキシャトル）３勝，若竹賞，葉山特別３着
メイショウイマワカ（10牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，メルボルンＴ２着

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： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈲フジワラファーム
飼 養 者： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

1112 サトノベリーニ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスサトノベリーニ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノベネチアン栗 2013 ＊ストームザミント

2s
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラミラージュ（08芦 ＊ブライアンズタイム）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
アワジノオトメ（13牝栗 サクラメガワンダー）��６勝
ヤマミダンディー（15牡芦 アドマイヤコジーン）�１勝�３勝
リリックファンタジ（16牝芦 ローエングリン）��１勝��入着３回
ナンカンダマシイ（17牡鹿 ＊ダンカーク）���１勝
シルフミラージュ（18牝黒鹿 コパノリチャード）��入着３回
サンエイオリオン（19牡芦 トーセンホマレボシ）��出走

２代母 サクラジェンヌ（94芦 マルゼンスキー）入着
サクラバーベナ（99牝 サクラバクシンオー）	
２勝
サクラエキスプレス（01牡 サクラチトセオー）３勝，初富士Ｓ，習志野市制施行５０

周年記念，シンボリルドルフメモリアル２着，五頭連峰特別２着，セントポー
リア賞３着，�３勝�入着３回

サクラフルール（02牝 サクラチトセオー）入着，�３勝�入着４回
サクラシリウス（03牡 サクラローレル）１勝
サクラグローリー（05牡 ＊ワイルドラッシュ）１勝
サクラアビリティー（06牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，�１勝��
サクラオルフェウス（09牡 ＊バゴ）�１勝�３勝
サクラゲルダ（10牝 ＊ケイムホーム）�９勝

３代母 サクラアイドル（81芦 ＊ドン）不出走
アイドルアワー（89牝 マルゼンスキー）出走

サクラユウカ（00牝 サクラチトセオー）	
４勝�１勝，ビューティフルＴ２着
ハヤチャンプ（90牡 マルゼンスキー）２勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，黒松賞，

��２勝�，ＮＴＶ盃２着

４代母 ミスホクオー（61鹿 トサミドリ）２勝，オークス３着
［子］ ヒダロマン（72牝 ＊ダイハード）５勝，ビクトリアＣ，京都大賞典２着，

京都記念（春）２着，etc.
ブルーマツクス（75牡 ＊ドン）７勝，ＡＲ共和国杯，オールカマー，目黒
記念（秋）２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1113 サクラミラージュ２０２０ 牡・栗 ３／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayサクラミラージュ マルゼンスキー

��
��
�サクラジェンヌ芦 2008 サクラアイドル

＊デヴオーニア 10d
Nureyev S4×S5 Hail to Reason M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サンライトムーン（08鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（10）〕
ラビゴット（14�鹿 ディープスカイ）��出走�２勝
ムーンサルト（15牡栗 アドマイヤムーン）��出走�２勝
ロードホライゾン（16牡鹿 ＊モンテロッソ）�１勝�
サンライト（17牡鹿 ＊モンテロッソ）１勝，��５勝
ライヴトパーズ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�未出走

２代母 ＊プライムオブユース（99 USA鹿 Deputy Minister）１勝
プライムウィッシュ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着

ジュガンティーヤ（11牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，桑園特別３着，��１勝�
入着２回

コスモアンカー（10牡 ステイゴールド）入着，	４勝�２勝�１勝��入着
マユノトップスター（11牝 ＊アグネスデジタル）�５勝
バイオレットフィズ（12牝 タニノギムレット）入着７回，�２勝
エミーリオ（14牡 アドマイヤムーン）�１勝，隅田川特別２着，
４勝
フランクオジョウ（15牝 ジャングルポケット）�	２勝��入着２回

３代母 ミスラヒーラMiss Ra He Ra（91 USA鹿 Rahy）USA７勝，バシュフォー
ドマナーＳ‐G3，Abrogate H‐L，Weekend Delight S‐L，Debutante
S‐L ２着，La Troienne S‐L ３着
ダンシングバンドDancing Band（03牝 Dixieland Band）USA・CAN４勝，レ

イクプラシドＳ‐G2 ３着，Capital Request S２着，Summer Finale H
‐L ３着

４代母 グリマーオヴゴールドGlimmer of Gold（86 USA鹿 Slew o' Gold）USA３勝
［孫］ エルアウテンティコ El Autentico（02 牡 Go for Gin）PER・PAN11勝，

P. Junta de Control de Juegos‐L，P. Isaac Tawachi‐L，P
. Presidente de la Republica‐L，etc.

［曾孫］ ストラッピンググルーム Strapping Groom（07牡 ＊ヨハネスブルグ）US
A10 勝，フォアゴーＳ‐G1，トムフールＨ‐G3，Kid Russell S‐R，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1114 サンライトムーン２０２０ 牡・鹿 ３／２７

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスサンライトムーン
＊ Deputy Minister

��
��
�プライムオブユース鹿 2008 Miss Ra He Ra

1c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラサクラサクラ（06栗 アッミラーレ）２勝，��１勝・１勝��２勝�１勝，
クイーン賞‐Jpn3 ２着，東京シンデレラマイル（Ｄ1600）２着，東京シンデレ
ラマイル（Ｄ1600）３着，ＪＢＣレディスクラシック‐L（Ｄ1600）３着，ビューチフ
ル・ドリーマーＣ（Ｄ1900），etc.
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
キンシロウ（16牡栗 ＊パイロ）１勝
ヒトメボレ（17牝黒鹿 シビルウォー）���５勝
モチヅキノコロ（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝

２代母 コーエーガルボ（91鹿 ＊ノーリユート）入着３回
ポンテヴェッキオ（99牝 ＊ブラックタイアフェアー）��２勝�３勝�１勝
デバッグバージョン（00牡 ＊エリシオ）�３勝
エヴリバディイエイ（08牝 ノーリーズン）�２勝�

３代母 パワフルレデイ（81黒鹿 マルゼンスキー）不出走
マルブツパワフル（88牡 ＊プルラリズム）４勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，ジョッキ

ーズＧＰ，中京日経賞，etc.
ウイニングチケット（90牡 ＊トニービン）６勝，日本ダービー‐Jpn1，京都新聞杯

‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，種牡馬
リボンストライプ（92牝 ＊トニービン）１勝，奥尻特別３着

エアセレソン（00牡 ＊チーフベアハート）７勝，新潟大賞典‐Jpn3，難波Ｓ
（２回），寿Ｓ，etc.

ラインスピリット（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）８勝，淀短距離Ｓ‐L，
オパールＳ‐LR，スプリンターズＳ‐G1 ３着，etc.

ロイヤルタッチ（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，Ｒたんぱ杯
３歳Ｓ‐Jpn3，皐月賞‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

スカラシップ（94牝 ＊トニービン）４勝，かもめ島特別，知床特別
メンデル（02牡 ＊デヒア）４勝，ＫＢＣ杯‐L ２着，灘Ｓ，雅Ｓ２着，etc.，	１勝
マザーリーフ（03牝 ＊サンデーサイレンス）出走
ダンスディレクター（10牡 ＊アルデバランⅡ）７勝，シルクロードＳ‐G3
（２回），阪神Ｃ‐G2 ２着（２回），セントウルＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 野島牧場＝日高町緑町 �01456-2-6557
生 産 牧 場： 野島牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1115 サクラサクラサクラ２０２０ 牡・青 ５／２６
＊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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アッミラーレ ＊ダジルミージョリエサクラサクラサクラ ＊ノーリユート

��
��
�コーエーガルボ栗 2006 パワフルレデイ

＊クレイグダーロツチ 11c
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 サトノコンドル（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
ピンギット（14牝鹿 ＊タートルボウル）入着２回，��４勝�５勝��
フライングハイ（16牝鹿 ルーラーシップ）�１勝�入着６回
ロックグラス（17牡鹿 エイシンフラッシュ）�１勝

２代母 ＊ソウスマッグ（89 USA鹿 Nureyev）GB・USA３勝
クチーナクチーナCucina Cucina（97牝 Carson City）不出走

オスコ Hosco（01牡 Honour and Glory）USA３勝，サンミゲルＳ‐G3，サ
ンヴィセンテＳ‐G2 ２着

サヨウナラ（01牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，トパーズＳ‐L ３着，師走Ｓ‐OP ３着，
河口湖特別，etc.，��１勝，エンプレス杯‐Jpn2，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

シンシアー（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝
ビッグタキオン（03牡 アグネスタキオン）１勝，香住特別３着
フェニコーン（04牡 マンハッタンカフェ）４勝，目黒記念‐G2 ３着，安房特別，潮

来特別，初咲賞２着，磐梯山特別２着，etc.
ウインドフォレスト（07牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝��

３代母 スマッグリー Smuggly（80 USA栗 Caro）FR４勝，サンタラリ賞‐G1，ペ
ネロープ賞‐G3，P. La Camargo‐L，仏オークス‐G1 ２着
チャオフォーナウCiao for Now（93牝 Nureyev）不出走

チャオ Ciao（04牝 Lear Fan）USA・CAN５勝，Indian Maid H‐L，C
aressing H，ミセズリヴィアＳ‐G2 ２着，etc.
アンテイムドドメインUntamed Domain（15� ＊アニマルキングダム）
�USA・CAN２勝，サマーＳ‐G2，ＢＣジュヴェナイルターフ‐G1 ２
着，アメリカンターフＳ‐G2 ２着，etc.

４代母 コールミーゴッデス Call Me Goddess（71 USA栗 Prince John）USA３勝，
Highland Fling S２着
［子］ ＊ダンツシアトル（90牡 Seattle Slew）８勝，宝塚記念‐Jpn1，京阪杯

‐Jpn3，オーストラリアＴ‐OP，etc.，種牡馬
［孫］ ラビーベ Labibeh（92牝 Lyphard）GB５勝，プリンセスロイヤルＳ‐G3，

Chester H‐L ２着

販売申込者・所有者： 福田 米造＝鹿児島県いちき串木野市 �090-3463-2806
生 産 牧 場： 福田 米造
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1116 サトノコンドル２０２０ �・鹿 ４／１５
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トノコンドル
＊ Nureyev

��
��
�ソウスマッグ栗 2008 Smuggly

16
Nureyev M3×S5

価格： 購買者：



母 サニーヘイロー（08栗 キングヘイロー）３勝，浜名湖特別（芝 1400），トリトンＳ
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
デュープス（17牝栗 リアルインパクト）���１勝
アステルカーラ（18牝栗 カレンブラックヒル）�１勝

２代母 サニークラッシック（00鹿 ＊トニービン）入着２回
サニーサンデー（06牡 マーベラスサンデー）３勝，福島記念‐G3，ラジオＮＩＫＫ

ＥＩ賞‐G3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３着
サニーダニエル（07牡 ＊チーフベアハート）１勝
サニーロック（10牝 キングカメハメハ）出走

マーブルサニー（16牝 ＊クロフネ）�１勝，�２勝
サニーロブロイ（11牝 ゼンノロブロイ）�１勝�入着７回�
サニーゴールド（12� スペシャルウィーク）�７勝�１勝�入着
サニーリスペクト（13牡 ＊クロフネ）�	入着６回�４勝�２勝
アマノラヴィータ（15牝 キングヘイロー）�
１勝	入着��
ハッピークラシック（17牡 ゴールドアリュール）��２勝
４勝�入着２回
ユウファースト（18牡 ダノンシャンティ）�出走，�１勝

３代母 サニースイフト（88鹿 ＊スイフトスワロー）４勝，山中湖特別，若水賞，ＴＶ
山梨杯２着，利根川特別３着，鷹巣山特別３着
サニーブライアン（94牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，日本ダービー‐Jpn1，皐月賞

‐Jpn1，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.，優３牡，種牡馬
サニーペガサス（98牝 ＊ブライアンズタイム）入着２回

サニーアンジェリカ（04牝 サクラバクシンオー）４勝，ＴＶｈ賞，札幌スポニ
チ賞，美利河特別２着，etc.

サニーエリザベス（07牝 サクラバクシンオー）１勝，下北半島特別２着
サニーネイティブ（02牡 ＊アフリート）３勝，青梅特別３着，障害１勝，��１勝
サニーケーティング（04牡 ＊アジュディケーティング）入着，郡山特別３着，��１勝

４代母 サニーロマン（74鹿 ＊フアバージ）��６勝
［子］ サニースワロー（84牡 ＊スイフトスワロー）２勝，日本ダービー‐Jpn1 ２

着，京都新聞杯‐Jpn2 ２着，菊花賞‐Jpn1 ５着，etc.，種牡馬

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

1117 サニーヘイロー２０２０ 牡・栗 ３／２６

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローサニーヘイロー ＊トニービン

��
��
�サニークラッシック栗 2008 サニースイフト

＊星谷 1l
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 サマーコード（07鹿 スターリングローズ）２勝，なずな賞（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５）〕
ハングリーベン（14牡鹿 ＊ベーカバド）４勝，室町Ｓ‐OP（Ｄ1200）３着，花のみち

Ｓ（Ｄ1200），なでしこ賞（Ｄ1400），２０１７フェアウェルＳ（Ｄ1200）２着，ヤマ
ボウシ賞（Ｄ1400）２着，恵那特別（Ｄ1200）３着，���出走�入着，兵庫ジ
ュニアＧＰ‐Jpn2 ２着

ゲームチェンジャー（15牡栗 ロジユニヴァース）１勝

２代母 スーパーラヴァー（02黒鹿 Silver Deputy）入着
ムーンアミュレット（08牝 ＊ムーンバラッド）�２勝
タキノイチバンボシ（09牡 レギュラーメンバー）��１勝�入着４回
ヒワノスーパー（11牡 ＊ルールオブロー）�２勝�５勝��，イノセントＣ３着
ヒワノランニング（12牡 ＊ファスリエフ）�２勝��４勝
ダイヤインザラフ（14牝 スマートファルコン）１勝
ケイツーキナ（17牝 ロジユニヴァース）�３勝，三陸特別

３代母 ＊サウスオードリー（96 USA青鹿 Gulch）FR・USA１勝

４代母 マダムノースMadamNorth（88 CAN鹿 Halo）不出走
［孫］ リヴァークロッシング River Crossing（08� Caesour）SAF７勝，Ｊ＆

ＢステイヤーズＨ‐G2，ロンズデイルスティラップＣ‐G3，チェアマ
ンズＣ‐G3 ２着

［曾孫］ コールミーワイルド Call MeWild（03� Caller I. D.）USA７勝，D
anzig S‐R

５代母 レイズザスタンダードRaise the Standard（78 CAN鹿 Hoist the Flag）不出走
［孫］ クードジェニー Coup de Genie（91 牝 Mr. Prospector）GB・FR・USA

４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，カブール賞‐G3，etc.
マキアヴェリアンMachiavellian（87 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE
４勝，モルニー賞‐G1，サラマンドル賞‐G1，P. Djebel‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 樋渡 志尚＝新冠町明和 �0146-49-5158
生 産 牧 場： 樋渡 志尚
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

1118 サマーコード２０２０ 牡・青鹿 ３／２９
＊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

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズサマーコード Silver Deputy

��
��
�スーパーラヴァー鹿 2007 ＊サウスオードリー

2d
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×M5×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 サマーフェアリー（10栗 ゴールドアリュール）入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ルーセントスター（17牡栗 タイセイレジェンド）���１勝
ヒロノオー（18牡鹿 ヴァンセンヌ）��２勝�入着

２代母 ＊デゴッドドーター（98 USA鹿 De Niro）USA７勝，San Jose S‐L，Au
tumn Leaves H，Luther Burbank H，Alameda County Fillies andMares
H，Sacramento H２着，etc.
ドルバコスター（05牡 Forestry）入着，��１勝
ペップトーク（06牡 ＊クロフネ）��２勝
グローリーステップ（07牝 スペシャルウィーク）１勝，サフラン賞２着，�２勝

����入着５回
ブロンクステイル（08牡 マンハッタンカフェ）入着３回，�１勝
デコレイト（09牝 スペシャルウィーク）２勝
ディバインドーター（11牝 ゴールドアリュール）�１勝
ワイルドドーター（13牝 ＊ワイルドラッシュ）��３勝
タイシロンマッハ（14牡 ＊カジノドライヴ）��１勝

３代母 セイフォレヴァー Say Forever（88 USA栗 Little Current）不出走
ミッドウェイマジストレイトMidway Magistrate（94 牡 Magesterial）USA15 勝，

ベンアリＳ‐G3，Tri‐State H‐L，Inexcessivelygood Starter H‐R，etc.，
種牡馬

ミスサラトーガMiss Sara Toga（97牝 ＊ストローズクリーク）USA５勝，Twix
tslusive H‐L ３着

ミッドウェイキャットMidway Cat（00 牡 Sir Cat）USA２勝，ファウンテンオヴ
ユースＳ‐G1 ３着

ゴールデンセイGolden Say（03牝 Golden Missile）USA入着
クイーンネグワーQueen Negwer（10 牝 Speightstown）USA３勝，Unbri

dled Sidney S３着
シルヴァータングドトミー Silvertonguedtommy（11� Street Boss）USA６

勝，Chenery S，Rollicking S２着

販売申込者・所有者： ㈲西川富岡牧場＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2574
生 産 牧 場： ㈲西川富岡牧場
飼 養 者： ㈲西川富岡牧場＝新ひだか町静内西川 �0146-44-2574

1119 サマーフェアリー２０２０ 牡・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤサマーフェアリー
＊ De Niro

��
��
�デゴッドドーター栗 2010 Say Forever

12c
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サトノレジーナ（08黒鹿 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
チェスナットバレー（16牡鹿 ローエングリン）�３勝�入着５回
マクラガレーヌ（18牝黒鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 サクラサクⅡ（97鹿 ＊デインヒル）USA入着
ウインストライダー（02牡 ＊グラスワンダー）２勝，フリージア賞
パッシングマーク（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，ベンジャミンＳ‐OP，山桜賞，

春日特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着，日高特別３着，etc.
エイジアンウインズ（04牝 フジキセキ）６勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，阪神牝

馬Ｓ‐G2，心斎橋Ｓ，鳥羽特別，韓国馬事会杯２着，etc.
メジェールスー（15牝 ロードカナロア）�４勝，アクアマリンＳ，壬生特別，

別府特別３着
ワールドウインズ（17� ルーラーシップ）�４勝，関門橋Ｓ‐OP，宇佐特別，

北斗特別
キュートエンブレム（05牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着
エバーブロッサム（10牝 ディープインパクト）１勝，オークス‐G1 ２着，フローラ

Ｓ‐G2 ２着，フラワーＣ‐G3 ２着
ボーダーオブライフ（14� ＊キンシャサノキセキ）�４勝，鷹巣山特別
レッドサクヤ（15牝 ディープインパクト）２勝，エルフィンＳ‐LR，オークス‐G1 ４着

３代母 ＊サクラフブキ（90 USA鹿 ＊フォーティナイナー）USA２勝
クラリオンコール（01牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，平尾台特別２着，大須特別２

着，江戸川特別３着，etc.，�２勝��入着

４代母 バウンド Bound（84 USA鹿 Nijinsky）USA４勝，Churchill Downs BC H
‐L，エイコーンＳ‐G1 ３着，アルシバイアディズＳ‐G2 ２着，ランパートＨ
‐G2 ３着，ルイヴィルＢＣＨ‐G3 ２着，etc.
［子］ アルキペンコ Archipenko（04牡 Kingmambo）GB・FR・IRE・USA・

UAE・HKG６勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，サマーマイルＳ
‐G2，アルファヒディフォート‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ ブレイム Blame（06牡 Arch）USA９勝，ＢＣクラシック‐G1，ホイット
ニーＨ‐G1，スティーヴンフォスターＨ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ハクレイファーム＝新冠町緑丘 �0146-47-1051
生 産 牧 場： ㈱ハクレイファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1120 サトノレジーナ２０２０ �・黒鹿 ４／ ６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスサトノレジーナ ＊デインヒル

��
��
�サクラサクⅡ黒鹿 2008 ＊サクラフブキ

5h
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 サムタイムレーター（03鹿 ＊エンドスウィープ）１勝，�３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（47）〕
コパノサムタイム（11牡鹿 コパノフウジン）�１勝�10 勝�８勝���
ラブミーフウジン（12牝鹿 コパノフウジン）�７勝�１勝
コパノスウィープ（13牡栗 オレハマッテルゼ）�２勝�１勝�
コパノミザール（14�鹿 マツリダゴッホ）�２勝��２勝	９勝
サラヒメ（15牝鹿 フリオーソ）�２勝�１勝����入着５回
，園田プリンセス

Ｃ（Ｄ1400），クイーンＣ（Ｄ1600）３着
レイヴィーナス（17牝栗 スマートファルコン）���入着３回
１勝�
ヴァハグン（18牡鹿 エスポワールシチー）���入着３回

２代母 アイントホター（97鹿 マルゼンスキー）出走
トップクライム（07牝 ボーンキング）�１勝	

３代母 プレテエーママ（86栗 ＊デイクタス）出走

４代母 シヤダイプレテエ（68栗 ＊ガーサント）３勝，是政特別
［子］ ミスターブランディ（82牡 ＊デイクタス）９勝，福島記念‐Jpn3（２回），

関屋記念‐Jpn3，オールカマー‐Jpn3 ２着，etc.
［孫］ ダイナスタイリスト（84牡 ＊デイクタス）４勝，平安Ｓ‐OP ３着，オリオ

ンＳ，あやめ賞２着，障害２勝
ミナミノコイサン（94牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，カーネーション
Ｃ‐OP ３着，ゆうすげＳ，春嶺Ｓ２着，etc.

ミナミノシェーバー（93牡 ＊リンドシェーバー）入着６回，筑前特別２着，
��８勝�１勝�，フロンティアスプリント盃３着，メトロポリ
タンＣ，etc.

［曾孫］ ミッシーシャロム（00牝 ジェニュイン）�７勝�入着２回�，荒尾ダービ
ー３着，ル・プランタン賞３着

５代母 ＊ゲイプレテエ（61 GB栗 Sunny Boy）不出走
［子］ プリーズターフ（67牝 ＊ガーサント）４勝，サンスポ四歳牝馬特別，オー

クス３着，クイーンＳ３着，etc.
モアプレテエ（65牝 One‐Eyed King）３勝，大沼特別

販売申込者・所有者： 西村牧場＝新ひだか町静内中野町 �0146-42-0582
生 産 牧 場： 西村牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

1121 サムタイムレーター２０２０ 牡・鹿 ２／２９
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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom Danceサムタイムレーター マルゼンスキー

��
��
�アイントホター鹿 2003 プレテエーママ

＊ゲイプレテエ 16h
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 サンアイブライト（04鹿 スペシャルウィーク）１勝，桑折特別（芝 1800）２着，ゆ
りかもめ賞（芝 2400）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（４）〕
グローリアスレーブ（13牡栗 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ミヤコギムレット（14�鹿 タニノギムレット）障害１勝
ハーモニーフェイズ（16牡栗 ＊クロフネ）��１勝
グローリアスフィル（17牝鹿 ＊キングズベスト）���１勝��入着５回
グローリアステレサ（18牝鹿 フリオーソ）��１勝�

２代母 パルブライト（92鹿 ＊ペイザバトラー）３勝，函館記念‐Jpn3，新潟記念
‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ３着，巴賞‐OP，etc.，��５勝，大井記念，etc.
パルキセキ（01牡 フジキセキ）�４勝
チヨノビンコ（02牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

ルナロッソ（06牝 キングヘイロー）３勝，十日町特別３着
アティロン（08牝 サクラプレジデント）１勝，�６勝��，嘉瀬川賞，唐津湾

賞，六角川賞２着
フクノグリュック（12牡 ダンスインザダーク）４勝，桑園特別，檜山特別２着，

天の川賞２着，��入着	２勝，高知県知事賞３着
サインオブゴッド（03牡 スペシャルウィーク）４勝，ホンコンＪクラブＴ，筑前特

別３着，陸奥湾特別３着，湯川特別３着，水仙賞３着，etc.，
１勝
サンデーギャロップ（05牝 マーベラスサンデー）�２勝�入着４回��
パルクエスト（06牝 ＊コロナドズクエスト）３勝，メルボルンＴ３着
マイネルアズワン（13牡 ブラックタイド）�１勝

３代母 マチカネイナナキ（84鹿 ＊モガミ）入着２回

４代母 ビンテージ（75鹿 ＊ミンスキー）５勝，４歳抽せん馬特別‐OP，鷹取特別，西
日本新聞杯
［子］ マチカネヒメギミ（86牝 ＊ノーアテンシヨン）２勝，米沢特別２着

５代母 タカハロウ（65鹿 ＊ハロウエー）不出走
［子］ エビチカラ（73牡 ＊マロツト）��11 勝，東京大賞典，東京盃，東京大賞

典２着，etc.

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

1122 サンアイブライト２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールサンアイブライト ＊ペイザバトラー

��
��
�パルブライト鹿 2004 マチカネイナナキ

＊フリツターサン 9e
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ＊サンピング（10 USA黒鹿 Any Given Saturday）SIN７勝，JBBAMoonbeam
Vase‐L
〔産駒馬名登録数：２〕
サニーサンピング（18牡鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ウィークエンドスカイWeekend Sky（01 AUS黒鹿 フジキセキ）AUS１勝
カリビアンムーンCaribbean Moon（08牝 Malibu Moon）SIN３勝
トータルヴィジョンTotal Vision（09牡 Pollard's Vision）PAN６勝

３代母 アーモンドエッセンスAlmond Essence（96 USA鹿 Seattle Slew）不出走
エゴーズデア Ego's Dare（04� Hussonet）AUS６勝，ATC Hall Mark S‐L，Ｂ

ＲＣＱＴＣカップ‐G2 ３着，ＱＬＤタッツＷＪヒーリーＳ‐G3 ３着，etc.
フレイヴァード Flavoured（05牝 Hussonet）AUS３勝

エアロバー Aerobar（11 牝 Flying Spur）AUS２勝，ATC Lonhro Plate‐L
３着

＊オネスティープリベールズ（13牝 Redoute's Choice）AUS１勝，ＡＴＣウィ
デンＳ‐G3

４代母 アミラティAmirati（90 USA鹿 Danzig）GB１勝
［子］ フェスティヴァルソング Festival Song（95牝 Irish River）GB・IRE１

勝，Silver Flash S‐L ２着，Rockingham H‐L ３着
トレイドオンリー Trade Only（02 牝 Unbridled）USA２勝，Hermos
a Beach H３着

［孫］ ミッドナイトワッチMidnightWatch（10牝 Stormy Atlantic）USA３
勝，Riskaverse S‐L

フリーヴェステド Fully Vested（14� ＊ディスクリートキャット）�US
A４勝，Aqueduct Turf Sprint Championship S，Belmont Turf
Sprint Invitational S.‐L ３着

モーマジーMomma G（18牝 Jersey Town）�USA１勝，Iowa Stalli
on Futurity‐R ２着

メイショウハガクレ（09牡 ジャングルポケット）３勝，フェニックス賞
‐OP，ききょうＳ‐OP ３着，さくらんぼ特別，etc.

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

1123 サンピング２０２０ 牡・黒鹿 ３／２１

＊

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

＊

エニーギヴンサタデイ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�Any Given Saturday Weekend in Indyサンピング ウィークエンドスカイ フジキセキ

��
��
�Weekend Sky黒鹿USA 2010 Almond Essence

3l
Seattle Slew S3×M4×M5 Northern Dancer S5×S5 Danzig M5×M5
Weekend Surprise M5×M5
価格： 購買者：



母 ケイティーズジェム（08鹿 ディープインパクト）２勝，白菊賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３）〕
ヴィッテルスバッハ（16牡鹿 ルーラーシップ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，

武庫川Ｓ（芝 1600）２着，節分Ｓ（芝 1600）３着
ツキマデトドケ（17牡栗 ＊ダンカーク）入着２回，���入着４回
ケイディーズバック（18牝黒鹿 ＊バゴ）�地方未出走
エイシンブレナム（19牝鹿 ＊ケープブランコ）�地方未出走

２代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ‐OP ２着，

日本海Ｓ，加治川特別，魚野川特別，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，京都記念‐G2，札幌記念‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，UAE・HK
G１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポーツ杯‐L
２着，尾張Ｓ‐OP ２着，青函Ｓ‐OP ２着，バレンタインＳ，etc.

ケイティーズギフト（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，野路菊Ｓ‐OP ２着，こう

やまき賞
プリンセスドルチェ（03牝 アドマイヤベガ）２勝
ケイアース（04牡 ＊フレンチデピュティ）３勝，牡丹賞，八重桜賞２着，初霜特別３

着，神奈川新聞杯３着
ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー

Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯‐G3，

日本ダービー‐G1 ２着，百日草特別

３代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： 栄進牧場
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

1124 ケイティーズジェム２０２０ 牡・栗 ３／１５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアケイティーズジェム
＊ Kris

��
��
�ケイティーズファースト鹿 2008 Katies

7f
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 セーヌパリジャンヌ（08栗 ゴールドアリュール）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（６）〕
タニノホウザン（14牡栗 タイムパラドックス）���６勝
ニシノジャガーズ（15�鹿 リーチザクラウン）２勝
サイシュウテイリ（17牝鹿 ＊ベーカバド）���入着５回
ビービーロワイヤル（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 ビーバップ（87栗 アンバーシヤダイ）５勝，関屋記念‐Jpn3 ２着（２回），ク
イーンＳ‐Jpn3 ２着，パラダイスＳ‐OP，ニューイヤーＳ‐OP ２着，谷川岳Ｓ
‐OP ３着，etc.
アフタービート（94牝 ＊クリエイター）２勝，咲花特別２着，ビッグベン賞３着，富

里特別３着
バプティスタ（95牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，秋

華賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP，いちょうＳ‐OP ３着，袖ケ浦特別，etc.
イースター（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，ディセンバーＳ‐L，京王杯２歳

Ｓ‐Jpn2 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，東京新聞杯‐G3 ３着，カ
シオペアＳ‐L ３着，etc.

デウスウルト（08� キングカメハメハ）４勝，中日新聞杯‐G3 ２着，チャレン
ジＣ‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ３着，大原Ｓ，近江特別，etc.

バティスティーニ（13牡 キングカメハメハ）�５勝，ホープフルＳ‐G2 ３着，コ
ーラルＳ‐L ２着，コーラルＳ‐L ３着，天保山Ｓ‐OP ２着，羅生門Ｓ，etc.

ヒートザビート（96牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝
ジュピターズジャズ（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

スズジュピター（05牡 タニノギムレット）４勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
谷川岳Ｓ‐L ２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP，
早春Ｓ，etc.，�１勝�

ラプラス（16牡 ＊カジノドライヴ）���３勝，ハイセイコー記念
ジャズアップ（00牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，浦安特別，ジャニュアリーＳ２着，

ブラッドストーンＳ３着，岩室特別３着，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ２着
アドマイヤスワット（05牡 ＊クロフネ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，ブラジルＣ‐OP

３着，上賀茂Ｓ，梅田Ｓ，噴火湾特別

３代母 ビバールクイン（77鹿 ＊レイズアボーイ）出走

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

1125 セーヌパリジャンヌ２０２０ �・栗 ５／１０

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤセーヌパリジャンヌ アンバーシヤダイ

��
��
�ビーバップ栗 2008 ビバールクイン

＊ネヴアーキヤツチ 4c
Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 シーアクトレス（08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－２（２），地方－１（２）〕
スミセイフルールー（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�２勝
ヴィクトリアポデル（16牡鹿 アドマイヤムーン）�１勝，合馬特別（芝 1200）２着
シゲルヒラトリ（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�１勝

２代母 パシアン（92栗 サクラユタカオー）３勝，三河特別，御池特別２着，甲東特別３着
ビーナスピアラ（99牝 ＊ジェネラス）�１勝�１勝
ハードドレッシー（00牡 サツカーボーイ）２勝
ダイシンツウィギー（01牝 ＊テンビー）入着４回，��１勝�
トーホウレーサー（04牡 ＊チーフベアハート）４勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2，福島Ｔ

ＶＯＰ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着
タツキセキ（05牝 フジキセキ）入着，寺泊特別３着，��２勝�

フレンドミラクル（13牡 ＊バゴ）２勝，新緑賞３着，�２勝
ウインボナパルト（07牡 ゼンノロブロイ）入着，�２勝
サマールナ（09牝 アドマイヤムーン）４勝，太宰府特別，クリスマスキャロル賞，

北九州短距離Ｓ２着，心斎橋Ｓ２着，都井岬特別３着

３代母 ビユーテイライダー（79栗 ＊ダツパーダン）出走
シマノスピード（83牡 タケシバオー）５勝，三河特別，宇治川特別２着，新涼特別

２着，etc.，障害２勝
ヤマトビューテイ（85牝 プレストウコウ）５勝，伊丹特別２着，氷ノ山特別２着，

桃山特別２着，etc.
ヤマトプリティ（94牝 アンバーシヤダイ）６勝，涼秋Ｓ，讃岐特別，三年坂特

別，etc.
ヤマトスプリンター（02牡 マヤノトップガン）３勝，川西特別，飛梅賞２着
ヤマトマリオン（03牝 ＊オペラハウス）４勝，東海Ｓ‐G2，フローラＳ
‐Jpn2，etc.，��２勝	
�入着３回�，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，etc.

４代母 アカネムラサキ（72栗 ＊ネプテユーヌス）４勝，姫路特別，保津峡特別
［子］ ヤマトムラサキ（84牝 プレストウコウ）４勝，チューリップ賞‐OP ２着，

コスモス賞‐OP ３着，紫野特別，etc.

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

1126 シーアクトレス２０２０ 牡・栗 ４／１２

＊

＊
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスシーアクトレス サクラユタカオー

��
��
�パシアン鹿 2008 ビユーテイライダー

＊ソネラ 4r
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シンビジウム（16栗 ＊アイルハヴアナザー）不出走
初仔

２代母 ダイワノブレス（01栗 ＊サンデーサイレンス）出走
ダイワカレン（06牝 ダイワテキサス）１勝，��５勝
ラッシュザワーク（07牡 ＊ワイルドラッシュ）２勝
ヤマノアイリー（10牝 ＊グラスワンダー）入着

アイアンクロー（15� アドマイヤムーン）１勝，小倉２歳Ｓ‐G3 ２着，フェニ
ックス賞‐OP ３着，��４勝��

ヤギリヴィーナス（12牝 ＊コンデュイット）１勝

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： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431
生 産 牧 場： 原 弘之
飼 養 者： 原 弘之＝新ひだか町静内豊畑 �090-7647-7431

1127 シンビジウム２０２０ �・栗 ４／１１

＊

デヴィルヒズデュー Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Devil His Due

�
�
�
�
�
�
�
�
� Plenty O'Tooleロージズインメイ テルアシークレット Speak John

��
��
�Tell a SecretUSA 青鹿 2000 Secret Retreat

＊ Flower Alley

�
�
�
�
�

��
��

�アイルハヴアナザー Arch's Gal Edithシンビジウム ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイワノブレス栗 2016 ＊ミルレーサー

22d
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 シンメトリック（13鹿 アドマイヤムーン）�１勝�４勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ダイアゴネル（00 IRE 鹿 Darshaan）FR１勝
シアフォース（07牡 Motivator）１勝
クエルクス（08牝 フジキセキ）１勝

ローゼンクリーガー（16牝 ＊ノヴェリスト）２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，ダ
リア賞‐OP ２着，秋明菊賞，りんどう賞２着，祇園特別３着

スタリア（09牝 ＊アルカセット）１勝
エオリア（14牝 ＊ストリートセンス）４勝，浜名湖特別，堺Ｓ２着，立志Ｓ２着，

伊勢佐木特別２着，舞鶴Ｓ３着，etc.
ハートウォーミング（16牝 ハーツクライ）�１勝，胎内川特別

３代母 ダンスオヴリーヴズDance of Leaves（87 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
チャーンウッドフォレスト Charnwood Forest（92 牡 ＊ウォーニング）GB・FR・

USA４勝，英チャレンジＳ‐G2，クイーンアンＳ‐G2，セントジェイムズパレ
スＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

メダーリーMedaaly（94 牡 Highest Honor）GB・UAE３勝，レイシングポストト
ロフィ‐G1，種牡馬

ディザイアドDesired（95牝 RainbowQuest）不出走
デシデラータムDesideratum（02牡 Darshaan）FR４勝，リス賞‐G3，P. d

e l'Avre‐L，パリ大賞‐G1 ２着，種牡馬
デュバイフォールDubai Fall（99 牝 Mr. Prospector）USA・UAE１勝，Seren

a's Song S２着
ダンスデコールDanse d'Ecole（01 牝 Daylami）FR・GER・AUS３勝，Derby

de l'Ouest‐L ２着
ガルフブリーズGulf Breeze（05牝 Dubai Destination）不出走

フレネー Fresnaye（14牝 WesternWinter）SAF６勝，ヴィクトレスＳ‐G3，
Stormsvlei Mile‐L，Winter Oaks‐L，etc.

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

販売申込者・所有者： ㈲原口牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2345
生 産 牧 場： ㈲原口牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1128 シンメトリック２０２０ 牡・鹿 ４／ ４

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズシンメトリック
＊ Darshaan

��
��
�ダイアゴネル鹿 2013 Dance of Leaves

4m
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 ジュラーレ（13鹿 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
カリュウ（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�２勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1 ３着

プレノタート（09牝 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，若
戸大橋特別，筑後川特別２着，ノエル賞３着

ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

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

３代母 ＊ココパシオン（92 FR栗 ＊グルームダンサー）FR・ITY４勝，シェーヌ賞‐G3，
P. de la Cochere‐L，Criterium de Lyon‐L，ドルメーロ賞‐G3 ３着，
P. Amandine‐L ３着
パシオンノーブル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，柏崎特別，塩沢特別２着，鳥

海山特別２着，etc.
ココナッツパンチ（04牡 マンハッタンカフェ）１勝，目黒記念‐Jpn2 ２着，弥生賞

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［子］ リトルオードリー（93牝 ＊グルームダンサー）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，オークス‐Jpn1 ３着，紅梅賞‐OP
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）�２勝，��１勝��入着２回，全

日本２歳優駿‐Jpn1，佐賀記念‐Jpn3 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1129 ジュラーレ２０２０ �・鹿 ５／ ５
＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマージュラーレ ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ鹿 2013 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ジェイケイカルミア（11鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
カンタベリールビー（19牝鹿 ＊バトルプラン）�出走

２代母 ジェイケイクリス（05鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
ジェイケイネオ（10牡 ネオユニヴァース）１勝，檜原湖特別２着
ジェイケイライアン（12牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，西湖特別２着，三峰山特別

３着，��１勝�１勝
ジェイケイウィン（13牝 ＊エンパイアメーカー）�３勝��２勝
ジェイケイフージン（14� ジャングルポケット）�３勝�２勝�入着
ジェイケイバスター（15牝 ディープブリランテ）�１勝��
ジェイケイエース（16牡 ゴールドアリュール）�１勝

３代母 ジェイケイコマンダ（99鹿 ＊コマンダーインチーフ）１勝
ジェイケイセラヴィ（04� ＊スクワートルスクワート）６勝，福島民友Ｃ‐L，キーン

ランドＣ‐G3 ２着，アイビスサマーダッシュ‐G3 ２着，etc.
ジェイケイカフェ（08牝 マンハッタンカフェ）出走

ジェイケイバゴ（12牝 ＊バゴ）�１勝�
ジェイケイダンサー（10牝 ＊スクワートルスクワート）�１勝�

４代母 オギロートレック（92鹿 マルゼンスキー）入着２回
［子］ ジェイケイワンダー（02牡 ＊グラスワンダー）１勝

ジェイケイエリシオ（01牡 ＊エリシオ）	１勝
ジェイケイスキャン（00牝 ＊スキャン）
�１勝��

［孫］ ジェイケイホーム（10牡 ＊ケイムホーム）２勝，茨城新聞杯２着
グランアラミス（12� ＊フォーティナイナーズサン）２勝

５代母 ウメノフーリン（81栗 ＊ネプテユーヌス）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，関
屋記念‐Jpn3 ３着，ニューイヤーＳ‐OP，れんげ賞‐OP，うぐいす賞，etc.
［子］ ミヤマエンデバー（98牡 ＊ダミスター）�７勝��１勝，北海優駿，王冠

賞，北斗盃，etc.
ウメノグランテージ（88牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，駒草賞３着，芦ノ
湖特別３着，４勝

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

1130 ジェイケイカルミア２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３
＊

＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスジェイケイカルミア ＊シンボリクリスエス

��
��
�ジェイケイクリス鹿 2011 ジェイケイコマンダ

＊ダラマ 1e
Mr. Prospector M4×S5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 シャイナムスメ（04黒鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，豊栄特別（芝 1600），宝ケ
池特別（芝 1400），小豆島特別（芝 1400）２着，保津峡特別（芝 1400）２着，壬生特
別（芝 1200）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
アヴァリエ（11�芦 ＊クロフネ）��２勝
カジノゲーム（12牡黒鹿 キングカメハメハ）��１勝
シャイリースマイル（16牝栗 ＊ノヴェリスト）�１勝
ドーン（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，���入着
クリノキコウシ（18牡黒鹿 ルーラーシップ）出走，�地方未出走

２代母 ＊レッドレス（91 USA鹿 Storm Cat）GB・USA３勝
アーントルビーAunt Ruby（98牝 Rubiano）GB１勝

サウスケイプ South Cape（03� Cape Cross）GB10 勝，Rockingham S
‐L ３着

レラティヴオーダー Relative Order（05� ＊ディクタット）GB・HKG５勝，
Hong KongMacau Trophy‐L ２着，Premier Plate‐L ２着

サーロベールシュヴァル Sir Robert Cheval（11� Green Desert）GB・FR
・IRE３勝，Rous S‐L ２着

マコトテンカイチ（02牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ダンツフロント（06牡 ＊タイキシャトル）１勝
トーセンウィン（07牡 ＊クロフネ）１勝

３代母 スティッキ－ハビット Sticky Habit（78 GB鹿 Habitat）GB２勝
トゥツィーポップTootsiepop（83牝 Robellino）USA１勝

エルマイムーン El Maimoun（95牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GER３勝，ツー
クンフツレネン‐G2

エイムフォーザトップ Aim for the Top（85牝 Irish River）GB・IRE・ITY４勝，
キウスーラ賞‐G3，Princess Elizabeth S‐L，Firth of Clyde S‐L，etc.
ポーラーベアー Polar Bear（00� Polar Falcon）GB・FR・AUS６勝，VR

CMelbourne Cup Day Plate‐L，City of York S‐L，ＭＲＣアンダー
ウッドＳ‐G1 ２着，etc.

スプレンデント Splendent（90 牡 Shadeed）GB・FR・IRE・USA３勝，ジムクラ
ックＳ‐G2，サラマンドル賞‐G1 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 廣中 稔＝日高町平賀 �01456-2-0124
生 産 牧 場： 廣中 稔
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

1131 シャイナムスメ２０２０ 牡・鹿 ４／２６

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーキンシャサノキセキ
＊ Pleasant Colony

��
��
�ケルトシャーンAUS 鹿 2003 Featherhill

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayシャイナムスメ
＊ Storm Cat

��
��
�レッドレス黒鹿 2004 Sticky Habit

9h
Hail to Reason M4×S5 Ribot S5×M5 Flower Bowl S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ショウサンユリシス（11鹿 ＊プリサイスエンド）��４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
オーロファースト（18牝栗 ＊シニスターミニスター）��１勝�入着３回

２代母 ビューティテイスト（98栗 ダンスインザダーク）�２勝��，エーデルワイス
賞‐Jpn3 ２着，栄冠賞３着
ラケナリア（05牝 ＊ジェイドロバリー）入着，��４勝
アイビーフォールド（07牡 ジャングルポケット）２勝，はなのき賞３着，寒桜賞３着
ビューティワンダー（10牝 ＊グラスワンダー）�16 勝��
ファシナンテ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）���２勝�７勝�２勝
モダンテイスト（16牝 ルーラーシップ）１勝
ナナナナナイロ（18牝 ＊アジアエクスプレス）���１勝

３代母 ミヤマビユーテイー（84栗 ＊ノーザンテースト）不出走
ミヤマリリー（88牝 ＊アーテイアス）４勝，八雲特別（２回），漁火特別２着，芝桜賞

２着，etc.
ミヤママーガレット（90牝 タマモクロス）４勝，伊良湖Ｓ，ゴールデンサドルＴ，

小樽特別，etc.，�１勝
ビューティークロス（91牝 タマモクロス）４勝，臥牛山特別，サルビア賞

ケリーズビューティ（01牝 ＊ブライアンズタイム）��４勝
インプレスウィナー（07牡 フサイチコンコルド）７勝，オーロＣ‐L，京王
杯スプリングＣ‐G2 ３着，尾張Ｓ‐L ３着，etc.，�３勝���

ナランフレグ（16牡 ゴールドアリュール）�４勝，淀短距離Ｓ‐L ２着，シ
ルクロードＳ‐G3 ３着，鞍馬Ｓ‐OP ２着，etc.

ジョージビューティ（92牝 ＊ミルジヨージ）１勝，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２
着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，アネモネＳ‐OP ３着
シャルマンレーヌ（04牝 ダンスインザダーク）２勝，フェニックス賞‐OP ２着，

こでまり賞２着
ダンツワンダー（00牡 バブルガムフェロー）２勝，アイビーＳ‐OP ２着

４代母 ホウヨウクイン（69鹿 ＊レアリーリーガル）２勝
［子］ ホウヨウボーイ（75牡 ＊フアーストフアミリー）11勝，有馬記念，天皇賞

（秋），ＡＪＣＣ，etc.，年代表（2回），優古牡（2回），種牡馬

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

1132 ショウサンユリシス２０２０ 牡・栗 ３／ １

＊

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyショウサンユリシス ダンスインザダーク

��
��
�ビューティテイスト鹿 2011 ミヤマビユーテイー

＊フラストレート 1b
Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ジョディーズライン（07栗 ＊クロフネ）１勝，萌黄賞（芝 1200）２着，登別特別
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（19）〕
オレンジジョディー（13牝栗 カネヒキリ）�１勝�入着
ドリームズライン（14牡栗 ドリームジャーニー）�６勝�２勝���，岐阜金賞
（Ｄ1900），東海ダービー（Ｄ1900），駿蹄賞（Ｄ1800），新春ペガサスＣ（Ｄ1600）
２着

アモーレジョディー（15牝栗 ドリームジャーニー）入着，��２勝�１勝�
ジョディーベルボワ（16牝鹿 ドリームジャーニー）��５勝�入着２回
カミーノ（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着，	２勝�入着
レープハフト（18牝鹿 ルーラーシップ）�入着
パッショニスタ（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�地方未出走

２代母 プリティジョディー（01鹿 ダンスインザダーク）	１勝
ヒカルジョディー（06牡 ＊トワイニング）４勝，鷹ケ峰特別，吾妻小富士賞，雲仙特

別２着，etc.，�４勝，絆Ｃ，トウケイニセイ記念，etc.
テイケイフロックス（09牝 ジャングルポケット）１勝，�８勝	
タピスドフルール（10牝 ジャングルポケット）
11 勝
シェーンブリッツ（11牝 ＊クロフネ）	入着�

マツリダスティール（18牡 エキストラエンド）��４勝，ジュニアＧＰ，若鮎
賞，ビギナーズＣ２着

ラームリュンヌ（12牝 ＊ブライアンズタイム）入着，��１勝�入着�
トモジャタイクーン（15牡 ルーラーシップ）�１勝

３代母 ＊ジョディーディア（93 USA栗 Woodman）USA１勝
マイティーカラー（00牝 ＊トニービン）５勝，美作特別，ビワハヤヒデメモリアル，

筑後川特別，etc.
ブライトアイディア（10牡 ゴールドアリュール）４勝，福島民友Ｃ‐L ２着，阿

蘇Ｓ‐OP ２着，ジュライＳ‐OP ２着，etc.，�１勝
ピースオブジャパン（12牡 ダイワメジャー）３勝，壇之浦特別，下鴨Ｓ２着，

但馬Ｓ３着
ケイアイコンセプト（05牡 ＊クロフネ）４勝，彦星賞，種市特別
スピルオーバー（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，御影Ｓ２着，�１勝	入着２回

販売申込者・所有者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955
生 産 牧 場： ㈲新冠橋本牧場
飼 養 者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955

1133 ジョディーズライン２０２０ �・鹿 ４／１３
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュージョディーズライン ダンスインザダーク

��
��
�プリティジョディー栗 2007 ＊ジョディーディア

12c
サンデーサイレンス S3×M4 Vice Regent M5×M5

価格： 購買者：



母 シリカ（13栗 メイショウボーラー）�２勝�５勝
初仔

２代母 グリーンヒルコマチ（98栗 ＊アフリート）不出走
ガッサングリーン（02牡 ＊ゼネラリスト）３勝，天竜川特別，柏崎特別，両津湾特別３着
オウシュウコトブキ（04牡 ニューイングランド）�６勝��７勝
ミスコマチ（08牝 ステイゴールド）１勝

スエヒロワンダー（14牡 ＊グラスワンダー）�８勝
カシノジャスミン（16牝 メイショウボーラー）��１勝

ラシーネ（09牝 マヤノトップガン）��５勝
ニシケンモノノフ（11牡 メイショウボーラー）５勝，すばるＳ‐L，etc.，�４勝�

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

ムーヴィング（15牡 メイショウボーラー）入着，��５勝�１勝��

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

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

ピアスサンデー（95牝 ＊ラシアンボンド）	５勝，サラ・プリンセス特別２着

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

か賞２着

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

マイラーズＣ‐Jpn2 ２着，宝塚記念‐Jpn1 ４着，��	８勝，種牡馬
ワンダーテイオー（85牡 サンシヤインボーイ）６勝，フェブラリーＨ
‐Jpn3 ２着，タイムス杯‐OP，播州Ｓ，etc.

［孫］ ウイニングテイオー（91牡 ミユゲロワイヤル）�９勝，紅葉賞，上山王冠
賞，こまくさ賞２着

販売申込者・所有者： �プログレスファーム＝新冠町高江 �0146-47-3590
生 産 牧 場： �プログレスファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

1134 シリカ２０２０ �・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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズシリカ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2013 ツネノコトブキ

＊フエアペギー 6
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 シルクシンフォニー（09栗 ＊ストーミングホーム）２勝，�１勝��１勝，姫山菊
花賞（Ｄ1700）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５）〕
ブルベアイリーデ（16牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�５勝，オアシスＳ‐L（Ｄ1600），

オアシスＳ‐L（Ｄ1600）２着，グリーンチャンネルＣ‐L（Ｄ1400）２着，欅Ｓ‐OP
（Ｄ1400）３着，銀嶺Ｓ（Ｄ1400），青梅特別（Ｄ1600），神無月Ｓ（Ｄ1400）２着

ハヴォナ（17牝栗 ディープスカイ）��入着３回

２代母 クイーンオブタイム（95栗 ＊ブライアンズタイム）不出走
ケイユウリズム（99牝 ＊ブラッシングジョン）�３勝
シルクストリート（02牡 ＊タバスコキャット）４勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，飯坂

温泉特別２着，福島放送賞２着
シルクアドニス（04牡 ＊ラムタラ）�７勝��
シルクダイナスティ（05牡 ＊カリズマティック）４勝，舞鶴特別，大津特別３着，障

害１勝，�２勝，摂津盃２着
シルキーブリス（06牝 ＊チーフベアハート）�２勝
シルクデイブレイク（07牡 ＊アジュディケーティング）３勝
キングオブタイム（11牡 ＊キンググローリアス）１勝
タイムカム（12牝 ＊ケイムホーム）�２勝�
マルボルクシチー（14牡 スターリングローズ）���４勝

３代母 ロイヤルシルキー（83栗 ＊ロイヤルスキー）４勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1 ３着，新春４歳牝馬Ｓ‐OP ３着，信濃川特別，あさがお賞，etc.
アリジャポネ（89牡 ＊ノーザンテースト）４勝，柏崎特別，茨城新聞杯２着，利根川

特別２着，etc.
ロイヤルグリッター（90牡 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，ＮＳＴ賞３着
シルクルネッサンス（91牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，彦星賞，大島特別２着，成

田特別２着，etc.

４代母 ＊モミジⅡ（72 CAN黒鹿 Laugh Aloud）USA12 勝，Niagara H，Nassa
u S（２回），Seagram C，Canadian S‐R，Nettie H，etc.
［孫］ マーベラスサンデー（92牡 ＊サンデーサイレンス）10勝，宝塚記念‐Jpn1，

産経大阪杯‐Jpn2，京都大賞典‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬

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

1135 シルクシンフォニー２０２０ 牡・黒鹿 ５／３１

＊

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

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meシルクシンフォニー ＊ブライアンズタイム

��
��
�クイーンオブタイム栗 2009 ロイヤルシルキー

＊モミジⅡ 9h
Mr. Prospector S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 シンメイゲイルス（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
モンサンカーラ（13牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝�４勝
エコロレインボー（15牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）�５勝��
アペタイザー（16牡鹿 ＊ケープブランコ）１勝，��出走��入着
レイワンダー（17牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝

２代母 ＊ジャウンティング（94 USA鹿 Seattle Slew）IRE１勝
サンデープラチナム（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝
ピサノバンキッシュ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，大雪Ｈ３着
イエスドラゴン（04牝 ダンスインザダーク）出走

コウギョウデジタル（10牝 ＊アグネスデジタル）�８勝，ＯＲＯＣディスタフ，
フェアリーＣ，あすなろ賞，不来方賞，ひまわり賞，etc.

タンスチョキン（10牝 ＊ストラヴィンスキー）２勝，�２勝

３代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１０００ギニー

‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
ザフィストオヴゴッド The Fist of God（05� Sadler's Wells）IRE３勝，

Eyrefield S‐L ２着，IRE障害３勝
ユーアーソービューティフル You'resobeautiful（17 牝 No Nay Never）�IR

E１勝，Polonia S‐L ２着
シルクジュリエット（99牝 マーベラスサンデー）１勝

ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝�１勝，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

ダイヤモンドピサ（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3（２回），

中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，etc.
スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Honeybee S，

Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.
シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）USA

４勝，Omnibus S２着

販売申込者・所有者： ㈲北光牧場＝浦河町上向別 �0146-22-0622
生 産 牧 場： ㈲北光牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

1136 シンメイゲイルス２０２０ �・鹿 ５／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイシンメイゲイルス
＊ Seattle Slew

��
��
�ジャウンティング黒鹿 2006 ＊ジョード

1s
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 シーエーユウカ（08鹿 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
イッカツ（14牡鹿 ディープスカイ）�３勝
ミンデンユウカ（15牝黒鹿 アッミラーレ）１勝，�地方未出走
ココアブラウン（17牡栗 トーセンホマレボシ）出走，�地方未出走
セキレイ（19牝鹿 ジョーカプチーノ）���出走

２代母 ＊ミンデンローズ（92 USA芦 Mr. Prospector）FR・USA１勝
＊ドラマチックローズ（98牝 Theatrical）１勝
＊ローズカーニバル（00牝 Silver Deputy）１勝

スターローズ（12牝 スマートボーイ）�３勝��４勝，ユングフラウ賞，東京
プリンセス賞２着

スズカミンクス（03牝 ＊アサティス）１勝
プラチナグロース（10� ゴールドアリュール）２勝，��５勝，東京盃‐Jpn2

３着，アフター５スター賞２着
スズカプラチナ（05牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

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.

＊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.
＊ストーミンウイニー（95牝 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

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
＊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： 野島牧場＝日高町緑町 �01456-2-6557
生 産 牧 場： 野島牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

1137 シーエーユウカ２０２０ �・黒鹿 ４／１２

＊

ケイプクロス Green Desert

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Cape Cross

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

��
��
�BehkaraFR 鹿 2007 Behera

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandシーエーユウカ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ミンデンローズ鹿 2008 Winning Colors

23b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 エーシンメンフィス（08鹿 Medaglia d'Oro）５勝，愛知杯‐G3，京都牝馬Ｓ
‐G3 ２着，衣笠特別（芝 1800）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（４）〕
マイネルミシシッピ（15牡鹿 オルフェーヴル）入着，���２勝
イルヴェントドーロ（16牝鹿 ディープインパクト）�２勝，中京日経賞（芝 1200）３着
メンフィス（17牝鹿 ジャスタウェイ）��２勝

２代母 ＊テネシーガール（97 USA栗 Pine Bluff）４勝，セントウルＳ‐Jpn3，ファン
タジーＳ‐Jpn3，高松宮記念‐Jpn1 ３着，函館３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，阪神３歳牝
馬Ｓ‐Jpn1 ５着，etc.

＊エーシントゥルボー（04牝 Broad Brush）３勝，伊達特別，江戸川特別３着
＊エーシンアマテラス（07牝 Tale of the Cat）出走

エイシンレーザー（15牡 エイシンフラッシュ）２勝，��１勝�２勝�入着
��，利家盃２着，金沢スプリングＣ２着，せきれい賞３着

３代母 ジャワマジック Java Magic（90 USA鹿 Java Gold）USA１勝
＊エイシンコールマン（96牡 Eastern Echo）３勝，十和田湖特別，下北半島特別２着，

��１勝�

４代母 カースルロワイヤル Castle Royale（78 USA鹿 Slady Castle）USA７勝，シー
プスヘッドベイＨ‐G2，Jockey Hollow H‐R，New Jersey Breeders S‐R，ハ
イアリアターフＣ‐G1 ２着，ラプレヴォワイヤントＨ‐G3 ２着（２回），etc.
［子］ ＊エイシンテネシー（89牝 Vice Regent）５勝，金杯‐Jpn3，京都記念

‐Jpn2 ２着，金杯‐Jpn3 ２着，etc.
パレスチル Palace Chill（87 牝 The Minstrel）USA６勝，Sixty Sails
H，Sunflower Farm H‐R，Bayou H‐L ２着，etc.

［孫］ キキズン Kikisun（94牡 Homme de Loi）FR３勝，Derby du Langue
doc‐L，P. Delahante‐L ２着

［曾孫］ カティマ Katima（96牝 Zeditave）AUS４勝，ＡＴＣシルヴァーシャド
ーＳ‐G2，ATC Keith Mackay H‐L，NSWBrian Crowley S
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： ㈲高野牧場
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

1138 エーシンメンフィス２０２０ �・芦 ３／１８
＊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エイシンヒカリ
＊ Storm Cat

��
��
�キャタリナ芦 2011 Carolina Saga

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayエーシンメンフィス
＊ Pine Bluff

��
��
�テネシーガール鹿 2008 Java Magic

1n
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5 Key to the Mint S5×M5

価格： 購買者：



母 サンジャンドリュズ（13青鹿 スクリーンヒーロー）�入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ペイバスク（18牝栗 トーセンジョーダン）��１勝�

２代母 エイシンサンデリー（00黒鹿 ＊ブライアンズタイム）�入着２回
ファイアアロー（08牡 オンファイア）１勝
マンオブザマッチ（09牡 ＊エイシンワシントン）�１勝��１勝
ケープオブホープ（11牝 エイシンサンディ）１勝，�６勝��
ノンストップダイヤ（15牝 アサクサキングス）��出走�１勝

３代母 ＊エイシンシンシアナ（95 USA黒鹿 Storm Cat）３勝
＊セントルイスガール（03牝 Silver Hawk）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，フェニッ

クス賞‐OP ２着，エルフィンＳ‐OP ３着
エーシンミズーリ（08牡 マンハッタンカフェ）６勝，米子Ｓ‐L，ポートアイラ

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

＊エーシンコンファー（05牝 Dynaformer）４勝，豊明特別，利尻特別，八坂Ｓ３着
エイシンジルコン（13牝 ディープインパクト）入着６回，石打特別２着

エーシンマイェスタ（10牡 スペシャルウィーク）５勝，朱雀Ｓ，鷹ケ峰特別，知立
特別２着，etc.

４代母 バイランドバイシー By Land by Sea（84 USA鹿 Sauce Boat）USA10 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，ミレイディＨ‐G1，ランパートＨ‐G2，エルエン
シノＳ‐G3，ルイヴィルＢＣＨ‐G3，etc.
［子］ ファハル Fahal（92 牡 Silver Hawk）GB・USA・UAE４勝，ローズオヴ

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

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

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

販売申込者・所有者： 野表 俊一＝浦河町野深 �0146-27-4327
生 産 牧 場： 野表 俊一
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

1139 サンジャンドリュズ２０２０ �・芦 ４／１８

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊グラスワンダー

�
�
�
�
�

��
��

�スクリーンヒーロー ランニングヒロインサンジャンドリュズ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エイシンサンデリー青鹿 2013 ＊エイシンシンシアナ

11
サンデーサイレンス S3×M4 Roberto M4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ゼクト（12黒鹿 ＊サウスヴィグラス）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
パフィオ（19牝栗 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 スターオブジェンヌ（03黒鹿 ＊アジュディケーティング）�３勝��３勝�，
トゥインクルレディ賞，桜花賞２着
スターオブローマン（11牝 ダンスインザダーク）��１勝�１勝�
ラヴインアクション（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝���入着４回
アハデコノヨヲ（14牝 フリオーソ）�１勝
スターオブソレイユ（15牝 ヴァーミリアン）�６勝�入着���，カペラ賞２着，

佐賀皐月賞３着
キヨセ（17牡 ＊カジノドライヴ）���２勝�１勝�入着２回

３代母 アイテイマリー（85鹿 ホスピタリテイ）�６勝

４代母 ホクセーチエリー（81鹿 ＊パーソロン）不出走
［子］ メイショウベンハー（87牡 マルゼンスキー）３勝，平安Ｓ‐OP ３着，欅

Ｓ２着，長良川Ｓ３着
リュウホウ（89牝 ＊スリルシヨー）３勝，大沼Ｓ，仁山特別，函館日刊ス
ポーツ杯２着，etc.

メイショウマゼンタ（93牡 ダイナガリバー）３勝，月山特別，最上川特別
２着，木曽川特別３着，etc.

［孫］ ロングアドミラル（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，浄土平特別３着

５代母 ホクセーミドリ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）４勝，Ｒたんぱ賞，オークス３着，阪
神４歳牝馬特別２着，ひいらぎ賞，さざんか賞
［孫］ アインブライド（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ

‐Jpn1，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，野路菊Ｓ‐OP，優２牝
ハスラー（99牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，エイプリルＳ‐L ２着，ディ
センバーＳ‐L ２着，晩春Ｓ，etc.

メイショウヤシマ（90牡 ＊ブレイヴエストローマン）４勝，霜月Ｓ，羊蹄
山特別，羅生門Ｓ３着，etc.，	１勝��

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

1140 ゼクト２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ２

＊

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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターゼクト ＊アジュディケーティング

��
��
�スターオブジェンヌ黒鹿 2012 アイテイマリー

＊フエアリーテイル 4j
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 スラリーアイス（12黒鹿 オレハマッテルゼ）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
クレスコジョケツ（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 クレスコラブリー（00鹿 ＊アフリート）１勝
レインボーダンス（11牝 サイレントディール）�２勝�入着

３代母 メジロライリー（90鹿 ＊モガミ）３勝，カーネーションＣ‐OP ２着，房総特別，
新緑賞，潮来特別２着，ＴＶＫ賞２着，etc.
マイティシルバー（02牡 ＊フォーティナイナー）３勝，鶴ヶ城特別２着，フルーツラ

インＣ３着

４代母 メジロクインシー（81鹿 ＊フイデイオン）不出走
［子］ メジロモントレー（86牝 ＊モガミ）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ＡＲ共和国杯

‐Jpn2，金杯‐Jpn3，etc.
メジロフェンディー（88牝 ホクトボーイ）４勝，五色沼特別
メジロスクエア（93牝 ＊モガミ）２勝，安房特別３着

［孫］ メジロアトラス（95� メジロマックイーン）６勝，金蹄Ｓ，丹沢Ｓ，etc.，
障害１勝，��入着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着

［曾孫］ モーリス（11牡 スクリーンヒーロー）８勝，安田記念‐G1，天皇賞（秋）‐G1，
マイルＣｈＳ‐G1，etc.，HKG３勝，年代表，優短距，特別賞，種牡馬

ルーカス（15牡 スクリーンヒーロー）�１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，
節分Ｓ２着，立志Ｓ２着，etc.

ピッツバーグ（13� ダノンシャンティ）�２勝，箱根特別２着，障害１勝，
�１勝

トーセンカナロア（12牡 ブラックタイド）１勝，北辰特別２着，ひめさゆ
り賞２着，南相馬特別３着

メジロアースラ（05牝 ＊ブラックホーク）１勝，下北半島特別２着
メジログラーヴェ（03牝 メジロライアン）１勝，こでまり賞３着

５代母 メジロボサツ（63栗 ＊モンタヴアル）９勝，朝日杯３歳Ｓ，サンスポ四歳牝馬
特別，函館記念，オークス２着，桜花賞３着，etc.，優２牝

販売申込者・所有者： ㈲信岡牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1602
生 産 牧 場： ㈲信岡牧場
飼 養 者： ㈲信岡牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1602

1141 スラリーアイス２０２０ 牡・栗 ３／１８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルスラリーアイス ＊アフリート

��
��
�クレスコラブリー黒鹿 2012 メジロライリー

＊デヴオーニア 10d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スマートシャワー（05栗 アグネスタキオン）��入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
スマートロデム（10牝鹿 ＊ロージズインメイ）��１勝��１勝�１勝�４勝���
ウインブリング（13牡栗 ＊ロージズインメイ）�１勝
スマートブランコ（16牝栗 ＊ケープブランコ）	��２勝
デイジーエール（17牝黒鹿 スピルバーグ）	��１勝
ドクタースキル（18牝鹿 リオンディーズ）	入着

２代母 ＊スプリンターキャット（92 USA栗 Storm Cat）GB１勝
テンザンデザート（98牝 Green Desert）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，

ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，菜の花賞‐OP，ラベンダー賞‐OP，ＵＨＢ杯
‐OP ２着，etc.
デセール（06牝 アグネスタキオン）１勝，こぶし賞２着
ドルチェリア（13
 ＊エンパイアメーカー）	２勝，瀬戸特別２着，和布刈特別

２着，小倉城特別３着，早鞆特別３着，瀬戸特別３着
タガノラフレシア（00牝 ＊エリシオ）３勝，アイビーＳ‐OP，マリーゴールド賞‐OP，

カンナＳ‐OP ２着，ダリア賞‐OP ２着
タガノハピネス（10牝 タガノゲルニカ）３勝，伊良湖特別３着

スマートブレード（01牡 ＊エリシオ）４勝，ＮＳＴ賞‐OP ２着，川中島Ｓ，高瀬川Ｓ
２着，etc.，�１勝�１勝�入着�，オッズパークＧＰ２着，マイル争覇，etc.

ワイルドキャット（04牡 ＊マリエンバード）１勝，��５勝�１勝，岩鷲賞３着，み
ちのく大賞典３着

オッキオディガット（06牡 キングカメハメハ）３勝，大雪Ｈ
メジャーアスリート（09牡 ダイワメジャー）３勝，橘Ｓ‐OP ２着，斑鳩Ｓ，	�入

着２回��入着７回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

３代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
アウチッラ Aucilla（91 牝 Relaunch）USA９勝，ギャロレットＨ‐G3，Drumto

p S‐L，ボーゲイＨ‐G3 ３着，etc.
パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）USA６勝，パーソナルエン

サインＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ‐G1 ３着，etc.

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

1142 スマートシャワー２０２０ 牡・黒鹿 ３／２９
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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラスマートシャワー
＊ Storm Cat

��
��
�スプリンターキャット栗 2005 My Cherie Amour

16a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スターフォーユー（06鹿 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ベルサイユ（11牝鹿 アドマイヤジャパン）��１勝
シゲルクロカジキ（13牡鹿 マーベラスサンデー）障害２勝，�３勝
ドナリエラ（16牝鹿 カネヒキリ）�２勝

２代母 ホシノキンカ（99鹿 ＊ラムタラ）１勝
ワタシノオウジサマ（05牡 ＊ブラックホーク）入着，�１勝
ランブリングローズ（07牝 ＊アグネスデジタル）３勝，八女特別３着，豊前特別３着

ユニオンローズ（15� ネオユニヴァース）１勝，なでしこ賞３着，��４勝
シルクメガスター（09牡 ＊プリサイスエンド）��１勝	入着�
ミトノゴールド（12牡 ＊アグネスデジタル）３勝，高砂特別３着，
１勝
テンキセキ（13牝 ＊アグネスデジタル）２勝，��出走

３代母 ＊スターマイライフ（94 USA芦 Storm Cat）１勝
ロイヤルペルラ（00牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

スティールパス（07牝 ネオユニヴァース）５勝，ポラリスＳ‐L ２着，etc.，
��１勝，スパーキングＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ３着

トレンドハンター（08牝 マンハッタンカフェ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞
‐G1 ３着

プレシャスライフ（04牝 ＊タイキシャトル）	５勝
ハーグリーブス（15牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝，すばるＳ‐L ３着，グリ

ーンチャンネルＣ‐L ３着，麦秋Ｓ，etc.

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Rancho Bernardo H，
Las Cienegas H，etc.
［子］ レイディズシークレット Lady's Secret（82 牝 Secretariat）USA25 勝，

ＢＣディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ
‐G1，etc.

［孫］ 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，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： 福岡 駿弥＝新ひだか町静内田原 �090-8709-4430
生 産 牧 場： 福岡 駿弥
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

1143 スターフォーユー２０２０ 牡・鹿 ３／ ９
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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawスターフォーユー ＊ラムタラ

��
��
�ホシノキンカ鹿 2006 ＊スターマイライフ

22d
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky M4×S5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊スカイウェー（07 IRE 栗 Trans Island）GB・IRE２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
エイシンレインボー（15牝黒鹿 アドマイヤムーン）��１勝�１勝���入着４回
ブラックミーティア（16牡黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，���入着２回
ミスチェリー（18牝栗 エスポワールシチー）��４勝

２代母 ジラヤZilayah（92 USA栗 Zilzal）GB１勝
ビロウイングセイルBillowing Sail（97� Bering）FR２勝，FR障害２勝
エンブレイスミーEmbrace Me（98牝 Nashwan）GB出走

クラスプ Clasp（02� Singspiel）GB・UAE４勝，National Day Cup‐L
３着（２回）

エインジェルウェイAngel Way（09牝 Trans Island）GB・IRE２勝
パーフェクトワーズPerfectWords（10� ThousandWords）GB９勝

３代母 ウェルシュガーデンWelsh Garden（73 IRE 鹿 Welsh Saint）IRE５勝，
Waterford Glass Nursery
ケルティックアセンブリー Celtic Assembly（81 牝 Secretariat）GB・FR１勝，

Lupe S‐L ２着
＊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.
サブジェクティヴ Subjective（82 牝 Secretariat）GB・ITY・USA５勝，Iris S‐R，

Suffolk Downs Breeders'Cup H，Lady Baltimore H‐L ２着，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

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.

＊バイオマスター（96牡 Strolling Along）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，アーリ
ントンＣ‐Jpn3 ２着，東京新聞杯‐Jpn3 ３着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 堀川 洋之＝新ひだか町三石豊岡 �0146-33-2381
生 産 牧 場： 堀川 洋之
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

1144 スカイウェー２０２０ 牡・鹿 ４／２０
＊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

＊

トランスアイランド Selkirk

�
�
�
�
�

��
��

�Trans Island Khubzaスカイウェー ジラヤ Zilzal

��
��
�Zilayah栗IRE 2007 Welsh Garden

10c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スキャンパー（13 GB鹿 Oasis Dream）GB出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ケリアテソーロ（18牝鹿 ダイワメジャー）入着，��入着
ユキノエリザベス（19牝黒鹿 キタサンブラック）�未出走

２代母 ウィンスWince（96 GB鹿 Selkirk）GB・IRE４勝，英１０００ギニー‐G1，フ
レッドダーリングＳ‐G3，Star S‐L ２着
クイフQuiff（01 牝 Sadler's Wells）GB２勝，ヨークシャーオークス‐G1，英セン

トレジャー‐G1 ２着，リブルズデイルＳ‐G2 ３着
アラビアンガルフ Arabian Gulf（04 牡 Sadler's Wells）GB１勝，チェスターヴァ

ーズ‐G3 ２着，種牡馬
トータルコマンド Total Command（07� Sadler's Wells）GB１勝，クイーンズ

ヴァーズ‐G3 ３着，USA障害１勝

３代母 フリット Flit（88 USA鹿 Lyphard）GB１勝
フリーティンググリンプス Fleeting Glimpse（94牝 RainbowQuest）FR１勝，

サンタラリ賞‐G1 ２着
ハーフグランス Half Glance（99牝 ＊デインヒル）GB３勝，メイヒルＳ‐G3，

Pretty Polly S‐L ３着
タイクーン Tycoon（01牡 Sadler's Wells）GB・FR・IRE・USA・UAE１勝，

愛ダービー‐G1 ３着，英セントレジャー‐G1 ３着，ターフクラシック
招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

ウルンディUlundi（95� RainbowQuest）GB・USA６勝，Wolferton S‐L，
GB・IRE障害５勝

４代母 ニンブルフォリーNimble Folly（77 USA栗 Cyane）不出走
［子］ コントルダンス Contredance（82牝 Danzig）USA８勝，アーリントン

ワシントンラッシーＳ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，New Year
H‐L，etc.

［孫］ スキミング Skimming（96牡 Nureyev）GB・FR・USA８勝，パシフィ
ッククラシック‐G1（２回），カリフォルニアンＳ‐G2，サンディエゴ
Ｈ‐G2，etc.，種牡馬

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

1145 スキャンパー２０２０ �・黒鹿 ３／１１
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

＊

オアシスドリーム Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Oasis Dream Hopeスキャンパー ウィンス Selkirk

��
��
�Wince鹿GB 2013 Flit

4r
Lyphard M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 スズカシャルム（15栗 アドマイヤコジーン）出走
初仔

２代母 シャドウリング（97栗 タマモクロス）４勝，上総特別，若竹賞，富嶽賞２着，
御宿特別２着
コスモアジル（08牡 ＊ブライアンズタイム）�18 勝，ステイヤーズＣ３着
ワイドロスメルタ（10牝 ＊グラスワンダー）１勝

ワイドライジング（15� ブラックタイド）�５勝��２勝
ヒャクダン（16牡 ベルシャザール）�１勝
ワイドダビデ（17牡 ジャングルポケット）��２勝	

スズカシャーマン（11牝 ＊チチカステナンゴ）４勝
シゲルテンジンサン（12牡 タニノギムレット）��３勝	

ダンツブロケード（14牝 ディープスカイ）１勝
ウインセブリオン（17牡 グランプリボス）
１勝

３代母 アームサンサン（85鹿 ＊フアバージ）入着２回
タケミパワー（91牡 ＊ピユウターグレイ）��14 勝，報知ＧＰ・Ｃ２着，スプリング

Ｃ，神奈川盃，etc.
ハマフクオー（93牡 ホリスキー）２勝
ハマクイーン（94牝 ＊キンググローリアス）３勝
ジェニーカラン（95牝 タマモクロス）２勝
メイショウアーム（98牡 ＊ジェイドロバリー）��３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1

２着，青雲賞３着

４代母 スーパージヨオー（71鹿 ＊ヴエンチア）３勝
［子］ ケーティライズ（83牡 ＊ブラヴオー）５勝，鳥羽特別，穂高特別，障害１勝

５代母 トキワハナ（62栗 ＊カリム）出走
［子］ フジトキワオー（70牡 ＊パナスリツパー）３勝，��10 勝，北国王冠，農

林大臣賞典，百万石賞２着，etc.
［孫］ スカイジャイアント（83牡 ホクトボーイ）６勝，マイラーズＣ‐Jpn2 ２

着，京阪杯‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ３着，etc.，�13 勝
オーゴンライダァ（85牡 ＊ラツキーソブリン）２勝，清洲特別，清洲特別３着

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： 坪田 晃宜
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

1146 スズカシャルム２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ３
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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディスズカシャルム タマモクロス

��
��
�シャドウリング栗 2015 アームサンサン

＊星友 19b
Halo S4×S5 フオルテイノM5×M5

価格： 購買者：



母 スズカシャーマン（11芦 ＊チチカステナンゴ）４勝
本馬の他に産駒あり

２代母 シャドウリング（97栗 タマモクロス）４勝，上総特別，若竹賞，富嶽賞２着，
御宿特別２着
コスモアジル（08牡 ＊ブライアンズタイム）�18 勝，ステイヤーズＣ３着
ワイドロスメルタ（10牝 ＊グラスワンダー）１勝

ワイドライジング（15� ブラックタイド）�５勝��２勝
ヒャクダン（16牡 ベルシャザール）�１勝
ワイドダビデ（17牡 ジャングルポケット）��２勝	

シゲルテンジンサン（12牡 タニノギムレット）��３勝	

ダンツブロケード（14牝 ディープスカイ）１勝
ウインセブリオン（17牡 グランプリボス）
１勝

３代母 アームサンサン（85鹿 ＊フアバージ）入着２回
タケミパワー（91牡 ＊ピユウターグレイ）��14 勝，報知ＧＰ・Ｃ２着，スプリング

Ｃ，神奈川盃，etc.
ハマフクオー（93牡 ホリスキー）２勝
ハマクイーン（94牝 ＊キンググローリアス）３勝
ジェニーカラン（95牝 タマモクロス）２勝

ジェニーサンサン（04牝 ＊メイショウドトウ）�４勝�２勝�入着２回
メイショウアーム（98牡 ＊ジェイドロバリー）��３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1

２着，青雲賞３着

４代母 スーパージヨオー（71鹿 ＊ヴエンチア）３勝
［子］ ケーティライズ（83牡 ＊ブラヴオー）５勝，鳥羽特別，穂高特別，障害１勝

５代母 トキワハナ（62栗 ＊カリム）出走
［子］ フジトキワオー（70牡 ＊パナスリツパー）３勝，��10 勝，北国王冠，農

林大臣賞典，百万石賞２着，etc.
［孫］ スカイジャイアント（83牡 ホクトボーイ）６勝，マイラーズＣ‐Jpn2 ２

着，京阪杯‐Jpn3 ２着，金鯱賞‐Jpn3 ３着，etc.，13 勝
オーゴンライダァ（85牡 ＊ラツキーソブリン）２勝，清洲特別，清洲特別３着

販売申込者・所有者： ㈲藤沢牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2200
生 産 牧 場： ㈲藤沢牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

1147 スズカシャーマン２０２０ �・芦 ３／２６
＊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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラスズカシャーマン タマモクロス

��
��
�シャドウリング芦 2011 アームサンサン

＊星友 19b
Caro S4×M5 フオルテイノ S5×M5

価格： 購買者：



母 ステラーホープ（05鹿 ＊グラスワンダー）２勝，ＵＨＢ賞（芝 1500）２着，七重浜
特別（芝 1200）２着，長万部特別（芝 1200）２着，耶馬渓特別（芝 1200）２着，みち
のく特別（芝 1200）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（８）〕
イネディット（13牝栗 タニノギムレット）�３勝
レヴリミット（14牡鹿 ＊タイキシャトル）��１勝
トップギア（15牡鹿 ＊バトルプラン）�１勝�２勝��
ホープフルサイン（16牡黒鹿 ＊モンテロッソ）�３勝，パラダイスＳ‐L（芝 1400）３

着，雲雀Ｓ（芝 1400），ＨＢＣ賞（芝 1200），桂川Ｓ（芝 1200）３着，セプテンバ
ーＳ（芝 1200）３着，���１勝

レイオブホープ（18牝黒鹿 リオンディーズ）���入着

２代母 サンデーワールド（93黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
アイカ（02牝 ＊クロコルージュ）�１勝��１勝�入着
デザートワールド（03牡 ＊デザートキング）１勝，�１勝�
タプローム（10牝 ＊ケイムホーム）３勝
シューベルト（11牡 ＊ブラックホーク）	２勝��入着５回

３代母 ＊シャドーワールド（89 USA鹿 Nijinsky）不出走
ウイニングワールド（95
 ＊トニービン）２勝，江の島特別，阿賀野川特別２着，魚

野川特別２着，etc.，��１勝

４代母 レアミントRare Mint（78 USA栗 Key to the Mint）USA出走
［子］ ロバンデパン Robin des Pins（88 牡 Nureyev）GB・FR・GER・USA

６勝，ゴルデネパイチェ‐G2，ホルステントロフィ‐G3，サンジョル
ジュ賞‐G3，etc.，種牡馬

ミステリーレイズMystery Rays（85 牝 Nijinsky）FR３勝，ミネルヴ賞
‐G3，フィユドレール賞‐G3，ウジェーヌアダム賞‐G2 ３着，etc.

アフカーム Ahkaam（93牡 Riverman）IRE２勝，ベレスフォードＳ‐G3，
Platinum S‐L ２着，種牡馬

［孫］ キングオヴハピネス King of Happiness（99 牡 ＊スピニングワールド）G
B・USA・CAN・UAE５勝，イングルウッドＨ‐G3，クレイヴァン
Ｓ‐G3，シューメイカーマイルＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
生 産 牧 場： ㈲日進牧場
飼 養 者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159

1148 ステラーホープ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２２

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraステラーホープ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデーワールド鹿 2005 ＊シャドーワールド

8c
Halo M4×S5 Hail to Reason M5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ストロベリーズ（12青鹿 ＊コマンズ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ミキノイチゴ（17牡黒鹿 タニノギムレット）��４勝
カレンプリマドーナ（18牝青鹿 モーリス）�出走

２代母 ＊ストロベリーフェア（01 GB青鹿 Kingmambo）GB入着
ミッドサマーフェア（09牝 タニノギムレット）３勝，フローラＳ‐G2，クイーンＳ

‐G3 ３着，東風Ｓ‐L ３着，ターコイズＳ‐L ３着，君子蘭賞，etc.
＊サマーエモーション（17牝 Dubawi）�２勝，石狩特別，恵山特別２着

メンデンホール（13牝 アドマイヤムーン）３勝，新発田城特別
フラガリア（14牝 タニノギムレット）２勝
ソフトフルート（17牝 ディープインパクト）�４勝，秋華賞‐G1 ３着，シドニーＴ，

夕月特別，矢車賞，町田特別３着
フィアスプライド（18牝 ディープインパクト）�１勝

３代母 ＊ストームソング（94 USA鹿 Summer Squall）USA４勝，フリゼットＳ‐G1，
ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，アディロンダックＳ‐G2，メイトロンＳ
‐G1 ２着，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
アナザーストームAnother Storm（99牝 GoneWest）USA１勝

アスペリティ Asperity（04 牡 War Chant）GB・FR・USA７勝，ポールドム
サック賞‐G3，サンダウンクラシックトライアルＳ‐G3 ３着，種牡馬

エインジェルテラス Angel Terrace（09牝 Ghostzapper）USA・CAN４勝，
ヴァリーヴューＳ‐G3，Kentucky Downs Ladies Marathon S，Rob
ert G.Dick Memorial S‐L ２着，etc.

オーダーオヴセントジョージOrder of St George（12牡 Galileo）GB・FR・
IRE13 勝，アスコットゴールドＣ‐G1，愛セントレジャー‐G1（２回），英
ＢＣロングディスタンスＣ‐G2，etc.，種牡馬

バラッドリー Balladry（08 牡 Unbridled's Song）USA・UAE・CHA３勝，サンフ
ェルナンドＳ‐G2 ２着，クーガーザセカンドＨ‐G3 ３着，Prove It S３着

トロージャンネイション Trojan Nation（13牡 Street Cry）USA１勝，ウッドメ
モリアルＳ‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲平野牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2277
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

1149 ストロベリーズ２０２０ 牡・鹿 ３／１２
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

�
�
�
�
�
�
�
�
� ランニングヒロインモーリス ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseストロベリーズ
＊ Kingmambo

��
��
�ストロベリーフェア青鹿 2012 ＊ストームソング

1o
Danzig M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スフィンクス（09鹿 リンカーン）３勝，�２勝，栗駒賞（Ｄ1400），栗駒賞
（Ｄ1400）３着，白嶺賞（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
スペクタクル（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，オキザリス賞（Ｄ1400）３着

２代母 アレグリアス（02鹿 ＊フォーティナイナー）１勝
クレバーパルマ（10牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
ボナフォルトゥーナ（12牡 ダイワメジャー）１勝

３代母 ＊インヴァイト（86 IRE 鹿 Be My Guest）GB２勝
タイムオヴトラブルTime of Trouble（92 牝 ＊ウォーニング）GB・FR・UAE３勝

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

リザーブシート（95牝 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着
ヘイジームーン（11牝 アドマイヤムーン）４勝，スイートピーＳ‐LR ３着，
葉山特別，カーネーションＣ，etc.

ソリッドプラチナム（03牝 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，マー
メイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，etc.

ウインクリューガー（00牡 ＊タイキシャトル）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，アーリ
ントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

４代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝
［子］ ＊ウインドインハーヘア（91牝 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカル

‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，etc.
カポディモンテ Capo Di Monte（82 牝 Final Straw）GB・FR・USA５
勝，ヴァインランドＨ‐G3，Pretty Polly S‐L，Virginia S‐L，etc.

［孫］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，
宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，
きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

1150 スフィンクス２０２０ �・鹿 ４／２４

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�リンカーン グレースアドマイヤスフィンクス ＊フォーティナイナー

��
��
�アレグリアス鹿 2009 ＊インヴァイト

2f
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 スワンソング（10鹿 Singspiel）入着７回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
レルシュタープ（16牡黒鹿 ネオユニヴァース）入着２回，��１勝�１勝
ペイシャスワン（17牝栗 ＊キングズベスト）��出走�２勝��入着
イタリアンゴールド（18牡栗 オルフェーヴル）��入着３回

２代母 ＊ブリクセン（98 USA鹿 GoneWest）GB・IRE１勝，Tyros S‐L ３着
ストーリーブック Storybook（04牝 Halling）GB・USA３勝

ロメオリーマ Romeo Lima（12牡 Medaglia d'Oro）FR・USA３勝，P. Her
od‐L ２着，種牡馬

カンクラージュ Camp Courage（13� War Front）�FR・USA２勝，Grand
Criterium de Bordeaux‐L ２着，Criterium de l'Ouest‐L ３着

ゲットオンザバスGet On the Bus（18 牝 Uncle Mo）�USA１勝，ソレント
Ｓ‐G2 ２着

アフリカンストーリー African Story（07� Pivotal）FR・UAE・HKG８勝，ドバイワ
ールドＣ‐G1，アルマクトゥームチャレンジＲ３‐G1，ゴドルフィンマイル‐G2，
ブルジナハール‐G3（２回），アルマクトゥームチャレンジＲ２‐G2 ２着，etc.

アフリカンブルー（11� ディープスカイ）�６勝	11 勝��１勝，カンナ賞３着
アフリカンゴールド（15� ステイゴールド）�４勝，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，六社

Ｓ，兵庫特別，渥美特別，烏丸Ｓ２着，etc.
イサク（16牡 マンハッタンカフェ）１勝
ロンゴノット（17牡 ＊パイロ）�２勝，横手特別２着

３代母 デイニシュDanish（91 IRE 鹿 ＊デインヒル）FR・IRE・ITY・USA６勝，Ｑ
エリザベス二世チャレンジＣ‐G1，サラトガＢＣＨ‐G3，My Charmer H‐L，
P. La Sorellina‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，etc.

４代母 ティーハウス Tea House（80 IRE 栗 Sassafras）FR・IRE・USA４勝，C
ornelscourt S‐L
［子］ エイス Ace（01牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA・UAE３勝，デズ

モンドＳ‐G3，ＢＣターフ‐G1 ２着，プリンスオヴウェイルズＳ
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲二風谷ファーム＝平取町二風谷 �090-1527-3520
生 産 牧 場： ㈲二風谷ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

1151 スワンソング２０２０ �・鹿 ３／１０
＊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

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songスワンソング
＊ GoneWest

��
��
�ブリクセン鹿 2010 Danish

10c
Sadler's Wells S4×M4 Halo M4×S5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 セブンシークィーン（06栗 ＊コロナドズクエスト）５勝，駿風Ｓ（芝 1000），桂川
Ｓ（芝 1200），おおぞら特別（芝 1200），下関Ｓ（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（９）〕
セブンシーミノル（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝�５勝
ボニータミノル（15牝鹿 ＊ワークフォース）�２勝��１勝
アクティーボミノル（16牡栗 ＊ヨハネスブルグ）１勝
プレジールミノル（18牡栗 ＊ケープブランコ）�１勝，なでしこ賞（Ｄ1400）３着

２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.
セフティパラダイス（01牝 ＊パラダイスクリーク）３勝
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，不知火特別３着
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，トルマリンＳ３着
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
ピエナプリンセス（05牝 ＊デヒア）１勝
カズノタイショウ（07牡 キングカメハメハ）２勝，�５勝��
スパーブクィーン（08牝 ＊グラスワンダー）１勝
グッドジーン（10牡 ＊グラスワンダー）１勝，	２勝

３代母 ミラクルミユキ（90鹿 ＊ノーザンテースト）出走
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

４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： ㈲フジワラファーム＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631
生 産 牧 場： ㈱ゴールドアップカンパニー
飼 養 者： ㈱ゴールドアップカンパニー＝新ひだか町静内御園 �0146-46-2631

1152 セブンシークィーン２０２０ 牡・鹿 ２／２８

＊

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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�コロナドズクエスト Laughing Lookセブンシークィーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダンツプリンセス栗 2006 ミラクルミユキ

＊アベイブリツジ 14c
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：


