
母 マイガール（11栗 アドマイヤマックス）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
リュウノチャチャ（18牝鹿 パドトロワ）���１勝�２勝�１勝
グルノイユジョーヌ（19牝栗 フリオーソ）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 マイガール２０２０ �・栗 ４／２３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤマックス ダイナシユートマイガール Holy Bull

��
��
�フジヤマエンゼル栗 2011 ＊フライトオブエンジェルス

6d
Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ママアルパ（11鹿 タニノギムレット）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（３）〕
カズモンレアーレ（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝��
ニューアリオン（18牡鹿 リオンディーズ）�１勝
ファンデル（19牝黒鹿 モーリス）�１勝

２代母 ヴェルザンディ（05鹿 アグネスタキオン）２勝
ウルド（13牝 ＊ハービンジャー）出走

ヴェールクレール（18牝 リオンディーズ）�１勝，ききょうＳ‐OP ３着
ヴェルスパー（15牝 ロードカナロア）３勝，古作特別，乙訓特別２着，彦星賞２着，

黒松賞３着
ドラウプニル（16� ルーラーシップ）�１勝，アスター賞２着，あずさ賞３着，ひ

いらぎ賞３着
ヒシエレガンス（17牡 ＊ハービンジャー）�２勝

３代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着

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

＊レディブロンド（98牝 Seeking the Gold）５勝，スプリンターズＳ‐Jpn1 ４着，
セプテンバーＳ，ＴＶｈ賞，etc.
ラドラーダ（06牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，ユートピアＳ，市川Ｓ２着
レイデオロ（14牡 キングカメハメハ）７勝，日本ダービー‐G1，天皇賞
（秋）‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優３牡，優古牡，種牡馬

ゴルトブリッツ（07牡 スペシャルウィーク）６勝，アンタレスＳ‐G3（２回），etc.，
�２勝��１勝�１勝，帝王賞‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3

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

ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，日本ダービー‐Jpn1，有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，菊花賞‐Jpn1，
天皇賞（春）‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，神戸新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，
年代表（2回），優３牡，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

2 ママアルパ２０２０ �・鹿 ４／１７

＊

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルママアルパ アグネスタキオン

��
��
�ヴェルザンディ鹿 2011 ＊ウインドインハーヘア

2f
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 マヤノブリッツ（11栗 サムライハート）�８勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
カナザワクリステル（18牝鹿 ＊ベーカバド）��２勝
アクアカルロ（19牡栗 サンカルロ）���出走

２代母 マヤノプリヤ（03黒鹿 フサイチコンコルド）�４勝�入着７回
マヤノオントロジー（09牡 マヤノトップガン）３勝，花園Ｓ２着，宮崎特別２着，

高瀬川Ｓ３着，渡月橋Ｓ３着，�４勝
マヤノチャクリ（10牡 チャクラ）入着，�３勝�５勝�
マヤノパーチェム（12牡 マヤノトップガン）１勝
マヤノハイヌーン（15� ネオユニヴァース）��入着�４勝
アンリーシュ（17牝 キズナ）�１勝

３代母 タイシンリリイ（81芦 ＊ラデイガ）１勝
ユーセイフェアリー（87牝 アズマハンター）５勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3，

中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ドーバーシチー（88牡 ニチドウアラシ）３勝，新春賞，あざみ賞２着
リリースマイル（89牝 ＊ターゴワイス）３勝，越路特別，隅田川特別２着，きんせん

か賞３着
サンデーイチオー（97牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞２着

ナリタタイシン（90牡 ＊リヴリア）４勝，皐月賞‐Jpn1，目黒記念‐Jpn2，Ｒたん
ぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

フサイチケリー（95牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回
プチプレリュード（01牝 ＊エリシオ）�１勝
リュウノヒーロー（07牡 キングリファール）�８勝���，せきれい賞３着

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

別２着
フサイチディコルサ（97牝 ＊サンデーサイレンス）出走

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

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

3 マヤノブリッツ２０２０ 牡・栗 ５／１０
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

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴマヤノブリッツ フサイチコンコルド

��
��
�マヤノプリヤ栗 2011 タイシンリリイ

＊シルヴアーフアー 1w
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 マルカジュリエット（00鹿 ＊サンデーサイレンス）入着２回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（10）〕
リトルジュリエット（06牝青 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��入着３回
ミッキーフィーバー（10牡鹿 メイショウサムソン）入着，�２勝
スノードリーム（13牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，ごぎょう賞
（Ｄ1200）３着，���２勝

ヌンジュリエット（14牝黒鹿 ローエングリン）入着２回，�３勝
タイセイスキャット（16牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）入着４回，���出走�１勝�１勝
マジョリー（19牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

２代母 ＊クルーピアレディー（83 USA栗 What Luck）USA13 勝，Sportsmans' Park
Ruffian H‐L，Delta Downs Breeders' Fund S，Jefferson Downs Breeders'
Cup H，Trevose H，Heartland H２着，etc.
ジェニュイン（92牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，皐月賞‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，日本ダービー‐Jpn1 ２着，安田記念‐Jpn1 ２着，天皇賞（秋）
‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

タガノラピス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エルフィンＳ‐OP ３着，あんず
賞２着，矢車賞２着，寒梅賞２着
タガノヴァレオ（05� ＊シンボリクリスエス）４勝，修学院Ｓ，ＨＴＢ賞，北洋

特別２着
グレートサン（95牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，栗子特別２着，白山特別３着，種牡馬
クルーピアスター（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，

飛騨Ｓ，サンタクロースＳ，雲仙特別，東山特別，etc.
アサクサキングス（04牡 ＊ホワイトマズル）６勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典

‐G2，京都記念‐G2，きさらぎ賞‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，
優３牡，種牡馬

ホワットアリーズン（97� ＊サンデーサイレンス）５勝，上総特別，日高特別，大森
浜特別，新潟日報賞２着，奥多摩Ｓ２着，etc.

３代母 ケスティヨンダルジャンQuestion d'Argent（77 CAN鹿 Tentam）USA出走
プレミアクエスチョン Premier Question（87牝 Premiership）USA11 勝，Cana

dian H‐L，Duchess S‐L，Ellis Park Debutante S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230
生 産 牧 場： ㈲ナカノファーム
飼 養 者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230

4 マルカジュリエット２０２０ �・鹿 ４／２３
＊ 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellマルカジュリエット
＊ What Luck

��
��
�クルーピアレディー鹿 2000 Question d'Argent

4g
Halo M3×S5

価格： 購買者：



母 ミスコマチ（08黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
スエヒロワンダー（14牡栗 ＊グラスワンダー）�８勝
カシノジャスミン（16牝鹿 メイショウボーラー）��１勝
ファンキーホース（17牡鹿 メイショウボーラー）入着，��１勝
レラシオネス（18牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��１勝��

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

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

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

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

5 ミスコマチ２０２０ �・黒鹿 ４／１６
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュミスコマチ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ黒鹿 2008 ツネノコトブキ

＊フエアペギー 6
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ミスシューケット（14鹿 ルーラーシップ）不出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ヴィエノワズリー（18牝黒鹿 メイショウボーラー）���入着３回
テイエムハニーダン（19牝黒鹿 ストロングリターン）�出走

２代母 ハニーダンサー（04栗 Danehill Dancer）入着４回
ブループルチェッラ（09牝 ＊ファンタスティックライト）１勝
グンシン（10牡 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝�３勝
ハーベストブルー（12牝 ステイゴールド）�２勝�５勝�入着
シンライエトワール（15牡 ＊バトルプラン）���１勝
ローランダー（17牝 トゥザグローリー）２勝，ひまわり賞‐OP ２着，しゃくなげ賞

２着，朝日岳特別３着
ヨカヨカ（18牝 ＊スクワートルスクワート）�３勝，フィリーズレビュー‐G2 ２着，

葵Ｓ（重賞）‐L ２着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ５着，ひまわり賞
‐OP，フェニックス賞‐OP

３代母 ＊ハニーバン（91 GB鹿 Unfuwain）GB入着
＊プラウドビューティー（00牝 ＊デインヒル）GB・IRE・USA４勝，Trampoli S‐R

４代母 ココット Cocotte（83 GB鹿 Troy）GB・FR１勝，英ナッソーＳ‐G2 ４着，
プシュケ賞‐G3 ２着，Sweet Solera S‐L ２着，メイヒルＳ‐G3 ４着
［子］ ＊ピルサドスキー（92牡 Polish Precedent）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・

FR・IRE・GER・USA９勝，ＢＣターフ‐G1，英チャンピオンＳ
‐G1，etc.，種牡馬

＊ファインモーション（99牝 ＊デインヒル）８勝，秋華賞‐Jpn1，エリザベ
ス女王杯‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，etc.，優３牝

グローイングアーダーGlowing Ardour（88 牝 ＊ダンシングブレーヴ）G
B・IRE・USA３勝，シルケングライダーＳ‐G3

ブリオレット Briolette（02 牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Trigo S
‐L，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ２着

ピーチアウトオヴリーチ Peach Out of Reach（96牝 Sadler's Wells）I
RE１勝，Ballyroan S‐L

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

6 ミスシューケット２０２０ �・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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴミスシューケット Danehill Dancer

��
��
�ハニーダンサー鹿 2014 ＊ハニーバン

11
ラストタイクーン S3×M5 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ミッシェルズナイト（13鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ゴールドタウン（17牝鹿 ＊トビーズコーナー）��１勝
シズリングホット（18牝黒鹿 ホッコータルマエ）�出走
ジャパンナイト（19牡黒鹿 ホッコータルマエ）�出走

２代母 ピサノガレー（96黒鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，ＨＴＢ杯，五色沼特別，
函館日刊スポーツ杯２着，ラジオ福島賞３着，五稜郭特別３着，etc.
ピサノダイチ（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，��４勝
ピサノダヴィンチ（04牡 ＊タイキシャトル）１勝
ピサノジュバン（05牝 スペシャルウィーク）４勝，北大路特別，ＴＶＱ杯，響灘特

別２着
モエレサンタマリア（07牝 ゴールドヘイロー）�１勝��１勝

ヘルディン（14牝 ＊ロードアルティマ）４勝，小郡特別，テレＱ杯２着，舞浜特
別３着

レオンコロナ（16牡 ＊カジノドライヴ）２勝，インディアＴ３着
モエレフウウンジ（08牡 ゴールドヘイロー）�３勝，ブリーダーズゴールドジュニ

アＣ，イノセントＣ
トウケイウイン（10牡 ゴールドヘイロー）３勝，與杼特別，北國新聞杯３着
ワイルドシング（15牡 ＊ワイルドラッシュ）２勝

３代母 ＊トロピカルサウンドⅡ（87 CAN鹿 Fappiano）USA３勝，Canadian Oaks
‐LR ３着，Princess Elizabeth S‐LR ３着，Rolling Meadows S３着
シルクユニバーサル（01牝 ＊ブライアンズタイム）２勝

モンドインテロ（12牡 ディープインパクト）８勝，ステイヤーズＳ‐G2，札幌
日経ＯＰ‐LR（２回），メトロポリタンＳ‐L，etc.

セダブリランテス（14牡 ディープブリランテ）�５勝，中山金杯‐G3，ラジオ
ＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.

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

販売申込者・所有者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777
生 産 牧 場： ㈲チェスナットファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

7 ミッシェルズナイト２０２０ �・黒鹿 ４／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスミッシェルズナイト ＊ブライアンズタイム

��
��
�ピサノガレー鹿 2013 ＊トロピカルサウンドⅡ

13a
Mr. Prospector S4×M5 Fappiano M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ミューズマジック（05青鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
ロバノキモチ（13牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）��１勝
エレヴァメンテ（15牝鹿 ＊トビーズコーナー）��２勝
ビートマジック（16�黒鹿 ストロングリターン）�２勝，シンガポールＴＣ賞
（Ｄ1000）２着

バジガクマハロ（18牝鹿 タイムパラドックス）��出走

２代母 ピアノソナタ（98鹿 ＊トニービン）１勝
エアパルーザ（07牡 ＊ファルブラヴ）入着，�２勝�入着

３代母 オトメノイノリ（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，フェアリーＳ‐Jpn3
３着，オークス‐Jpn1 ４着，アイビーＳ‐OP，エイプリルＳ‐OP ３着，韓国馬
事会杯‐OP ３着，etc.
マイネルロガール（08牡 サクラバクシンオー）４勝，船橋Ｓ，宇治川特別２着，こ

でまり賞２着，etc.

４代母 ＊テイズリー（81 USA鹿 Lyphard）FR４勝
［子］ シーズティジー Cee's Tizzy（87 牡 Relaunch）USA３勝，スーパーダー

ビー‐G1 ３着，種牡馬
クイーンバイオ（97牝 フジキセキ）３勝，鷹取特別，常葉特別，多治見特
別３着

オトメゴコロ（90牝 ＊ジヤツジアンジエルーチ）４勝，室蘭特別
ミズカガミ（95牝 ＊トニービン）３勝，摺上特別，清澄特別２着

［孫］ ピストワリー Pistoiry（96 牡 Pistolet Bleu）ITY31 勝，P. Roma Vecchi
a‐L ３着

［曾孫］ キタサンブラック（12牡 ブラックタイド）12勝，大阪杯‐G1，ジャパンＣ
‐G1，有馬記念‐G1，etc.，年代表（2回），優古牡（2回），種牡馬

アドマイヤフライト（09牡 マンハッタンカフェ）５勝，日経新春杯‐G2
２着，日経新春杯‐G2 ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，etc.

ショウナンバッハ（11牡 ステイゴールド）４勝，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，中
日新聞杯‐G3 ２着，新潟記念‐G3 ３着，etc.，�２勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 大典牧場㈲＝新ひだか町静内神森 �0146-42-7666
生 産 牧 場： 大典牧場㈲
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

8 ミューズマジック２０２０ �・黒鹿 ３／３０
＊ 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceミューズマジック ＊トニービン

��
��
�ピアノソナタ青鹿 2005 オトメノイノリ

＊テイズリー 9g
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ミリオンスターズ（16鹿 ヴィクトワールピサ）入着
初仔

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

ＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ３着，白百合Ｓ‐L ３着，大寒桜賞，水仙賞２着，etc.
レディバランタイン（19牝 サトノアラジン）�１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

カブール賞‐G3，フォレ賞‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661

9 ミリオンスターズ２０２０ �・鹿 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアミリオンスターズ
＊ Darshaan

��
��
�ミリオンウィッシーズ鹿 2016 Moonlight's Box

2d
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector M5×M5 Coup de Folie M5×M5
価格： 購買者：



母 メイショウデンコー（00黒鹿 ＊ジェイドロバリー）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），地方－５（13）〕
タイガノカノジョ（07牝青鹿 スペシャルウィーク）�１勝�１勝
メイショウゾウセン（08牡黒鹿 ネオユニヴァース）４勝，ＨＴＢ杯（芝 1800），中

京スポニチ賞（芝 1600），障害１勝
ラリエット（09牝黒鹿 メイショウボーラー）１勝，��２勝
ファーストプレスト（11牡青鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝�５勝��入着２回
メイショウナンプウ（14牡青鹿 ネオユニヴァース）２勝，�２勝
メイショウコダチ（17牝青鹿 ネオユニヴァース）��未出走�１勝
チャールストン（19牡鹿 カレンブラックヒル）�未出走

２代母 メイショウベローナ（88黒鹿 ＊ベルマン）入着
スノーエンペラー（93牡 シリウスシンボリ）２勝，伊良湖特別，ＨＴＢ賞２着，お

おぞらＳ３着，�３勝
イッチョクセン（94牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，障害１勝
アウゲンロマンス（96牝 ＊パレスダンサー）�８勝
マーブルスペリオ（97牡 タヤスツヨシ）１勝
フューチャチャンス（98牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，濃尾特別，西郷特別３着
マスベルマン（05牡 ＊マイネルラヴ）�１勝�３勝���

３代母 ジユリエツタ（77鹿 ＊ダイアトム）不出走
メイショウファラオ（83牡 カーネルシンボリ）２勝，米山特別３着
メイショウマサムネ（85牡 ＊ターゴワイス）５勝，逆瀬川Ｓ，清滝特別，ヤングＪＳ

Ｓ，etc.，�８勝	
メリースペシャル（90牝 メリーナイス）�４勝，ひまわり賞３着
メイショウヨシイエ（91牡 アンバーシヤダイ）６勝，日経新春杯‐Jpn2 ２着，金鯱

賞‐Jpn2 ２着，栗東Ｓ‐OP ３着，etc.

４代母 キタノスガタ（64栗 ＊ソロナウエー）２勝
［子］ ヒカルジンデン（71牡 ＊テユーダーペリオツド）５勝，中山記念，ダイヤ

モンドＳ，ＮＨＫ杯２着，etc.
［孫］ パワーシーダー（81牝 ＊ノーザリー）５勝，中京記念‐Jpn3，スワンＳ

‐Jpn2 ３着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 高柳 隆男＝日高町平賀 �01456-2-0696
生 産 牧 場： 高柳 隆男
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

10 メイショウデンコー２０２０ 牡・青鹿 ５／２２
＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�ジェイドロバリー Numberメイショウデンコー ＊ベルマン

��
��
�メイショウベローナ黒鹿 2000 ジユリエツタ

＊ロゼツタ 13a
Nijinsky M4×S5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 メイショウフロリナ（07鹿 ＊クロフネ）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
メイショウカンキ（14牡鹿 メイショウサムソン）�入着，�３勝
メイショウイヤサカ（16牝鹿 クレスコグランド）入着，��３勝�３勝��
メイショウセントレ（17牡黒鹿 メイショウボーラー）��３勝

２代母 ＊ミスティックライト（97 GB鹿 Machiavellian）FR入着
ランヘランバ（03牡 ＊タイキシャトル）４勝，遠州灘Ｓ，鳴海特別，etc.，障害６勝，

京都ジャンプＳ‐JG3，小倉サマージャンプ‐JG3，京都ハイジャンプ‐JG2 ２着
ナリタシャトル（05牡 ＊タイキシャトル）３勝，逢坂山特別，嵯峨野特別２着，足立山特

別２着，etc.，障害２勝，東京ハイジャンプ‐JG2 ２着，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着
メイショウドンタク（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，天皇賞（春）‐G1 ３着，万葉

Ｓ‐L ３着，中京２歳Ｓ‐OP，若駒Ｓ‐OP ２着，比叡Ｓ，etc.
メイショウモストロ（09牡 ＊スタチューオブリバティ）�２勝
メイショウエゾフジ（10牡 マンハッタンカフェ）１勝，青島特別，嵯峨野特別３着，

美作特別３着，�３勝
メイショウベニフジ（13牝 ＊タイキシャトル）１勝
メイショウアッパレ（14牡 ＊タイキシャトル）��６勝
メイショウユウバエ（16牝 メイショウサムソン）��３勝�

３代母 トライステロTrystero（87 GB鹿 Shareef Dancer）不出走
カドートライスト Cadeaux Tryst（92 牡 Cadeaux Genereux）GB・FR・IRE・T

UR４勝，Silver Trophy‐L，Amethyst S‐L ２着
バヒアーノ Bahiano（01� Barathea）GB・UAE２勝，Spring C‐L ３着

４代母 マジェスティクカハラMajestic Kahala（74 USA栗 Majestic Prince）USA
11 勝，ネッティーＳ‐G3，Autumn H，Nassau S，Duchess S
［子］ マラ－クMalaak（81牝 The Minstrel）GB２勝，チェシャーオークス‐G3

クラウニングオナ－ズ Crowning Honors（82 牡 Wajima）USA４勝，
Breeders' S‐LR，Yearling Sales S‐LR，Cup and Saucer S
‐R ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 中脇 一幸＝様似町岡田 �0146-36-4667
生 産 牧 場： 中脇 一幸
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

11 メイショウフロリナ２０２０ 牡・鹿 ５／２２
＊ 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューメイショウフロリナ
＊ Machiavellian

��
��
�ミスティックライト鹿 2007 Trystero

10a
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウアンデス（06鹿 ダンスインザダーク）�入着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（13）〕
ラモンターニュ（11牝鹿 ＊タイキシャトル）�４勝
ワンダラーズ（13牡鹿 キングカメハメハ）�１勝�２勝�５勝
ドラグーンシチー（15牡鹿 ロードカナロア）�３勝，オーストラリアＴ（芝 1800），再

度山特別（芝 1800）２着，六波羅特別（芝 1600）２着，八丈島特別（芝 1600）３着
マヨルカフレイバー（16牡鹿 ロードカナロア）��１勝
リヤンフォルス（19牡黒鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ＊クィーンズダガー（95 USA鹿 Rahy）GB１勝
＊ダガーズアラベスク（03牝 ＊ジェイドロバリー）��４勝，東京２歳優駿牝馬，ロー

レル賞
デットオアアライブ（05牝 ＊グランデラ）１勝
メイショウスズラン（07牝 キングカメハメハ）２勝

メイショウアリソン（14牡 マンハッタンカフェ）�５勝，河原町Ｓ，やまびこ
Ｓ３着，戸畑特別３着

メイショウショウブ（16牝 ダイワメジャー）�１勝，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，
デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ２着，阪神Ｃ‐G2 ３着

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代
表，優古牡，種牡馬

ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー
Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯‐G3，

日本ダービー‐G1 ２着，etc.

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： �中神牧場＝浦河町野深 �0146-27-4354
生 産 牧 場： �中神牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

12 メイショウアンデス２０２０ 牡・鹿 ５／ ７
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイメイショウアンデス
＊ Rahy

��
��
�クィーンズダガー鹿 2006 ＊ケイティーズファースト

7f
サンデーサイレンスM3×S4 ケイティーズファーストM3×S4
Halo M4×S5×M5 Nijinsky M4×S5 Sharpen Up S5×M5
価格： 購買者：



母 メテオロン（09芦 ＊クロフネ）��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
フォレストプリンス（16牡栗 タイムパラドックス）���３勝
グローリアスラック（17牝栗 アサクサキングス）���出走�１勝
ハーモニークルス（18牡栗 スパロービート）���出走
ハーモニーキグナス（19牡芦 サトノアラジン）��出走

２代母 ユーワパンドラ（00鹿 ＊アフリート）２勝，うぐいす賞３着
テイエムチカラ（10牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�８勝，水無月賞，九千部山賞，

すみれ賞，春望賞，サイネリア賞，etc.
キョウエイスコール（13牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，��２勝
サブノキフジン（14牝 ダンスインザダーク）��１勝
セイントオーロラ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）��１勝
シャドウハンター（16牡 ＊サウスヴィグラス）�３勝

３代母 ＊リーガルウェイズ（93 USA鹿 Danzig）不出走
ライトフォーリーガル Light for Regal（97 牝 Majestic Light）USA２勝

イグゼキュティヴサーチ Executive Search（03� Regal Classic）USA７勝，
Hollie Hughe S‐R ２着，Promonroe S‐R ２着，JohnMorris
sey S‐R ２着，etc.

ピンクジュエル（01牝 ＊ジェイドロバリー）�２勝
イケノナイン（06牝 ＊ジェリ）入着，�５勝��３勝�，平和賞２着，リリーＣ２着

４代母 ロイヤルソルーションRoyal Solution（82 USA栗 Sir Ivor）不出走
［子］ ディヴァイドアンドコンカーDivide and Conquer（94 牡 Danzig）US

A６勝，ケルソＨ‐G2 ２着，ディクシーＳ‐G2 ３着，フォースター
デイヴＨ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ライツリザーヴド Rights Reserved（00� With Approval）USA１勝，
Colin S‐L

クリュスタセオ Crustaceo（02牡 Royal Anthem）PR・PAN20勝，C.
Jose de Diego‐L，C. Verset's Jet‐L ２着，Copa C.I.T.G.O.
‐L ２着，etc.

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

13 メテオロン２０２０ �・黒鹿 ４／１５

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューメテオロン ＊アフリート

��
��
�ユーワパンドラ芦 2009 ＊リーガルウェイズ

5f
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 メモリーソフィア（06黒鹿 ジェニュイン）�４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（15）〕
メモリートニック（14牡黒鹿 タニノギムレット）１勝，�15 勝�，笠松ＧＰ
（Ｄ1400）３着，ゴールド争覇（Ｄ1400）３着，くろゆり賞（Ｄ1600）３着，サマ
ーＣ（Ｄ1400）３着

メモリーブリマー（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 メモリーアフリート（96鹿 ＊アフリート）不出走
メモリースナイパー（02牡 ダイナガリバー）�２勝�入着
メモリーアムール（03牝 タヤスツヨシ）�２勝
メモリースラッシュ（05牝 ＊ブラックホーク）�８勝
メモリーキャップ（07牝 ＊キャプテンスティーヴ）�９勝，クイーンＣ，秋桜賞２着，

ゴールドジュニア２着，東海クイーンＣ３着，東海ダービー３着，etc.
メモリーフェーブル（14牝 タイムパラドックス）１勝，��９勝，秋桜賞２着
メモリーコウ（15牝 エスポワールシチー）�４勝，東海Ｓ‐G2 ３着，マーチＳ

‐G3 ３着，etc.，����入着４回，ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ２着，マ
リーンＣ‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着

メモリーパール（16牝 キャプテントゥーレ）��12 勝，クイーンＣ３着
メモリージルバ（09牡 キングヘイロー）�31 勝，オグリキャップ記念３着，飛山濃

水杯，マーチＣ，ウインター争覇，オータムＣ，etc.
メモリーファルコン（14牡 スマートファルコン）�14 勝
メモリーメディア（15牡 エスポワールシチー）�６勝，ゴールドウィング賞２着，

新春ペガサスＣ３着

３代母 メモリーグレイス（85鹿 ＊ノーザリー）出走
メモリーデュラブ（94牡 ＊デュラブ）５勝，西脇特別，唐津特別２着，etc.，�５勝，

マイル争覇，etc.

４代母 ハシカツプ（74鹿 シンザン）出走
［孫］ メモリータイヨウ（89牡 エリモタイヨー）５勝，中京記念‐Jpn3 ３着，

中日新聞杯‐Jpn3 ３着，小倉記念‐Jpn3 ３着（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： 成隆牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

14 メモリーソフィア２０２０ �・栗 ５／１０
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ジェニュイン ＊クルーピアレディーメモリーソフィア ＊アフリート

��
��
�メモリーアフリート黒鹿 2006 メモリーグレイス

＊ノマデイツク 7e
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊メンフィスガール（02 USA黒鹿 ＊サンダーガルチ）入着
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－８（28）〕
ギガビット（07牡黒鹿 ＊エイシンプレストン）�５勝�２勝，兵庫若駒賞（Ｄ1400）２着
エーシンギムレット（08牝黒鹿 トウカイテイオー）１勝，�３勝��
エーシンクルゼ（09牡芦 ＊クロフネ）３勝，��１勝�入着��
エイシンダンサー（12牡鹿 ハーツクライ）入着２回，�３勝��
エイシンミナミナ（13牡栗 アドマイヤマックス）�１勝�４勝�
エイシンブーメラン（14	鹿 ＊ファルブラヴ）�１勝
エイシンエルパソ（15牝栗 ダノンシャンティ）
�５勝
スターオブグリーン（17牡黒鹿 ローエングリン）�１勝�２勝���，カペラ賞
（Ｄ1800）２着

２代母 ＊エイシンオースチン（93 USA黒鹿 Seattle Slew）入着２回
＊エーシンエーユー（04牝 Unbridled's Song）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

リングオヴミュージックRing of Music（93 牝 Sadler's Wells）不出走
カンパノロジスト Campanologist（05 牡 Kingmambo）GB・IRE・GER
・ITY・AUS・UAE・HKG・TUR11 勝，オイロパ賞‐G1，伊ジョッキ
ークラブ大賞‐G1，ラインラントポカル‐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

アンジェリックソングAngelic Song（88牝 Halo）不出走
スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，ハリ

ウッドターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 土田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3478
生 産 牧 場： 土田ファーム
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

15 メンフィスガール２０２０ 牡・栗 ３／ ９
＊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

＊

＊ Gulch

�
�
�
�
�

��
��

�サンダーガルチ Line of Thunderメンフィスガール
＊ Seattle Slew

��
��
�エイシンオースチン黒鹿USA 2002 Ballade

12c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 モンレーヴリアン（11青鹿 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－１（１）〕
コアドライヴ（17�黒鹿 ＊カジノドライヴ）���１勝
ハッピーモンチャン（18牝鹿 ジャングルポケット）��入着��
ゲブレセラシエ（19牡青 ＊パイロ）��入着

２代母 ブローオブサンダー（03鹿 ＊クロフネ）３勝
オールドクラシック（13牡 ダノンシャンティ）２勝，ｔｖｋ賞２着，�１勝

３代母 ＊ピールオブサンダー（94 USA黒鹿 Theatrical）１勝

４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
［子］ ＊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，etc.，種牡馬
＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルム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，etc.，
種牡馬

＊アグネスビンテージ（96牡 A.P. Indy）２勝，唐津特別
＊ソリッドエビデンス（01牡 Gulch）３勝，清里特別３着

［孫］ 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

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

［曾孫］ ゼッタイリョウイキ（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）��１勝，ロー
レル賞２着

アグネスリバティ（13牡 マンハッタンカフェ）２勝，不知火特別２着，熊
野特別２着，明石特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

16 モンレーヴリアン２０２０ �・芦 ４／１７

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールモンレーヴリアン ＊クロフネ

��
��
�ブローオブサンダー青鹿 2011 ＊ピールオブサンダー

11d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ユニティ（05鹿 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��３勝�，エーデルワイス賞‐Jpn3
３着，フローラルＣ（Ｄ1500）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（22）〕
ベニノハッピー（12牝鹿 マツリダゴッホ）��３勝
コーゲンスイセイ（13牝鹿 ＊シニスターミニスター）��２勝
サムライドライブ（15牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）�16 勝�，マイル争覇（Ｄ1600），

秋の鞍（Ｄ1800），駿蹄賞（Ｄ1800），中京ペガスターＣ（Ｄ1600），スプリングＣ
（Ｄ1600），梅桜賞（Ｄ1800），新春ペガサスＣ（Ｄ1600），湾岸ニュースターＣ
（Ｄ1600），ゴールドウィング賞（Ｄ1600），ウインター争覇（Ｄ1800）２着，etc.

カシノライブリー（17牝鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝
カシノエール（18牝黒鹿 ラブイズブーシェ）出走，�地方未出走

２代母 タニウインドタイム（96鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
カナハラコマンダー（02牡 ＊コマンダーインチーフ）入着２回，障害１勝，�１勝
レツィーナ（04牝 ＊キャプテンスティーヴ）４勝，千葉ＴＶ杯

サヴァティアーノ（11� スペシャルウィーク）３勝，八王子特別３着，	１勝
��１勝
２勝

ヴェラヴァルスター（12牡 ハーツクライ）３勝，青葉賞‐G2 ３着，ゆりかもめ
賞，青嵐賞２着，札幌日刊スポーツ杯２着，南武特別３着，etc.，障害１勝

アシャカダイキ（14牝 スマートファルコン）５勝，春風Ｓ
ハーベストムーン（15牡 マンハッタンカフェ）３勝，鳳雛Ｓ‐LR，くすのき賞３着
ハーツイストワール（16牡 ハーツクライ）�３勝，箱根特別，府中Ｓ２着，尾

張特別２着，南武特別２着
メラーキ（17牡 ハーツクライ）�１勝，燕特別２着

３代母 ＊ウインドシアー（86 USA鹿 Fappiano）USA５勝，Elie Destruel H，D
uffel Farm H，Charles H. Russell H‐L ２着，Cypress West Farm H２着，
Orinda H‐L ３着，etc.
デブラシーDebra C.（93 牝 Deputy Minister）USA２勝，Sweet Patootie H

３着

販売申込者・所有者： 本田 土寿＝熊本県熊本市 �090-8769-3133
生 産 牧 場： 本田 土寿
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

17 ユニティ２０２０ 牡・鹿 ４／１０

＊

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ユニティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�タニウインドタイム鹿 2005 ＊ウインドシアー

12b
Fappiano M4×S5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 マサノマリリン（11黒鹿 キングカメハメハ）１勝，雄国沼特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ランドフェニックス（19牡鹿 ＊マクフィ）�未出走

２代母 モエレゴールド（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ナットメグネッドNutmeg Ned（08� ＊ヨハネスブルグ）USA１勝
モエレマリーア（09牝 Scat Daddy）１勝，閃光特別３着

テンモントム（16牡 ナカヤマフェスタ）１勝，�３勝���入着２回�
マサノエリザベス（12牝 ＊バゴ）��５勝
レクエルド（13牝 ＊ハービンジャー）�１勝
マッスルバローズ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）入着，�２勝��
モエレコネクター（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，�

��２勝

３代母 ＊ニアーザゴールド（91 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
ロードプラチナム（96牡 ＊トニービン）５勝，函館記念‐Jpn3，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２

着，産経大阪杯‐Jpn2 ２着，etc.
ブルーデライト（06牝 アグネスタキオン）１勝
モエレモンスター（07牡 フジキセキ）��５勝

４代母 ＊ニヤー（85 USA栗 Northern Dancer）USA３勝
［子］ ゼンノキャスパー（97牡 Cox's Ridge）３勝，瀬戸特別３着，筑前特別３着

アルクトゥルス（03牝 アドマイヤベガ）�２勝	，のじぎく賞３着
［孫］ チキウミサキ（09牝 メイショウボーラー）２勝，立川特別２着

ゼンノスサノヲ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，わらび賞２着

５代母 ファー Far（79 USA鹿 Forli）USA４勝，June Darling S３着
［子］ ヨンダー Yonder（87 牡 Seattle Slew）USA４勝，ジャージーダービー

‐G2，レムゼンＳ‐G2，World Appeal S，etc.，種牡馬
アゴー Ago（92牡 Danzig）USA５勝，Jefferson C‐L，Tri‐State
H‐L ３着，種牡馬

［孫］ ワキノエクセル（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，灘Ｓ，江戸川特別，
唐津特別，etc.

販売申込者・所有者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

18 マサノマリリン２０２０ 牡・栗 ５／ ５

＊

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 ＊マンファスマサノマリリン ＊サンデーサイレンス

��
��
�モエレゴールド黒鹿 2011 ＊ニアーザゴールド

1s
Seeking the Gold S4×M4 Mr. Prospector M4×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ライブリハート（10栗 ＊プリサイスエンド）�４勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
ライブリーハピネス（16牝鹿 ブラックタイド）��４勝
モーニングサクラ（17牝鹿 スピルバーグ）��１勝�１勝��入着２回
アスターナランハ（18牡黒鹿 キズナ）�１勝，出雲崎特別（芝 2000）３着
ハートマン（19牡芦 ＊ラニ）�未出走

２代母 ＊シラー（94 FR鹿 Fabulous Dancer）FR１勝，P. Imprudence‐L ３着
オルガナイザー（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝
キクノストーム（09牡 ＊スタチューオブリバティ）７勝，カペラＳ‐G3，大和Ｓ‐OP，

天保山Ｓ‐OP ２着，春風Ｓ，尾頭橋特別，etc.

３代母 シリコンレイディ Silicon Lady（86 FR鹿 Mille Balles）FR４勝，トーマス
ブライアン賞‐G3，P. Sir Gallahad‐L，P. d'Angerville‐L，P. de l'Agen
ce Francaise‐LR，パース賞‐G3 ２着，etc.
ブケパラスBucephalass（93 牝 Akarad）FR２勝

パンテシレアPanthesilea（98 牝 Kendor）FR１勝
パジェラ Pagera（08 牝 Gentlewave）FR・GER・CAN・HKG３勝，バ
ーデン牝馬賞‐G3，ＥＰテイラーＳ‐G1 ２着，P. de la Pepiniere‐L
２着，etc.

フリーズ Phlizz（97 牝 Kaldoun）FR入着７回
テールドゥヴァン Terre Du Vent（06 牝 Kutub）FR４勝，P. du Carrousel

‐L，P. Belle de Nuit‐L，マルレ賞‐G2 ２着，etc.
ラトーナ Latona（02牝 Kendor）FR５勝，サンジョルジュ賞‐G3，P. de Saint‐C

yr‐L，P. Servanne‐L ２着
シリコンスター Silicon Star（03 牝 Starborough）FR出走

サーシャパーク Sacha Park（11 牡 Iffraaj）GB・IRE・BHR５勝，Rochest
own S‐L ２着

ピティウス Pythius（13 牡 Lord Shanakill）�GB・ITY10 勝，P. Regione To
scana‐L ２着，カルロダレッシオ賞‐G3 ３着，P. Villa Borghese
‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0683
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
飼 養 者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0683

19 ライブリハート２０２０ �・栗 ４／２４

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyライブリハート
＊ Fabulous Dancer

��
��
�シラー栗 2010 Silicon Lady

5d
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ライブリーダンス（03青鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－４（19）〕
ミッキーホワイト（08牡黒鹿 ＊ホワイトマズル）３勝，円山特別（Ｄ1200）２着
シャドウライフ（09牝黒鹿 サクラバクシンオー）２勝，日高特別（芝 1800）２着
イレプレイスブル（10牡黒鹿 キングカメハメハ）３勝，帯広特別（芝 1800），高湯

温泉特別（芝 2000）３着，伊達特別（芝 2000）３着，山藤賞（芝 2000）３着
ライブリーソウル（11牡青 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��６勝
ライブリーソング（12牝栗 ＊ファルブラヴ）��１勝�５勝
アモーレ（14牝鹿 ショウナンカンプ）�４勝�入着６回���
マエストーソ（15牡黒鹿 ＊ワークフォース）�１勝�１勝
ワイディドゥバイ（18牡鹿 ＊マクフィ）�出走，	��入着２回�

２代母 ＊ステイトリーダンス（90 USA栗 ＊ステートリードン）USA２勝
シーズクラッシー She's Classy（97 牝 Boundary）USA２勝，Bustles and Bows

S‐L，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，デルマーデビュタントＳ‐G1
３着，ランダルースＳ‐G2 ２着，ソレントＳ‐G2 ３着，etc.
スキュラカドー Scylla Cadeaux（03牝 Cadeaux Genereux）GB入着
ホク Hoku（11牝 Holy Roman Emperor）GB・FR・NOR・SWE・DE
N10勝，Lanwades Stud S‐L（２回），ファースオヴクライドＳ‐G3
２着，Marygate S‐L ２着，Lanwades Stud S‐L ２着（２回），
ポーラーＣ‐G3 ３着，etc.

マルカケセラセラ（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝
ステイトリーデイズ（04牝 スペシャルウィーク）３勝，稲荷特別２着，北大路特別

２着，桑折特別２着，ＨＴＢ賞３着

３代母 ウィッチーウーマンWitchyWoman（72 USA栗 Strate Stuff）USA５勝，
Breeze‐A‐Lea S２着
ビーマイネイティヴ Be My Native（79 牡 Our Native）GB・FR・USA３勝，コロネ

イションＣ‐G1，ラフォルス賞‐G3，デューハーストＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬
グッドコールドGood Cold（80牡 Full Out）ARG７勝，P. Good Star‐L，P. Alb

erto Vacarezza‐L，H. Provincia del Chaco‐L ２着，etc.，種牡馬

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

20 ライブリーダンス２０２０ 牡・鹿 ５／ ５
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ライブリーダンス
＊

＊ステートリードン

��
��
�ステイトリーダンス青鹿 2003 WitchyWoman

5j
Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ラインラピット（15栗 ＊ヨハネスブルグ）出走
初仔

２代母 ユアライフスタイル（99栗 ＊ティンバーカントリー）３勝
エルヴィエント（08牝 ＊ワイルドラッシュ）��５勝
ネオヴァンクル（09牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，ききょうＳ‐OP
ワイルドソウル（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��３勝�入着，知床賞２着
カジュアルスタイル（12牝 ＊ロージズインメイ）��１勝

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

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

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

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

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

New Year Cup‐L ３着
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.

［曾孫］ トーセンクラウン（04牡 ＊オペラハウス）６勝，中山記念‐G2，日経賞
‐G2 ３着，福島記念‐G3 ３着，etc.

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

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

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.

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

21 ラインラピット２０２０ �・栗 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythラインラピット ＊ティンバーカントリー

��
��
�ユアライフスタイル栗 2015 ＊マイライフスタイル

3e
Halo S4×M4 WishingWell S4×M4 Mr. Prospector S4×M5×M5
Lyphard S5×S5
価格： 購買者：



母 ラブリッサ（13栗 ダイワメジャー）�１勝�入着
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ラサンバ（04 AUS栗 Orientate）AUS１勝
＊シューニャ（10牡 God's Own）�５勝���
ラカマロネス（15牝 ロードカナロア）�入着５回，�３勝�入着
ラテルネラ（16牝 スクリーンヒーロー）��２勝

３代母 ラバムバ La Bamba（94 AUS黒鹿 ＊ラストタイクーン）AUS２勝
プロヴァンス Provence（01牝 Redoute's Choice）AUS４勝，VRCDesirable S

‐L，VRCWaltzing Lily Quality H‐L ３着
マイアドミレイションMy Admiration（07牡 Encosta De Lago）HKG７勝，

Chairman's Trophy‐L，香港ジョッキークラブスプリント‐G2 ３
着（２回），Premier Cup‐L ３着，etc.，種牡馬

バナーディー Banaadeer（11� More Than Ready）SAF・UAE２勝，Sto
rm Bird S‐L，サウスアフリカンナーサリー‐G1 ２着

ラッキーユニコーン Lucky Unicorn（02� Redoute's Choice）AUS・HKG５勝，
VRC Chester Manifold S‐L，ＭＲＣＴＳカーリオンＣ‐G3 ３着，種牡馬

インスピレーション Inspiration（03� Flying Spur）HKG・SIN９勝，香港スプリ
ント‐G1，Premier Bowl‐L，Centenary Sprint Cup‐L

ワンジナWandjina（11牡 ＊スニッツェル）GB・AUS３勝，ＶＲＣオーストラリア
ンギニーズ‐G1，ＶＲＣザデボネアＳ‐G3，ＡＴＣオールエイジドＳ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

４代母 パーティParty（77 AUS栗 Lunchtime）AUS３勝
［子］ マスクトパーティMasked Party（92� Marscay）AUS・NZ12勝，ＡＴ

Ｃザギャラクシー‐G1，ＡＴＣプレミアＳ‐G2，ＳＡＪＣユークレイ
スＳ‐G2，etc.

フェスタル Festal（84 牡 Vain）AUS・NZ８勝，テレグラフＨ‐G1，P
egasus H‐L，コンコルドＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ドラキュラDracula（95 牡 Quest For Fame）AUS７勝，ＢＲＣサイア
ーズプロデュースＳ‐G1，ＡＴＣジョージメインＳ‐G1，ＡＴＣシャ
ンペインＳ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 寺井 文秀＝えりも町歌別 �01466-2-3624
生 産 牧 場： 寺井 文秀
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

22 ラブリッサ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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラブリッサ
＊ Orientate

��
��
�ラサンバ栗 2013 La Bamba

2e
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ラッシュウインド（08黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（30）〕
ラッシュストーム（13牝黒鹿 ＊ザール）１勝
ストーミーワンダー（14牡栗 ＊ストーミングホーム）�16 勝�１勝�１勝�，姫山

菊花賞（Ｄ1700），くろゆり賞（Ｄ1600），金沢スプリントＣ（Ｄ1400），飛山濃
水杯（Ｄ1600），白銀争覇（Ｄ1400），サマーＣ（Ｄ1400）２着

ラッシュラッシュ（15牝黒鹿 ＊バトルプラン）��２勝�２勝�２勝�入着３回�	
ワガママボディ（16牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��	３勝
バリチューロ（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）��	１勝�１勝
エムエスムーン（19牝栗 アドマイヤムーン）��１勝

２代母 ＊ラクリス（91 USA黒鹿 Private Account）FR入着
ニューグレイオンザブロックNugrayontheblock（99
 With Approval）USA・

CAN16勝，R. J. Speers S２着，Klondike H２着，Gold Breeders' Cu
p S２着，Wheat City S３着

クロニカ（00牝 Broad Brush）３勝，麒麟山特別３着，�１勝�入着
ロックシンガー（09牡 ＊ストラヴィンスキー）２勝

３代母 スペクタキュラ－ジョ－ク Spectacular Joke（82 USA鹿 Spectacular Bid）
FR・USA４勝，モーリスドゲースト賞‐G2，パレロワイヤル賞‐G3，ポルトマイ
ヨ賞‐G3 ２着，P. de Bagatelle‐L ２着，Miss America H‐L ３着
コックスオランジュ Cox Orange（90牝 Trempolino）FR・USA10 勝，バックラ

ムオークＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3，ボーゲイＨ‐G3，etc.
ヴィスタベッラ Vista Bella（02 牝 ＊ディクタット）GB・UAE２勝，Masak

a S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着
アモニータ Amonita（98 牝 Anabaa）FR・USA６勝，マルセルブサック賞‐G1，

スワニーリヴァーＨ‐G3，P. du Pin‐L，etc.
ガリレイGallilei（06
 Ballingarry）FR２勝，P. Scaramouche‐L ２着，P.

de l'Avre‐L ３着
シャントレルChanterelle（07 牝 Trempolino）FR出走

エンビハール Enbihaar（15 牝 Redoute's Choice）GB・FR７勝，リリーラン
グトリーＳ‐G2（２回），ロンズデイルＣ‐G2，パークヒルＳ‐G2，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

23 ラッシュウインド２０２０ �・栗 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkラッシュウインド
＊ Private Account

��
��
�ラクリス黒鹿 2008 Spectacular Joke

2s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラピッドチェンジ（14鹿 ＊ワークフォース）�入着４回
本馬の他に産駒あり

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

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

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

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

着，東北Ｓ２着，観月橋Ｓ３着

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

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

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

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

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

コロンバスサークル（06牝 ＊ホワイトマズル）５勝，みなみ北海道Ｓ‐LR ２着，
五稜郭Ｓ‐OP ３着，レインボーＳ，etc.
レッドジェノヴァ（14牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，京都大賞典‐G2 ２
着，エリザベス女王杯‐G1 ４着，２０１８ＷＡＳＪ第２戦，etc.

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈱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

24 ラピッドチェンジ２０２０ �・鹿 ５／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�サトルスマイル鹿 2014 ＊サトルチェンジ

16c
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Miesque S4×M5
Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Alleged M5×M5
価格： 購買者：



母 ラパンノワール（13青鹿 ステイゴールド）�３勝
初仔

２代母 ＊ラスリングカプス（93 USA黒鹿 Woodman）３勝
ウインドヴェイン（00牝 ＊エリシオ）４勝，羊ヶ丘特別，キーンランドＣ２着，大倉

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

クライスマイル（11牡 スクリーンヒーロー）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，白嶺
Ｓ，青梅特別，アレキサンドライトＳ２着，赤富士Ｓ２着，etc.

ラテールプロミーズ（13� マンハッタンカフェ）４勝，障害１勝，京都ハイジ
ャンプ‐JG2 ２着

クレスコワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）２勝，佐渡金銀山特別２着，古町特別３着
アストンマーチャン（04牝 アドマイヤコジーン）５勝，スプリンターズＳ‐G1，フ

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

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
ジャジャマーチャン（08牝 アドマイヤコジーン）不出走

トゥラヴェスーラ（15牡 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L，京王杯
スプリングＣ‐G2 ２着，葵Ｓ（重賞）‐L ２着，高松宮記念‐G1 ４着，福
島ＴＶＯＰ‐OP，etc.

トオヤリトセイト（16牡 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3 ３
着，斑鳩Ｓ２着，御池特別２着，六波羅特別２着，瀬戸内海特別２着，etc.

オコレマルーナ（09牡 ディープインパクト）４勝，市川Ｓ２着，湘南Ｓ２着，紅葉
Ｓ２着，ＴＶ山梨杯２着，ベゴニア賞２着，etc.

シープシャンクス（10牝 ディープインパクト）出走
ネオストーリー（17牡 ＊ハービンジャー）�２勝，稲城特別，春日山特別３着

３代母 ＊フィールディ（83 IRE 鹿 Northfields）FR・USA19 勝，ボーゲイＨ‐G3，レ
イディカンタベリーＨ‐G3，スワニーリヴァーＨ‐G3（２回），Woodbine BC H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.
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，etc.

販売申込者・所有者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： ㈲飛渡牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

25 ラパンノワール２０２０ 牡・栗 ５／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュラパンノワール
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス青鹿 2013 ＊フィールディ

2n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ラピーダシャリナ（06 USA黒鹿 Vicar）USA１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（12）〕
ラピッドライズ（13牝青鹿 メイショウボーラー）２勝，�３勝��
ワンウェイドライヴ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）�１勝�１勝
シティーポップ（15牝鹿 ロードカナロア）２勝
レッドアルビオン（16牡黒鹿 ダイワメジャー）��５勝�
クイックスタディ（17牝黒鹿 スピルバーグ）��２勝�

２代母 バーバリカ Barbarika（85 USA鹿 Bates Motel）FR・USA７勝，ジョニーウォ
ーカークラシックＨ‐G2，ターフウェイパークＨ‐G3，ルイヴィルＢＣＨ‐G2 ３着

＊バービキャット（93牝 Storm Cat）USA入着
レッドスパーダ（06牡 ＊タイキシャトル）７勝，京王杯スプリングＣ‐G2，関屋

記念‐G3，東京新聞杯‐G3，ニューイヤーＳ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

シェリフズデピュティ Sherriff's Deputy（94 牝 Deputy Minister）不出走
デピュティDeputy（98 牝 Hadif）USA４勝
コンクエストストレイトアップ Conquest Strate Up（12牝 Not Bourbon）
CAN４勝，La Prevoyante S‐R，Zadracarta S‐R ３着

カーリン Curlin（04 牡 Smart Strike）USA・UAE11 勝，ドバイワールドＣ
‐G1，プリークネスＳ‐G1，ＢＣクラシック‐G1，ジョッキークラブゴー
ルドＣ‐G1（２回），ウッドワードＳ‐G1，スティーヴンフォスターＨ‐G1，
アーカンソーダービー‐G2，etc.，米年度代表馬（2回），種牡馬

＊ジョウテンターボ（99牡 Miswaki）１勝，	２勝���

３代母 ウォーイクスチェインジWar Exchange（72 USA芦 Wise Exchange）US
A10 勝，Conniver H，Geisha H‐R ２着，Heirloom S２着，Dogw
ood S２着，Benjamin Franklin H２着，etc.

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

26 ラピーダシャリナ２０２０ 
・鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

ヴィカー Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�Vicar Escrow Agentラピーダシャリナ バーバリカ Bates Motel

��
��
�Barbarika黒鹿USA 2006 War Exchange

19c
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5

価格： 購買者：



母 ラブステイシー（12黒鹿 ステイゴールド）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊コンシステンシー（99 IRE 黒鹿 Polar Falcon）不出走
スワン（05牝 High Chaparral）３勝，鷹ケ峰特別，こでまり賞，仲秋特別３着

エイシンデネブ（15牝 ロードカナロア）４勝，オパールＳ‐L ２着，佐世保Ｓ，
由布院特別

３代母 インパーペテュアティ In Perpetuity（82 IRE 鹿 Great Nephew）GB２勝
バイディセントBy Descent（87 牝 Linkage）USA４勝

ロイヤルディセント Royal Descent（03 牝 Bishop Northcraft）USA２勝，
Pearl Necklace S‐R

バロンフェルディナンド Baron Ferdinand（90� ＊ファーディナンド）GB・FR・
GER５勝，スコテイッシュクラシック‐G3，Goodwood Festival S‐L，ラ
クープ‐G3 ２着，etc.

バウストリートBow Street（94 牝 RainbowQuest）不出走
イクセルサExcelsa（02 牝 Red Ransom）SAF２勝
ヨーロピアナ Europeana（18牝 Gimmethegreenlight）�SAF１勝，E
ast Cape Fillies Nursery‐L ３着

サティンシルヴァー Satin Silver（07 牝 ＊コマンズ）SAF２勝，Sun Classiqu
e H‐L ２着

ラヴエヴァーラスティング Love Everlasting（98 牝 Pursuit of Love）GB６勝，プ
リンセスロイヤルＳ‐G3，Chalice S‐L（２回），Harvest S‐L，etc.
アクエインテド Acquainted（07牝 Shamardal）GB１勝，Cheshire Oaks

‐L ２着
フルリオン Furrion（15� Camelot）�AUS７勝，WRCWarrnamboo
l C‐L，ＭＲＣイースターＣ‐G3 ２着，VRCWinter Championship
‐L ２着，etc.

ペニーローズPenny Rose（10牝 Danehill Dancer）GB２勝
スイートプロミス Sweet Promise（16 牝 Intello）�GB・FR２勝，P. d
e Liancourt‐L ３着

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

27 ラブステイシー２０２０ �・青 ４／１５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュラブステイシー
＊ Polar Falcon

��
��
�コンシステンシー黒鹿 2012 In Perpetuity

1l
サンデーサイレンスM3×S4 ノーザンテースト S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ラララルジェス（13鹿 ＊ファルブラヴ）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 イオス（07鹿 ＊バゴ）１勝
エピキュリアン（15� ルーラーシップ）１勝
ダヴォス（16牝 ＊シニスターミニスター）���４勝
コミカライズ（17牝 ＊ノヴェリスト）�１勝
ララマカロン（18牝 ロードカナロア）�１勝

３代母 チューニー（00鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，ターコイ
ズＳ‐L，オークス‐Jpn1 ２着
チューベローズ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回

サンマディソン（11牝 ＊シニスターミニスター）４勝，冬桜賞
ゲッカコウ（13牝 ＊ロージズインメイ）４勝，フラワーＣ‐G3 ２着，ディセン

バーＳ‐L ２着，レインボーＳ，etc.
フジマサエンペラー（09� ＊シンボリクリスエス）２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，

湘南Ｓ，オクトーバーＳ２着，etc.
トロワボヌール（10牝 ＊バゴ）５勝，��３勝�入着，クイーン賞‐Jpn3（２回），ス

パーキングＬＣ‐Jpn3，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ２着，etc.

４代母 ＊フロムビヨンド（91 GB栗 Kris）GB・FR２勝，P. Vulcain‐L
［子］ アズマビヨンド（99牡 ダンスインザダーク）２勝，障害４勝，阪神ジャンプＳ

‐JG3，阪神スプリングジャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ２着
ロードアンセム（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，許波多特別，千里山
特別，高山特別，etc.

［孫］ リーガルスキーム（05牡 サクラバクシンオー）４勝，枚方特別，新涼特別３着
ノボリハウツー（01牡 ダンスインザダーク）４勝，久留米特別２着，唐津
特別２着，etc.，障害３勝，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着

５代母 マジックオヴライフMagic of Life（85 USA鹿 Seattle Slew）GB４勝，コ
ロネイションＳ‐G1，ミルリーフＳ‐G2，クリスタルマイルＳ‐G2 ４着，チェリ
ーヒントンＳ‐G3 ２着，プリンセスマーガレットＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： フジイ興産㈱＝兵庫県川西市 �072-758-3800
生 産 牧 場： ㈲ヒダカファーム
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

28 ラララルジェス２０２０ �・黒鹿 ５／ ９
＊ 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

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightラララルジェス ＊バゴ

��
��
�イオス鹿 2013 チューニー

＊フロムビヨンド 4m
サンデーサイレンス S4×M4 Northern Dancer M4×S5 Fairy BridgeM4×S5
Seattle Slew S5×M5
価格： 購買者：



母 モントボーゲン（11鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ネオボーゲン（17牡鹿 ルーラーシップ）�１勝
ミルクディッパー（18牝鹿 リオンディーズ）���１勝

２代母 レーゲンボーゲン（02栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
アニメイトバイオ（07牝 ゼンノロブロイ）３勝，ローズＳ‐G2，秋華賞‐G1 ２着，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
パイオニアバイオ（15牝 ルーラーシップ）１勝，フローラＳ‐G2 ２着，常総Ｓ

２着，ノベンバーＳ２着
ビッククインバイオ（17牝 ＊キングズベスト）�４勝，アルテミスＳ‐G3 ３着，

新潟２歳Ｓ‐G3 ３着，奥多摩Ｓ，相模湖特別，春菜賞
ホーマンフリップ（08牝 フジキセキ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着

メイショウウズマサ（16牡 ロードカナロア）�４勝，プロキオンＳ‐G3 ３着，
栗東Ｓ‐L ３着，門松Ｓ，河口湖特別

フォントルロイ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，積丹特別２着，富良野特別３着，鳥
栖特別３着

ドラゴンレジェンド（10牡 ステイゴールド）３勝，恵山特別
レインボーソング（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，ポプラ特別
レインボーライン（13牡 ステイゴールド）５勝，天皇賞（春）‐G1，阪神大賞典‐G2，ア

ーリントンＣ‐G3，菊花賞‐G1 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

３代母 レインボーファスト（92栗 レインボーアンバー）��２勝
エースインザレース（00牡 ＊ディアブロ）３勝，東風Ｓ‐L，etc.，�１勝��入着�，

兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着
シルクウィザード（03牡 ＊リンドシェーバー）５勝，安達太良Ｓ，ＴＶ埼玉杯，etc.，

�７勝���，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着，etc.

４代母 レインボーローズ（79鹿 ＊フアーストフアミリー）３勝，富里特別
［子］ セキテイリュウオー（89牡 トウシヨウボーイ）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，

金杯‐Jpn3，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着（２回），etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661

29 モントボーゲン２０２０ �・黒鹿 ２／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルモントボーゲン ＊フレンチデピュティ

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2011 レインボーファスト

＊プテイツトアミ 19
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 モエレカバーガール（04栗 ＊フレンチデピュティ）��４勝�９勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（11）〕
グローリアスシエル（12牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��１勝
ウィンクエスト（13牡黒鹿 ゴールドヘイロー）�１勝�
マサノカバーガール（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）１勝，��３勝
マサノトキメキ（16牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝��入着
ファストボウラー（17牡栗 メイショウボーラー）２勝，��入着
ツムタイザン（18牡鹿 ＊シンボリクリスエス）��４勝，園田ジュニアＣ（Ｄ1700），

兵庫若駒賞（Ｄ1400）
マサノカヴァリエ（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�未出走

２代母 ＊マイライフスタイル（92 USA栗 Halo）１勝
ユアライフスタイル（99牝 ＊ティンバーカントリー）３勝

ネオヴァンクル（09牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，ききょうＳ‐OP
ワイルドソウル（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝��３勝�入着，知床賞２着

ライフスプリング（02牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝
ココロチラリ（09牝 エアジハード）１勝，スイートピーＳ‐LR ２着

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

＊ペニーアップ（91牝 Halo）不出走
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，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： 中村 時子＝新ひだか町三石鳧舞 �080-5580-2873
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

30 モエレカバーガール２０２０ 
・青鹿 ５／１１
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandモエレカバーガール
＊ Halo

��
��
�マイライフスタイル栗 2004 WishingWell

3e
Halo M3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 リアリーラヴユー（08鹿 スペシャルウィーク）１勝，飯盛山特別（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ヴァンキッシュアイ（16牡鹿 ＊ワークフォース）�１勝��
シュッシー（17�栗 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝
スマートリン（18牡鹿 ＊クリエイターⅡ）入着，�地方未出走

２代母 ＊リアリーライジング（94 USA栗 For Really）USA１勝，Sunday Sally S
２着
バードオンザライズBird On the Rise（99 牝 Birdonthewire）USA２勝

バーディーズゴースト Birdie's Ghost（05 牝 Ghostly Moves）USA３勝，L
incoln H‐R ３着

バディーギル Buddy Gil（00� Eastern Echo）USA６勝，サンタアニタダービー
‐G1，サンフェリペＳ‐G2，ボールドウィンＳ‐G3，Golden Bear S，A
ck Ack H‐L ２着，etc.

＊リーグルメアリー（02牝 Afternoon Deelites）USA２勝
アルスヴィド Alsvid（09� Officer）USA16 勝，アリスタイディズＳ‐G3（２回），

カウントフリートスプリントＨ‐G3，Premier Cup H‐L，David M.
Vance Sprint S‐L，Remington Park Sprint Cup‐L，etc.

＊テーオーヘリオス（12牡 Fusaichi Pegasus）６勝，すばるＳ‐L ２着，コーラ
ルＳ‐L ２着，天王山Ｓ‐OP，etc.，��３勝�１勝�入着��	，北海道
スプリントＣ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3 ３着

テーオージーニアス（15牡 ゴールドアリュール）�４勝，カペラＳ‐G3 ２着，
京葉Ｓ‐L ２着，名鉄杯‐OP ２着，オータムリーフＳ‐OP ２着，etc.，	
入着，黒船賞‐Jpn3 ２着

ランブリンロージーRamblin Rosie（04 牝 Roar）USA２勝
デルフィニアDelphinia（14 牝 ＊ザファクター）USA２勝，Cincinnati Trop

hy S
フサイチピージェイ（05牡 Awesome Again）６勝，ベテルギウスＳ‐OP，師走Ｓ‐OP

３着，ドンカスターＳ，愛宕特別，etc.，�入着
��，佐賀記念‐Jpn3 ２着

３代母 ライジングライター RisingWriter（85 USA栗 Staff Writer）USA５勝，
Lady Sponsors' S，Good Life S２着，Princess S２着，Golden Rod S
２着，Freshmen S２着，etc.

販売申込者・所有者： 高橋 陵＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2056
生 産 牧 場： 高橋 修
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

31 リアリーラヴユー２０２０ 牡・芦 ４／ ２

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールリアリーラヴユー
＊ For Really

��
��
�リアリーライジング鹿 2008 RisingWriter

1n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 リュシオル（06鹿 ＊クロフネ）３勝，鎌ケ谷特別（芝 1800）２着，皆生特別
（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
マテンロウオスカー（14牡栗 ステイゴールド）�２勝
アドマイヤツルギ（15�栗 オルフェーヴル）��６勝
ミッキーパンチ（17牡栗 スクリーンヒーロー）�１勝，南相馬特別（芝 2000）２着
ラフルオリータ（18牝黒鹿 ハーツクライ）�出走

２代母 ＊ホワットケイティーディド（89 USA鹿 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P.
Tantieme‐L，P. von Koln‐L ２着，P. Lovelace‐L ３着，P. du Point
du Jour‐L ３着
アドマイヤライト（96牝 Kris S.）３勝

アドミラルシップ（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，若駒Ｓ‐LR ３着
ベルーガ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，ファンタジーＳ‐G3，信越Ｓ‐L ３着

ベビーグランド（97牝 ＊トニービン）３勝，矢作川特別，千倉特別３着
トゥルーライズ（98牡 ＊トニービン）４勝，青嵐賞，火打山特別，赤倉特別２着，立

冬特別２着，山中湖特別２着，etc.
セヴンスバード（99牡 ＊トニービン）３勝，浄土平特別２着
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞‐G3，

北九州記念‐Jpn3，栗東Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ２着，etc.，優短距
アマルフィターナ（07牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，豊橋特別２着

ガゼボ（15牡 ダイワメジャー）�４勝，洛陽Ｓ‐L ２着，２０２０ファイナルＳ，祇
園特別，彦根Ｓ２着，心斎橋Ｓ２着，etc.

スクワドロン（10牡 ＊クロフネ）２勝，�４勝���，黒潮スプリンターズＣ

３代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

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

販売申込者・所有者： 土田農場＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3410
生 産 牧 場： 土田農場
飼 養 者： 土田農場＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3410

32 リュシオル２０２０ �・鹿 ３／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューリュシオル
＊ Nureyev

��
��
�ホワットケイティーディド鹿 2006 Katies

7f
Hold Your Peace S4×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 リラコルレオーネ（04鹿 アドマイヤベガ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（６），地方－３（11）〕
シェルビー（09牡栗 サクラバクシンオー）６勝，キャピタルＳ‐L（芝 1600），朱雀

Ｓ（芝 1400），アプローズ賞（芝 1600），六波羅特別（芝 1600），錦Ｓ（芝 1600）
２着，新春Ｓ（芝 1600）２着

ソウルジェム（14牝黒鹿 ＊ケイムホーム）�５勝��入着３回
カルナ（15牝黒鹿 ロードカナロア）��３勝
コスモブッカー（16牡鹿 ＊ノヴェリスト）��３勝
スペースレオーネ（18�鹿 ＊ディスクリートキャット）��出走��入着２回

２代母 レモンキス（94栗 ＊ヘクタープロテクター）出走
シトラスブリーズ（99牝 ＊ペンタイア）３勝，�３勝

ミストラル（08牡 キングカメハメハ）	６勝
入着，福山ＣｈＳ２着，黒潮皐
月賞２着

ラムタラカップ（01牝 ＊ラムタラ）不出走
イチノバースト（10牡 オンファイア）�５勝�２勝，菊水賞２着，園田ジュニ

アＣ３着
コンフロント（02� ＊エルコンドルパサー）１勝
ハッピースカッシュ（07牝 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 コランデアガール（80栃栗 ＊ネヴアービート）不出走
オースミシャイン（90牝 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，etc.
アズマサンダース（01牝 ＊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，etc.
グリエルマ（15牝 ロードカナロア）１勝，紅梅Ｓ‐LR ３着

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.

４代母 ヤヨイカマダ（72鹿 ＊チヤイナロツク）不出走
［孫］ ルイジアナピット（85牝 ＊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，etc.，優古牝

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

33 リラコルレオーネ２０２０ 牡・栗 ３／ ９
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤベガ ベガリラコルレオーネ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�レモンキス鹿 2004 コランデアガール

＊コランデイア 9e
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 リシャールサーバー（11芦 フサイチリシャール）�４勝��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ロッソモラーレ（17牡芦 ＊モンテロッソ）�１勝，二王子特別（芝 1800）２着
ソウマトウ（18牝芦 トランセンド）���２勝
ティアラフォーカス（19牡栗 ＊パイロ）���入着２回

２代母 マキハタサーバー（00鹿 ＊ラストタイクーン）�４勝
マキハタフォルテ（08牝 ＊パラダイスクリーク）�１勝�４勝�３勝�
マキハタテノール（09牡 ＊チーフベアハート）２勝，信夫山特別２着，睦月賞３着

３代母 マキハタビューティ（88鹿 アスワン）２勝，愛宕特別３着，障害１勝
マキハタスパート（94� タマモクロス）４勝，江坂特別（２回），但馬Ｓ３着，飛鳥

Ｓ３着，etc.
マキハタリリー（95牝 ＊ジェイドロバリー）入着２回

マキハタサーメット（02牡 ＊ディアブロ）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，さざ
んかＳ‐OP

マキハタサンライズ（03牝 ＊タイキシャトル）出走
ミスガバリ（08牝 ウイングアロー）�３勝

マキハタセンシブル（04牝 マヤノトップガン）１勝
マキハタビバ（05牝 メジロライアン）�２勝�８勝�入着
マキハタヒロイック（07牡 ＊ボストンハーバー）�１勝�４勝

マキハタラシューバ（96牡 ＊リズム）入着２回，	７勝
マキハタオオアラシ（98� タマモクロス）入着，
４勝�２勝

４代母 カツノロマン（82鹿 ＊ブレイヴエストローマン）２勝
［子］ マキハタテイオー（90牡 ＊ヤマニンケイ）１勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2

３着，萌黄賞２着
マキハタプリティ（89牝 バンブーアトラス）２勝，会津特別
マキハタエンリッチ（98牝 ＊ティッカネン）１勝

［孫］ マキハタダンサー（99牝 ＊シアトルダンサーⅡ）１勝，�２勝�

５代母 ホースメンヒカリ（69鹿 ＊サウンドトラツク）不出走
［孫］ トウホクグラス（90牡 グリーングラス）	10 勝，不来方賞２着

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

34 リシャールサーバー２０２０ 牡・芦 ３／ ３
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

＊クロフネ

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチリシャール フサイチエアデールリシャールサーバー ＊ラストタイクーン

��
��
�マキハタサーバー芦 2011 マキハタビューティ

＊アストニシメント 7c
ノーザンテースト S4×M5 Mr. Prospector S4×M5
Northern Dancer S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 リアクションレート（07鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着，フロー
ラルＣ（Ｄ1700）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（12）〕
ハイテルカイト（14牡鹿 カネヒキリ）���６勝，勝島王冠（Ｄ1800）３着
ニコルハイウェイ（15牡鹿 ブラックタイド）１勝，ひまわり賞‐OP（芝 1200）３着，

��入着
ボルドープリュネ（17牝鹿 ワールドエース）��出走�６勝�，クイーンＣ
（Ｄ1600），ライデンリーダー記念（Ｄ1600）３着

ササキンローズ（19牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�地方未出走

２代母 ＊カタリスト（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE１勝
＊ウェルシュステラ（99牝 Zafonic）３勝，大森浜特別，昇仙峡特別２着，トウカイテ

イオーメモリアル２着，東雲賞２着，臥牛山特別２着，etc.
ステラリード（07牝 スペシャルウィーク）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3
ゴッドフロアー（10牝 ハーツクライ）３勝，阿寒湖特別，富良野特別
レトロクラシック（12牝 ディープインパクト）３勝，カーネーションＣ

ヒカルドウキセイ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，トウカイテイオーメモリアル，
江の島特別３着，早春賞３着，精進湖特別３着
ショウナンラーゼン（15牡 キングカメハメハ）１勝，出雲崎特別，栗子特別２

着，�１勝
アドマイヤコング（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，エリカ賞２着
ハッピーラン（04牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
クオリティタイム（06� ＊トワイニング）１勝

３代母 ウェルシュラヴWelsh Love（86 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）IRE１勝，Dia
mond S‐L ２着
イフティラム Ihtiram（92牡 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB・AUS・UAE９勝，St

eventon S‐L，Heron S‐L ２着，Gala S‐L ３着，種牡馬
セカンドエンパイア Second Empire（95 牡 Fairy King）GB・FR・IRE・USA４勝，

仏グランクリテリヨム‐G1，デズモンドＳ‐G3，シェーヌ賞‐G3，etc.，種牡馬
アジュヒバ Ajhiba（96牝 Barathea）GB２勝，Upavon Fillies S‐L
バレストリニ Balestrini（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・USA２勝，バリーサ

ックスＳ‐G3，ベイメドーズＢＣＨ‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2562
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

35 リアクションレート２０２０ 牡・鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceリアクションレート
＊ Sadler's Wells

��
��
�カタリスト鹿 2007 Welsh Love

2f
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 ルーナデラセーラー（14黒鹿 ハーツクライ）１勝
初仔

２代母 フォーマルハウト（06栗 ＊クロフネ）出走
ヒトシレズ（11牝 ゼンノロブロイ）�４勝
エビスシハーブ（12牝 ハーツクライ）入着，��２勝
ワイエスキャンサー（17牝 ネオユニヴァース）��３勝，ラブミーチャン記念３着

３代母 ビワアラビアン（93栗 Nijinsky）不出走
ワンマンシャチョウ（01牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，長久手特別，二王子特別，

睦月賞２着，etc.

４代母 ＊アラビアⅡ（77 USA鹿 Damascus）USA３勝
［孫］ サンセットコード Sunset Code（93� Lost Code）USA９勝，John H

enry H２着
ポリッシュミュージック Polish Music（97� Polish Numbers）USA６
勝，HBPA City of Ranson H３着

５代母 クリスマスウィンドChristmasWind（67 CAN鹿 Nearctic）USA２勝
［子］ ウィンターズテイルWinter's Tale（76� Arts and Letters）USA14 勝，サ

バーバンＨ‐G1（２回），ブルックリンＨ‐G1，マールボロＣ‐G1，etc.
［孫］ ホリデイミュージック Holiday Music（95� Prospector's Music）USA

14 勝，Mr. Nickerson H‐L，Wild andWonderful H‐L，C. E
dmund O'Brien S‐R，etc.

ボビーバーンズ Bobby Burns（82� Roberto）USA３勝，New York
Turf Writers H‐L，ロレンスリアリゼイションＳ‐G2 ４着，ニッカ
ボッカーＨ‐G3 ４着

ミスタースクルージMr. Scrooge（90� Silver Ghost）USA12 勝，Ol
d Rosebud S，Florence S‐L ３着

プリンスヘヴン Prince Heaven（93牡 Proper Reality）USA・PAN５
勝，P. Alberto de Obarrio‐L，P. Dia del Trabajo‐L，P. Ra
ul Arango G. y Raul Baby Arango G.‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱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： ㈲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

36 ルーナデラセーラー２０２０ 牡・鹿 ５／ ５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスルーナデラセーラー ＊クロフネ

��
��
�フォーマルハウト黒鹿 2014 ビワアラビアン

＊アラビアⅡ 6b
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 レアシルウィア（03鹿 ＊ティンバーカントリー）�５勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－４（10）〕
オリエンタルサン（10牡鹿 メイショウオウドウ）２勝，会津特別（芝 1200），�１勝
ドリームホープコン（11牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝��入着
オリエンタルローズ（13牝鹿 ゴールドヘイロー）入着４回，��２勝��入着３回
イーサンパンサー（16牡栗 スズカフェニックス）�３勝，山陽特別（芝 1400），摂

津特別（芝 1400）２着，下北半島特別（芝 1200）２着，心斎橋Ｓ（芝 1400）３着，
宇治川特別（芝 1400）３着，ごぎょう賞（Ｄ1200）３着

キタノユニヴァース（17牡鹿 ロジユニヴァース）���４勝�１勝�１勝

２代母 フミノアミューズ（87鹿 ＊キヤタオラ）２勝
バトルハート（94牝 ＊ナイスダンサー）��８勝，ロジータ記念２着，ファーストレ

ディー賞，ロイヤルＣ，リリーＣ
バトルハートオー（01牡 ダンスインザダーク）３勝，但馬Ｓ，シャングリラ賞，

ブラジルＣ３着，ウインズ津軽リフレッシュＯＰ記念３着，�５勝
マイターン（95牡 サクラチヨノオー）６勝，東海ウインターＳ‐Jpn2，etc.，��

１勝	１勝�入着
�，オグリキャップ記念‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，
ダービーＧＰ‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

ダンスフォージョイ（96牡 ニツポーテイオー）入着２回，��２勝�１勝�
マナヒメ（97牝 オグリキャップ）	１勝
ブリガンティア（99牝 ＊コタシャーン）入着２回，��３勝
ジークカイザー（00牡 ＊パラダイスクリーク）入着，�３勝�５勝	��
マサノアローン（07牝 ＊ノボジャック）	11 勝

３代母 フミノクロユリ（83黒鹿 ＊コインドシルバー）出走
フミノイメージ（88牝 ＊ダンサーズイメージ）１勝

ヒサコーボンバー（93牡 サンキヨーシヨウリ）２勝，障害７勝，小倉サマージ
ャンプ‐JG3，阪神ジャンプＳ‐JG3，小倉サマージャンプ‐JG3 ２着，etc.，
�１勝����入着４回

ジンワラベウタ（97牡 サクラトウコウ）３勝，若草Ｓ‐OP ２着，白百合Ｓ，あ
ざみ賞，etc.

４代母 ヒカルシンモエ（70鹿 ＊ダイハード）２勝，若草賞

販売申込者・所有者： ㈲東栄牧場＝浦河町東栄 �0146-26-3226
生 産 牧 場： ㈲東栄牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

37 レアシルウィア２０２０ 牡・鹿 ５／１０

＊

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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenレアシルウィア ＊キヤタオラ

��
��
�フミノアミューズ鹿 2003 フミノクロユリ

＊シルバーバツトン 4g
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 レイナグラシア（15栗 ＊ヘニーヒューズ）入着，�２勝
初仔

２代母 レフィナーダ（00鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，若潮賞３着，�１勝
エンパイアブルー（12牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，濃尾特別２着

３代母 ＊モザーティアナ（89 USA鹿 Nijinsky）不出走
＊ミークアピール（94牝 Woodman）２勝

トライアンファント Triumphant（09� Danehill Dancer）GB・IRE１勝，ム
アズブリッジＳ‐G3 ２着，Tetrarch S‐L ３着，GB・IRE障害１勝

クリーン（04牡 ＊ホワイトマズル）６勝，関越Ｓ‐L ２着，阿蘇Ｓ‐OP，etc.，��
３勝�入着３回，佐賀記念‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 セクスアピール Sex Appeal（70 USA栗 Buckpasser）不出走
［子］ エルグランセニョール El Gran Senor（81 牡 Northern Dancer）GB・I

RE７勝，愛ダービー‐G1，英２０００ギニー‐G1，デューハーストＳ
‐G1，etc.，種牡馬

＊トライマイベスト（75牡 Northern Dancer）GB・IRE４勝，デューハースト
Ｓ‐G1，ヴォクソールトライアルＳ‐G3，ラークスパーＳ‐G3，種牡馬

ソーラー Solar（76牝 Halo）IRE３勝，愛パークＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3
［孫］ フサイチパンドラ（03牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，エリザベス女王杯

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.，��入着
ブルエアフォース Blu Air Force（97 牡 Sri Pekan）GB・FR・ITY・US
A・UAE８勝，パレロワイヤル賞‐G3，Robert K. Kerlan Memorial
S‐L，P. Eupili‐L，etc.，種牡馬

ブルカリヨン Blu Carillon（95� Love the Groom）ITY17 勝，ウンブリア
賞‐G3，P. Bersaglio‐L，P. Divino Amore‐L，etc.，種牡馬

ダロスD'Arros（89 牡 ＊バイアモン）FR・USA３勝，ラクープ‐G3，G.P. d
e Marseille‐Vivaux‐L，Henry P. Russell H‐R ２着，etc.

カースルガンドルフォ Castle Gandolfo（99 牡 GoneWest）GB・FR・
IRE・USA３勝，ベレスフォードＳ‐G3，レイシングポストトロフィ
‐G1 ２着，クリテリヨムドサンクルー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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： 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

38 レイナグラシア２０２０ �・黒鹿 ２／１０

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerレイナグラシア ＊サンデーサイレンス

��
��
�レフィナーダ栗 2015 ＊モザーティアナ

8f
Storm Cat S4×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 レッツドローン（14鹿 ステイゴールド）�４勝
初仔

２代母 ヒカルラフィーネ（03芦 メジロマックイーン）出走
ローレルゼスト（09牡 アドマイヤジャパン）�１勝�
ステイバンク（11牝 ステイゴールド）�３勝
レッドサヴァージ（12牡 ステイゴールド）入着，�２勝，ダービーＧＰ３着

３代母 ＊ザスキート（91 USA鹿 Nureyev）USA出走
スキッフル（98牝 ＊トニービン）出走

フラガラッハ（07牡 デュランダル）８勝，中京記念‐G3（２回），米子Ｓ‐L，阪
神Ｃ‐G2 ３着，etc.

イリュミナンス（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，クイーンＳ‐G3 ３着，クイ
ーンＣ‐G3 ３着，堀川特別，etc.

フェルメッツァ（11牡 ディープインパクト）５勝，福島民報杯‐L ２着，小倉記
念‐G3 ３着，アーリントンＣ‐G3 ３着，etc.

エスティタート（13牝 ドリームジャーニー）５勝，シルクロードＳ‐G3 ２着，
京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，ききょうＳ‐OP ２着，etc.

エレヴァテッツァ（17牝 ディープインパクト）�２勝，蓬莱峡特別２着，西尾
特別２着，千里山特別３着，etc.

パシフィックベル（99牝 ＊アフリート）�１勝��１勝�，２歳優駿若駒賞３着
メジロチャンプ（06牡 メジロライアン）３勝，サロベツ特別，ひいらぎ賞，札

幌スポニチ賞３着

４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.
［孫］ ＊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，etc.，種牡馬
＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルム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，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

39 レッツドローン２０２０ 牡・黒鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュレッツドローン メジロマックイーン

��
��
�ヒカルラフィーネ鹿 2014 ＊ザスキート

11d
サンデーサイレンス S3×M3 ノーザンテースト S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドクラリス（11栗 ハーツクライ）１勝，�７勝�１勝��
初仔

２代母 マニエラ（00栗 ＊フォーティナイナー）３勝
マニエリスム（08牝 ゼンノロブロイ）�２勝��５勝�，関東オークス‐Jpn2 ３着，

東京プリンセス賞，しらさぎ賞３着，東京シンデレラマイル３着（２回）
レッドバビロン（09牡 ネオユニヴァース）１勝
カンジャンテ（12� ゼンノロブロイ）��２勝�５勝
タカイチスター（13牡 ゼンノロブロイ）��１勝
アースブラウン（14牡 スマートファルコン）���８勝
マニエクセル（18牝 スマートファルコン）��２勝

３代母 ＊カトリア（94 IRE 青 Caerleon）GB入着
フジムスメ（99牝 フジキセキ）出走

スプリングアウェク（06牝 ＊アジュディケーティング）１勝，朝里川特別２着
ユキアカリノマチ（10牝 キングカメハメハ）入着，��４勝
アキノコマチ（16牝 ＊ハービンジャー）�入着７回，高湯温泉特別２着，二
王子特別２着

アポロフェニックス（05牡 ＊アフリート）７勝，春雷Ｓ‐L（２回），アイビスサマーダ
ッシュ‐G3 ３着，函館スプリントＳ‐G3 ３着，etc.

モエレエターナル（06牝 ゴールドヘイロー）�２勝��２勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ５着，ユングフラウ賞，ニューイヤーＣ，etc.
クリノホノオ（17牡 メイショウサムソン）�入着５回，インディアＴ３着，鷹

取特別３着，	３勝

４代母 ＊エンブラ（83 GB黒鹿 Dominion）GB４勝，チヴァリーパークＳ‐G1，コロ
ネイションＳ‐G2 ２着，ネルグウィンＳ‐G3 ４着
［子］ ＊ゼンノエルシド（97牡 Caerleon）６勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，京成杯オ

ータムＨ‐Jpn3，摩周湖特別，etc.，種牡馬
［孫］ ワンステップアトアタイムOne Step At A Time（97牝 Sabrehill）GB

・SAU２勝，Autumn S‐L ２着
ゴットトゥゴーGot To Go（98牝 Shareef Dancer）GB１勝，Valia
nt S‐L ２着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

40 レッドクラリス２０２０ 
・鹿 ２／２２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスレッドクラリス ＊フォーティナイナー

��
��
�マニエラ栗 2011 ＊カトリア

16g
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 レッドアンジェリカ（08鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
メドウスイート（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�１勝��
ツクバフタツボシ（17牝鹿 ヴァーミリアン）���１勝
コウエイノハナ（19牝鹿 ＊ベーカバド）��出走

２代母 アイシーサイレンス（97栗 ＊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，飛鳥Ｓ３着，etc.，障害２勝，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
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Ｓ３着，

サンタクロースＳ３着
アイソトープ（05牡 ＊フレンチデピュティ）３勝
オメガブルーグラス（07� ＊グラスワンダー）１勝，��２勝�
オメガロードショー（09� ＊シンボリクリスエス）	５勝�
入着４回
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
アイソレーション（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
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，金蹄Ｓ３着

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
エアシビュラ（96牝 ＊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�

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
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

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282

41 レッドアンジェリカ２０２０ �・鹿 ３／１８
＊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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモレッドアンジェリカ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アイシーサイレンス鹿 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 ノーザンテーストM4×S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドシャトル（04鹿 ＊タイキシャトル）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（18）〕
サンミッシェル（10牝栗 ＊ジャイアントレッカー）入着，�３勝�
ビビッドレッド（11牡黒鹿 ＊ケイムホーム）�３勝��７勝
モルゲンロート（13牡鹿 ＊オペラハウス）�３勝，八海山特別（Ｄ1200）２着，鳴海

特別（Ｄ1200）２着
サルメノヒメ（16牝鹿 ブラックタイド）�２勝��
ジグ（17牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）入着，�地方未出走
アウィウィリオ（18牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��３勝��入着

２代母 ＊レッドジグ（92 USA鹿 Danzig）USA１勝
インシンク In Sync（97牡 Gilded Time）USA６勝，Hoosier Juvenile S‐L ３着
ターゲットゾーン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，障害１勝
ウェルバランス（01牡 スペシャルウィーク）５勝，唐津特別，豊前特別２着
リバプールサウンド（03牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，伊良湖特別２着，香嵐渓

特別２着，加古川特別２着，利根川特別２着，北國新聞杯２着，etc.
ソソノ（05牝 ＊フレンチデピュティ）出走

グランウブロ（14牡 ハイアーゲーム）��４勝	２勝，一條記念みちのく大賞
典３着

マイネマオ（08牝 キングカメハメハ）４勝，糺の森特別，都井岬特別，蓬莱峡特別
２着，太宰府特別２着，蓬莱峡特別３着，etc.

ガレノス（09牡 ネオユニヴァース）１勝

３代母 レッドエンバー Red Ember（80 USA黒鹿 Crimson Satan）USA６勝，C
alifornia Oaks‐L，Somethingroyal H‐LR ２着，Sangue H２着，W
ishingWell S２着，Country Queen S‐R ３着，etc.
ジゲンバーZigember（93 牝 Danzig）USA出走

ザクリフズエッジ The Cliff's Edge（01牡 Gulch）USA４勝，ブルーグラスＳ
‐G1，ケンタッキージョッキークラブＳ‐G2，イロクオイＳ‐G3，etc.，種牡馬

フォーマルアフェア Formal Affair（98 牝 Dynaformer）USA２勝
レジフ Rezif（05
 Distant View）USA５勝，ケンタッキーＣターフＳ‐G3，

ケンタッキーＣターフＳ‐G3 ２着

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

42 レッドシャトル２０２０ �・鹿 ５／ ２
＊ 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンレッドシャトル
＊ Danzig

��
��
�レッドジグ鹿 2004 Red Ember

9f
Danzig M3×S5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 レッドシェダル（12黒鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ジョートレミー（17牝鹿 ＊クロフネ）��出走

２代母 スターリーロマンス（98栗 ＊サンデーサイレンス）４勝，こでまり賞２着，西
日本スポーツ杯３着
ファイブスター（05牝 ＊クロフネ）３勝，知床特別２着，宗谷特別３着，十勝岳特別

３着，北洋特別３着
スマートシャヒーン（14牡 ＊タイキシャトル）２勝，マカオＪＣＴ，勝浦特別３着
ダノングリスター（16� ロードカナロア）�３勝，矢作川特別，夏至Ｓ３着

クリスティロマンス（07牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，夕月特別２着，都井岬特別
２着，太宰府特別３着，矢車賞３着

ダノンミル（08� ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，野分特別
２着，釜山Ｓ３着，�１勝�４勝��，如月賞３着，etc.

ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，小倉日経Ｏ
Ｐ‐LR ２着，ターコイズＳ‐L ２着，白百合Ｓ‐OP，垂水Ｓ，etc.

シュバルツリッター（15� ＊ノヴェリスト）１勝，���入着２回

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534

43 レッドシェダル２０２０ �・鹿 ３／２１
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーレッドシェダル ＊サンデーサイレンス

��
��
�スターリーロマンス黒鹿 2012 ＊ミルレーサー

22d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レンヌルシャトー（08栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（９）〕
リン（13牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝�４勝����
チョウレンチャン（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�４勝
ラシェーラ（16牝鹿 ルーラーシップ）２勝
ケイティマジック（19牡鹿 ロゴタイプ）�未出走

２代母 ＊レンⅡ（95 IRE 栗 Bob Back）GB・FR・ITY・USA３勝，ドルメーロ賞‐G3，
Criterium du Bequet‐L，ファルマスＳ‐G2 ２着
レンドフェリーチェ（00牝 Cozzene）５勝，紫苑Ｓ‐L，オーロＣ‐L ３着，大阪ス

ポーツ杯，北摂特別２着
リフトザウイングス（08牡 ハーツクライ）１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，朝

日杯フューチュリティＳ‐G1 ５着，ゴールデンホイップＴ２着，小豆島
特別２着，元町Ｓ３着，etc.，�１勝	

モルトフェリーチェ（09牝 ディープインパクト）入着
ケイティクレバー（15牡 ＊ハービンジャー）�３勝，若駒Ｓ‐LR，すみれＳ
‐LR ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ３着，寿Ｓ，サンタク
ロースＳ２着，etc.，障害３勝

アサクササイレン（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，北斗賞２着，初凪賞２着，�
１勝


リズムオブザレイン（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回
レインスティック（07牡 サクラバクシンオー）６勝，アイルランドＴ‐L，新潟

日報賞，六社特別，ガーベラ賞，六社特別３着
スズノマグマ（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，是政特別，北斗賞２着，横手特別

２着，�	入着３回��，みちのく大賞典３着
レインダンス（04牝 ダンスインザダーク）３勝，秋華賞‐Jpn1 ２着，ローズＳ

‐Jpn2 ３着，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，京都金杯‐G3 ３着，チューリップ賞
‐Jpn3 ３着，etc.

グラスブラスト（05牡 マンハッタンカフェ）３勝，信夫山特別，麒麟山特別２着，
マカオＪＣＴ３着，�２勝

３代母 インザリギング In the Rigging（85 USA鹿 Topsider）GB１勝

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

44 レンヌルシャトー２０２０ �・栗 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラレンヌルシャトー
＊ Bob Back

��
��
�レンⅡ栗 2008 In the Rigging

1s
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レディー（10鹿 ゴールドヘイロー）２勝，すずらん賞‐OP（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
リファーブル（18牝鹿 ＊ロードアルティマ）���入着

２代母 イブキピンクレディ（92栗 ＊ノーザンテースト）２勝，有田特別
イブキコンテッサ（00牝 フジキセキ）出走

フサイチサガントス（05牡 タニノギムレット）�19 勝��，九州ダービー栄城
賞２着

モエレトレジャー（01牡 ＊トレジャーアイランド）��６勝�９勝�入着��，彩の国浦
和記念‐Jpn2，川崎記念‐Jpn1 ５着，埼玉新聞杯，戸塚記念，しらさぎ賞，etc.

モエレフェニックス（02牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，クローバー賞‐L，むらさき
賞，松島特別３着，etc.，�３勝�１勝	６勝��入着２回�，九州王冠，栄
冠賞２着，etc.

モエレインパクト（04牡 フサイチコンコルド）��１勝�２勝
６勝�入着４回
コンセンチメント（05牡 マンハッタンカフェ）１勝
モエレピンクレディ（06牝 ゴールドヘイロー）�１勝�１勝��入着４回，エーデ

ルワイス賞‐Jpn3 ３着
ダイナソー（19牡 ＊プリサイスエンド）��２勝，ブリーダーズゴールドジュニ

アＣ３着

３代母 ＊アトラクト（83 USA栗 Blushing Groom）不出走
ノーザンコンダクト（89牡 ＊ノーザンテースト）３勝，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，共

同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，京都３歳Ｓ‐OP ３着，etc.
ポポチャン（05牝 トウカイテイオー）不出走

ケントオー（12牡 ダンスインザダーク）５勝，米子Ｓ‐L，小倉日経ＯＰ‐LR ２
着，中京記念‐G3 ３着，etc.

４代母 アジーズAzeez（63 USA鹿 Nashua）USA１勝
［子］ オブラスツォウィObraztsovy（75牡 His Majesty）GB・FR・GER・U

SA10 勝，サンフアンカピストラーノＨ‐G1，ハードウィックＳ‐G2，
英ジョッキークラブＳ‐G3，etc.，種牡馬

エンペラーレックス Emperor Rex（71牡 Warfare）USA７勝，ソールシ
ルバーマンＨ‐G3，ラウンドテイブルＨ‐G3，Henry P. Russell H，etc.

販売申込者・所有者： ㈲道見牧場＝日高町清畠 �01456-5-6552
生 産 牧 場： ㈲道見牧場
飼 養 者： ㈲道見牧場＝日高町清畠 �01456-5-6552

45 レディー２０２０ �・黒鹿 ４／１９

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Seeking the Gold

�
�
�
�
�
�
�
�
� Con Gameロードアルティマ セクレターム Secretariat

��
��
�SecrettameUSA 黒鹿 2000 Tamerett

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドレディー ＊ノーザンテースト

��
��
�イブキピンクレディ鹿 2010 ＊アトラクト

1s
Seeking the Gold S2×M4 Northern Dancer M4×M5 Nashua S5×M5
Tom Fool S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊レディストレイツ（03 IRE 鹿 Montjeu）�２勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－４（15）〕
シェイプリー（09牝鹿 ジャングルポケット）入着２回，�２勝�１勝���，フェ

アリーＣ（Ｄ1800）
ルーメア（10牝栗 デュランダル）�２勝�２勝���
デルグレネ（15牝鹿 ヴァーミリアン）	�５勝
１勝���
ネオファルコン（16牝鹿 スマートファルコン）入着２回，	���１勝・１勝
ブルベアヤード（17牡鹿 ＊パイロ）	�出走
レイドフルール（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）	出走
サルセル（19牝栗 エスポワールシチー）	未出走

２代母 ベーリングダウンBering Down（89 USA栗 Bering）USA１勝
ヨーローレイディ Yolo Lady（95牝 Eastern Echo）USA４勝，Arbor Vitae S

‐L，ヴァニティＨ‐G1 ２着，ミレイディＨ‐G1 ２着，ハリウッドオークス
‐G2 ３着，チューラヴィスタＨ‐G2 ３着
ザワンウィーウェイテドフォー Theonewewaitedfor（14 牝 Creative Cause）

USA２勝，Landaluce S‐L
バッチーノBaccino（98牡 ＊トワイニング）FR・GER７勝
テムレットTemlett（04� Desert Prince）IRE３勝，GB・IRE障害３勝

３代母 キンバリージューン Kimberley June（70 CAN黒鹿 Good Old Mort）USA
５勝，Seaway S２着，Nassau S２着，Belle Mahone S２着，Netti
e H３着，Tattling H３着，etc.
ザーレイン Zarrain（78 牡 Glossary）USA入着４回，Yearling Sales S‐R ２着
コンストラクション Construction（80� Sinister Purpose）USA21 勝，Pelleter

i H，Mardi Gras H，Pontiac H（２回），etc.
チープスケイト Cheapskate（83 牡 Overskate）USA４勝，アファームドＨ‐G3，

Albany S‐LR，Emeryville H‐L，etc.
キーヴェンチャーKey Venture（84 牝 Key to the Kingdom）USA３勝

ドフレールズヴェンチャーDefrere's Venture（01 牝 Defrere）USA７勝，Miss
y Good S‐R，Foxy J. G. S‐R，Wonders Delight S‐R，etc.

フリースケイト Freeskate（85 牡 Overskate）USA２勝，Agua Caliente Futurity
‐R ３着

販売申込者・所有者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640
生 産 牧 場： 田中スタッド
飼 養 者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640

46 レディストレイツ２０２０ ・鹿 ５／３０

＊

＊ 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

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesレディストレイツ ベーリングダウン Bering

��
��
�Bering Down鹿IRE 2003 Kimberley June

10c
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 メモリーフェスタ（08黒鹿 ＊キャプテンスティーヴ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
メモリーミリオン（13牡黒鹿 ヴァーミリアン）�３勝，ゴールドジュニア
（Ｄ1600）２着

メモリーメンヒル（15牡黒鹿 フリオーソ）���１勝・７勝
メモリージェミニ（19牝栗 スズカコーズウェイ）�地方未出走

２代母 メモリーキセキ（03鹿 フジキセキ）不出走
メモリーゴッド（14牡 ＊ファルブラヴ）��１勝
メモリーメガトン（15牡 アジュディミツオー）��10 勝
メモリーエルフ（18牝 キングヘイロー）�２勝
メモリーシルエット（19牝 タイムパラドックス）��１勝

３代母 メモリーベリフア（94鹿 ＊ベリフア）不出走
メモリーエスピオン（00牡 ＊フォーティナイナー）２勝，障害１勝

４代母 ＊バラワキ（85 USA栗 Miswaki）FR３勝，ロベールパパン賞‐G2，P. Soya
‐L，モルニー賞‐G1 ３着
［子］ メモリージャスパー（91牝 ＊イルドブルボン）３勝，サンスポ阪神牝馬特別

‐Jpn2，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，etc.
メモリーキアヌ（00牝 ＊トニービン）３勝，愛知杯‐Jpn3，スイートピー
Ｓ‐L，福島牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

メモリージュエル（95牝 ＊アーミジャー）１勝，サフラン賞３着
［孫］ メモリーシャルマン（09牝 ＊アジュディケーティング）４勝，和布刈特別

２着，観月橋Ｓ３着，舞鶴特別３着
アイオシルケン（12牡 ＊ヴリル）１勝，鳥栖特別３着，国東特別３着，�７勝

５代母 バラフナ Balakhna（79 FR黒鹿 Tyrant）FR３勝，グロシェーヌ賞‐G3 ３着
［孫］ ユトマジュールUt Majeur（03 牡 Brahms）FR・QAT７勝，G.P. du S

ud‐Ouest‐L ３着
［曾孫］ ランナーブル Runner Bull（14 牡 Victory Gallop）�TUR９勝，Adn

anMenderes S‐L，Topkapi Trophy‐L，Cevre ve Sehircilik B
akanligi S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： 成隆牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

47 メモリーフェスタ２０２０ �・黒鹿 ４／２６

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊ Fly So Free

�
�
�
�
�

��
��

�キャプテンスティーヴ Sparkling Deliteメモリーフェスタ フジキセキ

��
��
�メモリーキセキ黒鹿 2008 メモリーベリフア

＊バラワキ 16
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ミーヤチャスカ（10 USA栗 First Samurai）��９勝�
初仔

２代母 ソサエティズチャイルド Society's Child（01 CAN栗 Affirmed）USA出走
ソルトインザシティ Saltinthecity（07 牝 Salt Lake）USA10 勝
プリンセスマーガレットPrincess Margaret（08 牝 Malibu Moon）USA２勝
リーガルロンRegal Ron（09� Lawyer Ron）�USA・PR５勝
インディチャイルド Indy Child（11 牡 Indygo Shiner）KOR２勝
エオリンワンジャEorinWangja（14 牡 Forest Camp）�KOR２勝

３代母 スーシティ Sioux City（95 CAN黒鹿 Carson City）USA入着
サンテーラ Santerra（00 牝 Tejabo）USA２勝，Muskoka S‐R，South Ocea

n S‐R，Eternal Search S‐R ２着，etc.
スパイトフルアフェア Speightful Affair（07 牝 Speightstown）USA・CAN２

勝，カムリーＳ‐G3 ２着，AmCapable S２着，DreamyMimi S
２着，etc.
オーガニックジェミニOrganic Gemini（12� Sir Whimsey）USA１勝，
New York Stallion S‐R ２着

ミスターバフMr. Buff（14� Friend Or Foe）�USA17 勝，Stymie S
‐L，Jazil S（３回），Haynesfield S‐R，etc.

ホイスパーナンバーWhisper Number（08 牝 First Samurai）USA入着２回
ミスローカストポイントMs Locust Point（14 牝 Dialed In）USA９勝，
バーバラフリッチーＳ‐G2，Primonetta S，What A Summer S，etc.

ウォラントWarrant（18 牡 Constitution）�USA２勝，Texas Derby，
Oaklawn S‐L ２着

＊エイシンイーデン（02牡 Phone Trick）４勝，天王山特別２着，安城特別２着，ハ
ッピーエンドＣ３着

４代母 エヴリエフォートEvery Effort（80 CAN黒鹿 Full Out）USA１勝
［子］ ヴァリアントジュエル Valiant Jewel（90 牝 Buckley Boy）USA６勝，

Nellie Morse S‐L，Lady's Secret S，Etobicoke H‐L ２着，etc.
［孫］ フレンドリーミシェル Friendly Michelle（01 牝 Artax）USA５勝，プラ

イオレスＳ‐G1，ラトロワンヌＳ‐G3，Santa Paula S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 臺 佳彦＝東京都杉並区 �080-5580-2159
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

48 ミーヤチャスカ２０２０ �・栗 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊

ファーストサムライ Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�First Samurai Freddie Frissonミーヤチャスカ ソサエティズチャイルド Affirmed

��
��
�Society's Child栗USA 2010 Sioux City

4j
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ミッドナイトダンス（06栗 ダンスインザダーク）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
サウンドカナロア（16牡鹿 ロードカナロア）�２勝，豊中特別（芝 1200），淀屋橋

Ｓ（芝 1200）２着，鶴見特別（芝 1200）３着，��１勝�入着
サウンドハヤブサ（19牡栗 ＊サウンドボルケーノ）���出走

２代母 ＊オレンジジャスミン（94 IRE 鹿 Masterclass）IRE・ITY・USA２勝，伊１０００
ギニー‐G2 ２着
オレンジスペシャル（00牝 ＊ジェイドロバリー）不出走

ショウリダバンザイ（07牝 ＊プリサイスエンド）�７勝��３勝�入着３回，道営
記念，ロジータ記念，桜花賞，道営記念２着，東京プリンセス賞２着，etc.

スカーレットオハラ（02牝 ＊ブライアンズタイム）不出走
マイネルカーミン（09牡 オレハマッテルゼ）２勝，いちょうＳ‐LR ３着，熊野

特別２着
スーパーレインボー（04牝 ダンスインザダーク）１勝
クレイジーラブ（05牝 ＊タイキシャトル）１勝，鞍ケ池特別３着
オレンジキュラソー（08牝 アグネスタキオン）不出走

ワイナルダム（14牡 サニングデール）２勝，房総特別２着，古作特別２着，鳥
屋野特別３着

カクリョウ（15牡 ＊ロードアルティマ）１勝，��未出走	６勝���，ウインター
Ｃｈ２着

３代母 ラモルトーラ LaMortola（82 IRE 黒鹿 Bold Lad）不出走
ペタードイクスプレスPetard Express（91 牝 ＊ラストタイクーン）FR入着２回

ペレグザ Perrexa（99牝 Perrault）FR２勝，エクリプス賞‐G3，クリテリヨム
ドメゾンラフィット‐G2 ３着

キモラ Kimola（99 牝 King's Theatre）FR・NOR・SWE・DEN９勝，Matchm
aker S‐L，Scandinavia Cup‐L，Morten Og Torvald Klaveness Minn
elop‐L ２着，etc.
ホイップレスWhipless（08 牡 Whipper）FR・IRE・SAU３勝，レパーズタウ

ン２０００ギニーＴＲ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

49 ミッドナイトダンス２０２０ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイミッドナイトダンス
＊ Masterclass

��
��
�オレンジジャスミン栗 2006 La Mortola

7f
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 モエレゴールド（01鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），海外－１（１），地方－４（10）〕
ナットメグネッドNutmeg Ned（08 USA�黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）USA１勝
モエレマリーア（09牝黒鹿 Scat Daddy）１勝，閃光特別（芝 1000）３着
マサノマリリン（11牝黒鹿 キングカメハメハ）１勝，雄国沼特別（芝 1800）３着
マサノエリザベス（12牝栗 ＊バゴ）��５勝
レクエルド（13牝鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
マッスルバローズ（15牡栗 ＊ヘニーヒューズ）入着，�２勝��
モエレコネクター（16牡鹿 エイシンフラッシュ）２勝，ハッピーエンドＣ
（芝 1200）３着，���２勝

マサノエトワール（19牝鹿 ＊ザファクター）��出走

２代母 ＊ニアーザゴールド（91 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
ロードプラチナム（96牡 ＊トニービン）５勝，函館記念‐Jpn3，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２

着，産経大阪杯‐Jpn2 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，サンシャインＳ，etc.
ゴールドヘイロー（97牡 ＊サンデーサイレンス）��５勝，種牡馬
モエレニアネス（05牝 ＊マジックマイルズ）�３勝�入着	
ブルーデライト（06牝 アグネスタキオン）１勝
モエレモンスター（07牡 フジキセキ）��５勝

３代母 ＊ニヤー（85 USA栗 Northern Dancer）USA３勝
ゼンノキャスパー（97牡 Cox's Ridge）３勝，瀬戸特別３着，筑前特別３着
ウインディアナ（00牝 ＊サンダーガルチ）	１勝

ゼンノスサノヲ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，わらび賞２着
アルクトゥルス（03牝 アドマイヤベガ）�２勝�，のじぎく賞３着

チキウミサキ（09牝 メイショウボーラー）２勝，立川特別２着

４代母 ファー Far（79 USA鹿 Forli）USA４勝，June Darling S３着
［子］ ヨンダー Yonder（87 牡 Seattle Slew）USA４勝，ジャージーダービー

‐G2，レムゼンＳ‐G2，World Appeal S，etc.，種牡馬
アゴー Ago（92牡 Danzig）USA５勝，Jefferson C‐L，Tri‐State
H‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 中村 時子＝新ひだか町三石鳧舞 �080-5580-2873
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

50 モエレゴールド２０２０ 牡・青鹿 ５／ ３

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellモエレゴールド
＊ Seeking the Gold

��
��
�ニアーザゴールド鹿 2001 ＊ニヤー

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

価格： 購買者：



母 ロトクレドール（13栗 アドマイヤムーン）入着，�２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 エスワンスペクター（01鹿 ＊シャンハイ）�４勝�１勝���，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3，花吹雪賞
ディーエスコンドル（08牡 フサイチコンコルド）３勝，オホーツクＨ，安達太良Ｓ３着
エスワンプリンス（09牡 ＊アジュディケーティング）�18 勝�１勝�１勝��入着�，笠

松ＧＰ，笠松ＧＰ３着，オッズパークＧＰ３着，黒潮盃３着，吉野ヶ里記念，etc.
ディーズリアン（10牝 マンハッタンカフェ）�７勝
ロトラトゥール（11牝 ゴールドアリュール）３勝，大通特別２着
ロトクルーザー（12牝 ＊クロフネ）�３勝
ファントムメナス（15牡 ゴールドアリュール）１勝，��入着�４勝��

３代母 レディープロスパー（88栗 ミナガワマンナ）２勝，�５勝�４勝	入着，天山賞
マルハチジャルダン（00牡 アンバーシヤダイ）
４勝��５勝�入着�，さつき賞，

若葉賞

４代母 ＊ミスフアピー（84 USA鹿 Fappiano）不出走
［子］ キャニオンロマン（94牡 ＊ブレイヴエストローマン）��７勝�３勝，フ

ロンティアスプリント盃，羽田盃，黒潮盃，etc.
エンビライナー（89牡 ＊ブレイヴエストローマン）５勝，銀嶺Ｓ‐OP ２着，
武蔵野Ｓ‐OP ３着，春風Ｓ，etc.

［孫］ フクノドリーム（11牝 ＊ヨハネスブルグ）２勝，アイビスサマーダッシュ
‐G3 ２着，すずらん賞‐OP，etc.，�１勝，エーデルワイス賞‐Jpn3

タイセイプライド（15牡 ＊ヨハネスブルグ）３勝，クリスマスローズＳ‐OP，
ダリア賞‐OP，�１勝�１勝���，ＯＲＯターフスプリント２着

グレイトゲイナー（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，蒲郡特別，ＴＶ
ユー福島賞２着，大牟田特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

51 ロトクレドール２０２０ �・栗 ４／１９
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズロトクレドール ＊シャンハイ

��
��
�エスワンスペクター栗 2013 レディープロスパー

＊ミスフアピー 1n
Mr. Prospector S3×M5×M5 Nashua S5×S5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 ロマンチックドラマ（13鹿 ＊ハービンジャー）出走
初仔

２代母 レイオブライト（96鹿 ウイニングチケット）３勝
フェイズシフト（06牝 サクラバクシンオー）２勝，君子蘭賞２着

ペリステライト（14牡 ＊クロフネ）��４勝�１勝，くろゆり賞３着
リュンヌ（07牝 ＊クロフネ）５勝，彦根Ｓ，福島中央ＴＶ杯，大濠特別，三河特別２

着，船橋Ｓ３着，etc.
イザラ（17牝 キズナ）�１勝

ラディアーレ（08牡 サクラバクシンオー）４勝，長篠Ｓ３着
レイズオブザサン（09牡 スパイキュール）入着５回，�１勝�４勝
ムーンシャイン（11牝 ダンスインザダーク）�５勝��入着 12回
シゲルキュウリ（15牡 ヴィクトワールピサ）�３勝
トウケイココノエ（16牝 ＊クロフネ）�１勝，�１勝

３代母 リアルドラマ（88鹿 ＊リアルシヤダイ）出走

４代母 フアインドラマ（74鹿 シンザン）４勝，愛知杯２着，ＨＴＢ賞，祇園特別
［子］ ヘルメスアンジエラ（83牝 ＊ヴアイスリーガル）５勝，忘れな草賞‐OP ２

着，洛陽特別２着，あずさ賞２着，etc.
サンシードラマ（81牡 ＊サンシー）７勝，飛鳥特別，津軽海峡特別，樽前
山特別，etc.

エイプリルドラマ（89牝 サクラユタカオー）４勝，北洋特別，知床特別，
松浜特別，etc.

ハードドラマ（82牡 ＊ハーデイカヌート）２勝，エリカ賞
フェミニンドラマ（84牝 ＊デイクタス）３勝，石清水特別２着，川西特別
２着，比良山特別３着，etc.

［孫］ ロジック（03牡 アグネスタキオン）３勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1，ＮＺト
ロフィー‐Jpn2 ３着，アーリントンＣ‐Jpn3 ２着，etc.

ジャストアヒーロー（92牡 ＊アウザール）６勝，ブラジルＣ‐OP ２着，花
園Ｓ，北山Ｓ２着，etc.

シアトルドラゴン（90牡 ＊スルーザドラゴン）３勝，麒麟山特別，スカイ
ブルーＳ２着

販売申込者・所有者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311

52 ロマンチックドラマ２０２０ �・黒鹿 ３／２５

＊

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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlロマンチックドラマ ウイニングチケット

��
��
�レイオブライト鹿 2013 リアルドラマ

＊スイートヘレン 2e
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ワイングラス（10栗 スペシャルウィーク）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（６）〕
ブルベアジネンジョ（15牡栗 ジャングルポケット）１勝，��６勝�
センターレーン（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）���入着

２代母 ウインクルアーリー（99栗 ＊サンダーガルチ）入着２回
アンクルトップ（05牡 マヤノトップガン）１勝，障害１勝
ジークジオン（09牡 タニノギムレット）２勝，障害１勝
ヤマイチサクラ（12牝 ＊タイキシャトル）�１勝
イノデライト（13牡 ＊フレンチデピュティ）��９勝

３代母 ＊レディダンジグ（93 USA鹿 Danzig）不出走
ハルジュン（00牝 ＊トニービン）入着，��１勝

マイターピーク（07牡 マンハッタンカフェ）SIN５勝，Fortune Bowl‐L ２着
サラトガヴィーナス（02牝 ＊ブライアンズタイム）３勝

サウスビクトル（09牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，土湯温泉特別，巌流島特別２
着，春風Ｓ３着，etc.

インスピレーション（15牡 ハーツクライ）�３勝，鎌ケ谷特別，ＵＨＢ杯３着，
サンライズＳ３着

ファーストナイナー（04牝 ＊フォーティナイナー）２勝，みちのく特別３着
マイスタイル（14牡 ハーツクライ）�５勝，函館記念‐G3，弥生賞‐G2 ２着，

スワンＳ‐G2 ３着，etc.

４代母 レイディズシークレット Lady's Secret（82 USA芦 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，ベル
ダムＳ‐G1（２回），シュヴィーＨ‐G1，etc.
［孫］ サウンドバリアー（07牝 ＊アグネスデジタル）２勝，フィリーズレビュー‐G2

キョウワハピネス（01牝 ＊オース）３勝，ファルコンＳ‐Jpn3，雪うさぎ賞
カステリシークレッツ Castelli Secrets（94	 Leo Castelli）USA11 勝，
Tejano Run S‐L ２着

［曾孫］ サウンドキアラ（15牝 ディープインパクト）�７勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，京
都牝馬Ｓ‐G3，京都金杯‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 田湯牧場＝新ひだか町静内東別 �0146-32-3336
生 産 牧 場： 田湯牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

53 ワイングラス２０２０ 
・栗 ５／３０

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールワイングラス ＊サンダーガルチ

��
��
�ウインクルアーリー栗 2010 ＊レディダンジグ

22d
Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ワールドパンダ（09黒鹿 ＊スキャン）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ニシノヒスイ（14牝青 リーチザクラウン）�１勝
コクサイルビー（16牝黒鹿 リーチザクラウン）��４勝�１勝

２代母 エスカペード（99鹿 ＊リアルシヤダイ）出走

３代母 アサクサオドリコ（89鹿 ＊パドスール）出走

４代母 テスコダイヤ（80鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［子］ クィーンエメラルド（84牝 ＊パーソロン）３勝，津久井特別

スイングボーイ（95牡 ＊スプラッシュオブカラー）１勝，雪割草特別２着，
かえで賞２着，れんげ賞３着，etc.

［孫］ チェリームム（93� ＊ノーザンディクテイター）２勝，香取特別３着，�１勝
［曾孫］ トキノシークレット（98牝 ＊リンドシェーバー）��４勝，スプリンター

ズＣ２着，北関東オークス２着

５代母 ケープルビー（69鹿 ＊ムーテイエ）１勝
［子］ ミヤギオウジャ（83牡 ＊サンデイクリーク）２勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ４

着，金華山特別，もくれん賞２着，etc.
［孫］ エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サ

ンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
ミナミノフェザント（94牡 ＊ゴールデンフェザント）２勝，京都４歳特別
‐Jpn3 ３着，道新スポーツ賞２着，阿寒湖特別２着，etc.

ワイドセイコー（82牡 ハイセイコー）２勝，嵯峨野特別，尾張特別２着，etc.，
���	18 勝，東海桜花賞

ハイシーズン（89� ＊リフアーズスペシヤル）２勝，すずかけＳ‐OP ２着，
高塔山特別２着，竜飛崎特別２着，etc.，障害１勝

［曾孫］ トーホウドリーム（97牡 メジロライアン）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，北九
州記念‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐OP，etc.

サマーシャドウ（96牡 ＊ダミスター）
�３勝，ジャパンＤダービー
‐Jpn1 ３着，スーパーＣｈＳ２着，羽田盃３着，etc.

販売申込者・所有者： 土橋 昭＝旭川市４条通 �090-8631-3744
生 産 牧 場： 田原安田牧場
飼 養 者： ㈲賀張共同育成センター＝日高町賀張 �090-8632-0949

54 ワールドパンダ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�スキャン Videoワールドパンダ ＊リアルシヤダイ

��
��
�エスカペード黒鹿 2009 アサクサオドリコ

＊フロリースカツプ 3l
Nijinsky M4×S5 Foreseer M4×S5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 モンルージュ（04鹿 Smart Strike）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（14）〕
アンボワーズ（12牡鹿 アドマイヤジャパン）��２勝
ブルーズネフュウ（13牡栗 ジャングルポケット）��１勝
ラングドック（15牡黒鹿 キングヘイロー）��２勝
スズノチェルシー（16牡鹿 メイショウサムソン）入着３回，���２勝
フルートフル（17牝栗 ネオユニヴァース）��４勝�３勝
セピアノーツ（18牝芦 ジョーカプチーノ）�１勝

２代母 ＊ソープオペラクイーン（89 USA黒鹿 Never Tabled）USA６勝，Courtshi
p S‐R ３着

＊ナカヤマバスター（01牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，橘Ｓ‐OP ３着，エーデルワイ
スＳ，白秋Ｓ２着，高尾特別２着，アイルランドＴ３着

フィデリオ（05牡 ＊チーフベアハート）�５勝��
ガーデンクォーツ（06牡 マーベラスサンデー）�１勝�２勝�
サンキストビーチ（08牝 ＊ワイルドラッシュ）１勝

３代母 ティーヴィーリジジュアル T. V. Residual（83 USA鹿 Pirate's Bounty）USA
４勝，Princessnesian H‐L，Valkyr H‐LR ２着，Torrey Pines S‐LR ２
着，Drama Critic S‐R ２着，Sacramento H‐L ３着，etc.
ウォーニングレイベルWarning Label（91� Never Tabled）USA７勝，C.H.

B.P.A. Dinner H‐R，Alamedan H‐L ２着，Pomona Derby‐L ２着，etc.
シンギュラーヴィジョン Singular Vision（93� Never Tabled）USA21 勝，Don B.

S‐R，SanMateo Juvenile S‐R ２着，I'M Smokin' S‐R ２着
アンドゲスホワットAnd GuessWhat（96 牝 Kris S.）USA入着

クラフティアング Crafty Ang（03牡 Crafty Friend）USA入着３回，BayM
eadows Juvenile S２着

スランディドゥノ Llandudno（10牝 Belong to Me）USA２勝，ラスシエネ
ガスＳ‐G3 ２着
コンスタンシア Constantia（17 牝 Munnings）�USA４勝，Mizdirecti
on S‐L，モンロヴィアＳ‐G2 ２着，WishingWell S‐R ３着

マジカルメイズMagical Maze（97牝 Deputy Minister）USA１勝
ネネNene（05� Bertrando）USA７勝，Barretts Juvenile S‐R

販売申込者・所有者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230
生 産 牧 場： ㈲ナカノファーム
飼 養 者： ㈲ナカノファーム＝日高町庫富 �01456-7-2230

55 モンルージュ２０２０ 牡・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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

スマートストライク Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Smart Strike Classy 'n Smartモンルージュ
＊ Never Tabled

��
��
�ソープオペラクイーン鹿 2004 T. V. Residual

9f
Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 レッドジュディス（13栗 New Approach）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
パイルドライバー（18牡栗 ダイワメジャー）�出走

２代母 ＊マンドゥラ（07 GER青鹿 Danehill Dancer）GER１勝
マレルMarelle（12 牝 Raven's Pass）FR・GER１勝
ブーザー（16牡 マンハッタンカフェ）２勝

３代母 マンデルリヒトMandellicht（94 IRE 黒鹿 Be My Guest）GER・ITY１勝，
Dusseldorfer Stutenpreis‐L ３着，Idee Festa Rennen‐L ３着

＊マンデラ（00牝 Acatenango）FR・GER・USA３勝，Mulheimer Diana‐Trial
‐L，独オークス‐G1 ３着，サンタバルバラＨ‐G2 ３着，etc.

＊ヴァレリカ（07牝 Dynaformer）不出走
エデリー（16牡 ディープインパクト）�１勝，新緑賞２着

ワールドエース（09牡 ディープインパクト）４勝，マイラーズＣ‐G2，きさら
ぎ賞‐G3，若葉Ｓ‐LR，etc.，種牡馬

アフリカンピアノ（10牝 ディープインパクト）不出走
アルモニカ（15牝 ロードカナロア）２勝，春菜賞，御池特別３着

マンハイム（14牝 ダイワメジャー）１勝，西尾特別２着
ワールドプレミア（16牡 ディープインパクト）�４勝，菊花賞‐G1，天皇賞

（春）‐G1，有馬記念‐G1 ３着，etc.
ヴェルトライゼンデ（17牡 ドリームジャーニー）�２勝，萩Ｓ‐L，ホープフル

Ｓ‐G1 ２着，日本ダービー‐G1 ３着，etc.
マンデュロManduro（02牡 Monsun）GB・FR・GER・ITY10 勝，ジャックルマロ

ワ賞‐G1，イスパーン賞‐G1，プリンスオヴウェイルズＳ‐G1，フォワ賞‐G2，
アルクール賞‐G2，etc.，種牡馬

４代母 マンデルアウゲMandelauge（89 GER黒鹿 Elektrant）GER２勝
［孫］ マンダフーシュMandahush（02牝 Alwuhush）GER・ITY２勝，P. T

oscana‐L
マルチェッリMarcelli（09 牡 Sholokhov）GER３勝，Dallmayr Prodo
mo‐Trophy‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661

56 レッドジュディス２０２０ 牡・栗 ２／２９
＊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ディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

ニューアプローチ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�New Approach Park Expressレッドジュディス
＊ Danehill Dancer

��
��
�マンドゥラ栗 2013 Mandellicht

3d
Sadler's Wells S4×M4 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アクロスザライト（08鹿 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（３）〕
アクロスザシャイン（14牝鹿 タニノギムレット）�３勝��
デルマウオッカ（15牡鹿 ローエングリン）�２勝，二本松特別（芝 1800），浦佐特

別（芝 2000）３着
ゴッドカーヌスティ（17牝鹿 ロードカナロア）入着３回，��入着６回
ノアジェニシス（18牝栗 ＊エスケンデレヤ）��未出走�入着
トッティー（19牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

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
アイアムネオ（06牝 ネオユニヴァース）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着

アイアムジュピター（14牡 ルーラーシップ）２勝，高山特別３着，��入着４
回���

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： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

57 アクロスザライト２０２０ 
・鹿 ５／ ３

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Tapit

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tap Your HeelsクリエイターⅡ モレーナ Privately Held

��
��
�MorenaUSA 芦 2013 Charytin

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスアクロスザライト
＊ Mr. Prospector

��
��
�イクスペクトトゥシャイン鹿 2008 Frankova

1s
Mr. Prospector M3×S5 Numbered Account S5×M5

価格： 購買者：



母 アンヌ（14栗 ＊タイキシャトル）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ヨツバノクローバー（19牝黒鹿 ブラックタイド）�出走

２代母 ジャミーラ（01栗 ＊ブライアンズタイム）�１勝��
トロワプレジール（07牡 ＊ホワイトマズル）３勝，早鞆特別
サカジロロイヤル（08牡 ＊バゴ）６勝，春雷Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ３着，京洛Ｓ‐OP ３

着，みちのくＳ，高砂特別，etc.
リアルサンボーイ（09牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝，若駒賞３着
クラウンジャミール（15� ＊バゴ）�２勝
サンダーソニア（16牝 ＊ケープブランコ）入着４回，�１勝��入着

３代母 ＊ケロメロ（93 USA鹿 Eastern Echo）USA３勝，Joseph A. Gimma S‐R
３着
シャフツベリー（99牡 メジロライアン）５勝，ラジオ福島賞，飯豊特別，喜多方特

別，障害１勝
アワーオアシス（04牝 ＊デザートキング）２勝，彦星賞２着，横手特別３着

４代母 ファンタスティクレヴュー Fantastic Review（73 USA鹿 Reviewer）USA１勝
［子］ トゥティペラリー To Tipperary（80 牡 Ack Ack）FR・USA６勝，キン

グエドワードゴールドＣ‐G3
［孫］ フォーチュネトレヴュー Fortunate Review（93� Fortunate Prospect）

USA19 勝，Bahamas S‐L，Carry Back S‐L，Manchester
H，etc.

スーパーフォ－チュネト Super Fortunate（89 牝 Fortunate Prospect）
USA７勝，Marion H. Van Berg Memorial S‐L，Lady Hallie H
‐L，National Jockey Club Oaks‐L ２着，etc.

ヒーローズライト Hero's Light（89 牡 Hero's Honor）GB・GER・ITY
・NOR・SWE・DEN９勝，Swedish OpenMile‐L，P. Camp
obello‐L ２着，Pokallob‐L ２着，etc.

アドリフト Adrift（96� Marooned）SIN・MAL５勝，Silver Cup‐L，
Committee's Prize‐L ２着，Lion City Cup‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲中島牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1514
生 産 牧 場： ㈲中島牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

58 アンヌ２０２０ 	・栗 ３／１６

＊

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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンアンヌ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ジャミーラ栗 2014 ＊ケロメロ

2s
Damascus S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 アイズオブナタリー（11鹿 カンパニー）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
シュリーデービー（18牝鹿 カレンブラックヒル）��６勝，九州ジュニアＣｈ
（Ｄ1400），飛燕賞（Ｄ1400）２着，ル・プランタン賞（Ｄ1800）３着

２代母 ＊ヒシナタリー（93 USA青鹿 Seattle Slew）６勝，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，
ローズＳ‐Jpn2，小倉記念‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ４着，etc.
ヒシマグナム（99牡 ナリタブライアン）２勝
＊ヒシルーシッド（01牡 Rahy）４勝，睦月賞，吾妻小富士賞，ひめさゆり賞，鴨川特

別２着，ウイルデイールメモリアル２着，etc.
＊ヒシワンスモア（03牝 Touch Gold）２勝，有明特別，甲東特別３着，西海賞３着，

舞子特別３着
ヒシヴィクトリー（15牡 ヴィクトワールピサ）�３勝，茨城新聞杯，サンシャ

インＳ２着，調布特別２着，糸魚川特別２着，迎春Ｓ３着，etc.

３代母 デヴィルズシスターDevil's Sister（83 USA鹿 Alleged）不出走
ブラックスバーグ Blacksburg（89� Seattle Slew）USA10 勝，ラホヤＨ‐G3，ヴ

ォランテＨ‐G3，Hawthorne Juvenile S‐L，etc.
ウェンディズドーターWendy's Daughter（90 牝 Halo）USA４勝，Brown Bess

Breeders' Cup H２着
＊グラントアウィッシュ（97牝 Nureyev）不出走

グランツムーンGrant's Moon（01牝 Malibu Moon）USA７勝，Alma
North S‐R，Northview Stallion Station S‐R ２着，Maryland
Million Lassie S‐R ２着，etc.

ラヴデア Love Dare（08 牝 Osidy）USA５勝，Opelousas S２着，Eva
ngeline Matron S３着

イスペシャリーEspecially（94 牝 Mr. Prospector）USA２勝
ボストンコモン Boston Common（99� ＊ボストンハーバー）USA12 勝，ジェ

ロームＨ‐G2，エルコネホＨ‐G3，ジャージーショアＳ‐G3，etc.
ストームサージ Storm Surge（02牡 Storm Cat）USA６勝，ルコントＳ‐G3，

Lone Star Park Juvenile S‐L，Sugar Bowl S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲新冠伊藤牧場＝新冠町大狩部 �090-3392-1577
生 産 牧 場： ㈲新冠伊藤牧場
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

59 アイズオブナタリー２０２０ �・鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

ミラクルアドマイヤ

�
�
�
�
�

��
��

�カンパニー ブリリアントベリーアイズオブナタリー
＊ Seattle Slew

��
��
�ヒシナタリー鹿 2011 Devil's Sister

12c
トニービン S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アエテウレシイ（10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－２（10）〕
メスカル（15牝栗 ＊バトルプラン）���出走�７勝
トゥモロープラン（16牝鹿 ＊ノヴェリスト）��出走�３勝
モンサンカドリーユ（18牡黒鹿 パドトロワ）���入着
エコロジーナ（19牝鹿 ＊バトルプラン）���入着

２代母 ＊シェリーザ（92 IRE 黒鹿 Caerleon）不出走
リゼルヴァ（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，紫川特別，ＨＴＢ杯２着，知床特別

２着，糸魚川特別２着，駒ケ岳特別３着，etc.
サンアディユ（02牝 ＊フレンチデピュティ）８勝，セントウルＳ‐G2，京阪杯‐G3，

アイビスサマーダッシュ‐Jpn3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，貴船Ｓ，etc.
ノンキ（03牝 ＊サンデーサイレンス）２勝

ビックリシタナモー（14牡 ＊タートルボウル）５勝，太秦Ｓ‐OP ２着，大阪ス
ポーツ杯，香嵐渓特別，桶狭間Ｓ２着，ＢＳイレブン賞２着，etc.

アラシヲヨブオトコ（06牡 マンハッタンカフェ）１勝，ホープフルＳ‐L ２着，黄菊
賞２着

サンライズアバカス（08牡 ＊フレンチデピュティ）１勝

３代母 シャラヤ Sharaya（80 USA鹿 Youth）FR４勝，ヴェルメイユ賞‐G1，ノネッ
ト賞‐G3，P. de Bagatelle‐L，サンタラリ賞‐G1 ２着，マルレ賞‐G2 ３着
シャラカワ Sharakawa（90牝 Darshaan）不出走

ワッチフルWatchful（04 牝 Galileo）GB２勝
ワッチミーWatch Me（16牝 Olympic Glory）GB・FR５勝，コロネイ
ションＳ‐G1，ロートシルト賞‐G1，アンプリュダンス賞‐G3，etc.

シャラディヤ Sharadiya（91牝 Akarad）IRE１勝，Brownstown Stud S‐L ３着
メンパリMempari（95 牝 Fairy King）GB・FR・IRE２勝，Brownstown Stud S

‐L ２着，マクドナボーランドＳ‐G3 ３着
アナターゼAnatase（96 牝 ＊デインヒル）不出走

ハミッシュマクゴナガル Hamish McGonagall（05� Namid）GB・FR・IRE
10 勝，City Walls S‐L，ナンソープＳ‐G1 ２着，ナンソープＳ‐G1
３着，etc.

販売申込者・所有者： 前山 友厚＝新ひだか町三石本桐 �0146-49-0713
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： セールスプレップサービス＝新ひだか町三石美野和 �090-6995-3324

60 アエテウレシイ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアエテウレシイ
＊ Caerleon

��
��
�シェリーザ鹿 2010 Sharaya

22d
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 アエノアビリティー（11栗 ＊ヨハネスブルグ）��入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
スペロラルーチェ（16牝栗 エスポワールシチー）��３勝��１勝�

２代母 アイリッシュピース（00栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
カイテキセレブ（04牝 ＊ティンバーカントリー）入着，�１勝��７勝

ナムラライラ（14牝 ルーラーシップ）２勝，りんどう賞３着
サブノタマヒメ（18牝 ＊プリサイスエンド）��10 勝�，ノトキリシマ賞，兼六

園ジュニアＣ，金沢プリンセスＣ，金沢ヤングＣｈ２着
アスターピース（09牡 キングカメハメハ）２勝，有松特別，舞子特別３着，�３勝
ナムラアン（12牝 ＊エンパイアメーカー）５勝，都大路Ｓ‐L，白百合Ｓ‐OP ２着，

飛鳥Ｓ，遠州灘特別，あやめ賞，etc.

３代母 アイリッシュダンス（90鹿 ＊トニービン）９勝，新潟記念‐Jpn3，新潟大賞典
‐Jpn3，オールカマー‐Jpn2 ２着，ニューイヤーＳ‐OP，ノベンバーＳ，etc.
アグネスシラヌイ（98牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，天の川Ｓ，三木特別，ストー

クＳ２着，etc.
エメラルドアイル（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，忘れな草賞‐OP ３着，春日

特別，不知火特別，etc.
ブルーモーリシャス（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，與杼特別３着，太宰府

特別３着，壇之浦特別３着
アラドヴァル（09牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，粟島特別，石打特別３着，遊

楽部特別３着
ハーツクライ（01牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，有馬記念‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn2，etc.，

GB・UAE１勝，ドバイシーマクラシック‐G1，etc.，優古牡，種牡馬
オメガアイランド（02牝 ＊エルコンドルパサー）入着

オメガブルーハワイ（07牝 フジキセキ）３勝，山中湖特別３着，堀川特別３着
オメガスカイツリー（08� ゼンノロブロイ）４勝，松戸特別，師走Ｓ２着，etc.，

��５勝，報知オールスターＣ２着
オメガハートランド（09牝 アグネスタキオン）３勝，フラワーＣ‐G3，ターコ

イズＳ‐L ２着，くるみ賞３着
オメガハートロック（11牝 ネオユニヴァース）２勝，フェアリーＳ‐G3
ナリノモンターニュ（17牡 ヴィクトワールピサ）�１勝，開成山特別２着

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

61 アエノアビリティー２０２０ 
・鹿 ４／１８

＊

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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythアエノアビリティー ＊サンデーサイレンス

��
��
�アイリッシュピース栗 2011 アイリッシュダンス

＊ビユーパーダンス 6a
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 アズライト（04青 アグネスタキオン）３勝，岩木山特別（芝 1800）３着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４〕

２代母 ＊ゴーンプロフェッショナル（92 USA青鹿 GoneWest）GB・FR２勝
カネトシディザイア（99牝 フジキセキ）５勝，桜花賞‐Jpn1 ４着，秋華賞‐Jpn1

４着，紅梅Ｓ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP ２着，斑鳩Ｓ，etc.
カネトシディオス（07牡 キングカメハメハ）５勝，洛陽Ｓ‐OP ２着，仲秋Ｓ，

月岡温泉特別，保津峡特別，古町特別，etc.，�入着��
カネトシピュール（15牝 ＊ヘニーヒューズ）�16 勝，御厨人窟賞

ミュゲドボヌール（00牝 バブルガムフェロー）４勝，鈴鹿特別，西部日刊スポーツ
杯２着，刈谷特別３着，八幡特別３着，甲斐駒特別３着，�２勝
サンクボヌール（12牝 ＊ハービンジャー）２勝，北大路特別２着

プレシャスレディー（03牝 フジキセキ）１勝
モルエラン（05� ダンスインザダーク）入着４回，障害１勝，��１勝
ドルフィンクエスト（06牡 フジキセキ）１勝，�１勝

３代母 プロフェッショナルダンスProfessional Dance（79 USA鹿 Nijinsky）不出走
フォルリズタンゴ Forli's Tango（85牡 Forli）USA６勝，Chanhassen S
アリアージュAlliage（87牝 Alleged）FR２勝

サーアルフレッド Sir Alfred（98牡 St. Jovite）USA５勝，アスコットＨ‐G3，
ベイメドーズダービー‐G3 ２着，Half Moon Bay S‐L ３着

ニンジャダンサーNinja Dancer（89 牡 Miswaki）GB・IRE２勝，Autumn S‐L
トゥーステップトルーディTwo Step Trudy（94牝 Capote）USA出走

ディクシークリスプDixie Crisp（04 牝 Dixieland Band）USA入着３回，
Dipsea Trail S３着
リコンストラクション Reconstruction（09牡 Broken Vow）USA４勝，
Livermore Valley Wines S，Oh Say S３着

サザンフリーダム Southern Freedom（11牡 Pure Prize）USA７勝，J
oseph T. Grace H，オールアメリカンＳ‐G3 ２着

ディクシーラナーDixie Runner（13� Flatter）USA・PR２勝，C. Dia
de Los Padres‐L ３着

エピックドリーマー Epic Dreamer（16� Orb）�USA４勝，ガルフスト
リームパークスプリントＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ハーモニーストックファーム＝別海町尾岱沼 �01538-6-2846
生 産 牧 場： ハーモニーストックファーム
飼 養 者： ㈲グリーンマイルトレーニングセンター＝日高町富川西 �01456-2-3310

62 アズライト２０２０ �・黒鹿 ５／２０

＊

＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアズライト
＊ GoneWest

��
��
�ゴーンプロフェッショナル青 2004 Professional Dance

2d
GoneWest M3×S4 Mr. Prospector M4×S5×S5 Secretariat S5×M5
CosmahM5×M5
価格： 購買者：



母 アドマイヤインディ（06栗 フジキセキ）２勝，�７勝��入着��，クイーン賞
‐Jpn3 ３着，珊瑚冠賞（Ｄ1900）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
リバイブインディー（16牝栗 ＊トビーズコーナー）�１勝
ジューンチキータ（17牝栗 ＊ヘニーヒューズ）��１勝
ユイノシワザ（18牡芦 ＊クリエイターⅡ）�１勝

２代母 トレジャーマイン（91栗 ＊ノーザンテースト）１勝
ショウナンマインド（96牡 ＊トニービン）５勝，ＴＶ山梨杯，ＴＶＫ賞，犬吠埼特別，

バレンタインＳ３着，卯月Ｓ３着，etc.
パレオグラフィー（00牡 ダンスインザダーク）１勝
ショウナンワルツ（01牝 バブルガムフェロー）１勝
メジロビューレン（07牡 フサイチコンコルド）１勝

３代母 シヤダイマイン（73黒鹿 ＊ヒツテイングアウエー）３勝，師走特別
ダイナマイン（80牝 ＊ノーザンテースト）７勝，牝馬東タイ杯‐Jpn3，新潟記念

‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3 ２着，etc.
ダイナシユート（82牝 ＊ノーザンテースト）４勝，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，七夕賞

‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，etc.
マストビーラヴド（93牝 ＊サンデーサイレンス）出走
ラインクラフト（02牝 ＊エンドスウィープ）６勝，桜花賞‐Jpn1，ＮＨＫマ
イルＣ‐Jpn1，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，etc.

フロレンティノ（06� ＊スウェプトオーヴァーボード）USA・UAE４勝，
ジェファーソンＣ‐G2，トランシルヴァニアＳ‐G3 ３着

ホーネットピアス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，隅
田川特別，早春賞２着，etc.

アドマイヤマックス（99牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，高松宮記念‐Jpn1，富
士Ｓ‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，種牡馬

サマーワイン（90牝 ＊トニービン）３勝，グッドラックＨ
メモリアルサマー（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝
ソングオブウインド（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，菊花賞‐Jpn1，神
戸新聞杯‐Jpn2 ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

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

63 アドマイヤインディ２０２０ 牡・栗 ５／ ５

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーアドマイヤインディ ＊ノーザンテースト

��
��
�トレジャーマイン栗 2006 シヤダイマイン

＊フアンシミン 9f
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 アドマイヤセレブ（15鹿 ロードカナロア）入着
初仔

２代母 アドマイヤオウカ（09青鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
アドマイヤキズナ（13牡 ＊ハービンジャー）４勝，小豆島特別，鳴滝特別，英彦山特

別，尼崎Ｓ２着，能勢特別２着
アドマイヤコメット（16牝 ロードカナロア）入着，��７勝

３代母 ロゼダンジュ（97青 ＊サンデーサイレンス）１勝
ローズシティ（05牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

トウカイハッピー（13牡 ＊ワークフォース）１勝，�３勝，二十四万石賞２着
ダノンロゼ（06牡 ＊フレンチデピュティ）入着３回，伊万里特別３着，�５勝

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

記念‐Jpn3（２回），京阪杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
ヴィータローザ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，セントライト記念
‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，Ｒたんぱ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

ロゼカラー（93牝 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋
華賞‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，etc.

ロザリオ（05牡 ジャングルポケット）２勝，高千穂特別２着
ロゼノアール（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，奥尻特別３着

［孫］ ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京
記念‐G3，毎日杯‐Jpn3，etc.

ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー
‐Jpn2，マーメイドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.

ローズプレステージ（04牡 ダンスインザダーク）１勝，京都新聞杯‐Jpn2
２着，京都２歳Ｓ‐L ２着，清滝特別３着

テューダーローズ（03牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，皿倉山特別，背振
山特別，はなみずき賞２着

［曾孫］ ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日
杯フューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，etc.，優２牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： ㈲へいはた牧場
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

64 アドマイヤセレブ２０２０ �・鹿 ３／１６

＊

モンズーン Konigsstuhl

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Monsun

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

��
��
�Night LagoonIRE 黒鹿 2009 Nenuphar

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムアドマイヤセレブ ＊シンボリクリスエス

��
��
�アドマイヤオウカ鹿 2015 ロゼダンジュ

＊ローザネイ 1w
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 アドマイヤレッド（06栗 ＊ストラヴィンスキー）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（８）〕
ヴェスペルティリオ（12牡鹿 ネオユニヴァース）�１勝��２勝�１勝
ルーファス（14牡栗 ゴールドアリュール）��２勝
リフタスフェルト（16牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）�２勝
ダイユウローズ（17牝鹿 フェノーメノ）入着，���出走
トーセンアーバン（18牡栗 エイシンヒカリ）���２勝
ピッチピチピーチ（19牝鹿 グランプリボス）�地方未出走

２代母 ＊プリンシピウム（95 USA栗 ＊ハンセル）不出走
＊コンゴウリキシオー（02牡 ＊ストラヴィンスキー）６勝，マイラーズＣ‐G2，金鯱賞

‐Jpn2，きさらぎ賞‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，etc.，�１勝����，
かきつばた記念‐Jpn3，etc.

バロネスリヒター Baroness Richter（04 牝 Montjeu）GB・FR・USA２勝，P. C
aravelle‐L
ディアーラヴィニアDear Lavinia（09 牝 Grand Slam）FR・USA３勝，Gr

and Criterium de Bordeaux‐L，Criterium de l'Ouest‐L ２着，P.
Six Perfections‐L ３着
ダトDato（16牡 Mount Nelson）�FR・GER６勝，Mannheim C‐L，
Grosser Dresdner Herbstpreis‐L，バーデンヴュルテンベルクト
ロフィ‐G3 ２着，G.P. Aufgalopp‐L ２着，G.P. de la Region Gr
and Est‐L ３着

ドリームアホワイルDream Awhile（14 牝 War Front）FR・USA４勝，イートン
タウンＳ‐G3，Tropical Park Oaks，チャーチルディスタフマイルＳ‐G2
３着，スワニーリヴァーＳ‐G3 ２着，マッチメイカーＳ‐G3 ２着，etc.

３代母 ナズーNazoo（88 IRE 鹿 Nijinsky）GB・IRE４勝，Rochestown S‐L
ナディアNadia（98 牝 Nashwan）FR・USA２勝，サンタラリ賞‐G1，仏オークス

‐G1 ２着，ペネロープ賞‐G3 ２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

65 アドマイヤレッド２０２０ �・鹿 ３／１５
＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomアドマイヤレッド
＊

＊ハンセル

��
��
�プリンシピウム栗 2006 Nazoo

2d
Halo S4×S5 Northern Dancer M4×M5 Cosmah S5×M5
Mr. Prospector M5×M5
価格： 購買者：



母 アナタゴノミ（01鹿 ＊デヒア）入着２回
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－７（15）〕
サアドウゾ（06牝栗 ゴールドアリュール）３勝，驀進特別（芝 1000），飛翔特別
（芝 1000），熊本城特別（芝 1200）２着

ガーデン（07牡栗 ツルマルボーイ）�４勝�
オマワリサン（08牡鹿 リンカーン）４勝，千里山特別（芝 2000），赤倉特別
（芝 2200），浄土平特別（芝 1800），三田特別（芝 2200）２着，日本海Ｓ
（芝 2200）３着，兵庫特別（芝 2400）３着，洞爺湖特別（芝 2000）３着，鞍手特別
（芝 1200）３着，�１勝，韓国岳賞（Ｄ1800）

ダイゴミ（09牝鹿 フサイチコンコルド）�１勝��
カゼニタツライオン（10牡栗 ネオユニヴァース）２勝，葵Ｓ‐LR（芝 1200）２着，�

１勝，大分川賞（Ｄ1800）
コリャコリャ（11牝鹿 ゼンノロブロイ）１勝
ワラッチャオ（12牝青鹿 ハーツクライ）１勝，閃光特別（芝 1000）２着
カートニイレル（13牝栗 ゴールドアリュール）�４勝�入着４回
ハハハ（16牝黒鹿 トゥザグローリー）��３勝
アキラクン（17牡栗 トゥザグローリー）��未出走��１勝
カリビアンパール（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 アララットサン（89栗 ＊リアルシヤダイ）３勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，アイビーＳ
‐OP ３着，本栖湖特別，伊吹山特別２着，湯沢特別２着
イイコトバカリ（98牝 ＊ソウルオブザマター）１勝
ステキプレゼント（99牝 ジェニュイン）４勝，仲春特別，稲妻特別，袖ケ浦特別２

着，驀進特別２着，疾風特別２着，etc.
ドゥモワゼル（14牝 ショウナンカンプ）２勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着

メガクラム（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走
エッフェル（10牡 オレハマッテルゼ）１勝，�３勝，錦江湾賞，如月賞，御船

山賞２着，カンナ賞２着，サイネリア賞３着，etc.

３代母 ダイナフエザー（79栗 ＊ノーザンテースト）５勝，山桜賞
フェザーマイハット（87牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３

着，ＢＳＮ杯‐OP，石和特別，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

66 アナタゴノミ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�デヒア Sister Dotアナタゴノミ ＊リアルシヤダイ

��
��
�アララットサン鹿 2001 ダイナフエザー

＊パロクサイド 8f
ノーザンテーストM4×S5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アサヒライジング（03鹿 ロイヤルタッチ）４勝，クイーンＳ‐Jpn3，アネモネＳ
‐L（芝 1600），秋華賞‐Jpn1 ２着，ヴィクトリアマイル‐Jpn1 ２着，etc.，USA
入着，アメリカンオークス‐G1 ２着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（12）〕
コウヨウミラクル（10牡鹿 タニノギムレット）�１勝
ライジングトライ（12�鹿 ＊エンパイアメーカー）��４勝
ライジングティアラ（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）��１勝�１勝�５勝
リインフォース（17牡黒鹿 ＊キングズベスト）１勝，��出走

２代母 アサヒマーキュリー（91栗 ミナガワマンナ）１勝
アサヒウイニング（96牡 ＊スキャン）２勝，檜原湖特別，鎌ケ谷特別２着
アサヒフォンテーヌ（97牝 ＊カーネギー）１勝，織姫賞２着
アサヒヴィーナス（01牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝
アサヒバロン（04牡 ＊テンビー）３勝，松島特別，青函Ｓ２着，江の島特別３着
コウヨウレジェンド（08� ロイヤルタッチ）３勝，白井特別
コウヨウルビー（10牝 バブルガムフェロー）入着３回

キタイ（16牝 ＊ダンカーク）�３勝，カンナＳ‐OP ３着
ウエストンバート（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�２勝，知床特別

３代母 タニワーデン（78栗 ＊ボンモー）不出走
アサヒソルジヤー（82牡 ＊サドンソー）２勝，湯川特別，�１勝	
アサヒジュピター（90牡 ミナガワマンナ）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，サンシ

ャインＳ，信濃川特別，etc.
アサヒコウテイ（93牡 ミホシンザン）２勝，織姫賞２着，成田特別２着
アサヒウィンロード（96� ＊スマコバクリーク）２勝，万代特別，江の島特別２着，

鮎掛賞３着

４代母 アサヒタマナー（68栗 ＊タマナー）入着
［子］ アサヒテイオー（79牡 シンザン）５勝，日経賞，卯月賞，北総特別，
�

��６勝
アサヒダイオー（75牡 シンザン）４勝，カブトヤマ記念，天皇賞（秋）３着，
ＡＲ共和国杯２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： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

67 アサヒライジング２０２０ �・栗 ２／ ９

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ロイヤルタッチ パワフルレデイアサヒライジング ミナガワマンナ

��
��
�アサヒマーキュリー鹿 2003 タニワーデン

＊ジエツタ 1p
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アメリデラックス（12鹿 ＊アメリカンボス）��１勝・４勝��１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ヨシノローズ（19牝鹿 トゥザグローリー）��入着

２代母 ネイビーズドーター（00栗 ＊シャンハイ）�３勝
ブルーネイビーズ（07牡 ＊シーロ）��５勝
ブルーシュネル（10牝 フサイチレオン）��１勝
ジーニアスプリンス（11牡 フサイチレオン）��９勝
サチタカチャンス（14牝 カルストンライトオ）�５勝�
ディアブロリンド（15牝 ブラックタキシード）���１勝
フィエールデエス（16牝 サクラオールイン）�１勝

３代母 ネイビータッチ（94栗 ＊ポリッシュネイビー）�１勝
ネイビーズサン（01牡 ＊シャンハイ）�２勝	入着，園田ジュニアＣ２着，兼六園ジ

ュニアＣ２着，園田ダービー３着
パレスエベレスト（02牡 ＊シャンハイ）３勝，函館日刊スポーツ杯，基坂特別，長万

部特別２着，etc.

４代母 マルゼンキャロル（88鹿 ＊アーテイアス）��２勝
［孫］ トミノダンディ（04牡 ＊チーフベアハート）�12 勝	１勝�
��，オー

タムＣ，イヌワシ賞，オータムＣ２着，etc.

５代母 モガミソロン（83鹿 ＊パーソロン）２勝
［孫］ マルノマンハッタン（04牝 マンハッタンカフェ）��４勝，桜花賞

レギュラーサヤカ（07牝 レギュラーメンバー）��４勝，ローレル賞２着
リュウノワン（11牡 ＊マイネルラヴ）�１勝��１勝
入着，平和賞３着，
不来方賞２着

ロードスウェアー（03� ＊オース）２勝，米山特別，新発田城特別２着
ラブリータキオン（99牝 ＊ライブリーワン）�４勝��６勝
１勝�入着
�，サラプリンセス特別２着

カイシュウコンドル（00牡 フサイチコンコルド）２勝，尾張特別３着
［曾孫］ グッドグラッド（09牡 ソングオブウインド）�15 勝��４勝�入着２回，

星雲賞，赤レンガ記念２着，コスモバルク記念２着，etc.

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

68 アメリデラックス２０２０ 牡・栗 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アメリカンボス Redeemerアメリデラックス ＊シャンハイ

��
��
�ネイビーズドーター鹿 2012 ネイビータッチ

＊シル 5g
In Reality S4×M5 Mr. Prospector M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 アルカンジュエール（13鹿 スズカマンボ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ライトロング（17牡鹿 ストロングリターン）��３勝���入着３回
ワンオブアカインド（19牡青鹿 パドトロワ）�未出走

２代母 プルザトリガー（99栗 ＊カコイーシーズ）�２勝��11 勝，エンプレス杯
‐Jpn2，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着，ＴＣＫディスタフ，トゥインクルレディ
賞，マイルＧＰ２着，ＮＡＲ優牝馬
ロッパツノダンガン（07牡 ＊アフリート）��２勝，ニューイヤーＣ３着
ヒビケトランペット（08牝 ＊ルールオブロー）��１勝
ギンマクデビュー（11牡 ＊サウスヴィグラス）��７勝
ユメノカクレガ（12牡 カネヒキリ）��１勝

３代母 カバリセプター（88栗 ＊グランデイ）出走

４代母 カバリランサー（75栗 ＊フアバージ）３勝，姫川特別
［子］ タカラハチマン（84牡 ＊イングリツシユプリンス）４勝，葛飾特別，六社

特別２着，４歳中距離特別２着，etc.
［孫］ カーディアンゴット（98牝 アスワン）１勝，�３勝��１勝，マリーンＣ

‐Jpn3 ２着，クイーン賞‐Jpn3 ３着，ロジータ記念
カコイサンデー（94牡 ＊カコイーシーズ）�１勝�６勝��４勝�10 勝，
高知県知事賞，珊瑚冠賞３着

ヤマショウラッキー（88牝 ＊ダンサーズイメージ）１勝，桧山特別３着，
噴火湾特別３着，４歳抽せん馬特別３着

５代母 サンマリノ（61鹿 トサミドリ）５勝，若葉賞
［子］ ミホランザン（71牡 ＊ミンシオ）４勝，朝日杯３歳Ｓ，皐月賞３着，３歳

Ｓ‐OP，etc.
［曾孫］ ロングレザー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ‐Jpn2，桜花

賞‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
マイネルブラウ（97牡 アンバーシヤダイ）５勝，小倉大賞典‐Jpn3，中日
新聞杯‐Jpn3 ２着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： 藤本 直弘
飼 養 者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789

69 アルカンジュエール２０２０ 牡・栗 ５／１８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボアルカンジュエール ＊カコイーシーズ

��
��
�プルザトリガー鹿 2013 カバリセプター

＊フロリースカツプ 3l
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5
Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 アロゴ（16黒鹿 ジャスタウェイ）１勝
初仔

２代母 ムーランルージュ（02鹿 ＊クロコルージュ）２勝
タマモエスプレッソ（08牡 マンハッタンカフェ）入着３回，�５勝
タマモリド（11牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
タマモパステル（12牝 ブラックタイド）１勝
モンマルトル（13牝 ディープスカイ）入着，�２勝�
ディーエスアクシス（14牡 ＊クロフネ）１勝，�１勝��入着２回
モズオラクル（15牡 ＊バトルプラン）��未出走�13 勝�，白銀争覇３着
ディーズローリエ（17牝 キズナ）�１勝

３代母 ＊ジャビラバ（89 CAN栗 Majestic Light）USA１勝
ネクストタイム（95牝 ＊アフリート）不出走

ナムラスピード（03牡 サクラバクシンオー）４勝，四国新聞杯，上賀茂Ｓ２着，
�１勝��

ナムラタイタン（06牡 ＊サウスヴィグラス）９勝，武蔵野Ｓ‐G3，オアシスＳ
‐LR，オアシスＳ‐L，etc.，	12 勝�入着��，種牡馬

ナムラジュエル（08牝 マーベラスサンデー）３勝，妙高特別，大阪スポーツ杯
３着，越後Ｓ３着，�１勝

ハセノダンディ（01牡 ＊ラムタラ）３勝，檜山特別３着

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

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

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

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

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

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

70 アロゴ２０２０ 
・鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

ハーツクライ

�
�
�
�
�

��
��

�ジャスタウェイ シビルアロゴ ＊クロコルージュ

��
��
�ムーランルージュ黒鹿 2016 ＊ジャビラバ

1e
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 アンケセナーメン（10栗 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（２）〕
テンブン（16牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
スリーピート（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝，彦星賞（Ｄ1150）２着，噴火湾特

別（Ｄ1000）２着
メジャータイム（18牡鹿 カレンブラックヒル）���２勝

２代母 ミヤビトップレディ（99栗 ダンスインザダーク）�３勝�６勝��１勝
ブルーベリー（06牝 ＊ブライアンズタイム）�８勝�入着，ジュニアクラウン，ゴー

ルドジュニア２着，サラ・プリンセス特別２着，東海クイーンＣ３着，クイー
ンＣ３着，etc.

シナトラソング（08牡 ＊アグネスデジタル）１勝
アイキャンドウ（11牝 ＊タイキシャトル）�１勝	２勝
ヘイロード（13牡 キングヘイロー）��２勝

３代母 エプソムジョーオー（88鹿 ニホンピロウイナー）４勝，松島特別，茨城新聞杯
３着，背振山特別３着
イアラジーニアス（95牡 ヤマニンスキー）２勝，福寿草特別
ユーワクイーン（96牝 フジキセキ）３勝，銚子特別

ミヤビアミュレット（09牡 ＊ロージズインメイ）１勝，ホープフルＳ‐LR ２着，

１勝��入着２回

フウランジョー（01牡 ＊アフリート）３勝，メイヂヒカリメモリアル２着，�２勝

４代母 エプソムガール（78黒鹿 アローエクスプレス）３勝，４歳牝馬Ｓ‐OP
［子］ ツルマルガイセン（94牡 ヤマニンスキー）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，

中日新聞杯‐Jpn3，中日新聞杯‐Jpn3 ２着，etc.
ツルマルガール（91牝 サツカーボーイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，中日ス
ポーツ賞４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.

［孫］ ツルマルボーイ（98牡 ダンスインザダーク）７勝，安田記念‐G1，金鯱賞
‐Jpn2，中京記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ツルマルファイター（99牡 ＊フォーティナイナー）５勝，すばるＳ‐L，シ
リウスＳ‐Jpn3 ２着，プロキオンＳ‐Jpn3 ２着，etc.

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

71 アンケセナーメン２０２０ �・鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayアンケセナーメン ダンスインザダーク

��
��
�ミヤビトップレディ栗 2010 エプソムジョーオー

＊エスサーデイー 6a
サンデーサイレンス S3×M4 Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5
Nijinsky S5×M5
価格： 購買者：



母 アンルーリー（10鹿 ＊チーフベアハート）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
スズロザーナ（16牝栗 ドリームジャーニー）�１勝

２代母 サイレントベッド（03黒鹿 ＊ソウルオブザマター）入着２回
ディアフロイデ（08牡 ＊チーフベアハート）１勝，�１勝�１勝�５勝，尾鈴山賞，

由布岳賞，九州オールカマー，開聞岳賞３着，鏡山賞３着
ディアエボニー（09牝 ＊チーフベアハート）�６勝
ディアレクラン（11牝 マツリダゴッホ）�１勝�
ディアコンチェルト（12牡 サムライハート）４勝，大雪Ｈ，三陸特別，横手特別２

着，日野特別２着，２０１７ＷＡＳＪ第３戦３着，etc.
グランアンス（13牝 マツリダゴッホ）�１勝
ファーベライト（15牝 サムライハート）入着４回，��出走�２勝�１勝
ディアセオリー（17牡 サムライハート）�２勝，プリンシパルＳ‐L ３着，姫川特別，

ホンコンＪＣＴ３着

３代母 ビストロドゥパリ（93黒鹿 ＊フレンチグローリー）１勝
アパルダー（99牡 ＊シンコウキング）�８勝�入着，オパールＣ，金杯３着，ウイン

ターＣ３着
ケンコウヘイロー（02牡 キングヘイロー）２勝，シャングリラ賞３着，�１勝	

ナムラマース（04牡 ＊チーフベアハート）４勝，毎日杯‐Jpn3，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，

日経新春杯‐G2 ２着，etc.，�４勝
ナムラハーン（05牡 ＊コロナドズクエスト）２勝，沈丁花賞２着
ナムラボルテージ（07牝 ＊グランデラ）４勝，奥尻特別，道新スポーツ賞２着，恵山

特別２着，etc.
ナムラオウドウ（08牡 ＊チーフベアハート）４勝，オリエンタル賞，保津峡特別，英

彦山特別，etc.

４代母 ＊ドッフ（82 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝
［子］ ブランズウィック Brunswick（89 牡 Private Account）USA８勝，ホイ

ットニーＨ‐G1，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1 ３着，Hialeah
Sprint Championship H‐L ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

72 アンルーリー２０２０ 牡・青鹿 ３／２７
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

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartアンルーリー ＊ソウルオブザマター

��
��
�サイレントベッド鹿 2010 ビストロドゥパリ

＊ドッフ 1n
Mr. Prospector S4×M5 Gold Digger S5×M5

価格： 購買者：



母 イーグルアモン（11鹿 ＊イーグルカフェ）２勝，ＨＢＣ賞（芝 1200）３着，湯沢特
別（芝 1200）３着
初仔

２代母 ミスアモン（04鹿 メジロライアン）�２勝��入着２回
ソーワンダーフル（09牝 エアジハード）�２勝
ラブリーアモン（13牝 ソングオブウインド）１勝，粟島特別２着，糸魚川特別２着，

西尾特別３着，松浜特別３着，桑折特別３着
ファンシーアモン（14牝 ソングオブウインド）入着

エムティコア（19牡 フェノーメノ）��１勝
ベリンダアン（17牝 フェノーメノ）入着２回，��１勝

３代母 クリアモン（92黒鹿 ＊バイアモン）１勝
ナンプーユウキ（99牝 ＊シャーディー）１勝，�２勝��１勝�

エンジェルサー（07牡 ＊ワレンダー）��３勝
オートキャロル（00牝 ＊キンググローリアス）�１勝
オートハーレー（01牡 ＊キンググローリアス）１勝，�２勝��入着２回
トップオブマジック（05牡 メジロライアン）１勝
ミスクリアモン（06牝 ＊イーグルカフェ）４勝，ＴＶｈ賞，勝浦特別，ニセコ特別，etc.
ミスバイアモン（08牝 タヤスツヨシ）出走

ルチオアンファン（12牝 ＊イーグルカフェ）�３勝��入着４回

４代母 クリヤング（82青鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）出走
［子］ クリトライ（89牡 ＊フオテイテン）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，アイビ

ーＳ‐OP ２着，山桜賞
スタボード（90牡 ＊クリスタルパレス）１勝，障害１勝

５代母 クリアミー（74黒鹿 ＊シーフユリユー）１勝
［子］ ブリージーラッド（81牡 ＊ボールドラツド）障害４勝，阪神障害Ｓ（春），

��３勝，青雲賞
ボーベルズ（83牡 ＊ブラヴオー）	４勝�３勝

［孫］ ショーファイト（94牡 ＊スリルシヨー）３勝，織姫賞２着，君津特別２着，
摺上特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 千島 勇一＝小清水町北斗 �0152-67-2325
生 産 牧 場： 千島北斗牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

73 イーグルアモン２０２０ 
・黒鹿 ４／１４
＊ 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

＊ Gulch

�
�
�
�
�

��
��

�イーグルカフェ Net Dancerイーグルアモン メジロライアン

��
��
�ミスアモン鹿 2011 クリアモン

＊アイリツシユアイズ 1c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 イチオクノユメ（13栗 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アシハライ（18牝栗 メイショウボーラー）��１勝�
リュウワンドリーム（19牝栗 ディープスカイ）��出走

２代母 ハシルジョウオー（01鹿 メジロライアン）４勝，れんげ賞２着，メルボルンＴ
３着，小石原特別３着，巌流島特別３着，礼文特別３着，etc.，�３勝�１勝��
マイネクラレット（08牝 マヤノトップガン）�７勝��１勝
ツァリーツァ（12牝 ネオユニヴァース）１勝

３代母 ミオツクシ（94鹿 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，湯之谷特別，出雲崎特別
ヤエノアカハチ（04牡 アグネスタキオン）３勝，安房特別，館山特別３着

４代母 ミスシリネラ（85鹿 ＊リマンド）４勝，七重浜特別，道新スポーツ杯２着，津
軽海峡特別２着，アカシヤＳ２着，苫小牧特別２着，etc.
［子］ アートロマン（92牝 ＊ラシアンルーブル）１勝，八海山特別２着，柏崎特

別２着
［孫］ アートサハラ（09� マンハッタンカフェ）��４勝�入着２回，ジャパン

Ｄダービー‐Jpn1 ３着，羽田盃，ＮＡＲ優３牡
アートブライアン（99牝 サニーブライアン）�１勝��７勝，ファースト
レディー賞，トゥインクルレディ賞，トゥインクルレディ賞２着，etc.

アートルマン（04牡 メジロライアン）�１勝��７勝�，報知ＧＰＣ２着，
川崎マイラーズ３着

セントマーチ（08牡 デュランダル）��７勝�入着，優駿スプリント２着，
黒潮盃３着

エムザックローマン（06牝 ニューイングランド）�１勝��１勝�３勝�，
北日本新聞杯

［曾孫］ マイネルピクトル（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，脊振山特別２着，障害４勝
アートガウディ（09牡 ＊ザール）��７勝��入着４回，赤レンガ記念３着

５代母 テンパーソロン（76芦 ＊パーソロン）３勝，４歳牝馬特別‐OP，マーチＳ，
��１勝，クイーン賞

販売申込者・所有者： 大典牧場㈲＝新ひだか町静内神森 �0146-42-7666
生 産 牧 場： 大典牧場㈲
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

74 イチオクノユメ２０２０ 牡・鹿 ５／ ６
＊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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawイチオクノユメ メジロライアン

��
��
�ハシルジョウオー栗 2013 ミオツクシ

＊シリネラ 22a
Halo S4×S5 Danzig S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 イチノティアラ（12鹿 ブラックタイド）�１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 アイアイティアラ（98鹿 トロットサンダー）��４勝
ムツミサイレンス（07牡 ニューイングランド）�１勝�６勝�１勝
シルバーティアラ（08牝 シックスセンス）�１勝�１勝�１勝
ホクセツライン（09牡 ＊ノボジャック）�２勝	４勝��１勝，園田ＦＣスプリント２着
サンファーゴ（11牝 アドマイヤジャパン）�10 勝
プレジデントスワン（14牝 サクラプレジデント）�７勝�入着２回��
コメハチコルテ（16牝 アサクサキングス）
�３勝

３代母 ヒダサンライン（89鹿 ＊ノーアテンシヨン）入着５回
アイアイアスリート（97牡 ＊モガンボ）��４勝�４勝�，京浜盃
ホクセツガーデン（01牡 ＊トワイニング）�５勝	７勝���，園田ダービー，白鷺

賞２着，新春賞２着，etc.
アポロアドミラル（02牝 ダンスインザダーク）１勝，��２勝

ドナルトソン（11牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝�14 勝���入着３回，名古屋
記念，名古屋記念３着，南部駒賞３着

４代母 ヒダクロス（76鹿 ＊フアバージ）２勝，藻岩特別
［子］ ヘッドシップ（94牡 アンバーシヤダイ）５勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，九

十九里特別，蔵王特別，etc.
ボールドノースマン（84牡 ＊ノーアテンシヨン）５勝，毎日王冠‐Jpn2 ３
着，青函トンネル開通記念‐OP，メイＳ‐OP ３着，etc.，種牡馬

テンザンタカネ（85牝 ＊ノノアルコ）２勝，サファイヤＳ‐Jpn3 ３着，紅
梅賞‐OP ２着，日田特別，etc.

コクサイクラウン（82牡 ＊リイフオー）６勝，根岸Ｓ‐OP，札幌日刊スポ
ーツ杯‐OP，青函Ｓ‐OP ２着，etc.，	７勝入着

ヒダカツクロス（86牝 カツラギエース）４勝，是政特別，冬至Ｓ３着，潮
来特別３着，etc.

［曾孫］ トレノジュビリー（03牡 サクラバクシンオー）６勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，伏
見Ｓ，宝ケ池特別，etc.

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

75 イチノティアラ２０２０ �・黒鹿 ５／２２
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアイチノティアラ トロットサンダー

��
��
�アイアイティアラ鹿 2012 ヒダサンライン

＊ガイタ 3e
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 イナズマチーター（06鹿 ＊カリズマティック）��３勝�入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（６）〕
ヘイハチジョウオー（13牝黒鹿 ナカヤマフェスタ）�１勝
ベニノレジーナ（15牝青鹿 オンファイア）�１勝
タカラチーター（16牡鹿 スマートファルコン）���１勝
キキキキン（17牝栗 スマートファルコン）��２勝
スターオブドーレ（18牡黒鹿 ベルシャザール）���１勝

２代母 スエヒロジョウオー（90鹿 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，きんせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小倉大

賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，京都大賞典‐Jpn2 ２着，金鯱賞
‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着
マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日杯フュー

チュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，障害１勝
コウエイブルーム（98牝 ＊ウォーニング）１勝

グッドキララ（04牡 メジロライアン）５勝，佐世保Ｓ，宝ケ池特別２着，西部
日刊スポーツ杯２着，北摂特別３着，障害１勝

スエヒロサプライズ（00牝 ＊ラムタラ）出走
コウエイフラッシュ（06� ＊コロナドズクエスト）４勝，黒埼特別，越後Ｓ２着，

プラタナス賞２着，山科Ｓ３着，長浜特別３着
イナズマローレル（01牝 ＊ピルサドスキー）３勝，檜原湖特別，ＴＶｈ賞３着

アルマワイオリ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1
２着，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，バーデンバ
ーデンＣ‐L ３着，もみじＳ‐OP，etc.

イナズマイージス（03牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，対馬特別２着，利尻特別２
着，糸魚川特別３着

アドマイヤジュエル（04牝 アドマイヤベガ）入着２回
ゴールデンライオン（16牡 ＊パイロ）�２勝，加古川特別２着，ラジオ福島賞３

着，天白川特別３着，濃尾特別３着，瀬戸特別３着

３代母 イセスズカ（82青鹿 マルゼンスキー）１勝

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

76 イナズマチーター２０２０ �・栗 ２／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeイナズマチーター トウシヨウペガサス

��
��
�スエヒロジョウオー鹿 2006 イセスズカ

＊メダリオン 3l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 インフィジャール（09鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
アンシミラー（17牡鹿 トゥザワールド）���２勝�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
カネスベネフィット（01牝 Miswaki）３勝，水芭蕉特別

レギス（10牡 ゴールドアリュール）３勝，江戸川特別，夙川特別２着，鶴見特
別２着，アクアラインＳ３着，�２勝

ハゼル（15牡 ダイワメジャー）２勝，マーガレットＳ‐LR ３着，��出走
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.

コンジュ（12牝 ブラックタイド）���７勝

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

ジャイヴ Jive（08 牝 Sabiango）SWE・DEN４勝，Jockeyklubbens Av
elslopning‐L ２着

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： ㈲福田牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1519
生 産 牧 場： ㈲福田牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

77 インフィジャール２０２０ 牡・栗 ４／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュインフィジャール
＊ Sadler's Wells

��
��
�ジャスーラー鹿 2009 Fenney Mill

3d
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Northern Dancer M4×S5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 ウォーターウェイ（12栗 ＊コンデュイット）�11 勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レーヴポルト（19牝鹿 ベルシャザール）��出走

２代母 ＊ブロードチョイス（06 USA鹿 A.P. Indy）不出走
スプレンダー（11牝 ＊ファンタスティックライト）１勝

ラキャラントシス（17牝 ダイワメジャー）�２勝，寺泊特別，フローラルウォ
ーク賞３着

ミスターオーネット（15牡 ＊ストーミングホーム）入着，���７勝

３代母 アンブライドルドエレインUnbridled Elaine（98 USA芦 Unbridled's Song）
USA６勝，ＢＣディスタフ‐G1，モンマスオークス‐G2，Iowa Oaks‐L，
Pocahontas S‐L，ペンシルヴァニアダービー‐G3 ２着，etc.
セレーザズスピリット Seresa's Spirit（03 牝 Rahy）不出走

チャーリーエーCharlie A（11牝 Curlin）USA３勝
チャールズクローム Charles Chrome（18� ＊カリフォルニアクローム）
�USA２勝，James W. Murphy S‐L ３着

エッチト Etched（05牡 Forestry）USA・UAE７勝，メドーランズＣ‐G2，モンマ
スＣ‐G2，ナシュアＳ‐G3，etc.，種牡馬

アウトオヴバウンズOut of Bounds（09 牡 ＊ディスクリートキャット）GB・USA
・UAE３勝，シャムＳ‐G3，アルマクトゥームチャレンジＲ１‐G2 ２着

イモーションレス Emotionless（13� Shamardal）GB・UAE３勝，英シャンペイ
ンＳ‐G2，Steventon S‐L，ドバイシティオヴゴールド‐G2 ３着，etc.

４代母 キャロルズフォリー Carols Folly（87 USA黒鹿 Taylor's Falls）USA５勝，
Airdrie S，Alabama Thoroughbred Juvenile S‐R ３着
［子］ グリッターウーマンGlitter Woman（94牝 Glitterman）USA10 勝，アシ

ュランドＳ‐G1，ボニーミスＳ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，etc.
［孫］ ポリティカルフォース Political Force（03 牡 Unbridled's Song）USA

４勝，サバーバンＨ‐G1，メトロポリタンＨ‐G1 ２着，ジョッキー
クラブゴールドＣ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

＊リードストーリー（99牝 Editor's Note）USA８勝，ルイヴィルＢＣＨ‐G2，
チャーチルダウンズディスタフＨ‐G2，フォールズシティＨ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 髙橋 直人＝池田町利別東町 �015-572-3507
生 産 牧 場： 髙橋 直人
飼 養 者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300

78 ウォーターウェイ２０２０ �・栗 ４／２５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊ Dalakhani

�
�
�
�
�

��
��

�コンデュイット Well Headウォーターウェイ
＊ A.P. Indy

��
��
�ブロードチョイス栗 2012 Unbridled Elaine

12b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヨシカワクン（10鹿 アドマイヤムーン）３勝，飛竜特別（芝 1000）
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ホトダニー（17牡鹿 メイショウボーラー）入着，���１勝
エクラサンザレ（18牝芦 ＊クリエイターⅡ）��１勝
マイネルイデア（19牡芦 ゴールドシップ）�未出走

２代母 ショコット（97鹿 ＊デインヒル）５勝，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着，中山牝馬
Ｓ‐Jpn3 ３着，ターコイズＳ‐OP，神奈川新聞杯，ユートピアＳ３着，etc.
チャーピーチット（08牝 ゼンノロブロイ）入着，�１勝�２勝�入着
プラッキーエリーナ（09牝 マヤノトップガン）１勝
サマニー（13� ＊スタチューオブリバティ）１勝，��３勝��
メイショウカリン（14牝 ＊ケイムホーム）�５勝，巌流島Ｓ，河北新報杯，岡崎特別，

ＴＶユー福島賞２着，下関Ｓ２着，etc.
ネペンテス（16牝 メイショウボーラー）���２勝�１勝�入着２回

３代母 ＊ショーガールⅡ（92 USA鹿 Alleged）不出走

４代母 ボールドビキニ Bold Bikini（69 USA鹿 Boldnesian）USA６勝，ジャージ
ーベルＨ，New York H２着
［子］ ローソサイエティ Law Society（82 牡 Alleged）GB・IRE５勝，愛ダービ

ー‐G1，愛ナショナルＳ‐G2，チェスターヴァーズ‐G3，etc.，種牡馬
ストライクユアカラ－ズ Strike Your Colors（76 牡 Hoist the Flag）US
A３勝，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，Dover S，米フュチュ
リティＳ‐G1 ２着，etc.

リ－ガルビッド Legal Bid（84 牡 Spectacular Bid）GB３勝，リングフ
ィールドダービートライアルＳ‐G3，Feilden S‐L，キングエドワ
ード七世Ｓ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

アルファラズダク Alfarazdq（83牡 Exclusive Native）GB・AUS３勝，
SAJC Labor Day C‐L，ＶＲＣクイーンエリザベスＳ‐G2 ２着，
Murray Bridge Gold C‐L ２着，種牡馬

セラ－ダリッジ Cerada Ridge（77牝 Riva Ridge）USA７勝，Rocket
te S，Miss Woodford S，White Rose S，etc.

販売申込者・所有者： 中脇 一幸＝様似町岡田 �0146-36-4667
生 産 牧 場： 中脇 一幸
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

79 ヨシカワクン２０２０ 牡・鹿 ５／３０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズヨシカワクン ＊デインヒル

��
��
�ショコット鹿 2010 ＊ショーガールⅡ

5e
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ラベルベート（15栗 ＊ハードスパン）�入着２回
初仔

２代母 マダムルコント（05栗 メジロライアン）�１勝��２勝，東京２歳優駿牝馬，
ローレル賞
ラダムドー（11牝 ゴールドアリュール）入着２回，��１勝

ナットビーワン（17牡 ＊バトルプラン）��３勝�１勝，兵庫若駒賞３着
マダムハート（16牝 アドマイヤムーン）�１勝

３代母 フルーリール（99栗 ＊アフリート）��１勝
ユミ（04牝 ＊カコイーシーズ）入着，��８勝�

４代母 マダムラビユーラ（85鹿 ＊デイクタス）入着４回
［子］ ルーセントカップ（90牡 ＊スーパールーセント）４勝，初蛍賞，外房Ｓ２

着，天の川Ｓ２着，etc.
スルーオダンディ（92牡 スルーオダイナ）１勝
アンセスター（03牡 ＊リンドシェーバー）�16 勝�入着
エンジェルキャッツ（93牝 スルーオダイナ）�３勝	１勝�２勝
入着
グランホーク（01牡 ＊ラストタイクーン）��２勝
フェアリーダンス（94牝 ＊クリミナルタイプ）��１勝�入着２回

５代母 ＊ラビユーラ（66 USA鹿 Never Bend）USA１勝
［子］ ニチドウタロー（76牡 ＊エルセンタウロ）５勝，天皇賞（春），中京３歳Ｓ

‐OP，もみじ賞，種牡馬
［孫］ ストロングチャンプ（91牡 ＊オウインスパイアリング）４勝，日南特別，

医王寺特別，西部日刊スポーツ杯２着，�１勝
センテンマリオン（89牝 ＊グリーンマウント）２勝，鶴見特別２着，播磨
特別２着，浄土平特別２着，etc.，�５勝

キユーテイメルヘン（85牝 ＊デイクタス）１勝
カワノメルヘン（95牝 カツラギエース）�１勝１勝�７勝

［曾孫］ ツキフクオー（92牡 イナリワン）��５勝�11 勝��，東京王冠賞，アフ
ター５スター賞，東京大賞典３着，etc.

ハッピースマイル（98牝 ＊ジェイドロバリー）１勝，グラジオラス賞，�１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

80 ラベルベート２０２０ �・栗 ４／２１

＊

＊ 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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystラベルベート メジロライアン

��
��
�マダムルコント栗 2015 フルーリール

＊ラビユーラ 2s
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 レースオブスターズ（03栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キアーロベルタ（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�２勝�入着
シールド（17牡芦 ＊クロフネ）��入着
ギムオブスターズ（18牡鹿 タニノギムレット）��未出走�入着３回

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

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，欅Ｓ‐L ３着，etc.，��１
勝�	，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ４着

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： ㈲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

81 レースオブスターズ２０２０ 
・鹿 ６／１３

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラレースオブスターズ
＊ Le Fabuleux

��
��
�ミルレーサー栗 2003 Marston's Mill

22d
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 エゴイスト（11鹿 ＊ファスリエフ）１勝，�５勝�，ハーベストＣ（芝 1000）
（２回），ＯＲＯターフスプリント（芝 1000），早池峰スーパースプリント（Ｄ1000）
２着，ＯＲＯターフスプリント（芝 1000）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
ヤマトカチドキ（19牝鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ＊ゴールデンチェリー（94 USA栗 Crafty Prospector）５勝，越後Ｓ，ウェル
カムＳ，天王山特別，etc.，�１勝�１勝�入着���，クラスターＣ‐Jpn3，北
海道スプリントＣ‐Jpn3 ３着，etc.
ゴールドディガー（08牡 ＊ストラヴィンスキー）１勝，�４勝

３代母 アキスフォーラック A Kiss for Luck（79 USA黒鹿 Reflected Glory）USA
８勝，ヴァニティＨ‐G1，アノアキアＳ‐G3，Pasadena S，Daddy's Dats
un H，C.T.B.A. S，etc.
キスフォーシックスKiss for Six（88 牝 Saratoga Six）USA２勝

アルファベットキシズ Alphabet Kisses（01 牝 Alphabet Soup）USA７勝，
ラブレアＳ‐G1，エイグリームＨ‐G2，B. Thoughtful S‐R，etc.

ダッチェスキスDuchess Kiss（89 牝 Cox's Ridge）USA１勝
アズユーライク As You Like（97 牡 Trempolino）ITY16 勝，P. del Piazzale

‐LR，P. Gardone‐L，Criterium Varesino‐L，etc.
＊シンコウエンジェル（93牝 ＊オジジアン）２勝，勝浦特別２着，羊ケ丘特別２着

ワイルドソルジャー（01牡 ＊ブロッコ）４勝，ウェルカムＳ，赤富士Ｓ２着，�
１勝，名古屋ＧＰ‐Jpn2

ダノンカモン（06牡 ＊シンボリクリスエス）８勝，エニフＳ‐L，ペルセウスＳ‐L，etc.，
�１勝��	入着２回，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.

クィーンズバーン（08牝 スペシャルウィーク）４勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，阪神牝
馬Ｓ‐G2 ３着，ディープインパクトＣ‐OP ２着，etc.

キシンマイフレンズKissin My Friends（01 牝 Crafty Friend）USA２勝
キシンマイラヴ Kissin My Love（06牝 Ocean Terrace）CHI６勝，カルロス

カンピノ賞‐G2，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，フランシスコバエサソ
トマヨル賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： タバタファーム＝日高町美原 �0146-47-9707
生 産 牧 場： タバタファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

82 エゴイスト２０２０ 
・栗 ４／１２
＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessエゴイスト
＊ Crafty Prospector

��
��
�ゴールデンチェリー鹿 2011 A Kiss for Luck

3d
Mr. Prospector M4×M4 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エコーズインザウインド（09 IRE 鹿 Montjeu）IRE 出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
セイウンシヴァ（15牡鹿 Canford Cliffs）��１勝
セイウンブラスト（16�芦 キャプテントゥーレ）��２勝�２勝�入着
ナオラモーヌ（17牝鹿 リーチザクラウン）��入着�１勝

２代母 プレセリ Preseli（97 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，モイグレアスタッ
ドＳ‐G1，Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Debutante Fillies S
‐L，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，Waya S‐L ２着
アリゾナジョンArizona John（05� Rahy）GB・IRE10 勝
プレセリズプルピットPreseli's Pulpit（12 牝 Pulpit）USA１勝

ティヴィス Tivis（18 牝 Tale of Ekati）�USA３勝，Southern Park S‐R，
Cheryl S. White Memorial S３着

テイルオヴプレセリTale of Preseli（13 牝 Tale of Ekati）USA２勝
プリティキティPretty Kitty（16 牝 Tale of Ekati）�USA１勝

３代母 ヒルオヴスノーHill of Snow（92 GB鹿 Reference Point）IRE１勝
ヴァリーオヴソングValley of Song（98牝 Caerleon）GB１勝

フレッシュミント Fresh Mint（04 牝 Sadler's Wells）GB・IRE４勝
カネリーロー Canary Row（10� Holy Roman Emperor）�GB・IRE
６勝，Ruby S‐L

スノーファイア Snowfire（99 牝 Machiavellian）GB・USA１勝，英１０００ギニー
‐G1 ２着，Oh So Sharp S‐L ２着
モデルModel（04 牝 Giant's Causeway）USA４勝，Its In the Air S，スピ

ンスターＳ‐G1 ２着，サンタマリアＨ‐G1 ２着，etc.
コング Kong（02� Sadler's Wells）GB・USA１勝，リングフィールドダービー

トライアルＳ‐G3
マウントキリマンジャロMount Kilimanjaro（03 牡 Sadler's Wells）GB２勝，

Further Flight S‐L

４代母 ホワイトスタ－ラインWhite Star Line（75 USA鹿 Northern Dancer）US
A９勝，ケンタッキーオークス‐G1，アラバマＳ‐G1，デラウェアオークス‐G1，
テストＳ‐G3，La Troienne S，etc.

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

83 エコーズインザウインド２０２０ �・鹿 ５／ ９
＊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

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesエコーズインザウインド プレセリ Caerleon

��
��
�Preseli鹿IRE 2009 Hill of Snow

4m
Northern Dancer M4×M5×M5 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 エターナルラブ（09青 ＊シンボリクリスエス）��出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ブルーネーベル（14牝黒鹿 ＊ファスリエフ）�３勝��入着５回
アイ（15牝黒鹿 ＊パイロ）�２勝��入着３回
シュネルン（17牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）��３勝��
ネムリヒメ（18牝青 ジョーカプチーノ）���出走
ヴァルゴ（19牡鹿 ジョーカプチーノ）��出走

２代母 ピサノアリュメール（02青 ＊サンデーサイレンス）１勝
シゲルセイウン（17牝 ルーラーシップ）�１勝

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンググラス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川特別，広

瀬川特別，etc.
シャイニンルビー（99牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，オーロＣ

‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

ールデンサドルＴ３着
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

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

ダノンミル（08
 ジャングルポケット）３勝，若葉Ｓ‐LR，千葉ＴＶ杯，
野分特別２着，etc.，�１勝�４勝��

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： ㈲エムエム、ヤマダファーム
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

84 エターナルラブ２０２０ �・黒鹿 ２／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayエターナルラブ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ピサノアリュメール青 2009 シャイニンレーサー

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊エンドレスドリームⅡ（02 AUS青鹿 ＊エンドスウィープ）AUS１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
コンシェルジュ（10牝鹿 ゴールドアリュール）�３勝
ファクター（13牡黒鹿 マンハッタンカフェ）入着，��８勝
プラチナレディ（18牝黒鹿 キズナ）�出走
バリューテーラー（19牝黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ダンゼラDanzella（96 USA黒鹿 Danzig）不出走
ゴールドルームGold Room（01� ＊エンドスウィープ）AUS３勝

＊ボンダイウェーヴ（03牡 フジキセキ）入着，�１勝

３代母 バルボネラ Balbonella（84 FR鹿 ＊ゲイメセン）FR・USA９勝，ロベールパ
パン賞‐G1，ダリアＨ‐G3，ポルトマイヨ賞‐G3，Midwick H‐L，Lady C
anterbury H‐L，etc.
キーオヴラック Key of Luck（91牡 Chief's Crown）FR・USA・UAE６勝，アラ

ンベール賞‐G3，Criterium d'Evry‐L，ピムリコスペシャルＨ‐G1 ２着，etc.，
種牡馬

アナバー Anabaa（92牡 Danzig）GB・FR８勝，ジュライＣ‐G1，モーリスドゲー
スト賞‐G1，グロシェーヌ賞‐G2，etc.，種牡馬

オールウェイズロイヤル Always Loyal（94 牝 Zilzal）FR・USA３勝，仏１０００ギニ
ー‐G1，グロット賞‐G3

＊オールウェイズウィリング（06牝 Elusive Quality）USA１勝
ショウナンアデラ（12牝 ディープインパクト）３勝，阪神ジュベナイルフ
ィリーズ‐G1，からまつ賞，優２牝

カントリーベル Country Belle（95 牝 Seattle Slew）FR２勝，P. Amandine
‐L，グロット賞‐G3 ３着
カントリーリール Country Reel（00 牡 Danzig）GB２勝，ジムクラックＳ

‐G2，チップチェイスＳ‐G3 ２着，種牡馬

４代母 バミエールBamieres（78 FR黒鹿 Riverman）FR出走
［子］ バムホワイト Bamwhite（83 牡 ＊カーホワイト）FR６勝，G.P. de Nantes

‐L，P. Jacques Laffitte‐L ２着，P. du Nabob‐L 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

85 エンドレスドリームⅡ２０２０ �・黒鹿 ４／２４

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�エンドスウィープ Broom DanceエンドレスドリームⅡ ダンゼラ Danzig

��
��
�Danzella青鹿AUS 2002 Balbonella

1n
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 ガストネード（11栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
バトルスカーズ（19牡栗 ＊ラニ）���１勝

２代母 ヤマノオーロラ（05栗 タニノギムレット）不出走
ハクユウファイアー（12牡 マンハッタンカフェ）�６勝��入着２回���
ホウオウサンダー（14牡 ゴールドアリュール）��２勝
タイセイブラック（15牡 ブラックタキシード）��２勝�４勝��３勝

３代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォザドリーム（94牝 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マーメイド

Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フ

ィリーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
オウケンサクラ（07牝 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天皇

賞（秋）‐G1 ４着，etc.
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，

	９勝

４代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
ニホンピロハーレー（96牡 ＊セレスティアルストーム）６勝，オーシャン
Ｓ‐L ２着，クリスマスＣ，伏見特別，etc.

［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝�入
着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

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

86 ガストネード２０２０ 牡・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスガストネード タニノギムレット

��
��
�ヤマノオーロラ栗 2011 ミルフォードスルー

＊チツプトツプ 4m
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 カボスチャン（12黒鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
フォッケウルフ（19牡青鹿 コメート）�地方未出走

２代母 マルカパール（99黒鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝
シャドウタウン（04牡 ＊フレンチデピュティ）�１勝�
パールグレイピアス（05牝 ＊シンボリクリスエス）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
ブラックリバイバル（09牡 ＊ホワイトマズル）��12 勝�１勝
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
ヤマノグラップル（15牡 ＊ワークフォース）１勝

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.
バリュアットリスク（02牝 ＊エルコンドルパサー）１勝

グランドバリュー（11牝 マンハッタンカフェ）��１勝�
グランフォロミー（18牡 ストロングリターン）��入着４回�１勝，東北
優駿２着，金杯２着，寒菊賞２着，etc.

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

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： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

87 カボスチャン２０２０ 
・黒鹿 ３／３１
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルカボスチャン ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカパール黒鹿 2012 ディスコホール

＊ダンスカントリー 12c
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 オウケンサクラブ（14栗 オウケンブルースリ）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 オウケンサクラ（07鹿 ＊バゴ）３勝，フラワーＣ‐G3，桜花賞‐G1 ２着，天
皇賞（秋）‐G1 ４着，オークス‐G1 ５着，安土城Ｓ‐OP ３着，etc.

３代母 ランフォザドリーム（94鹿 ＊リアルシヤダイ）５勝，朝日ＣｈＣ‐Jpn3，マー
メイドＳ‐Jpn3，エリザベス女王杯‐Jpn1 ２着，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，京都
牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.
フィーユドゥレーヴ（01牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3，フィリ

ーズレビュー‐Jpn2 ３着，キーンランドＣ３着
ヤマノランボー（06牡 ダンスインザダーク）１勝，浦佐特別３着
ヤマノウィザード（11牡 ディープインパクト）２勝，青葉賞‐G2 ３着，梅花賞，�９勝

４代母 ミルフォードスルー（88栗 ＊スルーザドラゴン）３勝，シンザン記念‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，阪神３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，etc.

５代母 スピードキヨフジ（70鹿 ＊チヤイナロツク）��７勝
［孫］ キクノアポロ（06牡 ＊アジュディケーティング）６勝，ブリリアントＳ‐L，

仁川Ｓ‐L ３着，etc.，���出走，川崎記念‐Jpn1 ５着
ニホンピロハーレー（96牡 ＊セレスティアルストーム）６勝，オーシャン
Ｓ‐L ２着，クリスマスＣ，伏見特別，etc.

［曾孫］ カネツフルーヴ（97牡 ＊パラダイスクリーク）６勝，��３勝�１勝�入
着，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，オグリキャップ記念‐Jpn2，etc.，
種牡馬

イブキガバメント（96牡 ＊コマンダーインチーフ）８勝，鳴尾記念‐Jpn3，
朝日ＣｈＣ‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.

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
ダンツウィニング（05牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，若葉Ｓ‐L ２着，
すみれＳ‐OP ３着，梅花賞

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

88 オウケンサクラブ２０２０ �・鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

ジャングルポケット

�
�
�
�
�

��
��

�オウケンブルースリ ＊シルバージョイオウケンサクラブ ＊バゴ

��
��
�オウケンサクラ栗 2014 ランフォザドリーム

＊チツプトツプ 4m
Nureyev M5×M5

価格： 購買者：



母 オシャベリコパ（06鹿 ＊フォーティナイナー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
イジワルナハロー（13牡鹿 コパノフウジン）��３勝
ラザレフ（15牡栗 ＊アグネスデジタル）�２勝��
ピボーテ（16牝鹿 ＊タイキシャトル）�２勝
マオノオラクル（19牡鹿 コパノリッキー）���出走

２代母 ＊マーサズヴィンヤード（92 USA鹿 Nijinsky）USA１勝
フェートデュヴァン（00牝 メジロマックイーン）３勝，富良野特別，阿寒湖特別３着

ピノブラン（07牝 ＊クロフネ）２勝
リープフラウミルヒ（15牝 ステイゴールド）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，
藻岩山特別，石打特別２着，美浦Ｓ３着，浄土平特別３着，etc.

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

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

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

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

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

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

バヤモ Bayamo（99� Valanour）FR・USA４勝，アメリカンＨ‐G2，
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： ㈲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

89 オシャベリコパ２０２０ �・鹿 ４／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileオシャベリコパ
＊ Nijinsky

��
��
�マーサズヴィンヤード鹿 2006 CrooningWater

2n
Mr. Prospector M3×S4 Tom Rolfe M4×M5 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 オスカークイーン（14鹿 ＊シニスターミニスター）１勝
初仔

２代母 カリビアンセレブ（06鹿 ゴールドアリュール）��３勝
ブルーセレブ（11牝 ＊アサクサデンエン）��３勝，東京２歳優駿牝馬，桜花賞２着，

ユングフラウ賞３着，ＮＡＲ優２牝
オンアクラウド（15牝 ＊ロージズインメイ）��１勝
タチアオイ（17牝 ＊シニスターミニスター）�３勝
ニーヨル（18牡 ＊シニスターミニスター）�１勝

３代母 カリビアンボイス（00青鹿 ＊ジェイドロバリー）１勝
リュウノファイト（11牡 メイショウボーラー）��３勝�入着，スプリングＣ２着

４代母 カーペンタービー（86黒鹿 ＊ルドウターブル）２勝
［子］ ロイヤルセランガー（01牝 ＊パラダイスクリーク）２勝，ファンタジーＳ

‐Jpn3 ２着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，etc.，�４
勝�１勝�入着��，東海ゴールドＣ，etc.

エスケイタイガー（95牡 メリーナイス）��６勝�１勝，黒潮盃，ブルー
バードＣ，平和賞

５代母 ＊フアイアフラワー（72 IRE 鹿 Dike）不出走
［子］ ダイナカーペンター（84牡 フレーミングユース）８勝，京都記念‐Jpn2，

阪神大賞典‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2 ３着，etc.
エアマジック（90牡 ＊スリルシヨー）３勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，毎日
杯‐Jpn3 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.

［孫］ フラワーパーク（92牝 ニホンピロウイナー）７勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，
高松宮杯‐Jpn1，シルクロードＳ‐Jpn3，etc.，優短距，優父内

［曾孫］ ヴァンセンヌ（09牡 ディープインパクト）６勝，東京新聞杯‐G3，安田記
念‐G1 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

エムオーウイナー（01牡 ニホンピロウイナー）７勝，シルクロードＳ‐G3，
オーシャンＳ‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐L ２着，etc.，種牡馬

クリアンサス（08牝 Redoute's Choice）３勝，マーガレットＳ‐LR，春菜賞

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

90 オスカークイーン２０２０ 	・鹿 ４／２８

＊

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

＊ Old Trieste

�
�
�
�
�

��
��

�シニスターミニスター Sweet Ministerオスカークイーン ゴールドアリュール

��
��
�カリビアンセレブ鹿 2014 カリビアンボイス

＊フアイアフラワー 1n
Mr. Prospector S4×S5×M5 Seattle Slew S4×M5 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 オーシャンルミナス（04鹿 ＊フレンチデピュティ）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（30）〕
ダイヤハート（11牝青鹿 リンカーン）１勝，��１勝
ダイヤルミナス（12牡青鹿 ＊バゴ）��１勝�２勝��12 勝
アスターオーシャン（13牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�10 勝
メガフレア（14牡黒鹿 ハーツクライ）３勝，鴨川特別（芝 2000）２着，湯川特別
（芝 2000）３着

スキップガール（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着，��４勝
アースブレイブ（17�青鹿 ゴールドシップ）�１勝

２代母 ＊オーシャンドリーム（95 USA黒鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
スピニングノアール（01牡 ＊スピニングワールド）７勝，ＣＢＣ賞‐G3 ２着，ＴＶ

愛知ＯＰ‐L ２着，ＣＢＣ賞‐G3 ３着，アイビスサマーダッシュ‐Jpn3 ３着，
ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，etc.

サウンドレーサー（09牡 フジキセキ）１勝

３代母 ＊プランス（85 USA鹿 Nijinsky）不出走

４代母 フォーシーア Foreseer（69 USA黒鹿 Round Table）USA３勝，サンタイネ
スＳ２着，Santa Ysabel S２着
［子］ カーリアン Caerleon（80牡 Nijinsky）GB・FR・IRE４勝，仏ダービー

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

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

マースカニンガムMerce Cunningham（84牡 Nijinsky）GB・FR・USA
６勝，モーリスドニュイユ賞‐G2，Fred Archer S‐L，Aston Pa
rk S‐L，種牡馬

［孫］ ＊スキャン（88牡 Mr. Prospector）USA５勝，ペガサスＨ‐G1，ジェロー
ムＨ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

ヨンダー Yonder（87 牡 Seattle Slew）USA４勝，ジャージーダービー
‐G2，レムゼンＳ‐G2，World Appeal S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲太陽牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1622
生 産 牧 場： ㈲太陽牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

91 オーシャンルミナス２０２０ �・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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandオーシャンルミナス
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�オーシャンドリーム鹿 2004 ＊プランス

1s
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 オープニングベル（06青鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
クラウンラーテル（13牡鹿 ＊ベーカバド）��３勝�３勝�入着
リネンマンファス（15牝鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝
ネイチャーカレン（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）�１勝
アヒアマリージョ（19牝黒鹿 ヴァンセンヌ）��入着

２代母 フミノスキー（86黒鹿 マルゼンスキー）出走
ガンガディーン（90牡 アンバーシヤダイ）��９勝��入着２回，東京記念，報知

オールスターＣ，ＴＶ埼玉杯３着，東京記念３着，ニューイヤーＣ３着，etc.
ケイエフペガサス（91牝 タマモクロス）３勝，高山特別，阿寒湖特別２着，摺上特

別２着，喜多方特別２着
マイネルスバル（03牡 アドマイヤベガ）１勝，二本松特別２着，�３勝�

ケイエフアクトレス（93牝 サクラユタカオー）��入着
ライフステップ（01牡 ＊アサティス）�３勝	，北海優駿３着

ラインウイナー（95牡 ニホンピロウイナー）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP ３着，樅の木
賞，��入着，全日本３歳優駿‐Jpn2 ３着

マイネレジーナ（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，クイーンＳ‐Jpn3 ２着，函館
３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
マイネイサベル（08牝 テレグノシス）４勝，府中牝馬Ｓ‐G2，中山牝馬Ｓ‐G3，

新潟２歳Ｓ‐G3，ヴィクトリアマイル‐G1 ３着，ローズＳ‐G2 ２着，etc.
メガスターダム（99牡 ニホンピロウイナー）５勝，中京記念‐Jpn3，Ｒたんぱ杯２

歳Ｓ‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ３着，日本ダービー‐Jpn1 ４着，皐月賞‐Jpn1
５着，etc.，種牡馬

インスパイア（03
 ＊スキャターザゴールド）２勝，江坂特別３着

３代母 ベンドユウホウ（78栃栗 ＊ダイハード）不出走

４代母 タイイサミ（62栃栗 ＊チヤイナロツク）４勝，淡路Ｈ，あかね賞
［孫］ オーバーレインボー（77牡 ＊イエラパ）９勝，日経新春杯，京都新聞杯，

札幌記念（２回），etc.，���５勝，種牡馬
ダニツシユガール（79牝 ＊ハーデイカヌート）５勝，牝馬東タイ杯，阪急
杯２着，京都牝馬特別３着，etc.

販売申込者・所有者： 鳥谷 勝彦＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2306
生 産 牧 場： 鳥谷 勝彦
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

92 オープニングベル２０２０ 牡・黒鹿 ５／２９
＊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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスオープニングベル マルゼンスキー

��
��
�フミノスキー青鹿 2006 ベンドユウホウ

＊プロポンチス 4d
チヤイナロツク S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ヴェルナッツァ（07 USA栗 Unbridled's Song）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－６（35）〕
ホスト（11牡黒鹿 ＊ファルブラヴ）３勝，下北半島特別（芝 1200）２着，��３勝�12 勝
ラッキーランナー（12牡青 ヴァーミリアン）�１勝�１勝��入着３回
カレン（14牝栗 ディープブリランテ）２勝，ゆきつばき賞（芝 1200），石狩特別
（芝 1800）３着，三条特別（芝 1600）３着

アシャカチムサー（15牝栗 ＊ヘニーヒューズ）��13 勝
ウフフ（16牡栗 グランプリボス）�１勝�
リオマッジョーレ（17牝栗 ＊ケープブランコ）入着，�３勝
リエンダミス（18牝鹿 ＊ハービンジャー）���１勝
アカズキンチャン（19牝栗 オルフェーヴル）�地方未出走

２代母 フォールファッション Fall Fashion（01 USA栗 Forestry）USA３勝，Ch
aron S，Suncoast S２着，ミスプリークネスＳ‐G3 ３着，Revidere S
３着
バンコディネーロBanco Dinero（11� Dynaformer）USA３勝
フォールハーヴェスト Fall Harvest（14� Twirling Candy）USA２勝
ファッショナブリーファスト Fashionably Fast（15� Lucky Pulpit）�USA８勝，

Tiznow S‐R（２回），California Cup Sprint S‐R，Cary Grant S
‐R，Harris Farms S‐R，トリプルベンドＳ‐G2 ２着，etc.

３代母 ディジットDigit（93 USA黒鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
カボチョンCabochon（98牝 Deputy Minister）不出走

メルセダリオMercedario（03 牝 Quiet American）USA２勝
シニエストロ Siniestro（13 牡 Southdale）�PER11 勝，P. Perinox‐L
３着

カボクロドリーオ Caboclo do Rio（11牝 Dance Brightly）USA・CHI５勝，
アラスデチリ賞‐G2 ２着，フランシスコバエサソトマヨル賞‐G2 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

93 ヴェルナッツァ２０２０ 牡・鹿 ３／ １

＊

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

＊

アンブライドルズソング Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�Unbridled's Song Trolley Songヴェルナッツァ フォールファッション Forestry

��
��
�Fall Fashion栗USA 2007 Digit

5h
Special S4×M5 Mr. Prospector S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 エールミニョン（14鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ミラマーレ（19牝栗 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ユキノマイ（04芦 ＊ロックオブジブラルタル）出走
ホワイトクレマチス（09牝 ゼンノロブロイ）�４勝
スカイパッション（12牝 スペシャルウィーク）�３勝，紫川特別，飯坂温泉特別，

筑紫特別，八幡特別２着，テレＱ杯３着，障害１勝
ホワイトアセット（13牡 スペシャルウィーク）�２勝
ジョインフォース（15牝 ローズキングダム）�５勝

３代母 ＊エスカニア（99 CHI 芦 Edgy Diplomat）CHI・UAE６勝，タンテオデポト
ランカス‐G1，セレクシオンデポトランカス‐G3，フアンＣメジャ賞‐G3，ホセ
Ｓバエサ賞‐G3，アルベルトＳマグナスコ賞‐G1 ２着，etc.
タイキオードリー（06牝 キングカメハメハ）出走

スプマンテ（14牡 ステイゴールド）３勝，淡路特別，長良川特別２着，��出走
スイートテン（07牝 スペシャルウィーク）１勝，加治川特別２着
エスカナール（08牝 スペシャルウィーク）４勝，三木特別，柳川特別，加治川特別

４代母 カレッツァCarezza（87 CHI 芦 Card Game）CHI１勝
［子］ エッチェレンツァ Eccellenza（01牝 Edgy Diplomat）USA・CHI７勝，

タンテオデポトランカス‐G1，ミルギニーズ‐G1，サルバドルヘス
リべロス大賞‐G2，etc.

［孫］ パペロン Papelon（06牡 Monthir）ARG・CHI21 勝，クルブイピコデサ
ンティアゴ賞‐G1（４回），オトーニョ賞‐G2，ムニシパルデビーニャ
デルマル賞‐G2（２回），etc.，種牡馬

［曾孫］ カプリチョブリジャンテ Capricho Brillante（11� Last Impact）CHI1
3 勝，P. Ilustre Municipalidad de Santiago‐L，P. Ismael Tocor
nal‐L

ジュリアラベラGiulia La Bella（18 牝 Verrazano）�CHI２勝，P. C
arlos Cousino G.‐L，セレクシオンデポトランカス‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

94 エールミニョン２０２０ �・鹿 ２／２６

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスエールミニョン ＊ロックオブジブラルタル

��
��
�ユキノマイ鹿 2014 ＊エスカニア

6a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ルドラ（05 FR鹿 Cape Cross）FR１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），海外－１（３），地方－５（13）〕
ミッキールドラ（10牡栗 ダイワメジャー）入着２回，���１勝�３勝�入着
ミッキーナイト（11牡栗 キングカメハメハ）入着３回，�３勝�
ミッキージョイMikki Joy（12 牡鹿 ディープインパクト）５勝，市川Ｓ（芝 1600），

江の島特別（芝 1600），秩父特別（芝 1600），鎌ケ谷特別（芝 1600）２着，SIN３勝
ショーコーズ（15牝栗 オルフェーヴル）�３勝
ベルレガッタ（16牝鹿 ロードカナロア）入着，��１勝��
ボンヌシャンス（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）��２勝
ダンツキタイ（19牝黒鹿 キズナ）�未出走

２代母 リモートロマンスRemote Romance（97 USA栗 Irish River）FR２勝
サビア Sabia（02 牝 Sadler's Wells）FR出走

リジーラムール Lizzie l'Amour（12 牝 Zabeel）AUS・NZ７勝，ＮＺインター
ナショナルＳ‐G1，セカンドセンチュリーＳ‐G1，レイディノーリーＳ
‐G2，ワイカトＣ‐G3，オーモンドメモーリアルＳ‐G1 ２着，etc.

サデックス Saddex（03牡 Sadler's Wells）FR・GER・ITY７勝，伊共和国大統領
賞‐G1，ラインラントポカル‐G1，シャンティー大賞‐G2，ゲルリンク賞‐G2，
Bremen Derby Trial‐L，etc.，種牡馬

ケイオティックカーニヴァルChaotic Carnival（11	 Montjeu）FR３勝
ベイオヴアイランズBay of Islands（12 牝 Dubawi）不出走

バラニスター Bharani Star（17 牝 Sea The Stars）�GB２勝，Rothesay S‐L

３代母 エイヴィアンス Aviance（82 IRE 栗 Northfields）GB・IRE２勝，フィーニ
クスＳ‐G1
チャイムズオヴフリーダム Chimes of Freedom（87牝 Private Account）GB・F

R・IRE６勝，コロネイションＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，チャイル
ドＳ‐G2，etc.

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

販売申込者・所有者： 土田農場＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3410
生 産 牧 場： 土田農場
飼 養 者： 土田農場＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3410

95 ルドラ２０２０ 
・黒鹿 ２／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealルドラ リモートロマンス Irish River

��
��
�Remote Romance鹿FR 2005 Aviance

8f
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer M5×M5 Sir Ivor M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アンティックドール（06 USA黒鹿 Fusaichi Pegasus）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（18）〕
ラガーギアチェンジ（11牡青鹿 ハーツクライ）１勝，障害１勝
アスターレジェンド（12�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝�11 勝
ラガーダンスドール（13牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝
アシュリン（15牝青鹿 マンハッタンカフェ）３勝，北野特別（芝 2000），飛鳥Ｓ
（芝 1800）２着，寿Ｓ（芝 2000）２着，茶臼山高原特別（芝 2000）２着，錦Ｓ
（芝 1600）３着

ヒトヨノユメ（16牝黒鹿 ジャスタウェイ）�３勝
グッドアズゴールド（17牝黒鹿 ダイワメジャー）�１勝
ラガートゥインクル（18牝黒鹿 ダイワメジャー）��入着４回

２代母 アンティ－クオ－クション Antique Auction（90 CAN黒鹿 Geiger Counter）
USA４勝，Star Shoot S‐L，Fanfreluche S‐R，MyDear S‐L ２着，
Glorious Song S‐R ２着，Bold Jill H‐L ３着

＊インディアナカーヴ（96牝 A.P. Indy）５勝，蓬莱峡特別，三宮特別，ガーベラ賞３着
エクセラントカーヴ（09牝 ダイワメジャー）６勝，京成杯オータムＨ‐G3，ク

イーンＣ‐G3 ３着，新潟日報賞，江の島特別
オークションキャットAuction Cat（97 牝 Storm Bird）不出走

キャットカトールズ Cat Quatorze（02 牝 Louis Quatorze）USA４勝，Lik
ely Exchange S

＊ネットオークション（98牝 Storm Bird）１勝，��２勝
コレクターアイテム（10牝 ハーツクライ）３勝，アルテミスＳ（重賞）‐L，阪神

ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，鷹巣山特別，舞子特別２着
＊アンティークコイン（01牡 Theatrical）５勝，保津峡特別，仲秋特別，九重特別，

マカオＪＣＴ，清水Ｓ２着，etc.，障害１勝
＊ドリーミーペガサス（04牡 Fusaichi Pegasus）４勝，檜山特別，伊良湖特別，第３２

回ＡＲＣ東京大会記念２着，観月橋Ｓ２着，オークランドＲＣＴ２着，etc.
＊スナイプビッド（08牡 Theatrical）２勝，立川特別２着，摂津特別３着
＊ストーンウェア（12牡 Birdstone）５勝，若駒Ｓ‐LR ２着，福島民報杯‐L ３着，メ

イＳ‐OP ２着，ノベンバーＳ，湘南Ｓ，etc.

３代母 ＊オールドスタッフ（85 USA鹿 Irish River）不出走

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

96 アンティックドール２０２０ 牡・鹿 ５／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

＊

フサイチペガサス Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Fusaichi Pegasus Angel Feverアンティックドール アンティ－クオ－クション Geiger Counter

��
��
�Antique Auction黒鹿USA 2006 ＊オールドスタッフ

9f
Mr. Prospector M3×M4 Halo S4×M5 ノーザンテースト S4×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 カリスマブラック（05黒鹿 ブラックタキシード）���１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（16）〕
アンシンカブル（15牝栗 タイムパラドックス）��７勝�４勝�入着７回���
ブラックビースト（16牡黒鹿 アサクサキングス）	２勝
３勝
テンコウセイ（19牡栃栗 タイムパラドックス）�地方未出走

２代母 シュガーベイビーズ（99黒鹿 カリスタグローリ）出走

３代母 スイートチャリティ（88黒鹿 ＊モーニングフローリツク）３勝，清澄特別３着
ハロードーリー（95牝 カリスタグローリ）１勝

４代母 イスズガール（82鹿 ＊ヴアイスリーガル）２勝
［子］ コバノフラッシュ（90牝 ＊テンパレートシル）４勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着

コバノスコッチ（93� ＊アサティス）３勝，渡島特別，茨城新聞杯２着，
頌春賞２着，etc.，障害３勝

コバノスカッシュ（97牝 カリスタグローリ）１勝，霞ケ城特別３着
ノースヒルズ（91牡 ＊シエイデイハイツ）１勝

［孫］ シズパンチ（07牝 ＊タップダンスシチー）１勝，噴火湾特別２着，	２勝
��２勝

［曾孫］ リバーキンタロー（08牡 ＊トワイニング）	８勝��２勝，東京湾Ｃ２着，
優駿スプリント３着，エトワール賞３着，etc.

キングクリチャン（09牡 ボーンキング）１勝，由比ヶ浜特別，滝桜賞２着，
由比ヶ浜特別３着，��出走	１勝��２勝

５代母 イスズバージ（73鹿 ＊フアバージ）不出走
［子］ ウェディングマーチ（86牝 タケシバオー）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，

呉竹賞
ラガーキヤンベル（84牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，春蘭賞‐OP ２
着，津軽海峡特別，鞍馬特別，etc.

［孫］ モミジファイター（81牡 ＊ゼロフアイター）２勝，あすなろ賞
ビートエナミー（88牝 セクレフアスター）３勝，姫島特別，�１勝
３勝
�入着

［曾孫］ カイキョウフブキ（99牡 ＊モガンボ）�２勝，サラブレッドフレッシュＣ

販売申込者・所有者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
生 産 牧 場： 高橋 啓
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

97 カリスマブラック２０２０ 牡・鹿 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタキシード ＊オーピーキャットカリスマブラック カリスタグローリ

��
��
�シュガーベイビーズ黒鹿 2005 スイートチャリティ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 カツナデシコ（07栗 ＊カリズマティック）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
レオネル（14牡黒鹿 ＊ケイムホーム）�５勝��３勝
メタルカラー（15牝栗 ＊ケイムホーム）１勝
メイショウウルル（16牝鹿 メイショウサムソン）��出走
フェイドハード（17牡栗 ギンザグリングラス）���１勝�１勝
ハピネスガッサン（19牝栗 フリオーソ）�入着

２代母 マヤノカンパネラ（93栗 ヤマニンスキー）不出走
マイネルジャパン（98牡 ＊スキャン）４勝，函館３歳Ｓ‐Jpn3，ラベンダー賞‐OP

２着，トパーズＳ‐OP ３着，佐世保Ｓ，etc.，�入着���，兵庫ジュニアＧ
Ｐ‐Jpn3 ３着

ダイナミッククロス（99牡 タマモクロス）１勝
ウインジェネラーレ（00牡 タマモクロス）５勝，日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2

２着，オールカマー‐Jpn2 ３着，冬至Ｓ，晩秋特別，種牡馬
ビコールミエール（04牡 ＊キンググローリアス）１勝
メイショウユウシャ（05牡 アグネスフライト）２勝
タイセイフリート（08牡 ＊アフリート）��３勝

３代母 ダイナシンデレラ（83鹿 ＊ハンターコム）３勝，耶馬渓特別

４代母 ニチドウクイン（73鹿 ＊マリーノ）出走
［子］ メインキャスター（86牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，etc.
ゴーサイン（87牡 ＊ノーザンテースト）４勝，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，鳴
尾記念‐Jpn2 ２着，桂川Ｓ

シヤダイグローブ（77牝 ＊ノーザンテースト）８勝，比叡Ｓ，ムーンライ
トＨ，日向特別，etc.

ダイナヒミコ（84牝 ＊ノーザンテースト）３勝，大津特別，睦月賞２着
［曾孫］ メイプルロード（00牝 ジェニュイン）２勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3，エルフィ

ンＳ‐OP ３着，キーンランドＣ２着，etc.
サイレントエクセル（03牝 ウイングアロー）�12 勝���，ダービーＧＰ
‐Jpn1 ３着，青藍賞，ビューチフル・ドリーマーＣ（２回），etc.

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

98 カツナデシコ２０２０ 	・栗 ２／１８
＊ 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

＊ Summer Squall

�
�
�
�
�

��
��

�カリズマティック Bali Babeカツナデシコ ヤマニンスキー

��
��
�マヤノカンパネラ栗 2007 ダイナシンデレラ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 カネトシエターナル（10栗 ハーツクライ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
テイケイリヴェール（16牡栗 メイショウボーラー）��６勝
ルヴュー（17牡栗 ジャングルポケット）��３勝��入着２回
モーモーグリーン（19牝栗 トゥザワールド）��２勝

２代母 コンゴウアンゲルス（01鹿 ＊カーネギー）出走
ホッコーキンツル（09牡 ネオユニヴァース）�２勝
モズワトウナイ（11牡 キングカメハメハ）�２勝
シャッターチャンス（12牡 ネオユニヴァース）１勝，美濃特別２着
ジュウワンエース（17� キズナ）��１勝�入着２回

３代母 ＊ズーナクア（90 USA鹿 Silver Hawk）USA５勝，オークリーフＳ‐G1，カウ
ンテスファーガーＨ‐G3，ソレントＳ‐G3，Harold C. Ramser Sr. H‐L，イエ
ローリボン招待Ｓ‐G1 ３着，etc.

＊ダリカラノテガミ（98牡 Broad Brush）１勝，佐倉特別３着
トウカイトリック（02牡 ＊エルコンドルパサー）９勝，ステイヤーズＳ‐G2，阪神大

賞典‐G2，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，etc.
レオパステル（07牝 キングカメハメハ）５勝，轟Ｓ，吾妻小富士賞，稲妻特別，etc.

レオハイセンス（17牝 ジャスタウェイ）�１勝，秋吉台特別３着

４代母 メイドインアメリカMade in America（77 USA栗 Explodent）USA５勝，
Imperatrice H２着，Candy Eclair S２着，Hydrangea H３着
［子］ ディアブロアミーゴDiablo Amigo（88� Woodman）USA６勝，Hi

s Majesty's Council S，President's C２着
［孫］ アウトオヴグエッダOut of Gwedda（04� Out of Place）USA７勝，

Tremont S‐L，ハッチソンＳ‐G2 ３着，Spectacular Bid S‐L
２着，etc.

ジェニーズプロスペクター Jenny's Prospector（00 牝 Banker's Gold）
USA４勝，Hoosier Debutante S‐L，Gowell S３着

ストーンレイン Stone Rain（01� Grindstone）USA９勝，Sam J. Wh
iting Memorial H，Ernest Finley H２着

販売申込者・所有者： 髙澤 正幸＝日高町庫富 �01456-7-2121
生 産 牧 場： 髙澤 正幸
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

99 カネトシエターナル２０２０ �・鹿 ４／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスカネトシエターナル ＊カーネギー

��
��
�コンゴウアンゲルス栗 2010 ＊ズーナクア

5g
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ガラム（14 IRE 鹿 Pivotal）GB１勝
初仔

２代母 コーイ Coy（01 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB２勝，Valiant S‐L，Sandrin
gham S‐L ２着
レドゥンRedden（07� Pivotal）GB・UAE・OMN１勝
フォーカル Focal（08 牝 Pivotal）GB入着

フリーダムライジング Freedom Rising（16 牝 Reliable Man）�FR・GER２
勝，Iffezheimer Diana‐Trial‐L ２着，G.P. der Hannoverschen Vo
lksbank‐L ３着

レゾリュートResolute（11� Pivotal）GB・QAT３勝
ホワットアシャムWhat Asham（12� Pivotal）GB・UAE２勝
モデストModest（13 牝 Kyllachy）GB・QAT２勝
タメルランTamerlane（15� Dark Angel）�GB・BHR３勝
オリヴァンダーOllivander（16� Heeraat）�GB４勝

３代母 デミュアDemure（96 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
イルワールド Il Warrd（05 牡 Pivotal）GB・FR３勝，Easter S‐L，Guisbor

ough S‐L，ジャージーＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬
トラジックモーメントTragic Moment（10 牝 Pivotal）不出走

ロケットスター Rocket Star（16� Star Witness）�SIN４勝，Lion City C
up‐L ２着，Singapore Guineas‐L ２着，Golden Horseshoe
‐L ２着，etc.

４代母 シャイプリンセス Shy Princess（84 USA栗 Irish River）FR・ITY２勝，モ
ルニー賞‐G1 ２着，モートリー賞‐G3 ３着
［子］ ディフィデントDiffident（92 牡 Nureyev）GB・FR・GER・UAE10 勝，

ダイアデムＳ‐G2，リゾランジ賞‐G3，European Free H‐L，etc.，
種牡馬

［孫］ シャイレイディ Shy Lady（94牝 Kaldoun）GER２勝，Oppenheim‐
Rennen‐L

スイートストーリー Sweet Story（97 牝 Green Tune）FR４勝，P. Oc
citanie‐L

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

100 ガラム２０２０ �・黒鹿 ３／１５
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

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalガラム コーイ ＊デインヒル

��
��
�Coy鹿IRE 2014 Demure

21a
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ガレリアトウショウ（01鹿 ＊トワイニング）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
サウスデイウォーク（12牡鹿 タイムパラドックス）���１勝・３勝
バトルラインダンス（14牝鹿 アサクサキングス）�４勝
リンノペルフェット（18牡栗 タイムパラドックス）��１勝

２代母 ミセストウショウ（92鹿 トウシヨウボーイ）不出走
フェザートウショウ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）１勝
トウショウトループ（99牡 ＊リンドシェーバー）�１勝
トウショウタイタン（02牡 ＊ヘクタープロテクター）入着，�３勝��
クマチャン（03牝 ＊スターオブコジーン）��１勝
アプロアトウショウ（04牝 ＊ディアブロ）	８勝�入着３回
トウショウスケール（05牡 ＊ティンバーカントリー）�１勝
アマーレトウショウ（07牝 ＊キャプテンスティーヴ）入着３回，��１勝
ルミノーソ（12牡 フサイチホウオー）��１勝

３代母 ＊ミセスニジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）不出走

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

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

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

サラトガマダム Saratoga Madame（87牝 Mr. Prospector）USA１勝，
Busanda S‐L ３着，Palm Hut S３着

イッツケミストリー It's Chemistry（89
 Private Account）USA５勝，
Kentucky Breeders' Cup S３着

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

販売申込者・所有者： 原田 久司＝新ひだか町静内高砂町 �0146-43-2492
生 産 牧 場： 原田 久司
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

101 ガレリアトウショウ２０２０ 牡・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

＊
＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�トワイニング Courtly Deeガレリアトウショウ トウシヨウボーイ

��
��
�ミセストウショウ鹿 2001 ＊ミセスニジンスキー

4r
Mr. Prospector M4×S5 Nijinsky M4×S5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ガーランドワルツ（14鹿 ハーツクライ）１勝
初仔

２代母 ＊スーパーバレリーナ（94 CAN鹿 Storm Bird）入着
シングルプレイヤー（99牡 ＊アフリート）２勝
ビッグバニヤン（01牡 ＊タイキシャトル）��３勝
レインボーマリーン（06牝 サクラバクシンオー）１勝
ウインバリアシオン（08牡 ハーツクライ）４勝，日経賞‐G2，青葉賞‐G2，日本ダ

ービー‐G1 ２着，有馬記念‐G1 ２着，菊花賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ビップベリンダ（15牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ＊カウントオンアチェンジ（87 USA栗 Time for a Change）USA６勝，Et
obicoke H‐L（２回），George C. Hendrie H‐L ２着，Ontario Matron S
‐R ３着，Ontario Matron H‐R ３着
ナイスチェンジNice Change（95牝 Gulch）USA入着２回

シドカップ Sidcup（02� Running Stag）USA４勝，Prairie Bayou S，
Tejano Run S２着

ロックゴールド Rock Gold（04� El Prado）USA５勝，Don Ciccio S３着
バーニーファイフBarnie Fife（96 牝 Deputy Minister）USA入着

アメリカンクラシック American Classic（04� Distorted Humor）USA10 勝，
Budweiser S，Bill Thomas Memorial S２着，K.L.A.Q. H２
着，etc.

ニコネリーNiconellie（12� West Acre）USA４勝，Prized S‐R ３着，
Gulfstream Park Unbridled S‐R ３着

４代母 カウントオンキャシー Count On Kathy（78 USA芦 Dancing Count）US
A４勝，Flirtation S２着，Politely S‐R ２着，Miss Delaware S３着，
Windfall H‐R ３着，Caesar's Wish H‐R ３着，etc.
［孫］ カウンテスダイアナ Countess Diana（95牝 Deerhound）USA７勝，ス

ピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，スカイラヴ
ィルＳ‐G2，etc.

エクソジェナス Exogenous（98 牝 Unbridled）USA５勝，ベルダムＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 成瀬 篤司＝神奈川県横浜市 �045-410-3510
生 産 牧 場： 宝寄山 拓樹
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

102 ガーランドワルツ２０２０ �・鹿 ３／１４

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスガーランドワルツ
＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2014 ＊カウントオンアチェンジ

19c
Northern Dancer M4×S5 Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 カナリ（12鹿 マンハッタンカフェ）入着
〔産駒馬名登録数：２〕
メイショウヒノヤマ（17牡鹿 ルーラーシップ）��出走
メイショウチャイブ（18牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）出走，�地方未出走

２代母 メイショウキトリ（04鹿 ＊マリエンバード）４勝，洛陽Ｓ，尾瀬特別，郡山特
別，�２勝
スリーメロディー（13牝 ネオユニヴァース）出走

ギャルダル（18牡 ホッコータルマエ）���２勝，東京ダービー２着，東京湾
Ｃ２着

メイショウビコーン（14牡 ＊アイルハヴアナザー）��２勝�３勝

３代母 ＊ナイスレイズ（94 USA黒鹿 Storm Cat）USA１勝
マイミッシェル（00牝 ＊タイキシャトル）１勝，塩屋埼特別３着

マッハヴェロシティ（06牡 マンハッタンカフェ）３勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，新
潟大賞典‐G3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.

メイショウボーラー（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，デイリ
ー杯２歳Ｓ‐Jpn2，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，��入着２回���，種牡馬

メイショウトッパー（03牡 テイエムオペラオー）５勝，春雷Ｓ‐L ３着，北九州短距
離Ｓ，水無月特別，etc.

メイショウアツヒメ（06牝 ＊タイキシャトル）３勝，夙川特別，つわぶき賞，岩室温
泉特別２着，etc.

メイショウヤタロウ（08牡 アグネスタキオン）５勝，小倉日経ＯＰ‐LR，谷川岳Ｓ
‐L ２着，米子Ｓ‐L ３着，etc.

４代母 ナイストラディションNice Tradition（79 ARG鹿 Search Tradition）USA
・ARG７勝，クリアドレス大賞‐G1，フェデリコデアルベアル賞‐G2，フアンシ
ョウ賞‐G2，エンリケアセバル賞‐G1 ２着
［子］ ナイスサーヴNice Serve（87牝 Nodouble）USA５勝，Locust Grove

H‐L，Arlington Breeders' Cup H‐L
［孫］ トゥーマンススレント TwoMonths Rent（09� Purim）USA３勝，ホ

ーソーンダービー‐G3，フェアグラウンズＳ‐G3 ３着，ケントＳ
‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日の出牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1574
生 産 牧 場： ㈲日の出牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

103 カナリ２０２０ �・鹿 ４／ ３
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジカナリ ＊マリエンバード

��
��
�メイショウキトリ鹿 2012 ＊ナイスレイズ

10
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 オンリートゥモロー（14青鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 アコースティクス（01鹿 Cape Cross）不出走
ロジユニヴァース（06牡 ネオユニヴァース）５勝，日本ダービー‐Jpn1，弥生賞

‐Jpn2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，札幌記念
‐G2 ２着，優３牡，種牡馬

ペンテシレイア（07牝 ネオユニヴァース）２勝，粟島特別，��２勝
トーセンパワフル（10牡 ネオユニヴァース）１勝，萩Ｓ‐OP ２着，黄菊賞２着，イ

ンディアＴ３着，��１勝
ルソンデュレーヴ（15牝 キングカメハメハ）１勝
アドマイヤザーゲ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，黄菊賞，高千穂特別３着

３代母 ＊ソニンク（96 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
モンローブロンド（02牝 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，etc.
ノットアローン（05牡 アグネスタキオン）３勝，若葉Ｓ‐L，セントライト記念

‐Jpn2 ３着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐Jpn3 ２着，etc.
ランフォルセ（06牡 ＊シンボリクリスエス）８勝，エルムＳ‐G3，etc.，��２勝�

１勝�入着���，浦和記念‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，etc.
ライツェント（07牝 スペシャルウィーク）入着

ディアドラ（14牝 ＊ハービンジャー）７勝，秋華賞‐G1，アイルランドＴ府中牝
馬Ｓ‐G2，etc.，GB・FR・IRE・UAE・HKG・SAU・BHR１勝，英ナッ
ソーＳ‐G1，etc.

ノーザンリバー（08牡 アグネスタキオン）６勝，カペラＳ‐G3，etc.，��４勝�
�入着２回，さきたま杯‐Jpn2（２回），東京盃‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 ソニックレイディ Sonic Lady（83 USA鹿 Nureyev）GB・FR・IRE・USA
８勝，愛１０００ギニー‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，サセックスＳ‐G1，コ
ロネイションＳ‐G2，チャイルドＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ブルードメヤ＝神奈川県相模原市 �0427-58-2790
生 産 牧 場： ㈲上水牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

104 オンリートゥモロー２０２０ 	・鹿 ３／３０

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアオンリートゥモロー Cape Cross

��
��
�アコースティクス青鹿 2014 ＊ソニンク

B3
Danzig S4×M5 Northern Dancer S5×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 クイーンダワジャー（15鹿 ＊キングズベスト）出走
初仔

２代母 ＊マザーシプトン（99 IRE 黒鹿 Darshaan）不出走
ミヤギバスター（04牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ツクバクロオー（15牡 ＊ロージズインメイ）３勝，駒場特別，��６勝，高知県
知事賞２着，福永洋一記念，黒潮マイルＣｈＳ２着，高知県知事賞３着

ダイシンサーベル（05牡 ＊ムーンバラッド）２勝
プロスアンドコンズ（06牡 タニノギムレット）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着
アドマイヤブレーク（07� タニノギムレット）��３勝��入着６回
マザーズラヴ（09牝 ＊ザール）�１勝�２勝
ストームボーイ（11牡 ＊ストーミングホーム）	３勝
入着４回�
プラニスフィア（12牝 ディープスカイ）１勝

３代母 テモラTemora（92 IRE 鹿 Ela‐Mana‐Mou）GB・USA２勝
ニューサウスウェイルズNew SouthWales（00 牡 In TheWings）GB・FR・IR

E・GER４勝，キラヴランＳ‐G3，ヘンリー二世Ｓ‐G2 ３着，種牡馬
ボンバラBombala（05 牝 Cape Cross）FR出走

アラメダ Alameda（11牝 AmadeusWolf）IND４勝，Bangalore Oaks
‐LR ２着，Byerly Turk Million‐LR ２着，Godolphin Barb S‐LR
２着，etc.

４代母 ロマラRomara（76 GB栗 Bold Lad）GB２勝
［子］ エラロマラ Ela Romara（85牝 Ela‐Mana‐Mou）GB３勝，英ナッソー

Ｓ‐G2，ローザーＳ‐G2，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着
［孫］ アーリーン Earlene（97牝 In TheWings）GB・FR・IRE・GER５勝，

アルクール賞‐G2，エクスビュリ賞‐G3，愛パークＳ‐G3 ２着
フォイアー Foyer（91 牡 Sadler's Wells）GB２勝，キングエドワード七
世Ｓ‐G2，種牡馬

ヤングバスター Young Buster（88 牡 Teenoso）GB・GER・USA・UA
E７勝，セプテンバーＳ‐G3，Winter Hill S‐L，Gala S‐L，etc.，
種牡馬

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

105 クイーンダワジャー２０２０ �・黒鹿 ２／２３
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaクイーンダワジャー
＊ Darshaan

��
��
�マザーシプトン鹿 2015 Temora

3c
Mr. Prospector S3×M4 Nureyev S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 エピソードレディー（11栗 ゼンノロブロイ）�入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ハーベストゴールド（16牡栗 オリオンザサンクス）入着４回，��３勝��１勝
ハナトップ（19牝栗 ＊トビーズコーナー）��１勝

２代母 シルクピュアハート（00栗 マヤノトップガン）２勝
クラウンハッピー（08牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着，飛竜特別２着，�１

勝�１勝�入着２回�
アンバーナイト（13牡 ＊プリサイスエンド）�３勝
マリノピュアハート（14牝 スマートファルコン）�１勝�２勝	
３勝

３代母 ＊シルキーグランス（95 USA栗 Kingmambo）出走
シルクデスペラード（99牡 マーベラスサンデー）３勝，駒場特別３着，渡島特別３着
シルクアルボーレ（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，大和Ｓ３着，秋嶺Ｓ３着，摩

耶Ｓ３着，etc.，�２勝�１勝
マーブルワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）１勝，浄土平特別３着

４代母 ノーザングランスNorthern Glance（87 USA栗 Nijinsky）USA２勝
［孫］ リジーズタウンシップ Lizzy's Township（03 牝 Delaware Township）US

A３勝，Mountaineer Juvenile Fillies S‐L，Ribbon H３着
メニーキシズMany Kisses（06 牝 Unbridled's Image）USA４勝，Lu
lu's Ransom S，Ocala S‐R ２着，Tampa Bay Turf Distaff S
‐R ３着

デペシュチャットDepeche Chat（08� Wildcat Heir）USA・CAN11
勝，Franklin‐SimpsonMile S，Pasco S３着

エルコンフィデンシャル El Confidential（07� Eltish）USA４勝，K.
H.E.Y. Y‐96 Sprint S２着

ホッジ Hodge（09� City Place）USA２勝，ハリウッドプレヴューＳ
‐G3 ３着

ミナマナMinnamana（01� Wekiva Springs）USA14 勝，Stanton S
３着

販売申込者・所有者： 坂東ファーム＝日高町清畠 �01456-5-2960
生 産 牧 場： 坂東ファーム
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

106 エピソードレディー２０２０ 牡・青 ５／１７
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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルエピソードレディー マヤノトップガン

��
��
�シルクピュアハート栗 2011 ＊シルキーグランス

13b
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M5×M5
Nureyev S4×S5
価格： 購買者：



母 キャラメリゼ（09栗 ＊ブライアンズタイム）�２勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：海外－１（２），地方－２（14）〕
キラキラオーラ（15牝鹿 ＊バトルプラン）���５勝�１勝�５勝
レモンスカッシュ Lemon Squash（16牡鹿 ＊ベーカバド）�SIN２勝
ラヨドラード（17牡栗 カネヒキリ）��３勝�
メガフラッシュ（19牡栗 ワールドエース）���入着

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： 畠山牧場豊畑トレーニングセンター＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352

107 キャラメリゼ２０２０ 牡・栗 ３／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayキャラメリゼ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マジェスティックラニア栗 2009 Crystal Ring

21a
Hail to Reason M4×S5 Graustark M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊キャンディームーン（06 USA栗 Candy Ride）�２勝��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
オレハツライヨ（14牡鹿 トランセンド）�２勝�
デルマガーネット（17牝黒鹿 ベルシャザール）１勝，��出走
フェアリートレイル（18牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 ブラッシングラヒーBlushing Rahy（98 USA栗 Rahy）USA２勝
コールドアイスCold Ice（09 牝 Snippetson）AUS２勝
バッキンザブルーズBuckin The Blues（11� Husson）AUS３勝
マンオヴエンヴィManOf Envy（15� Mossman）�AUS１勝

３代母 スクランプシャス Scrumptious（93 USA栗 Slew o' Gold）不出走

４代母 アイシング Icing（73 IRE 鹿 Prince Tenderfoot）GB・IRE４勝，フィリー
ズマイル‐G3，Mullion S，アスコット１０００ギニートライアル‐G3 ２着
［子］ アルハレブ Al Hareb（86牡 El Gran Senor）GB３勝，英フュチュリテ

ィＳ‐G1，種牡馬
ドクターサマーヴィルDr. Somerville（87 牡 Chief's Crown）FR４勝，
ラクープドメゾンラフィット‐G3，コンデ賞‐G3，P. Ridgway‐L

ライジング Rising（82 牡 Relkino）GB・IRE10 勝，Mooresbridge S
‐L，Ulster Harp Derby‐L，Waterford Crystal Nursery S‐L，etc.，
種牡馬

スノートップ Snowtop（83牝 Thatching）IRE３勝，Joe McGrath H‐L
［孫］ エルハイク Elhayq（95牡 Nashwan）GB・USA５勝，ボーリンググリー

ンＨ‐G2，種牡馬
シブル Shibl（97 牡 ＊アラジ）IRE・UAE・SAU13勝，ミンストレルＳ‐G3

［曾孫］ スノーランド Snowland（99牡 Snippets）AUS９勝，ＡＴＣザギャラク
シー‐G1，ＡＴＣトッドマンスリッパートライアル‐G2，ＡＴＣアッ
プアンドカミングＳ‐G2，etc.，種牡馬

マイボーイチャーリーMyboycharlie（05 牡 Danetime）FR・IRE・USA
４勝，モルニー賞‐G1，アングルシーＳ‐G3，愛ナショナルＳ‐G1
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

108 キャンディームーン２０２０ �・栗 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlキャンディームーン ブラッシングラヒー Rahy

��
��
�Blushing Rahy栗USA 2006 Scrumptious

13e
Halo S4×M5 Blushing GroomM4×M5

価格： 購買者：



母 ＊キューバンリズムⅡ（05 USA鹿 Kingmambo）GB入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（12）〕
プライドイズメシア（10牡鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ジョーチャーリー（11牡黒鹿 マンハッタンカフェ）��１勝・１勝��６勝
ダイアゴナルパス（14牝黒鹿 アドマイヤムーン）�１勝�入着，筑紫野賞
（Ｄ1750）３着

レッドカード（17牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）��３勝�入着��，北斗盃（Ｄ1600），
留守杯日高賞（Ｄ1600）２着，ブロッサムＣ（Ｄ1700）２着，王冠賞（Ｄ1800）３着

タイセイルージュ（18牝栗 ダイワメジャー）�１勝

２代母 ＊クルナコーヴァ（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IRE２勝，Denny C
ordell Lavarack Memorial S‐L，マルセルブサック賞‐G1 ３着，Athasi S‐L
２着
アドマイヤダリヤ（11牡 フジキセキ）２勝

３代母 バミューダクラシック Bermuda Classic（83 IRE 鹿 Double Form）IRE２
勝，カラＳ‐G3，レイルウェイＳ‐G3，Orchardstown Stud S‐L ２着，グラ
ッドネスＳ‐G3 ３着，デズモンドＳ‐G3 ３着，etc.
トロピカル Tropical（90 牝 Green Desert）GB・FR・IRE７勝，フライイングファ

イヴＳ‐G3（２回），フィーニクススプリントＳ‐G3，カラＳ‐G3，etc.
トロピカルスター Tropical Star（00	 Machiavellian）UAE７勝，アルシン

ダガスプリント‐G3，マハブアルシマール‐G3，ドバイゴールデンシャヒ
ーン‐G1 ２着，etc.

ティベスティTibesti（02 牝 Machiavellian）不出走
ムーヴインタイムMove In Time（08	 Monsieur Bond）�GB・FR・I
RE11 勝，アベイドロンシャン賞‐G1，プティクヴェール賞‐G3，Rou
s S‐L，etc.

シェイクザヨーク Shake the Yoke（93牝 Caerleon）GB・FR・USA５勝，コロ
ネイションＳ‐G1，ウィルシャーＨ‐G3，グロット賞‐G3，etc.
シェイクオフ Shake Off（01 牝 A.P. Indy）USA３勝，Barona Cup H‐L，

Flawlessly S‐L ３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

109 キューバンリズムⅡ２０２０ 
・栗 ３／１７
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo MiesqueキューバンリズムⅡ
＊ Sadler's Wells

��
��
�クルナコーヴァ鹿USA 2005 Bermuda Classic

14c
Mr. Prospector S3×M3 Northern Dancer M4×M5 Special M5×M5

価格： 購買者：



母 キョウエイアン（99鹿 ＊フォーティナイナー）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－４（８）〕
ヤマサラグランジュ（05牝鹿 サクラバクシンオー）２勝
アンローランサン（06牝鹿 フサイチコンコルド）１勝

パストラル（14牝 マツリダゴッホ）１勝，雷光特別３着，��出走�３勝
エクスペクト（08牝鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝��
サビーナクレスタ（11�鹿 サクラバクシンオー）３勝，�１勝���入着２回
アルフェリーチェ（12牝栗 マツリダゴッホ）�１勝��
ジェルミナシオン（14牡黒鹿 マツリダゴッホ）�５勝��
アンブローニュ（17牡鹿 ヴァンセンヌ）�１勝

２代母 インターソリスト（88鹿 ＊クリスタルパレス）出走
ケイシュウパレス（93牝 ＊マジツクミラー）��１勝
インタープリューム（94牡 ＊キンググローリアス）２勝，	１勝�１勝

３代母 インターグロリア（74栗 ＊ネヴアービート）９勝，桜花賞，エリザベス女王杯，
マイラーズＣ，京都牝馬特別（２回），サンスポ阪神牝馬特別，etc.，優３牝，優古牝
キョウエイアケボノ（83牡 マルゼンスキー）１勝，新発田特別３着，二王子特別３着
キョウエイリード（94牝 ＊マジツクミラー）１勝

エイプリルボーイ（05牡 バブルガムフェロー）�３勝，阿久利黒賞３着

４代母 ヒダカチエリー（68鹿 コダマ）２勝
［子］ キョウエイロッキー（79牡 ＊ネヴアービート）５勝，ＡＲＣ国際騎手招待，

瀬戸特別
インターパイオニア（83牡 ＊マンオブビイジヨン）２勝，香春岳特別２着

［孫］ メイショウキオウ（97牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，中京記念‐Jpn3，
ブリリアントＳ‐L，マイラーズＣ‐Jpn2 ３着，etc.

インタースナイパー（87牡 ニホンピロウイナー）４勝，ＮＺトロフィー４
歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，関門橋Ｓ‐OP ３着，etc.

［曾孫］ キングデール（96牡 ＊キンググローリアス）２勝，
１勝�入着���，
サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3，ダービーＧＰ‐Jpn1 ２着

インターアニマート（85牡 マルゼンスキー）４勝，中京記念‐Jpn3，金鯱
賞‐Jpn3 ２着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.，��１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �080-1866-7124
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

110 キョウエイアン２０２０ 牡・鹿 ４／２８
＊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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileキョウエイアン ＊クリスタルパレス

��
��
�インターソリスト鹿 1999 インターグロリア

＊ストーミーセツシヨン 1w
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 キンショーオトヒメ（05栗 マーベラスサンデー）１勝，糺の森特別（芝 2000）２着，
白鷺特別（芝 2200）２着，��２勝��入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－１（３）〕
キンショーウタヒメ（15牝栗 メイショウボーラー）��３勝
メイショウベンガル（17牡芦 ＊クロフネ）�４勝，陽春Ｓ（Ｄ1200），門松Ｓ
（Ｄ1400）３着，三河Ｓ（Ｄ1400）３着

メイショウシロガネ（18牡鹿 ホッコータルマエ）�１勝

２代母 サークルメモリー（93栗 ＊エブロス）２勝，三国特別２着
アサンブラージュ（01牝 ＊タイキシャトル）出走

コスモアルヘナ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，八雲特別，奥尻特別２着，
小倉城特別２着，障害１勝

ショウワインラヴ（03牝 ＊デザートキング）入着，�２勝
コートユーフォリア（04牡 ＊チーフベアハート）３勝，花背特別，つばき賞

３代母 サークルシヨウワ（85栗 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3
エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特別，二見

ケ浦特別２着，etc.
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，ポートアイ

ランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝
アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京記念

‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルクロス（98牝 タマモクロス）１勝，登別特別２着
リングフィンガー（99牝 ニホンピロウイナー）出走

フミノパッション（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，鳴海特別，高山特別２着
ペレブラッサム（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）入着２回，�３勝

ルナフライト（06牝 マンハッタンカフェ）２勝，おおぞら特別３着
ゴーゲッター（07牡 ゼンノロブロイ）１勝，寺泊特別２着，米山特別２着，松

浜特別２着，etc.
ルーレットクイーン（13牝 ドリームジャーニー）３勝，米沢特別２着

４代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別
［子］ ツルギテンザン（81牡 ＊コインドシルバー）５勝，和布刈特別，熱田特別

販売申込者・所有者： 多田 善弘＝浦河町杵臼 �0146-28-1611
生 産 牧 場： 多田 善弘
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

111 キンショーオトヒメ２０２０ �・鹿 ４／２７
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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーキンショーオトヒメ ＊エブロス

��
��
�サークルメモリー栗 2005 サークルシヨウワ

＊キングスサークル 1n
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 カンティレーナ（14黒鹿 ＊ストリートセンス）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
チームロックス（18牡黒鹿 ＊パイロ）���２勝
アイティオピコン（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�地方未出走

２代母 ＊ヘニーズソング（00 USA黒鹿 Unbridled's Song）USA５勝，Go for Wan
d S‐L，Susan's Girl Breeders' Cup S‐L
トーセンソニア（08牝 ＊ファンタスティックライト）１勝
ブロッケン（09牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝
スカーボロフェア（12牝 ＊パイロ）１勝，��１勝
シカゴジャズ（15牡 ＊ハードスパン）���10 勝

３代母 ザーマハマー Zama Hummer（88 USA黒鹿 Knights Choice）USA５勝，
プライオレスＳ‐G2，Cascapedia H‐L，レイルバードＳ‐G2 ２着，Sand
y Blue S‐R ２着，ハロルドＣラムザーシニアＨ‐G3 ３着
ハミングサウンドHumming Sound（94牝 ＊ハンセル）USA入着

ロヴァンゴ Lovango（04牡 Capote）USA７勝，Forward Pass S，アーリ
ントンクラシック‐G3 ２着，カウントフリートスプリントＨ‐G3 ３着，etc.，
種牡馬

ヴィクトリーロールVictory Roll（99 牝 Deerhound）不出走
ハンガリアンボートベイビー Hungarian Boatbaby（04牝 Silver Ghost）US

A７勝，Regret S‐L，Primonetta S，Lewes Overnight S，etc.
シークエスト Sea Quest（15� Uncle Mo）�IND１勝，Juvenile Spri
nters' Million‐L

ミゾエズレディMizoes Ready（06牝 More Than Ready）USA出走
ビッグチャンピオン Big Champion（13� Munnings）USA２勝，Alb
any S

ハッツオフトゥジーHats Off to Thee（02牝 Victory Gallop）USA１勝
グリーンスパムGreen Spam（12牡 One Great Cat）�VEN５勝，P. Hyla

nder‐L ３着

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

112 カンティレーナ２０２０ 牡・鹿 ４／２９
＊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

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleカンティレーナ
＊ Unbridled's Song

��
��
�ヘニーズソング黒鹿 2014 Zama Hummer

20a
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 カレンマーガレット（07青鹿 ネオユニヴァース）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
テクノカレン（12牝鹿 カンパニー）�１勝
パンプキンズ（16牡鹿 スターリングローズ）��９勝，ダイヤモンドＣ（Ｄ1600），

東北優駿（Ｄ2000），寒菊賞（Ｄ1600），あすなろ賞（Ｄ1900）２着，青藍賞
（Ｄ1600）２着，イーハトーブマイル（Ｄ1600）２着，やまびこ賞（Ｄ1900）２着，
絆Ｃ（Ｄ1600）３着，不来方賞（Ｄ2000）３着

２代母 ＊ウィッチフルシンキング（94 USA鹿 Lord Avie）USA12 勝，パカラップＳ
‐G2，ジャストアゲイムＨ‐G3，イーゴンマイルＳ‐G3，ニジャナＳ‐G3，Fir
st Lady S‐L，etc.
マンティスハント（01牝 Deputy Minister）入着３回

ゴーハンティング（08� フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別，
セプテンバーＳ２着，札幌日刊スポーツ杯２着，etc.

サングレーザー（14牡 ディープインパクト）７勝，札幌記念‐G2，マイラーズ
Ｃ‐G2，スワンＳ‐G2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，マイルＣｈＳ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

ロフティーエイム（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，函館記念
‐Jpn3 ２着，檜原湖特別，野島崎特別２着，両国特別２着，etc.
スマッシュ（10牝 キングカメハメハ）出走
スマッシャー（18牡 ＊マジェスティックウォリアー）�３勝，ユニコーンＳ
‐G3，端午Ｓ‐OP ３着，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ４着

エイムアンドエンド（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，共同通信杯‐G3 ３着，
ＴＶ山梨杯，幕張Ｓ２着

スペシャルウィッチ（04牝 スペシャルウィーク）１勝
ダイワモースト（06牡 ＊グラスワンダー）１勝
メーデイア（08牝 キングヘイロー）４勝，��５勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック

‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3（２回），スパーキング
ＬＣ‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3

ウィッチクラフト（16� ゴールドアリュール）�２勝

３代母 ハロウィーンジョイHalloween Joy（87 USA鹿 Exuberant）USA９勝

販売申込者・所有者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
生 産 牧 場： 高橋 啓
飼 養 者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
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Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスカレンマーガレット
＊ Lord Avie

��
��
�ウィッチフルシンキング青鹿 2007 Halloween Joy

2b
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 サクラフォルトゥナ（05栗 ＊サウスヴィグラス）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－６（16）〕
サクラアルカンジュ（10�栗 サクラプレジデント）��４勝
イービーボーイ（11牡栗 サクラプレジデント）�２勝�
ギガンテス（12牡鹿 サクラプレジデント）�２勝��１勝
ミシェル（13牝栗 サクラプレジデント）�３勝��１勝��
ラブリーガーデン（14牝黒鹿 ローレルゲレイロ）�１勝
テイエムオーラコ（15牝栗 アドマイヤオーラ）１勝
ブルベアトーノ（16牡鹿 マツリダゴッホ）	�入着６回�２勝
スペロデア（17牝栗 エスポワールシチー）	３勝

２代母 サクラスイートキス（96鹿 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ
サクラレイリ（02牝 サクラバクシンオー）１勝

サクラベル（08牝 サクラプレジデント）２勝，クローバー賞‐L，葵Ｓ‐LR ２着
サクラアーバン（03牝 ＊スキャターザゴールド）１勝，�１勝�１勝�12 勝�１勝
サクラスウィープ（04牝 ＊グラスワンダー）１勝
サクラピュアハート（08牝 サクラプレジデント）出走

ピーベリー（15牝 ビービーガルダン）�２勝
入着 10回，あやめ賞３着
フミタツジュディ（10牝 サクラプレジデント）�１勝��
サクラヴァローレ（11牡 サクラプレジデント）２勝，
８勝�

３代母 サクラメグミ（86黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，フローラＳ‐OP，アイビーＳ‐OP
サクラティガー（98� ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別
ジルニーナ（04牝 ＊オジジアン）��出走

アビリティラヴ（10牡 ＊マイネルラヴ）４勝，オルフェーヴルＣ‐OP ３着，ブ
ラッドストーンＳ

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

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

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

114 サクラフォルトゥナ２０２０ 牡・栗 ３／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターサクラフォルトゥナ ＊アーミジャー

��
��
�サクラスイートキス栗 2005 サクラメグミ

＊ウオーホイツスル 4c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラエミネント（09鹿 サクラプレジデント）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
フユノダイサンカク（19牡黒鹿 サクラオリオン）��入着３回

２代母 サクラレイリ（02鹿 サクラバクシンオー）１勝
サクラベル（08牝 サクラプレジデント）２勝，クローバー賞‐L，葵Ｓ‐LR ２着
サクラシェンロン（10牡 サクラプレジデント）１勝，�２勝��５勝��
サクラスマート（11牝 サクラプレジデント）入着，��１勝
サクラライトニング（12牡 サクラプレジデント）入着，��１勝
サクラボヌール（15牝 ローズキングダム）入着６回，�３勝�
サクラカレント（18牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 サクラスイートキス（96鹿 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ
サクラアーバン（03牝 ＊スキャターザゴールド）１勝，�１勝�１勝�12 勝	１勝
サクラスウィープ（04牝 ＊グラスワンダー）１勝
サクラフォルトゥナ（05牝 ＊サウスヴィグラス）１勝

スペロデア（17牝 エスポワールシチー）�３勝
サクラピュアハート（08牝 サクラプレジデント）出走

ピーベリー（15牝 ビービーガルダン）�２勝�入着 10回，あやめ賞３着
サクラヴァローレ（11牡 サクラプレジデント）２勝，�８勝�

４代母 サクラメグミ（86黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，フローラＳ‐OP，アイビーＳ‐OP
［子］ サクラティガー（98
 ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別
［孫］ アビリティラヴ（10牡 ＊マイネルラヴ）４勝，オルフェーヴルＣ‐OP ３着，

ブラッドストーンＳ

５代母 スーパービツク（78黒鹿 ＊ボールドリツク）�２勝
［子］ サクラハイスピード（88牡 トウシヨウボーイ）３勝，いちょうＳ‐OP，etc.，

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

アサカプリンセス（87牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯沢特別２着

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： �谷岡スタット
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

115 サクラエミネント２０２０ 牡・鹿 ５／２０
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

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

��
��
�タニノクリスタル鹿 1999 ＊タニノシーバード

＊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サクラエミネント サクラバクシンオー

��
��
�サクラレイリ鹿 2009 サクラスイートキス

＊ウオーホイツスル 4c
Hail to Reason S4×M5 Graustark S4×S5 マルゼンスキーM4×M5

価格： 購買者：



母 サマーソルスティス（14栗 ＊サマーバード）��４勝
初仔

２代母 チアズヒカリ（00鹿 マヤノトップガン）４勝，北陸Ｓ‐L ３着，鶴ヶ城特別，
�１勝
レーザーインパクト（09牡 ディープインパクト）２勝，障害１勝
ユイマール（12� ネオユニヴァース）１勝，��４勝
コトブキハウンド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，��４勝
エコロブラスト（18牡 ディープブリランテ）��２勝

３代母 ＊サラトガシャドーズ（90 USA黒鹿 Saratoga Six）USA３勝

４代母 ドリームティームDream Team（85 USA黒鹿 Cox's Ridge）USA３勝，オ
ークリーフＳ‐G1，アノアキアＳ‐G3，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
［子］ オリエンテイトOrientate（98 牡 Mt. Livermore）USA10 勝，ＢＣスプリ

ント‐G1，フォアゴーＨ‐G1，アルフレッドＧヴァンダービルトＨ
‐G2，etc.，種牡馬

ストルワートリー Stalwartly（03 牡 GoneWest）USA３勝，Nevill S
‐R，種牡馬

オリンピックキャットOlympic Cat（94� Storm Cat）USA４勝，スポ
ートペイジＨ‐G3 ２着

５代母 ライクリーダブル Likely Double（73 USA鹿 Nodouble）USA５勝，リト
ルシルヴァーＨ‐G3，Miss Tropical H３着
［子］ グリエニケGlienicke（84 牡 Hostage）FR２勝，P. Matchem‐L ２着，

ギシュ賞‐G3 ３着，P. de la Ville de Trouville‐L ３着
［曾孫］ ラヴマイケイティ Love My Katy（12 牝 Circular Quay）PR２勝，C.

Eduardo Cautino Insua‐L
タップショー Tap Show（03� Pleasant Tap）USA・CAN10勝，V
aledictory S‐L ２着

アイスフォーレスト Ice Forest（99 牝 Pine Bluff）USA５勝，Zydeco
S３着

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

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊ Birdstone

�
�
�
�
�

��
��

�サマーバード Hong Kong Squallサマーソルスティス マヤノトップガン

��
��
�チアズヒカリ栗 2014 ＊サラトガシャドーズ

16g
Storm Bird S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 キマグレ（02鹿 サクラバクシンオー）２勝，飛竜特別（芝 1000）
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－５（10）〕
キママホウダイ（09牡栗 オレハマッテルゼ）入着２回，�２勝
ジンセイハオマツリ（10牡黒鹿 オレハマッテルゼ）２勝，高砂特別（芝 1200）２着，

萌黄賞（芝 1200）３着，�１勝
イロリ（11牝鹿 サムライハート）１勝
イナフイズイナフ（13牡鹿 オレハマッテルゼ）�３勝
フライングデビル（14牝鹿 アドマイヤマックス）�１勝
キシャポッポ（16牡鹿 ルースリンド）�３勝
ジャッカル（18牡青鹿 リオンディーズ）�２勝
スリック（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 シューティンスター（89鹿 ＊スリルシヨー）入着３回
スカイシューター（96牡 サクラバクシンオー）１勝
アイライクエンカ（98牡 フジキセキ）２勝，笹山特別２着，新津特別３着
ヒカッテル（99牡 メジロマックイーン）１勝

３代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝
サンシャインステラ（90牝 ＊トニービン）入着２回

サンプレイス（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，新潟記念‐Jpn3，中山記念
‐Jpn2 ３着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

メイグレイス（07牝 ネオユニヴァース）不出走
キャプテンペリー（13� ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，芙
蓉Ｓ‐LR ３着，市川Ｓ，etc.，障害２勝

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

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

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

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990
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＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモキマグレ ＊スリルシヨー

��
��
�シューティンスター鹿 2002 ステラスポート

＊マジツクゴデイス 1s
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クィーンズトレイル（08鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
シンボリトレイル（15牝鹿 キングカメハメハ）�２勝
パッションフラワー（16牝鹿 ロードカナロア）��２勝
ロードウィリアム（17牡鹿 エピファネイア）��１勝
クモリナキマナコ（19牝鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ヴェイパートレイル（01鹿 ＊カーネギー）１勝
ダノンシンフォニー（10牡 アグネスタキオン）４勝，美作特別，胎内川特別，大原

Ｓ２着，美濃特別２着

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワンＳ‐Jpn2，

毎日王冠‐Jpn2，ＮＺトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優古牝
ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞‐Jpn3 ２

着，外房Ｓ，etc.
トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2

２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.
＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，京成杯オー

タムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.
シンコウビューティ（93牝 Caerleon）不出走

ハッピールック（98� ＊トニービン）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海道Ｓ‐L，
ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ２着，etc.

サンタフェトレイル（94牝 ＊ノーザンテースト）５勝，福島ＴＶ杯，長万部特別，若
潮賞，etc.
キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念‐Jpn2，

京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，etc.，種牡馬
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札幌日刊スポ

ーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２歳Ｓ

‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，etc.
チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネＳ

‐LR，オークス‐G1 ２着

販売申込者・所有者： 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

118 クィーンズトレイル２０２０ 牡・黒鹿 ３／２２
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアクィーンズトレイル ＊カーネギー

��
��
�ヴェイパートレイル鹿 2008 ＊ハッピートレイルズ

4d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クォーク（06栗 ネオユニヴァース）�９勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（11）〕
ブラフマン（15牡栗 ＊カジノドライヴ）�２勝���入着２回
クリノソルアステカ（16牡栗 ＊プリサイスエンド）��１勝�１勝
タイムオブザーバー（17牝鹿 ルースリンド）��３勝	１勝�２勝��
コウユーオトコマエ（18牡鹿 キングヘイロー）��１勝

２代母 ＊ファーディーン（95 USA栗 ＊ファーディナンド）２勝，きんせんか賞
ノワゼット（01牝 ＊ウォーニング）出走

ミナレット（10牝 スズカマンボ）５勝，ターコイズＳ‐L，ヴィクトリアマイル
‐G1 ３着，パラダイスＳ‐OP ３着，豊栄特別，朝日岳特別２着，etc.

フェリサティー（03牝 ＊タバスコキャット）�２勝
ラスカーラ（04牝 ＊オペラハウス）１勝
トロイオンス（05
 ＊コロナドズクエスト）２勝
デプラータ（07牡 ＊グラスワンダー）２勝，��１勝
ベルボーム（13牝 フサイチリシャール）�16 勝�

３代母 コンキストConquisto（84 USA栗 Conquistador Cielo）USA１勝
＊バンフ（93牡 ＊オジジアン）３勝，大阪－ハンブルクＣ‐OP ２着，淡路特別，琵琶

湖特別２着，etc.

４代母 ガウリGauri（78 USA栗 Sir Ivor）USA４勝，High Voltage S２着
［子］ ヴィスワWisla（83 牝 Danzig）USA６勝，Sarsar S‐L，Honorabl

e Miss S‐L，マスケットＳ‐G1 ２着
［孫］ ドローDraw（93牡 Private Account）USA５勝，R.R.M. Carpenter Jr

. Memorial S‐L，ウェストチェスターＨ‐G3 ２着，Gulfstream U
nbridled S‐L ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ センセイション Sensation（03牝 Dixie Union）USA３勝，アスタリタ
Ｓ‐G3，Dearly Precious S２着，Road Princess S３着

サンニコラス San Nicolas（98 牡 Go for Gin）USA５勝，Kingland S
‐L，Forty‐Niner H‐L，Bergen County S‐L ２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

119 クォーク２０２０ �・鹿 ３／１５

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスクォーク
＊

＊ファーディナンド

��
��
�ファーディーン栗 2006 Conquisto

1l
Mr. Prospector S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊グランドアメリフローラ（04 USA鹿 Grand Slam）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３）〕
ツァーリ（11牡栗 スペシャルウィーク）１勝
バルビエール（12牡鹿 ゼンノロブロイ）２勝，種市特別（芝 2000）

２代母 レイディアメリフローラ Lady Ameriflora（94 USA栗 Lord Avie）USA２勝
フォーチュネトデイヴ Fortunate Dave（99牡 Lear Fan）GB１勝，GB障害４勝
ディッピンチップスDip N Chips（01 牝 Benny the Dip）USA１勝

３代母 アメリフローラAmeriflora（89 USA鹿 Danzig）不出走
＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚記念

‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，京王杯スプリングＣ‐Jpn2，
京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬

ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイアナＨ‐G1，
ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，レイクプラシドＨ‐G2，etc.

＊レッドレイヴン（10牡 Smart Strike）６勝，巴賞‐LR，ディセンバーＳ‐L，福
島民報杯‐L，etc.

アメイズメントAmazement（11 牝 Bernardini）不出走
カーネルリアム Colonel Liam（17牡 Liam's Map）�USA６勝，ターフ
クラシックＳ‐G1，ペガサスワールドＣターフ招待Ｓ‐G1，ムニスメモ
リアルクラシックＳ‐G2，etc.

アルサリブ Al Tharib（04 牡 Silver Hawk）GB２勝，セプテンバーＳ‐G3 ２着
メイドンアメリカMaiden America（10 牝 Rock Hard Ten）不出走

テンシティ Ten City（15 牡 Run Away and Hide）USA２勝，バシュフォー
ドマナーＳ‐G3，イロクオイＳ‐G3 ３着，Ellis Park Juvenile S３着

ホープフルグロウス Hopeful Growth（17牝 Tapiture）�USA３勝，モンマ
スオークス‐G3，ブラックアイドスーザンＳ‐G2 ３着

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）USA４勝
［子］ トリビュレイション Tribulation（90牝 Danzig）USA５勝，Ｑエリザベ

ス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリン
グズＨ‐G3，etc.

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

120 グランドアメリフローラ２０２０ �・栗 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊

グランドスラム GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�Grand Slam Bright Candlesグランドアメリフローラ レイディアメリフローラ Lord Avie

��
��
�Lady Ameriflora鹿USA 2004 Ameriflora

12c
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クラールハイト（09鹿 キングカメハメハ）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
リベラシオン（15牝栗 ＊ロージズインメイ）�１勝�１勝
マイネルハイボーン（16牡鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝
バイカル（17牝鹿 ＊ロージズインメイ）���４勝
コスモサルム（19牡栗 スクリーンヒーロー）�未出走

２代母 サオヒメ（02青鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
ティアップサニー（10牝 ＊シンボリクリスエス）入着４回，��１勝
マイネルサージュ（12牡 ＊ハービンジャー）６勝，福島民報杯‐L，七夕賞‐G3 ２着，

白富士Ｓ‐L ３着，オリオンＳ，南武特別，etc.，障害入着３回，�地方未出走
ジュンマシュウ（14牡 ＊ハービンジャー）�４勝
ホウオウヒミコ（16牝 ロードカナロア）�１勝，西湖特別３着，三陸特別３着，�２勝

３代母 ＊ハルカゼ（89 USA鹿 Alydar）５勝，秋嶺Ｓ，茨城新聞杯，サンライズＳ２着
フローラルウインド（06牝 アグネスタキオン）入着２回，��２勝

ダンストンリアン（14牝 スマートファルコン）�１勝�８勝��入着３回，ハ
ヤテスプリント，ウイナーＣ２着，ひまわり賞３着

４代母 ユーフロシニー Euphrosyne（76 USA黒鹿 ＊ジヤツジヤー）USA10 勝，ロン
グアイランドＨ‐G2，ニッカボッカーＨ‐G3，White Rose S，ＷＬマクナイ
トＨ‐G2 ２着，シープスヘッドベイＨ‐G2 ２着，etc.
［子］ ユーフロシニースター Euphrosyne Star（93 牝 ＊ブラッシングジョン）M

EX６勝，C. Jacarandas‐L，C. Independencia‐L
［曾孫］ ロードマルコス Lord Marcos（97 牡 Clackson）BRZ11 勝，ブラジル大

賞‐G1，ＡＢＣＰＣＣ－マティアスマシュリネ大賞‐G1，フロンティ
ン博士大賞‐G2（２回），etc.，種牡馬

ミスターリズンノースMr. Risennorth（97 牡 Music Prospector）BRZ
７勝，ジョゼＣアスンプカン会長大賞‐G3，サンパウロ市長大賞‐G3，
ＡＢＣＰＣＣ－ミリャ杯‐G3 ２着，etc.

ドントゲットサスピシャスDon'tgetsuspicious（06 牝 E Dubai）USA・
CAN17勝，Day Lilly S‐L，Pink Ribbon S‐L，Municipaliti
es Mayors H，etc.

販売申込者・所有者： 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

121 クラールハイト２０２０ 牡・黒鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディープブリランテ
＊ Loup Sauvage

��
��
�ラヴアンドバブルズ鹿 2009 ＊バブルドリーム

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスクラールハイト ＊サンデーサイレンス

��
��
�サオヒメ鹿 2009 ＊ハルカゼ

3j
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S5×M5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 クリアソウル（06栗 ＊アグネスデジタル）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10）〕
シゲルヒラマサ（13牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝
ピースワンパラディ（16牡鹿 ジャングルポケット）�５勝，キャピタルＳ‐L（芝 1600），

青葉賞‐G2 ３着，京都金杯‐G3 ２着，ポートアイランドＳ‐L（芝 1600）２着，
湘南Ｓ（芝 1600），オリエンタル賞（芝 1800），フローラルウォーク賞（芝 1600），
トリトンＳ（芝 1600）２着，魚沼特別（芝 2000）２着，精進湖特別（芝 2000）３着

クリアショット（17牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
シンシアハート（18牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
レジェンドクリア（19牝鹿 ラブリーデイ）�地方未出走

２代母 キャトルセゾン（99栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
スターリーワルツ（04牝 フサイチコンコルド）出走

オレタチセッカチ（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�入着３回，園田
ジュニアＣ２着，兵庫ダービー３着

ミッキーデジタル（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝
ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，関門橋Ｓ３着，渥美

特別３着，�８勝��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着
グラミスキャッスル（13牝 ＊クロフネ）４勝，稲妻Ｓ，飛翔特別，邁進特別２着，閃

光特別２着
ブラックランナー（14牡 ＊クロフネ）３勝，秋明菊賞３着，��６勝�入着４回

３代母 ＊エミネントガール（92 GB栗 Nashwan）出走
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府中牝
馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，マ
イラーズＣ‐G2 ３着，etc.

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： ㈲高山牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6114
生 産 牧 場： ㈲高山牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

122 クリアソウル２０２０ 牡・栗 ４／２５
＊

＊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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawクリアソウル ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャトルセゾン栗 2006 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 グレーストスカーナ（13鹿 マツリダゴッホ）�入着�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ベニノエンゼル（17牝鹿 ルースリンド）���１勝�１勝

２代母 ユタカヒメ（04鹿 ＊ブライアンズタイム）不出走
ユタカクリア（09牝 ＊プリサイスエンド）�１勝
マーセブナカヤマ（11牡 ＊ファスリエフ）１勝
ナイトブラスター（14牡 カネヒキリ）�１勝
レジーナナカヤマ（16牝 ＊バトルプラン）�１勝��１勝

３代母 ユタカダンサー（93鹿 サクラユタカオー）不出走
ダンサーズナカヤマ（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，北斗賞２着，滝桜賞２着
セイウンボールド（02牡 ＊タイキシャトル）１勝，五色沼特別３着，水芭蕉特別３着

４代母 マルノシラオキ（83鹿 マルゼンスキー）１勝
［子］ パワーシンザン（89牡 ミホシンザン）５勝，グリーンＳ，舞子特別（２回），

大原Ｓ２着，etc.，�１勝
セノエティアラ（91牝 ＊ロードザキヤノンズ）４勝，月岡特別，石打特別，
浦安特別２着，etc.

［曾孫］ フォーティクイン（12牝 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝��５勝，
フローラルＣ２着

５代母 カミノシラオキ（74鹿 ＊フロリバンダ）入着３回
［子］ モガミシラオキ（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，北洋特別２着，なでし

こ賞３着，かきつばた賞３着，etc.，�	２勝�
セノエシンゲキ（85牡 ＊マラケート）１勝，須賀川特別３着
トナンハヤブサ（89牡 ＊ロードザキヤノンズ）入着，寺泊特別３着，�３勝

［孫］ アイネスアントラー（91牡 ＊ビシヨツプボブ）３勝，出雲崎特別２着，中
ノ岳特別２着，久慈川特別３着，�３勝��入着

［曾孫］ エーティーダイオー（99牡 サクラチトセオー）６勝，中日新聞杯‐Jpn3
３着（２回），武庫川Ｓ，名古屋日刊スポーツ杯，etc.

カズノリュウセイ（92牡 リードワンダー）１勝，障害１勝，
15 勝��，
中日杯，スプリングＣ（３回），ＪＴＢ賞２着，etc.

販売申込者・所有者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985
生 産 牧 場： 棚川 祐志
飼 養 者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985

123 グレーストスカーナ２０２０ �・鹿 ３／１６
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マツリダゴッホ ＊ペイパーレイングレーストスカーナ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ユタカヒメ鹿 2013 ユタカダンサー

＊フロリースカツプ 3l
Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 クローデル（10鹿 ＊ストーミングホーム）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ヤマノタンキー（16�栗 ジャングルポケット）��２勝
ダイバオーソ（18牡栗 フリオーソ）���１勝
ブランデウェイン（19牡鹿 ヴァンセンヌ）�未出走

２代母 スカルプトレス（01栗 ＊サンデーサイレンス）不出走
サンデーミューズ（07牝 ＊アルカセット）３勝，パールＳ３着
ベルニーニ（09牡 ジャングルポケット）４勝，太宰府特別，関門橋Ｓ２着，名古屋

城Ｓ２着，赤倉特別２着，栄特別２着，etc.
アジャーニ（11牝 ＊コマンズ）入着，��３勝

３代母 シンコウビューティ（93栗 Caerleon）不出走
ハッピールック（98� ＊トニービン）５勝，札幌日経ＯＰ‐L，みなみ北海道Ｓ‐L，Ａ

Ｒ共和国杯‐Jpn2 ２着，etc.

４代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着
［子］ ＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワン

Ｓ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝
ハッピーパス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，京都牝馬Ｓ‐Jpn3，札
幌日刊スポーツ杯‐L，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.

＊タイキマーシャル（92� ＊ダンスオブライフ）８勝，エプソムＣ‐Jpn3，
京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，朱鷺Ｓ‐OP，etc.

［孫］ チェッキーノ（13牝 キングカメハメハ）３勝，フローラＳ‐G2，アネモネ
Ｓ‐LR，オークス‐G1 ２着

キングストレイル（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，セントライト記念
‐Jpn2，京成杯オータムＨ‐G3，東風Ｓ‐L，etc.，種牡馬

コディーノ（10牡 キングカメハメハ）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，札幌２
歳Ｓ‐G3，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，etc.

ロードクロノス（95牡 ＊トニービン）８勝，中京記念‐Jpn3，七夕賞
‐Jpn3 ２着，外房Ｓ，etc.

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念
‐Jpn2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲びらとり牧場＝平取町荷負 �090-2070-2948
生 産 牧 場： ㈲びらとり牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

124 クローデル２０２０ 牡・栗 ５／ １
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meクローデル ＊サンデーサイレンス

��
��
�スカルプトレス鹿 2010 シンコウビューティ

＊ハッピートレイルズ 4d
Mr. Prospector S4×M4×M5 Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 グローリアスセラン（14栗 ディープスカイ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
エンバイロメント（19牡栗 ＊アジアエクスプレス）���入着

２代母 ＊クレバーマリリン（05 USA栗 GoneWest）出走

３代母 カシス Cassis（00 USA鹿 Red Ransom）GB・FR・IRE・USA２勝，ミュ
ージドラＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G2 ２着，ミルリーフＳ‐G2 ３着

４代母 ミンストレスMinstress（83 USA栗 The Minstrel）USA５勝，Bold Princ
ess S‐L，Surfside S，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G3 ２着，Boca Ra
ton H２着，ポインセティアＳ‐G3 ４着，etc.
［子］ フェアデイ Fairday（94牡 Eastern Echo）ITY６勝，Criterium Parte

nopeo‐L ３着
［孫］ ＊ストームソング（94牝 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，etc.
ダイアモンドオーミDiamond Omi（03牝 Giant's Causeway）USA２
勝，オークリーフＳ‐G2

ウフィツィUffizi（03� El Prado）USA７勝，イングルウッドＨ‐G3 ３
着，ゴールデンゲイトフィールズターフＳ‐G3 ３着

テイエムノブシオー（03牡 ＊タバスコキャット）５勝，伏見Ｓ，伊吹山特
別，箕面特別２着，etc.

［曾孫］ ハイコットン High Cotton（03牡 Dixie Union）USA４勝，ノーザンダ
ンサーＢＣＳ‐G3，Sir Barton S‐L，Rushaway S‐L，etc.，
種牡馬

シンフォニーシド Symphony Sid（00 牡 Unbridled）USA５勝，カール
トンＦバークＨ‐G3，San Quentin S３着，種牡馬

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

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

ガリアーノGaliano（05牡 Vindication）USA１勝，Minstrel 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： ㈱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

125 グローリアスセラン２０２０ �・栗 ２／２２

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビグローリアスセラン
＊ GoneWest

��
��
�クレバーマリリン栗 2014 Cassis

1o
Secretariat S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ギブミーアチャンス（03鹿 ＊エルコンドルパサー）入着４回，江差特別（芝 1200）
２着，�４勝���
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
イルフォーコン（13牡黒鹿 ナカヤマフェスタ）２勝，松戸特別（Ｄ2400）２着，成

田特別（Ｄ2400）２着，香取特別（Ｄ2400）３着，��入着５回
トリプルプレイ（17牝黒鹿 トーセンホマレボシ）入着，��入着�入着７回
ドラールスルタン（19牡鹿 ラブリーデイ）��１勝

２代母 ＊ペリドット（95 GB鹿 Green Desert）GB１勝
ナムラペガサス（01牡 バブルガムフェロー）１勝
マルカフレンチ（02牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，ジャニュアリーＳ，岩室温泉特

別，葛飾特別，アクアラインＳ２着，羅生門Ｓ３着，障害１勝
フジヤマクリスタル（04牝 タニノギムレット）�１勝	
エリモリリパット（05牝 ＊トワイニング）入着２回，�１勝
エプソムスウィープ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）	１勝
ウインドエルガー（10牡 アドマイヤメイン）�３勝
シェアザジョイフル（12牝 ブラックタイド）１勝，小郡特別３着
アイヅナヨタケ（13牝 ＊フレンチデピュティ）�５勝
オモウツボ（15牝 サムライハート）入着，�	１勝��入着
リックソダネー（16牝 キングヘイロー）��入着�１勝

３代母 アリノヴァAlinova（90 USA鹿 Alleged）GB２勝

４代母 シャルマント Charmante（85 USA栗 Alydar）IRE・USA３勝，Wassl Ra
ce‐L
［孫］ アルドラゴン（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，�２勝�18 勝���，

名古屋大賞典‐Jpn3，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，兵庫ゴールド
Ｔ‐Jpn3 ２着，etc.

アルモラディ Almoradi（14 牡 Top Hat）�UAE・URU14勝，P. Alfre
do de Castro Perez‐L，P. Asociacion Uruguaya Propietarios‐L，
P. Zelmar Michelini‐L（２回），etc.

［曾孫］ ラナウェイ Runaway（07
 Slickly）FR・GER・SWI７勝，ハンザ賞‐G2，
ゲルリンク賞‐G2 ２着，Grand Prix Jockey Club‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲福田牧場＝浦河町東幌別 �0146-28-1519
生 産 牧 場： ㈲福田牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

126 ギブミーアチャンス２０２０ 牡・青鹿 ５／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルギブミーアチャンス
＊ Green Desert

��
��
�ペリドット鹿 2003 Alinova

8h
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ゲイエティ（14栗 タニノギムレット）�１勝��
初仔

２代母 サンシャインバレイ（95栗 ＊サンデーサイレンス）入着
ワスレナイデ（02牝 ＊フレンチデピュティ）出走

モグモグパクパク（10牡 メイショウボーラー）５勝，尾張Ｓ‐L ２着，クリスマ
スローズＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP ３着，上越Ｓ，由比ヶ浜特別，etc.

マルクナッテ（11牝 ローエングリン）１勝，檜原湖特別２着，蔵王特別２着，
筑紫特別３着，筑後川特別３着

ディーエスボランチ（04牡 サツカーボーイ）２勝，新緑賞
クラシックヴィオラ（09牝 ジャングルポケット）�７勝
マイネルサンオペラ（10牡 ＊オペラハウス）４勝，信夫山特別，潮来特別
フミノスナイパー（11� マヤノトップガン）３勝，国東特別３着
ライドオンウインド（12牡 ＊アグネスデジタル）４勝，鳳雛Ｓ‐OP，箕面特別，くす

のき賞，��出走，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ５着
ディアビオラン（15牝 タニノギムレット）１勝

３代母 メイジホリデイ（80栗 ＊ナイスダンサー）入着
メイジサファイア（88牝 ＊パンザー）不出走

ファインルナラック（96牝 ＊カコイーシーズ）３勝，羽鳥湖特別，岩室特別３着
ヴァルドルフ（05牡 ＊デザートキング）１勝，三国特別２着

サスケ（89牡 ＊ミシシツピアン）�５勝���，北斗盃２着，王冠賞３着
アルペンウッセロ（92牝 ホリスキー）３勝，苫小牧特別２着

ゴールデンシンガー（00牡 ＊トニービン）１勝，胎内川特別２着，横津岳特別３
着，湯川特別３着

ローランマアビイ（94牝 ＊リアルシヤダイ）�１勝
ローリーステック（99牡 サクラバクシンオー）１勝，白山特別３着

４代母 メイジガルボ（73栗 ＊フアバージ）５勝，福島大賞典，安田記念２着，中京３
歳Ｓ‐OP，東北３歳Ｓ‐OP
［孫］ シーズプリンセス（94牝 ＊カコイーシーズ）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，

阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
［曾孫］ トーホウアモーレ（03牝 アグネスタキオン）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着

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

127 ゲイエティ２０２０ �・黒鹿 ３／２６
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルゲイエティ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンシャインバレイ栗 2014 メイジホリデイ

＊トリーモス 14c
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 オープンマインド（15鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 レッドベルフィーユ（10栗 アグネスタキオン）入着２回
レッドサイオン（16� ロードカナロア）�４勝，春興Ｓ，ｔｖｋ賞，スピカＳ３着，

アメジストＳ３着

３代母 ＊マンダララ（97 IRE 栗 Lahib）FR１勝
マンデシャMandesha（03牝 Desert Style）GB・FR６勝，ヴェルメイユ賞‐G1，

アスタルテ賞‐G1，オペラ賞‐G1，コリーダ賞‐G2，etc.
マンドゥールMandour（09 牡 Smart Strike）GB・FR３勝，Gala S‐L，イ

スパーン賞‐G1 ３着，ドラール賞‐G2 ２着，etc.，種牡馬
マンダリMandali（04� Sinndar）FR２勝，P. de la Porte deMadrid‐L ３着，

FR障害６勝
レッドシェリール（11牝 ゼンノロブロイ）２勝

レッドアルマーダ（16� ロードカナロア）�３勝，ＨＴＢ賞，国分寺特別，二
王子特別

レッドマジュール（12牝 ディープインパクト）３勝，新発田城特別２着，彦星賞２着

４代母 マディリヤMadiriya（87 IRE 栗 Diesis）GB・FR４勝，Galtres S‐L
［子］ マンダールManndar（96 牡 Doyoun）GB・FR・USA４勝，ＷＲターフク

ラシック‐G1，マンハッタンＨ‐G1，Fairway S‐L，etc.，種牡馬
マンディラクMandilak（94 牡 El Gran Senor）GB・FR・ITY８勝，P. di
Lombardia‐L，P. Ambrosiano‐L，エリントン賞‐G2 ３着

［孫］ トゥザマナーボーン To the Manor Born（10牝 Royal Kingdom）IND
４勝，Eve Champion Trophy‐LR，C. N. Wadia Gold Cup‐L
２着，Eclipse S of India‐L ２着

セイントスティーヴン Saint Steven（13� Art Connoisseur）�ITY９
勝，Criterium dell'Immacolata‐L ２着

５代母 マジャナダMajanada（82 IRE 栗 ＊タツプオンウツド）FR１勝，P. de Lian
court‐L ２着，P. de Saint‐Cyr‐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： 藤川ファーム
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

128 オープンマインド２０２０ 牡・鹿 ２／２２
＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムオープンマインド アグネスタキオン

��
��
�レッドベルフィーユ鹿 2015 ＊マンダララ

9c
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ゴールデンフェザー（11栗 キングカメハメハ）�８勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
インセンディオ（17牡鹿 ＊ノヴェリスト）入着４回，��出走��出走
フェザーノユメ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��入着�１勝�

２代母 レディベローナ（96鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
ケイアイベローナ（03牝 ＊クロフネ）出走

クインズストーム（11牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，長良川特別，瓢湖特別２着
クインズサターン（13牡 ＊パイロ）５勝，武蔵野Ｓ‐G3 ２着，マーチＳ‐G3 ２

着，根岸Ｓ‐G3 ３着，平安Ｓ‐G3 ３着，アンタレスＳ‐G3 ３着，etc.，
��５勝��入着２回�

ケイアイロベージ（18� ＊ヘニーヒューズ）�２勝，ユニコーンＳ‐G3 ３着
ルシャンベルタン（08牡 キングカメハメハ）３勝，三陸特別，銚子特別３着
マイネエポナ（09牝 キングカメハメハ）１勝，フェアリーＳ‐G3 ２着，アネモネＳ

‐LR ２着
ゴールドメイン（10牡 ＊ファンタスティックライト）３勝，開成山特別，グッドラッ

クＨ２着，わらび賞２着，潮来特別３着
ホワイトエレガンス（12牝 ＊クロフネ）３勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，藻岩山特別

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

外房Ｓ，etc.
レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，

オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，etc.
トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，

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

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

共和国杯‐G2 ２着，六社Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

129 ゴールデンフェザー２０２０ 牡・栗 ２／ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスゴールデンフェザー ＊サンデーサイレンス

��
��
�レディベローナ栗 2011 ＊シンコウラブリイ

4d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 コウヨウアイリーン（04黒鹿 ダンスインザダーク）４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（13）〕
トーマス（14牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝
アシャカータ（15牡黒鹿 ＊キングズベスト）��３勝��
ハルサエウィズ（16牡黒鹿 ＊ダンカーク）���１勝
ミンミンセレーナ（17牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��６勝

２代母 ＊フォーティース（93 USA鹿 ＊フォーティナイナー）FR３勝
カナハラサンサン（98牡 Caerleon）３勝，稲妻特別２着，須賀川特別３着
カナハライサベラ（00牝 ＊ピルサドスキー）不出走

コウヨウタレイア（09牝 エイシンサンディ）��５勝，優駿スプリント２着
コウヨウマリーン（05牝 マンハッタンカフェ）２勝，郡山特別３着
コウヨウサンデー（06牡 バブルガムフェロー）３勝，由比ヶ浜特別２着，新発田城

特別２着
コウヨウアレス（09牡 マンハッタンカフェ）４勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，朱鷺Ｓ

‐OP ２着，パラダイスＳ‐OP ２着，フリーウェイＳ，勝浦特別，etc.，��２勝
コウヨウチャンス（10牝 ゼンノロブロイ）１勝，�３勝��入着３回

３代母 ブックコレクター Book Collector（85 USA鹿 Irish River）GB・USA４勝，
Scythe H，Columbus Day H‐R ２着
リテラリー Literary（94 牝 Woodman）GB１勝

ヴァレン Valain（03� Grand Lodge）FR・IRE３勝，G.P. Inter‐Regional
des 3ans‐L ２着，GB・IRE障害５勝

４代母 リパティア Lypatia（75 FR鹿 Lyphard）FR・USA２勝，P. d'Alencon
‐L ２着
［子］ リシウス Lycius（88 牡 Mr. Prospector）GB・FR・IRE２勝，ミドルパ

ークＳ‐G1，P. du Haras de la Huderie‐L，英２０００ギニー‐G1 ２
着，etc.，種牡馬

［孫］ エディントン Eddington（04牡 Model Man）SAF５勝，ゴマゴマチャレ
ンジ‐G1，Sea Cottage S‐L，サウスアフリカンクラシック‐G1
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
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＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコウヨウアイリーン
＊

＊フォーティナイナー

��
��
�フォーティース黒鹿 2004 Book Collector

4i
Northern Dancer S5×M5 Tom Rolfe S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊コスモカゼツカイ（09 IRE 栗 Hurricane Run）�１勝�入着�
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ファムファタル（16牝鹿 トゥザグローリー）１勝，��１勝��
キャプテンフック（18牡栗 スピルバーグ）�地方未出走
マルヴェース（19牡芦 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 インティザー Intizaa（96 USA黒鹿 Mr. Prospector）GB入着３回
ハサイスHasayis（01 牝 ＊デインヒル）GB・FR３勝
＊ベイビーローズ（06牝 Singspiel）１勝
スターバック Sturbuck（07� Footstepsinthesand）FR・GER４勝

３代母 ウーマルダーヤOumaldaaya（89 USA鹿 Nureyev）GB・FR・ITY３勝，
リディアテシオ賞‐G2，Lupe S‐L
ハーミ Haami（95 牡 Nashwan）GB・IRE・GER・USA５勝，デズモンドＳ‐G3，

Darley S‐L，Somerville Tattersall S‐L，etc.，種牡馬
＊エブアド（99牝 GoneWest）GB出走

マルモコウテイ（04牡 トウカイテイオー）３勝，青嵐賞２着，南武特別３着
アユーンンAyun（00牝 Swain）GB３勝

アクマル Akmal（06� Selkirk）GB８勝，ヘンリー二世Ｓ‐G2，英ジョッキー
クラブＣ‐G3，Noel Murless S‐L，etc.

４代母 イストワールHistoire（79 FR黒鹿 Riverman）FR１勝
［子］ ＊エルハーブ（91牡 Chief's Crown）GB４勝，英ダービー‐G1，ダンテＳ

‐G2，エクリプスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
イスパノリア Hispanolia（85 牝 Kris）FR２勝，P. Melisande‐L，
P. deMeudon‐L ２着，P. Charles Laffitte‐L ２着

［孫］ シャイビア Chaibia（03 牝 ＊パントレセレブル）FR・USA３勝，プシュ
ケ賞‐G3，P. Finlande‐L，アシーニアＨ‐G3 ２着，etc.

ヴィランドリー Villandry（09� Mr. Greeley）USA・CAN５勝，リヴァ
ーシティＨ‐G3，Opening Verse S２着，シカモアＳ‐G3 ３着

ワディラム（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，米子Ｓ‐L，乙訓特別，東
山特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2562
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763
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＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊

ハリケインラン Montjeu

�
�
�
�
�

��
��

�Hurricane Run Hold Onコスモカゼツカイ インティザー Mr. Prospector

��
��
�Intizaa栗IRE 2009 Oumaldaaya

1w
Mr. Prospector M3×S5 Sadler's Wells S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 コパノマルコリーニ（04栗 マヤノトップガン）�出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９），地方－２（３）〕
ジパングティアラ（09牝鹿 ＊スタチューオブリバティ）�１勝
サイモンラムセス（10牡鹿 ブラックタイド）５勝，小倉大賞典‐G3 ３着，グリーン

Ｓ（芝 2400），シンザンＣ（芝 1400），オーストラリアＴ（芝 1800）２着，鴨川特別
（芝 2000）２着，須磨特別（芝 1800）２着，甲東特別（芝 1600）２着，江の島特別
（芝 1600）２着，ｔｖｋ賞（芝 1800）２着，北野特別（芝 2000）２着，etc.，種牡馬

クリノコマチ（11牝栗 サンライズペガサス）３勝，国立特別（芝 1400），雪うさぎ
賞（芝 1200）２着，春菜賞（芝 1400）２着，黒松賞（芝 1200）２着

リアン（12牡栗 カネヒキリ）�２勝�入着
オパールムーン（18牝鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着

２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，プリンセスＣ，読売レディス杯２着

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
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.
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.
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： ㈲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
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＊ 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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズコパノマルコリーニ ＊リアルシヤダイ

��
��
�ステファーナ栗 2004 ダイナコマネチ

＊ニアーリーズン 22b
Hail to Reason S4×M5×M5 Roberto M4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊サパス（02 USA栗 Kingmambo）FR１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（17）〕
ティンパニー（10牝栗 ＊バゴ）入着，�２勝
バゴガエシ（12牡栗 ＊バゴ）�２勝
ジャストフォファン（13牡鹿 ＊バゴ）��入着�７勝��１勝�５勝�入着２回，

王冠賞（Ｄ1800），オパールＣ（芝 1700）２着，北斗盃（Ｄ1600）２着，せきれい
賞（芝 2400）３着，北海優駿（Ｄ2000）３着

ヴィーナスフローラ（14牝栗 ハーツクライ）３勝，ポプラ特別（Ｄ1700）２着，小
樽特別（芝 1200）２着

カミマミタ（16牝栗 ＊トビーズコーナー）���入着６回

２代母 ヴェリートルー Very True（92 USA栗 Proud Truth）USA６勝，レアトリ
ートＨ‐G3，Montauk H‐R，レイディーズＨ‐G2 ３着，Montauk H‐R
２着，Yaddo H‐R ２着，etc.
プラネタリープールズPlanetary Pools（99 牝 ＊スピニングワールド）FR１勝
アルニターク Alnitak（01 牡 Nureyev）FR・NOR・SWE・DEN３勝，パリ大賞

‐G1 ３着，Valley Chapel Memorial‐L ２着，Valley Chapel Memoria
l‐L ３着，Walter Nilsens Minnelop‐L ３着

３代母 トレイボーンTray Bone（85 USA栗 Le Fabuleux）不出走
レッドラディオール Red Radior（95 牡 EndsWell）PR４勝，C. Norman H. Dav

ila‐L
ディクシーズヒーローDixie's Hero（00	 Skip Away）USA３勝，John D. Mar

sh S‐R ２着

４代母 ティビアTibia（72 USA鹿 Gray Phantom）USA１勝
［孫］ ハイランドヴィクセン Highland Vixen（93牝 Highland Ruckus）USA

５勝，Star Shoot S‐L，Polite Lady H，Fanfreluche S‐R，etc.
［曾孫］ サンダータッチ Thunder Touch（01牡 Gulch）USA６勝，フォールハ

イウエイトＨ‐G3，Vincent A. Moscarelli Memorial H‐L，ボール
ドルーラーＨ‐G3 ３着，種牡馬

ザフルサークル Thefull Circle（99	 Unbridled's Song）USA５勝，
Princeton S，Rushing Man S‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲ベルモントファーム＝新冠町万世 �0146-49-5324
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832
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＊

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

＊

キングマンボ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Kingmambo Miesqueサパス ヴェリートルー Proud Truth

��
��
�Very True栗USA 2002 Tray Bone

A4
Mr. Prospector M3×S4 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 サウンドビクトリー（14鹿 ＊サウスヴィグラス）入着３回，�３勝
初仔

２代母 メジャービクトリー（02黒鹿 ＊ヘクタープロテクター）�５勝，サラブレッド
ヤングＣｈ
ルチルマニッシュ（09牝 ＊グラスワンダー）�２勝
アユミドンドン（12牝 ＊グラスワンダー）�２勝
マイネルビクトリー（13牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，灘Ｓ２着，チバテレ杯２着，

伊勢特別２着，八王子特別２着，濃尾特別３着，etc.，�３勝
リボース（15牝 ＊グラスワンダー）�２勝�１勝��１勝�，ライデンリーダー記念２着
ダイユウゲネシス（16� ナカヤマフェスタ）	��出走�３勝

３代母 シルキーマニッシュ（95鹿 ＊リズム）３勝，秋保特別，十和田湖特別２着
シルクマイスター（01牡 マヤノトップガン）３勝，恋路ケ浜特別３着
シルクアヴァロン（03牡 ＊グラスワンダー）３勝，三河特別，鞍ケ池特別，�11 勝


４勝��入着３回��，くろゆり賞３着
デンコウオクトパス（07牡 マヤノトップガン）４勝，障害５勝，東京ハイジャンプ

‐JG2，京都ジャンプＳ‐JG3，東京ジャンプＳ‐JG3，etc.

４代母 ＊スポーデズブルー（87 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB２勝
［子］ ヒロアンジェロ（05牝 ＊グラスワンダー）３勝，�３勝��１勝，トゥイ

ンクルレディ賞，道営記念２着
チノハテマデモ（04牝 トウカイテイオー）２勝，魚沼特別２着，磐梯山特
別３着，層雲峡特別３着

［孫］ キタノオクトパス（17牡 フェノーメノ）	３勝，鋸山特別，天の川Ｓ２着，
��入着，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着

５代母 ウェッジウッドブルーWedgewood Blue（77 USA鹿 Sir Ivor）IRE１勝
［孫］ ミスジョージMiss George（98牝 Pivotal）GB８勝，Fleur de Lys S‐L

デイヴズベストDave's Best（00� Bishop of Cashel）HKG８勝，In
ternational Mile Trial‐L，Juvenile Sprint Trophy‐L，香港マイ
ル‐G1 ３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： 山岸ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6699-0027

134 サウンドビクトリー２０２０ �・栗 ４／１１
アグネスタキオン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープスカイ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊アビサウンドスカイ
＊ GoneWest

��
��
�アンジェラスキッス栗 2013 River Fairy

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターサウンドビクトリー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�メジャービクトリー鹿 2014 シルキーマニッシュ

＊スポーデズブルー 8h
Mr. Prospector S4×M5×M5×M5 Riverman S5×M5

価格： 購買者：



母 サンメンフィス（11栗 マイネルセレクト）入着，��８勝
〔産駒馬名登録数：３〕
フロイントシャフト（18牡栗 トゥザワールド）���出走
ケイティソルジャー（19牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�入着

２代母 カヤドールージュ（02栗 ＊クロコルージュ）１勝

３代母 ＊ビーマイフアイア（86 IRE 栗 Be My Guest）不出走
ウイニングリバー（93牝 ＊ムーンマツドネス）�４勝

マイネルブルック（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，きさらぎ賞‐Jpn3，寒竹
賞，葉牡丹賞２着

ケイティラブ（04牝 ＊スキャン）５勝，アイビスサマーダッシュ‐G3，稲妻特別，
ＴＶユー福島賞３着，etc.
マイネルエメ（15牡 ステイゴールド）１勝，こうやまき賞３着，��９勝��

ビーマイナカヤマ（94牡 ＊エブロス）７勝，ガーネットＳ‐Jpn3（２回），etc.，�１
勝��１勝��２勝	１勝�１勝
入着，とちぎマロニエＣ‐Jpn3，朱鷺大賞
典‐Jpn3，etc.，種牡馬

ファンドリウイナー（96牡 ニホンピロウイナー）２勝
マーブルステラ（98牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝，別府特別２着
マイネルフォーグ（04牡 ＊スターオブコジーン）２勝，谷川岳Ｓ‐L，ＮＺトロフィー

‐Jpn2 ２着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
ケイティローレル（06牝 サクラローレル）入着，�２勝

ケイティブレイブ（13牡 アドマイヤマックス）�３勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，etc.，
�１勝��６勝�１勝１勝，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，etc.

ケイティマドンナ（16牝 サクラプレジデント）�入着３回，��２勝，ロジー
タ記念３着

４代母 ファイアアンドアイス Fire and Ice（76 FR栗 Reliance）FR出走
［曾孫］ ホンコンレジェンド Hongkong Legend（05� Mull of Kintyre）SWE

・DEN８勝，Copenhagen GoldenMile‐L ２着

５代母 グロリファイイングGlorifying（71 USA栗 Ribot）FR１勝，P. Francois A
ndre３着

販売申込者・所有者： ㈲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

135 サンメンフィス２０２０ �・栗 ４／１７
＊ 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

＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルセレクト ウメノアスコットサンメンフィス ＊クロコルージュ

��
��
�カヤドールージュ栗 2011 ＊ビーマイフアイア

1s
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラカスケード（05青 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
キングモーリス（13牡青鹿 サクラオリオン）��１勝
スリーポイント（15牡青鹿 サクラオリオン）���５勝
クラールス（16牡青鹿 ＊エーシンフォワード）��６勝�入着
シャドーボール（18牡黒鹿 ローエングリン）��入着２回
アバンダンス（19牡鹿 パドトロワ）��入着

２代母 サクラフューチャー（96栗 サクラユタカオー）３勝，精進湖特別，アプローズ
賞２着
サクラシャイニー（06牡 サクラプレジデント）４勝，霜月Ｓ‐L ３着（２回），天保山

Ｓ‐OP ３着，摩耶Ｓ，シャングリラ賞，etc.，�１勝�15 勝�１勝��１勝，
兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ３着，etc.

サクラエルドール（07牡 サクラプレジデント）２勝，百日草特別，逢坂山特別３着
サクラプリエール（08牝 サクラプレジデント）１勝

３代母 ＊ローラローラ（85 FR栗 Saint Cyrien）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着
サクラファビユラス Sakura Fabulous（90 牝 Fabulous Dancer）FR入着５回

＊ラタフィア（99牝 Cozzene）５勝，北摂特別，元町特別，月岡特別３着，etc.
エピセアローム（09牝 ダイワメジャー）４勝，セントウルＳ‐G2，小倉２
歳Ｓ‐G3，セントウルＳ‐G2 ３着，etc.

アッラサルーテ（13牝 ダイワメジャー）４勝，アネモネＳ‐LR ２着，南総
Ｓ２着，水無月Ｓ２着，etc.

＊サビアーレ（00牝 Capote）１勝，菜の花賞‐OP ２着
カポーティスター（09牡 ハーツクライ）４勝，日経新春杯‐G2，日経賞
‐G2 ２着，北野特別，etc.

サクラローレル（91牡 RainbowQuest）９勝，有馬記念‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1，
オールカマー‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，年代表，優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： �谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： �谷岡スタット
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

136 サクラカスケード２０２０ 牡・鹿 ５／３０
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Colorspinメイショウサムソン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジサクラカスケード サクラユタカオー

��
��
�サクラフューチャー青 2005 ＊ローラローラ

14
Northern Dancer S4×S5 Princely Gift S5×M5

価格： 購買者：



母 サマーアクトレス（05黒鹿 サクラバクシンオー）３勝，石打特別（芝 1600），鎌ケ
谷特別（芝 1800）２着，尖閣湾特別（芝 1800）２着，桑折特別（芝 1800）３着，織姫
賞（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（14）〕
ウインアヴァンティ（12牡黒鹿 ＊コンデュイット）�13 勝
ウインミストレス（14牝黒鹿 キングカメハメハ）１勝
マルカンアクトレス（17牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）��１勝

２代母 サンデースクリーン（94青鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
エプソムスターダム（00牝 ＊コマンダーインチーフ）�５勝
ファーストプレイス（01� ＊コマンダーインチーフ）�２勝
マイネルビスタ（04牡 ＊アフリート）１勝，小名浜特別３着，�４勝�入着６回，北

上川大賞典
バクシンスクリーン（07牝 サクラバクシンオー）不出走

ファイブフォース（14牝 ＊アルデバランⅡ）４勝，函館日刊スポーツ杯，稲光特
別，しらかばＳ２着

アクアベール（11牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
カツカモ（12� ＊アグネスデジタル）���８勝�１勝	入着
スクリーバ（14牝 ＊アグネスデジタル）�２勝�７勝

３代母 ネクストムービー（85栃栗 ＊デイクタス）２勝，甲武特別２着，伏見特別２着，
紫野特別３着，木津川特別３着，猪名川特別３着
サイレントトーキー（91牡 ＊アレミロード）５勝，松籟Ｓ，鳴滝特別，万葉Ｓ２着，etc.
コメットハンター（92牝 ＊キャロルハウス）２勝，矢車賞２着，明石特別３着，あず

さ賞３着，etc.
ムービースクリーン（93牝 ＊トニービン）１勝，アジアＪＳ（２）２着，胎内川特別２着

マイネルディーン（09牡 ダンスインザダーク）５勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，
福島ＴＶＯＰ‐L ３着，福島民報杯‐L ３着，etc.

シュテルンプレスト（99牝 ＊アフリート）３勝，ＴＶＱ杯２着，新涼特別３着

４代母 ダイナビーム（79栃栗 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ ムービースター（86牡 ＊デイクタス）９勝，中山記念‐Jpn2，中京記念

‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

137 サマーアクトレス２０２０ 
・青鹿 ４／２９

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサマーアクトレス ＊サンデーサイレンス

��
��
�サンデースクリーン黒鹿 2005 ネクストムービー

＊ビーチマスト 21a
ノーザンテーストM4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 クリヤマキアート（09栗 ＊クロフネ）��２勝，ローレル賞（Ｄ1600）３着，鎌倉
記念（Ｄ1500）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
レーヴエモーション（18牝鹿 ＊パイロ）���１勝
シゲルハナノレン（19牝芦 ゴールドシップ）�未出走

２代母 アティーナラビット（02鹿 ＊フォーティナイナー）３勝
ティーケイラビット（08牝 ＊シンボリクリスエス）�６勝��入着
サオリラビット（10牝 タニノギムレット）�１勝�１勝
ミスキティラビット（11牝 ステイゴールド）�５勝��１勝
マーヤ（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 パーティランド（93鹿 ＊ミルジヨージ）３勝
トキメキ（00牝 ＊ウォーニング）出走

スターオブペガサス（06牡 ＊カコイーシーズ）�１勝��２勝，九州ジュニアＣ
ｈ３着

カガヤケラビット（01牝 ＊デヒア）１勝
ケイティマーヤ（13牝 アドマイヤマックス）�２勝�１勝�２勝�４勝��３

勝，加賀友禅賞
マイネルフェスタ（05牡 ＊スターオブコジーン）２勝，浄土平特別
シルバーラビット（08牡 ＊シルバーチャーム）�１勝，イノセントＣ３着

４代母 ダイナバルカロール（84鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
［孫］ プラネットワールド（04牝 ＊カコイーシーズ）	34 勝��，建依別賞，黒

潮マイルＣｈＳ３着

５代母 ＊クレアーブリツジ（67 USA鹿 Quadrangle）USA入着４回
［孫］ サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣ

Ｃ‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

［曾孫］ サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記
念‐G3，鳴尾記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 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

138 クリヤマキアート２０２０ 
・栗 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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリヤマキアート ＊フォーティナイナー

��
��
�アティーナラビット栗 2009 パーティランド

＊クレアーブリツジ 13c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 クーヴェルチュール（04黒鹿 ＊ブラックホーク）５勝，キーンランドＣ‐Jpn3，バ
ーデンバーデンＣ‐L（芝 1200），福島民友Ｃ‐L（芝 1200）２着，アイビスサマーダ
ッシュ‐Jpn3 ３着，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（２）〕
ペルージャ（12牝黒鹿 マツリダゴッホ）�２勝�入着
アンナトルテ（13牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
ライデンバローズ（14牡芦 ＊クロフネ）３勝

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

賞‐OP ２着
マイスターシャーレ（03牡 サツカーボーイ）�２勝

３代母 コステューム（89芦 ＊メンデス）不出走

４代母 テンプルバンブー（73栗 ＊プロント）不出走
［子］ イブキマスター（82牡 ＊オンリーフオアライフ）２勝，萩Ｓ‐OP

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

ウオーターポロ（84牡 ＊サンシー）２勝，春日山特別
［孫］ ファインブリッジ（88牡 ホスピタリテイ）��10 勝，埼玉新聞杯２着，Ｔ

Ｖ埼玉杯３着

５代母 ニンバスバンブー（64栗 ＊ニンバス）入着
［孫］ バンブーメモリー（85牡 ＊モーニングフローリツク）８勝，安田記念‐Jpn1，

スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮杯‐Jpn2，etc.，優短距（2回），種牡馬
バンブーゲネシス（89牡 バンブーアトラス）８勝，マーチＳ‐Jpn3，ウイ
ンターＳ‐Jpn3 ２着，アンドロメダＳ‐OP，etc.

［曾孫］ スプリングバンブー（90牝 ＊ワツスルタツチ）６勝，小倉記念‐Jpn3，朝
日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，北九州記念‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 富菜牧場＝浦河町杵臼 �0146-28-1578
生 産 牧 場： 富菜牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

139 クーヴェルチュール２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ８
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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックホーク ＊シルバーレーンクーヴェルチュール ＊ラツキーソブリン

��
��
�ヒカリクリスタル黒鹿 2004 コステューム

＊種正 5h
Nureyev M3×S5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ゴールデンレッグ（13鹿 ブラックタイド）１勝
初仔

２代母 ビクトリークエスト（05鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
デュアルデライト（10牡 ＊プリサイスエンド）�３勝�３勝

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

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

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

釜山Ｓ，津軽海峡特別，etc.
ブロンコーネ（03牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着

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

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

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

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

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

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.

ブラックランナー（03牡 ＊クロフネ）５勝，仁川Ｓ‐L ３着，アレキサンド
ライトＳ，千葉ＴＶ杯，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

140 ゴールデンレッグ２０２０ 	・鹿 ４／ ２
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアゴールデンレッグ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ビクトリークエスト鹿 2013 ミセスビクトリア

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 コンバットアマゾン（09鹿 ダンスインザダーク）�出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
コンバットパンチ（14牡黒鹿 トランセンド）��８勝��入着４回，奥州弥生賞
（Ｄ1400）３着

コンバットミニスタ（16牝鹿 ＊シニスターミニスター）��５勝��入着３回
コンバットナナコ（17牝鹿 トランセンド）���出走
コンバットマジック（18牝鹿 ＊プリサイスエンド）��出走�１勝�
コンバットコーラル（19牡黒鹿 ＊ベーカバド）��出走

２代母 クワンインサン（00鹿 ＊ウォーニング）�入着４回
コンバットキック（05牡 タヤスツヨシ）�７勝��，金杯
ミスターサイゴン（08牡 ＊タップダンスシチー）�２勝��入着３回�
ブラックグランデ（11牡 ブラックタイド）�３勝

３代母 カバリセリエ（93鹿 ＊リズム）入着４回
エスデイブレイク（04牡 ＊リンドシェーバー）入着，�１勝�８勝	11 勝��，くろ

ゆり賞２着

４代母 カバリダイアナ（83鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ オースミヤマト（90牡 ＊リフアーズスペシヤル）２勝，濃尾特別２着

５代母 カバリダナー（72栗 ＊パーシア）５勝，京都牝馬特別，ビクトリアＣ３着，サ
ンスポ４歳牝馬特別２着，目黒記念（春）３着，サンスポ阪神牝馬特別３着，etc.
［子］ タカラテンリュウ（79牡 ＊インターメゾ）７勝，毎日王冠，ダイヤモンド

Ｓ，東京新聞杯，etc.
カバリエリエース（78牝 ＊ハーデイカヌート）３勝，サンスポ４歳牝馬特
別，クイーンＣ

［孫］ カキツバタフェロー（05牝 バブルガムフェロー）�６勝�１勝�２勝��
入着２回�，ライデンリーダー記念，サラ・プリンセス特別，若草賞
２着，etc.

ヤマトバイアモン（95牡 ＊バイアモン）�11 勝
�１勝�２勝，サラブレ
ッド３歳優駿３着

販売申込者・所有者： 中川 欽一＝日高町賀張 �01456-5-2485
生 産 牧 場： 中川 欽一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

141 コンバットアマゾン２０２０ ・鹿 ５／２５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイコンバットアマゾン ＊ウォーニング

��
��
�クワンインサン鹿 2009 カバリセリエ

＊トライステイングロード 4k
Mr. Prospector S5×S5×M5 Roberto S5×M5

価格： 購買者：



母 ジオパークミューズ（15鹿 ＊キングズベスト）出走
初仔

２代母 ＊キュウナス（99 USA鹿 Irish River）GB１勝
サボタージュ Sabotage（06� Halling）GB・UAE２勝，Aston Park S‐L ２着，

Chester S‐L ３着
ビシエド（17牡 ＊タイキシャトル）���１勝

３代母 サイエダティ Sayyedati（90 GB鹿 Shadeed）入着，GB・FR・IRE・USA
６勝，英１０００ギニー‐G1，ジャックルマロワ賞‐G1，サセックスＳ‐G1，チヴァ
リーパークＳ‐G1，モイグレアスタッドＳ‐G1，etc.
ジェベルアムールDjebel Amour（98 牝 Mt. Livermore）USA２勝

スマートココ Smart Coco（06牝 Smarty Jones）IRE１勝，レパーズタウン１０
００ギニーＴＲ‐G3 ３着
ウッドビーキングWould Be King（15� Lethal Force）�IRE・AUS３
勝，Tetrarch S‐L ２着，Marble Hill S‐L ２着，タイロスＳ
‐G3 ３着

マイロチェスターMy Rochester（11� Sky Mesa）USA２勝，Turf Paradi
se Derby３着

アルムシャハル Almushahar（00 牡 Silver Hawk）GB２勝，英シャンペインＳ‐G2
サイエダティシンフォニー Sayyedati Symphony（05牝 GoneWest）GB入着２回

メフダーイMehdaayih（16 牝 Frankel）�GB・FR・USA４勝，マルレ賞‐G2，
Cheshire Oaks‐L，英ナッソーＳ‐G1 ２着

サイエダティストーム Sayyedati Storm（07牝 Storm Cat）GB出走
スターストーム Star Storm（12牡 Sea The Stars）GB３勝，カンバーランドロ

ッジＳ‐G3，Buckhounds S‐L ２着，Floodlit S‐L ２着，etc.

４代母 デュビアンDubian（82 GB鹿 High Line）GB・IRE・ITY・USA４勝，リ
ディアテシオ賞‐G1，ロイヤルホイップＳ‐G3，英オークス‐G1 ３着，愛オーク
ス‐G1 ３着，フィーニクスチャンピオンＳ‐G1 ４着，etc.
［子］ ゴールデンスネイクGolden Snake（96牡 Danzig）GB・FR・IRE・GE

R・ITY６勝，ガネー賞‐G1，ジャンプラ賞‐G1，オイロパ賞‐G1，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 高村 伸一＝様似町岡田 �0146-36-4666
生 産 牧 場： 高村 伸一
飼 養 者： 高村 伸一＝様似町岡田 �0146-36-4666

142 ジオパークミューズ２０２０ 牡・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaジオパークミューズ
＊ Irish River

��
��
�キュウナス鹿 2015 Sayyedati

9c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ジギースンナー（11青鹿 サムライハート）１勝，��３勝
初仔

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�
ミニレイスター（09牝 ＊シニスターミニスター）��８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）��２勝	入着３回�
エムテイルビー（19牝 タイムパラドックス）�
１勝

３代母 ＊ミスワキジャパン（93 USA鹿 Phone Trick）３勝，下総特別
マイネルイェーガー（00牡 マヤノトップガン）３勝，スプリングＳ‐Jpn2 ３着，黄梅賞
キセキノメガミ（01牝 フジキセキ）入着２回，�１勝

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

ルデンサドルＴ，五色沼特別，etc.，
２勝	入着�
ミルクトーレル（04牝 ダンスインザダーク）３勝，セレブレイション賞，播磨特別

２着，摂津特別２着，etc.
ミルクデール（11牝 キングカメハメハ）不出走
ユナチャン（18牝 ＊マクフィ）��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

143 ジギースンナー２０２０ 牡・鹿 ４／１１
＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サムライハート エアグルーヴジギースンナー ＊ティンバーカントリー

��
��
�ヤマサカントリー青鹿 2011 ＊ミスワキジャパン

16g
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 システーナブルー（08青鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（14）〕
ケイサンホイミ（14牝黒鹿 ＊タイキシャトル）���４勝
ケイヴェイロン（15�青鹿 スマートロビン）�２勝
ケンガイア（16牝黒鹿 トランセンド）���４勝�１勝，ハヤテスプリント
（Ｄ1200），ＯＲＯターフスプリント（芝 1000）３着

バジガクハート（17牝鹿 スマートファルコン）��１勝��１勝
ドンブラコ（18牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝

２代母 セイントセーラ（94鹿 Caerleon）入着
シルクフェイマス（99牡 マーベラスサンデー）９勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，

日経新春杯‐Jpn2，宝塚記念‐G1 ２着，有馬記念‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬
ケンエンデバー（03牝 マーベラスサンデー）３勝，仁山特別
ケンチャメワン（04牝 ＊ミシエロ）��入着

テイエムグッドマン（14牡 ＊アグネスデジタル）�３勝，高瀬川Ｓ２着，鳴門Ｓ
２着，播磨Ｓ３着，津軽海峡特別３着，天王寺特別３着，etc.，障害１勝

ケンブリッジエル（06牡 ＊エイシンプレストン）４勝，シルクロードＳ‐G3 ３着，
勝浦特別，雪うさぎ賞，伏見Ｓ２着，中山ウインタープレミアム２着，etc.

ケンブリッジデイズ（12牝 ＊クロフネ）１勝

３代母 ＊マラブー（89 USA栗 Roberto）GB入着
ビワグッドラック（95牝 ＊アジュディケーティング）３勝，ローズＳ‐Jpn2 ２着，

野分特別
ビコーフェザー（04� ＊ホワイトマズル）入着２回，障害３勝，東京ハイジャンプ

‐JG2 ２着，新潟ジャンプＳ‐JG3 ２着，東京ハイジャンプ‐JG2 ３着，etc.

４代母 ラストフェザー Last Feather（79 USA黒鹿 Vaguely Noble）GB・FR２勝，
ミュージドラＳ‐G3，Rochford Thompson Newbury S，英オークス‐G1
３着
［孫］ ＊オーサムフェザー（08牝 Awesome of Course）USA10 勝，ＢＣジュヴェ

ナイルフィリーズ‐G1，ガゼルＳ‐G1，Nasty Storm S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱タツヤファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2859
生 産 牧 場： ㈱タツヤファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

144 システーナブルー２０２０ �・黒鹿 ４／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルシステーナブルー Caerleon

��
��
�セイントセーラ青鹿 2008 ＊マラブー

5g
Mr. Prospector S4×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ジャストアキッス（15鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
初仔

２代母 スローアキッス（02鹿 スペシャルウィーク）１勝
ウインラヴェリテ（10牡 ＊グラスワンダー）１勝
デスティニーラブ（11牝 ＊アグネスデジタル）１勝，ダリア賞‐OP ３着

ビーマイベイビー（18牝 ジョーカプチーノ）�１勝，福島２歳Ｓ‐OP ３着

３代母 ＊ケイシー（85 GB鹿 Caerleon）GB・USA４勝，パークヒルＳ‐G2，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，プリンセスロイヤルＳ‐G3 ３着
ディローンシーDelauncy（94牝 Machiavellian）FR・USA１勝，P. Charles Laf

fitte‐L ２着，P. de Liancourt‐L ３着
デルサルトDelsarte（00 牡 Theatrical）GB・UAE２勝，Newmarket S‐L，キ

ングエドワード七世Ｓ‐G2 ２着，スコティッシュダービー‐G2 ３着，etc.
フェーンヴァウデン Veenwouden（04牝 Desert Prince）GB２勝，英ジョッ

キークラブＣ‐G3 ３着，Noel Murless S‐L ３着
ハンブルアンドプラウドHumble And Proud（06牝 Pivotal）不出走
グローリアスエンパイアGlorious Empire（11� Holy Roman Emperor）
�GB・USA・CAN・HKG10勝，ソードダンサーＳ‐G1，フォートロ
ーダデイルＳ‐G2，ボーリンググリーンＳ‐G2

レジーナムンディ Regina Mundi（07 牝 Montjeu）FR・ITY３勝，P. Paolo
Mezzanotte‐L ３着

＊ロック（16牝 Lawman）FR３勝，オマール賞‐G3
マウンヴラットMaun Vrat（09 牝 Montjeu）GB入着２回
ヴァチャン Vachan（17牡 Whatsthescript）�IND１勝，Madras Gold
Vase‐LR，South India 2000 Guineas‐LR ２着

チャシュニ Chashni（18 牝 Kingda Ka）�IND１勝，Madras Gold Vas
e‐LR

ペリーヌ（97牝 ＊トニービン）不出走
テイエムオーロラ（06牝 マンハッタンカフェ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G3，マーメ

イドＳ‐G3 ３着，西宮Ｓ，etc.
テンザンセイザ（98牡 ＊トニービン）４勝，京都新聞杯‐Jpn2，京阪杯‐Jpn3，オ

ーストラリアＴ‐L，etc.，�２勝

販売申込者・所有者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

145 ジャストアキッス２０２０ �・芦 ４／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudジャストアキッス スペシャルウィーク

��
��
�スローアキッス鹿 2015 ＊ケイシー

1k
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 シャトレーヌ（13黒鹿 ゴールドアリュール）�10 勝
初仔

２代母 タスクミストレス（07黒鹿 キングカメハメハ）出走
プリンセチア（12牝 ダイワメジャー）�２勝�４勝
サンドアート（14牝 ゴールドアリュール）��出走��２勝�
マツリダアシガル（16牡 トーセンラー）�１勝
クロスザルビコン（17牡 フェノーメノ）�１勝，臥牛山特別２着，利尻特別３着
パルヴニール（18牝 ＊キンシャサノキセキ）���１勝

３代母 ワーキングガール（88鹿 ＊パドスール）４勝
クラフトマンシップ（95牡 ＊フレンチグローリー）５勝，函館記念‐Jpn3，函館記念

‐Jpn3 ２着，中山金杯‐Jpn3 ２着，etc.
ワーキングイオン（98牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

ワーキングボーイ（03牡 ＊エンドスウィープ）５勝，藤森特別，太秦Ｓ２着，プ
ラタナス賞３着

クラフトワーク（00牡 ＊ペンタイア）６勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，中山金杯‐Jpn3，函
館記念‐Jpn3，etc.

アクティビスト（02牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回
ナンヨーマーズ（14牡 ハーツクライ）１勝，いわき特別２着，白梅賞２着，川

俣特別３着，��出走
クラフトミラージュ（03牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，新緑賞３着
ラヴォランテ（05� ＊シンボリクリスエス）３勝，長良川特別，初咲賞３着
ガールズトーク（08牝 ステイゴールド）不出走

トーセンナチュラル（12牝 メイショウサムソン）１勝，スイートピーＳ‐LR ２
着，湯浜特別３着

スプリングガール（13牝 トーセンブライト）１勝，��２勝�５勝	入着
，
読売レディス杯２着，トレノ賞２着

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

‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114

146 シャトレーヌ２０２０ �・鹿 ５／ ５
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤシャトレーヌ キングカメハメハ

��
��
�タスクミストレス黒鹿 2013 ワーキングガール

＊ナイトライト 22d
ノーザンテースト S3×M5 Nureyev S4×M4 Northern Dancer S4×S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 シャルロットノアル（04黒鹿 フジキセキ）１勝，サフラン賞（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－１（７）〕
カクテルハット（11牝栗 サクラバクシンオー）�７勝
リヴァイタライズ（13牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
ドーファン（15�鹿 ルーラーシップ）�１勝
ブラックヘイロー（16牡青鹿 ルーラーシップ）�３勝，利根川特別（Ｄ1800），オー

クランドＲＣＴ（Ｄ1800）２着，天の川賞（Ｄ1700）２着，初凪賞（Ｄ1800）３着

２代母 ＊ウィッチズハット（92 USA鹿 Storm Cat）不出走
コスモサーティーン（99牡 ＊スターオブコジーン）２勝，ラジオ福島賞３着
ハリーズコメット（01牡 ＊スターオブコジーン）５勝，京葉Ｓ‐OP，千葉Ｓ‐OP ２

着，カンナＳ‐OP ２着，etc.，�１勝�入着，北海道スプリントＣ‐Jpn3，ク
ラスターＣ‐Jpn3 ３着

ヒカルバローロ（02牡 ＊スターオブコジーン）４勝，西湖特別，フジビュースタンド
Ｓ３着，層雲峡特別３着

トラバント（08牡 ＊タイキシャトル）５勝，羅生門Ｓ，新涼特別，新涼特別２着
アドマイヤシェル（10牡 フジキセキ）３勝，天王寺特別３着
スペルオンミー（11牝 ダイワメジャー）２勝，初霞賞，��１勝

３代母 ミシズハットMrs. Hat（78 GB栗 Sharpen Up）USA１勝
ジャランプル Jalanpur（85 牝 Hagley）ITY３勝，P. Aringo‐L ３着
プルームパピー Plume Poppy（86牝 Hagley）IRE・USA３勝，Orinda H‐L

２着
ミシズウエストMrs. West（90 牝 GoneWest）GB・ITY・USA２勝，P. Novel

la‐L
フィトナ Fitnah（91牝 Fit to Fight）USA３勝

ドリームズギャロアDreams Gallore（96 牝 Silver Ghost）USA５勝，マザー
グースＳ‐G1，ハニービーＳ‐G3，ＣＣＡオークス‐G1 ２着，etc.

フェイトフルドリーム Fateful Dream（97牡 Distant View）FR・USA５勝，イ
ングルウッドＨ‐G3，Sir Beaufort S‐L，アメリカンＨ‐G2 ３着，etc.

アブセントフレンド Absent Friend（00� Runaway Groom）USA・UAE８
勝，エセックスＨ‐G3，フィフスシーズンＳ‐G3 ３着，ローンスターパ
ークＨ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �01456-7-2002
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

147 シャルロットノアル２０２０ 牡・栗 ５／１５
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーシャルロットノアル
＊ Storm Cat

��
��
�ウィッチズハット黒鹿 2004 Mrs. Hat

13b
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シャンハイギャル（02黒鹿 ＊シャンハイ）��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－１（３）〕
サウススターマン（11牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）５勝，霜月Ｓ‐L（Ｄ1400）２着，

すばるＳ‐L（Ｄ1400）３着，天保山Ｓ‐OP（Ｄ1400），播磨Ｓ（Ｄ1400），天王寺
特別（Ｄ1400），河原町Ｓ（Ｄ1400）２着，大阪スポーツ杯（Ｄ1400）２着，桶狭
間Ｓ（Ｄ1400）２着，安芸Ｓ（Ｄ1400）２着，高瀬川Ｓ（Ｄ1400）２着，etc.

サウスグローリー（15牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��３勝

２代母 キールロワイヤル（95黒鹿 ＊リンドシェーバー）入着４回
レオカーディナル（00牡 サクラバクシンオー）５勝，道新スポーツ杯，新・白河市

制施行記念，豊橋特別，秋吉台特別２着，etc.，�４勝�，名古屋記念，etc.
テキサスイーグル（04牡 ダイワテキサス）入着，�16 勝�，名港盃，名港盃２着，

尾張名古屋杯２着，オータムＣ３着

３代母 ワールドソロン（78鹿 ＊パーソロン）不出走
ミデオンルビー（83牝 ＊ノーザリー）４勝，浦安特別，伊万里特別，ひめさゆり賞，etc.

フジノウイナーズ（89牡 ニホンピロウイナー）３勝，越後特別２着，月岡特別
３着，ローズマリー賞３着

ナギサ（93牝 ＊マークオブディスティンクション）４勝，京都牝馬特別‐Jpn3
２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，ＨＴＢ賞，etc.
サウンドザビーチ（01牝 ＊アフリート）６勝，薫風Ｓ，etc.，��１勝，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3，エンプレス杯‐Jpn2 ３着

シャドウランサー（97� サクラバクシンオー）５勝，水上特別，浦安特別，妙
高特別２着，etc.，��２勝���

コクトキング（86牡 アスワン）４勝，麦秋賞，佐倉特別，習志野特別２着，etc.，�
６勝��

４代母 ワールドハヤブサ（67栗 ＊ダイハード）４勝，デイセンバーＳ，信夫特別
［子］ ビクトリアクラウン（79牝 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイ

ーンＳ，クイーンＣ，etc.，優２牝，優３牝
［曾孫］ 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

販売申込者・所有者： 武田 修一＝新冠町高江 �0146-47-2452
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

148 シャンハイギャル２０２０ 牡・鹿 ６／ ５

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Procida

�
�
�
�
�

��
��

�シャンハイ Korveyaシャンハイギャル ＊リンドシェーバー

��
��
�キールロワイヤル黒鹿 2002 ワールドソロン

＊ビユーチフルドリーマー 12
Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 シュヴァルツィーナ（14鹿 ＊カジノドライヴ）��入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
ポジティブガール（19牝栗 ＊バトルプラン）�未出走

２代母 シュヴァルツ（02黒鹿 ＊ディアブロ）�５勝�１勝
サムサラ（08牝 ＊シルバーチャーム）�２勝
キャンディウイン（09牝 ＊ルールオブロー）�１勝��１勝�
ビックマウンテン（12牡 ＊シニスターミニスター）１勝
シュヴァノーティ（15牡 ＊モンテロッソ）�１勝�２勝��入着

３代母 シンツインクル（94鹿 ミスターシービー）不出走
ゴールデンコマツ（99牡 ＊ホワイトマズル）�７勝

４代母 シンウインド（84黒鹿 ＊ウエスタンウインド）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スワンＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2 ２着，ＣＢＣ賞‐Jpn3 ２着，朝日Ｃ
ｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.
［子］ サマーウインド（05牡 ＊タイキシャトル）４勝，�２勝�１勝��２勝	３勝

�２勝�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，クラスターＣ‐Jpn3
カゼノコウテイ（03牡 テイエムオペラオー）２勝，ＮＳＴ賞，月岡温泉特
別２着，etc.，�２勝�３勝
２勝，瑞穂賞，etc.

シンリズム（95牡 ＊リズム）３勝，愛宕特別２着，豊前特別３着，	２勝
�入着

セトノウインド（97牝 ＊ジェネラス）４勝，鳥栖特別２着
クオーターバック（02牡 ＊フォーティナイナー）�１勝�入着３回

［孫］ セトノプロミス（10牡 スパイキュール）４勝，福島放送賞，etc.，	11 勝
��，御厨人窟賞，黒潮スプリンターズＣ，etc.

セトノジェネシス（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝，	７勝
セトノシャトル（15牡 ＊タイキシャトル）�２勝
ヒットナンバー（08牡 リンカーン）入着，	６勝
セトノチーター（13牝 マルカシェンク）入着４回，�２勝	１勝

５代母 ソロナエビス（72栃栗 ＊タマナー）２勝，３歳抽せん馬特別
［子］ シンピロー（78牡 ＊オンリーフオアライフ）２勝，函館３歳Ｓ

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

149 シュヴァルツィーナ２０２０ 牡・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourシュヴァルツィーナ ＊ディアブロ

��
��
�シュヴァルツ鹿 2014 シンツインクル

＊ヴイキユニア 16b
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 シュエット（13黒鹿 ブラックタイド）�４勝，菊水賞（Ｄ1700）
初仔

２代母 ゴッドビラブドミー（04芦 ＊ブライアンズタイム）�７勝
グランシュクレ（12牝 サムライハート）１勝
ジュンヴァリアス（14牡 デュランダル）２勝，調布特別２着，こうやまき賞２着，

賢島特別３着，セントポーリア賞３着
ライジングドラゴン（15牡 カネヒキリ）�３勝，釧路湿原特別，ＴＶｈ賞２着，梅

田Ｓ３着
ミューチャリー（16牡 ＊パイロ）���７勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，Ｊ

ＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，帝王賞‐Jpn1 ４着，川崎記念‐Jpn1 ４着，東
京大賞典‐G1 ５着，etc.

ジュンスピード（17牝 ＊カジノドライヴ）��出走��２勝

３代母 ゴッドインチーフ（96芦 ＊コマンダーインチーフ）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1 ３着，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，桜花
賞‐Jpn1 ４着，エルフィンＳ‐OP，etc.
ゴッドスマイルユー（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，伊吹山特別，石清水Ｓ２着，

宇治川特別２着，etc.
オメガカリビアン（05牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

レディカリビアン（11牝 ソングオブウインド）入着６回，大通特別３着，�２
勝�１勝�入着��

オヤコダカ（12牡 サムライハート）�17 勝�２勝��入着２回，兵庫ジュニア
ＧＰ‐Jpn2 ２着，道営記念２着（２回），笠松ＧＰ２着，etc.

ゴッドカリビアン（13牝 ＊ベーカバド）１勝，十勝岳特別２着，こうやまき賞２着
ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着

ゴッドバンブルビー（16牝 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，陽春Ｓ２着，マカオＪＣ
Ｔ２着

４代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
［孫］ 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： 坪田 晃宜＝日高町豊郷 �090-8636-8749
生 産 牧 場： 坪田 晃宜
飼 養 者： 坪田 晃宜＝日高町豊郷 �090-8636-8749

150 シュエット２０２０ �・黒鹿 ３／ ３

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアシュエット ＊ブライアンズタイム

��
��
�ゴッドビラブドミー黒鹿 2013 ゴッドインチーフ

＊ファーガーズプロスペクト 3d
Roberto M4×S5 Mr. Prospector S5×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ジュエリークイーン（03鹿 フサイチコンコルド）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
プリモティノス（10牝芦 アドマイヤコジーン）�１勝
ハートビジュー（11牝鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝
ホシルミエール（13�鹿 ヴァーミリアン）�入着２回，障害１勝，�３勝
ラタウィ（16牝鹿 トーセンラー）��出走
ブルースカイラニ（19牡芦 ＊ラニ）�地方未出走

２代母 ＊ジュエルヒル（93 USA鹿 Danzig）不出走
ゼリービーン（00牝 ＊タイキシャトル）３勝，登別特別，鞍馬特別３着
エイシンダッシュ（06牡 ＊ワイルドラッシュ）３勝，総武Ｓ，上賀茂Ｓ２着，�２勝

�２勝�３勝�入着３回�，くろゆり賞２着，東海ゴールドＣ３着

３代母 フニストラーダ Funistrada（83 USA鹿 Fappiano）USA７勝，フォールハ
イウエイトＨ‐G2，Honorable Miss S‐L，Revidere H‐L，First Lady H
，フリゼットＳ‐G1 ２着，etc.
コンテディサヴォヤ Conte Di Savoya（89牡 Sovereign Dancer）USA５勝，S

amHouston Sprint Championship H‐L，ブルーグラスＳ‐G2 ２着，ボルテ
ィモアＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

ミニストラーダMinistrada（95牝 Deputy Minister）不出走
ローンスタースカイ Lone Star Sky（00牡 Conquistador Cielo）USA３勝，

バシュフォードマナーＳ‐G3，Cradle S‐L，ブリーダーズフュチュリ
ティ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ラヒーストラーダ Rahystrada（04� Rahy）USA・CAN14勝，アーリントンＨ
‐G3（３回），ケンタッキーＣターフＳ‐G3，リヴァーシティＨ‐G3，etc.

クリサーダ Krisada（96牝 Kris S.）USA５勝，ラプレヴォワイヤントＨ‐G2，ビウ
ィッチＳ‐G3 ３着，Robert G. Dick Memorial S‐L ３着，etc.

ザフワ Zahwah（98牝 Rahy）USA・UAE１勝，アーリントンワシントンラッシー
Ｓ‐G3 ３着
スプリングヴェンチャー Spring Venture（10 牝 Spring At Last）USA・CAN４

勝，ナタルマＳ‐G2，マザリーンＳ‐G3，O.B.S. Championship S‐R

販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

151 ジュエリークイーン２０２０ 	・鹿 ２／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンジュエリークイーン
＊ Danzig

��
��
�ジュエルヒル鹿 2003 Funistrada

4m
Danzig M3×S5 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer M4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ジュトゥヴ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
マッドシェリー（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���４勝

２代母 フミノサチヒメ（03栗 ＊タイキシャトル）４勝，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，藻
岩山特別，小樽特別，礼文特別，おおぞら特別２着，etc.
プローチダ（14牝 ＊ストリートセンス）�３勝�７勝
ココアキャンディ（15牝 アドマイヤムーン）�１勝��入着２回
リュッカ（17牝 キズナ）�入着３回，�２勝

３代母 モリチヅル（91鹿 ＊エブロス）６勝，札幌スプリントＳ‐Jpn3 ３着，オータ
ムスプリントＳ‐OP ２着，納涼Ｓ‐OP ２着，福島ＴＶ杯，オーロＣ，etc.
ワンダーリンド（01牡 ＊リンドシェーバー）１勝，�４勝
フミノテネシー（02牝 ＊ヘネシー）出走

フミノアマゾン（09牝 フジキセキ）出走
エイドローン（14牝 ＊プリサイスエンド）１勝，�２勝	
イチネンプリンス（15牡 ＊シニスターミニスター）１勝，�	２勝��
マーチリリー（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）�１勝

ラブハニー（04牝 マヤノトップガン）
１勝
フミノパシフィック（05牡 ＊ボストンハーバー）４勝，高瀬川Ｓ，鹿島特別，�３勝

�入着
フミノアカデミー（07牡 サクラバクシンオー）１勝
ゴライコウ（11牝 ＊ボストンハーバー）
１勝

４代母 ベルロビン（84鹿 ＊ホツトスパーク）３勝，新春４歳牝馬Ｓ‐OP ２着，サフラ
ン賞，神代特別２着，多摩川特別３着，しゃくなげ賞３着，etc.
［子］ ウイスキーロビン（98牡 アンバーシヤダイ）３勝，有田特別２着

マイネルロビン（94牡 バンブーアトラス）２勝，金北山特別３着

５代母 イセシンプー（77鹿 ＊ムーテイエ）不出走
［子］ ヒサノゴーラン（90牡 ニホンピロウイナー）２勝，戸畑特別

ベルアラベスク（83牝 ＊コインドシルバー）１勝，米山特別２着
ベルノーブル（85牡 ＊イエローゴツド）２勝，初春賞３着

販売申込者・所有者： ㈲谷口牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5463
生 産 牧 場： ㈲谷口牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

152 ジュトゥヴ２０２０ 牡・栗 ３／１９
＊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

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズレオアクティブ ＊オペラハウス

��
��
�レオソレイユ栗 2009 ホマレノプリンセス

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudジュトゥヴ ＊タイキシャトル

��
��
�フミノサチヒメ鹿 2013 モリチヅル

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector S5×M5×M5 Halo S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ジョンコ（04栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
ダイメイハルオ（10牡芦 ＊チチカステナンゴ）入着２回，�１勝�入着３回
トーセンリスト（16牝栗 ＊ノヴェリスト）�３勝，飛騨Ｓ（芝 1400）２着，高尾特別
（芝 1400）２着，木更津特別（芝 1600）２着，雲雀Ｓ（芝 1400）３着，岡崎特別
（芝 1400）３着

ディーズギャラント（17牝栗 ＊ダンカーク）入着，���出走
タイセイラグーン（18牝鹿 ＊ノヴェリスト）���出走
ゼンダンクラージュ（19牡栗 ラブリーデイ）�未出走

２代母 ラストヒット（93栗 ＊スラヴィック）２勝，大雪Ｈ，層雲峡特別，太秦Ｓ３着，
�５勝�２勝��入着�	，北日本オークス，東北優駿
ダッシングハニー（02牝 ＊アサティス）１勝

ラブミーチャン（07牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，
７勝�１勝��６勝�１勝	１
勝�１勝�，全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn2，クラスターＣ‐Jpn3，東京スプリント‐Jpn3，etc.，ＮＡＲ年代表
（2回），ＮＡＲ優２歳，ＮＡＲ優牝馬，ＮＡＲ優古牝（3回），ＮＡＲ優短距
（2回）

マルタシュンプウ（07牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，��９勝
ファーストレディ（08牝 スマートボーイ）出走

アップトゥユー（14牝 ＊サウスヴィグラス）�５勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，ローレル賞，東京プリンセス賞２着，ユングフラウ賞２着，
東京２歳優駿牝馬２着，etc.

ストロングハート（15牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��２勝
，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3，しらさぎ賞，東京２歳優駿牝馬２着，船橋記念３着，しらさ
ぎ賞３着，etc.，ＮＡＲ優２牝

イッシンドウタイ（09牡 スズカマンボ）５勝，マーチＳ‐G3 ２着，ポルックスＳ
‐OP，総武Ｓ‐OP ２着，ベテルギウスＳ‐OP ３着，etc.，�５勝��１勝�
５勝，川崎記念‐Jpn1 ５着，etc.

３代母 ゲートアンドフライ（81栗 ＊クラウンドプリンス）不出走

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

153 ジョンコ２０２０ 牡・鹿 ５／３０
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラジョンコ ＊スラヴィック

��
��
�ラストヒット栗 2004 ゲートアンドフライ

＊パツシングクラウド 5g
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 シグラップマリア（13鹿 ＊スタチューオブリバティ）�７勝�
初仔

２代母 ブライアンオークス（03栗 ＊ブライアンズタイム）�１勝��３勝�入着
トキノガンバレ（09牝 マイネルセレクト）�７勝
ゴールデンパレス（15牝 スターリングローズ）�１勝�８勝
サウンドブライアン（18牡 クリーンエコロジー）�１勝

３代母 ＊グランスオークス（90 USA鹿 Nureyev）FR・USA３勝
ディナイドDenied（98� Bertrando）USA10 勝，サンガブリエルＨ‐G2 ３着，サ

ンタカタリーナＳ‐G2 ３着，Pomona Invitational H‐L ２着
クラウンザキング Crown the King（99牡 Gilded Time）USA２勝，Graduati

on S‐R ２着，種牡馬
スーパーサプライズ（04牝 ＊カリズマティック）��２勝	１勝
１勝，荒炎賞
ダンツホウテイ（05牡 マンハッタンカフェ）７勝，大阪城Ｓ‐L，新潟大賞典‐G3 ２

着，中日新聞杯‐G3 ２着，etc.
アートリョウコ（11牝 ＊タイキシャトル）�１勝��

バビット（17牡 ナカヤマフェスタ）�４勝，セントライト記念‐G2，ラジオＮ
ＩＫＫＥＩ賞‐G3，早苗賞

４代母 ドライフライDry Fly（77 FR鹿 Mill Reef）FR３勝
［子］ ＊フオテイテン（84牡 Nureyev）FR２勝，シェーヌ賞‐G3，仏グランクリ

テリヨム‐G1 ３着，ロベールパパン賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬
［孫］ シアトルリヴァー（88牡 Seattle Song）４勝，若潮賞，摺上特別，おけさ

特別２着，etc.
プローサム（98牡 ダンスインザダーク）４勝，木曽川特別，熱田特別２着
（２回），売布特別２着，etc.

エイシンパーシー（90牡 ＊ノーザンテースト）３勝，中京日経賞，宗谷特
別３着，障害２勝，�１勝

＊ダイワルビアーノ（98牡 Rubiano）１勝，閃光特別２着，湯之谷特別３着
ハウスマスター（94牡 ＊キャロルハウス）２勝，栗駒特別３着，下呂特別３着

［曾孫］ アウレリアコッタ Aurelia Cotta（14 牝 Ashaawes）�SAF４勝，ターフ
フォンテインフィリーズマイル‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 原ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �090-3117-2596
生 産 牧 場： 原ファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

154 シグラップマリア２０２０ �・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 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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�スタチューオブリバティ Charming Lassieシグラップマリア ＊ブライアンズタイム

��
��
�ブライアンオークス鹿 2013 ＊グランスオークス

3l
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
GayMissile M5×M5
価格： 購買者：



母 シルクスパイシー（99黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－５（21）〕
サマルカンド（08牝黒鹿 フジキセキ）��１勝
ソーラーネコ（12牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝�
ギンゴー（13牡鹿 キャプテントゥーレ）３勝，��４勝
シャカリキ（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��４勝
デンコウブレイブ（16牡黒鹿 ＊パイロ）入着３回，��10 勝

２代母 ハシノダーリア（91鹿 ＊リヴリア）不出走
ニューヨークバレエ（01牝 ダンスインザダーク）出走

マイネルバランシン（10牡 ＊グラスワンダー）１勝
ダンツタイガー（02牡 スペシャルウィーク）２勝，ロベリア賞，磐梯山特別３着
デンコウツバサ（08牝 デュランダル）�７勝�１勝

３代母 シヤトウメリー（83栗 ＊シヤトーゲイ）不出走
トミケンクラウン（99牝 ＊ジェネラス）２勝，アネモネＳ‐OP ２着

４代母 メリーブラツト（69黒鹿 ＊テスコボーイ）３勝，ＮＳＴ賞，ひまわり賞
［子］ マイネルグラウベン（85牡 ＊コインドシルバー）３勝，ＮＨＫ杯‐Jpn2，

種牡馬
ミノルジンデン（75牡 ＊ナデイア）４勝，つくし賞
ツキメリー（77牝 ＊シヤトーゲイ）��３勝，東京３歳優駿牝馬，桜花賞
２着，クイーン賞３着，etc.

［孫］ メリーナイス（84牡 ＊コリムスキー）５勝，日本ダービー‐Jpn1，朝日杯
３歳Ｓ‐Jpn1，セントライト記念‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

ワンダーガール（96牝 ＊シルヴァーエンディング）１勝，すずらん賞‐OP，
サロマ湖特別２着，etc.，�３勝	，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着

スピーディシルク（84牝 ＊マナード）５勝，ラジオ福島賞，飯豊特別，新
発田特別，etc.

［曾孫］ シルクジャスティス（94牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，有馬記念‐Jpn1，
京都大賞典‐Jpn2，京都４歳特別‐Jpn3，etc.，種牡馬

シルクライトニング（94牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，皐月賞‐Jpn1 ２
着，若葉Ｓ‐OP，桃花賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

155 シルクスパイシー２０２０ 
・鹿 ３／ ５

＊

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

＊ Lyphard

�
�
�
�
�

��
��

�ダンシングブレーヴ Navajo Princessシルクスパイシー ＊リヴリア

��
��
�ハシノダーリア黒鹿 1999 シヤトウメリー

＊チツプトツプ 4m
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 シンセツ（07鹿 ＊ホワイトマズル）�４勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ハクシュカッサイ（14牡栗 ローエングリン）��３勝��１勝
バイザウェイ（19牡栗 トゥザグローリー）���入着２回

２代母 アサンブラージュ（01栗 ＊タイキシャトル）出走
ディーズブラージュ（10牝 ＊クロフネ）��２勝
コスモアルヘナ（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，八雲特別，奥尻特別２着，小倉

城特別２着，障害１勝
バカラボナセーラ（13牝 ナカヤマフェスタ）��３勝�

３代母 サークルメモリー（93栗 ＊エブロス）２勝，三国特別２着
コートユーフォリア（04牡 ＊チーフベアハート）３勝，花背特別，つばき賞
キンショーオトヒメ（05牝 マーベラスサンデー）１勝，糺の森特別２着，白鷺特別

２着，�２勝��入着２回
メイショウベンガル（17牡 ＊クロフネ）�４勝，陽春Ｓ，門松Ｓ３着，三河Ｓ３着

４代母 サークルシヨウワ（85栗 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3
［子］ アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京

記念‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，
ポートアイランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝

エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特
別，二見ケ浦特別２着，etc.

ベルクロス（98牝 タマモクロス）１勝，登別特別２着
［孫］ フミノパッション（04牡 マンハッタンカフェ）２勝，鳴海特別，高山特別２着

ルーレットクイーン（13牝 ドリームジャーニー）３勝，米沢特別２着
ゴーゲッター（07牡 ゼンノロブロイ）１勝，寺泊特別２着，米山特別２着，
松浜特別２着，etc.

ルナフライト（06牝 マンハッタンカフェ）２勝，おおぞら特別３着

５代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別
［子］ ツルギテンザン（81牡 ＊コインドシルバー）５勝，和布刈特別，熱田特別

販売申込者・所有者： 多田 善弘＝浦河町杵臼 �0146-28-1611
生 産 牧 場： 多田 善弘
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

156 シンセツ２０２０ �・鹿 ２／２２
＊ 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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�ホワイトマズル Fair of the Furzeシンセツ ＊タイキシャトル

��
��
�アサンブラージュ鹿 2007 サークルメモリー

＊キングスサークル 1n
Mr. Prospector S4×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ジンダバイン（12黒鹿 ＊コマンズ）１勝，��１勝
初仔

２代母 ＊アークティックシルク（01 GB栗 Selkirk）GB入着２回
アンタークティクデザートAntarctic Desert（07� Green Desert）GB・QAT１勝
ゴールデンナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，パラダイ

スＳ‐OP ２着，ユートピアＳ，パールＳ，木津川特別，etc.
アンタークティカ（11牝 ＊コマンズ）入着，�２勝
ロードスター（13牡 アドマイヤムーン）３勝，湯浜特別２着，西部スポニチ賞３着，

三木特別３着
ウォルフズハウル（16牡 ハーツクライ）�２勝，燧ヶ岳特別，阿寒湖特別３着，飯

盛山特別３着，汐留特別３着
ポーラーサマー（17牡 キズナ）�１勝，ルスツ特別２着
アイスムーン（18牝 アドマイヤムーン）��１勝

３代母 ケイプヴァーディ Cape Verdi（95 IRE 鹿 Caerleon）GB３勝，英１０００ギニ
ー‐G1，ローザーＳ‐G2，ファルマスＳ‐G2 ３着，Chesham S‐L ２着
ナブッコNabucco（09� Dansili）GB・FR５勝，Godolphin S‐L，James S

eymour S‐L，Steventon S‐L ３着，etc.，GB障害３勝

４代母 アフリクブルーアジュールAfrique Bleu Azur（87 USA黒鹿 Sagace）FR２勝
［子］ ラフリカンブルー L'Africain Bleu（93牡 Saint Cyrien）FR・USA６勝，

G.P. de Lyon‐L，P. de l'Avre‐L，P. de Reux‐L ２着，
種牡馬

［孫］ ダームクレールDame Claire（07 牝 Danehill Dancer）AUS６勝，V
RC Andrew Ramsden S‐L，Morn R. M. Ansett Classic‐L，ＳＡ
ＪＣアデレイドＣ‐G2 ３着，etc.

［曾孫］ イクスチェインジズ Exchanges（07 牝 Domesday）AUS２勝，TRC S
trutt S‐L ２着，TTC Tasmanian Oaks‐L ２着，SAJC Oakla
nds Plate‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱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

157 ジンダバイン２０２０ 牡・青鹿 ４／２８

＊

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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseジンダバイン
＊ Selkirk

��
��
�アークティックシルク黒鹿 2012 Cape Verdi

8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 シードオブハピネス（11黒鹿 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ソーユーフォリア（17牝黒鹿 エピファネイア）１勝
フルオブハピネス（18牝鹿 ＊マクフィ）出走，�地方未出走

２代母 ケイティーズギフト（02栗 ＊フレンチデピュティ）１勝
シャムローグ（09牝 ディープインパクト）出走

パトリック（16牡 ＊ワークフォース）�３勝，天竜川特別，春日特別２着，灘Ｓ
３着，壇之浦Ｓ３着，清滝特別３着

ケイティープライド（10牡 ディープインパクト）５勝，函館記念‐G3 ２着，チャレ
ンジＣ‐G3 ３着，ＴＶｈ賞，山陽特別，花見小路特別２着，etc.

ケイディーズネイル（15牝 ダノンシャンティ）１勝
ダディーズマインド（16牡 トーセンホマレボシ）�３勝，富里特別，館山特別３着，

富里特別３着，きんもくせい特別３着
ダディーズメジャー（17牡 ダイワメジャー）�１勝，�２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

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代
表，優古牡，種牡馬

トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポーツ杯‐L
２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.

ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー
Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯‐G3，

日本ダービー‐G1 ２着，etc.

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲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

158 シードオブハピネス２０２０ 牡・栗 ４／１５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルシードオブハピネス ＊フレンチデピュティ

��
��
�ケイティーズギフト黒鹿 2011 ＊ケイティーズファースト

7f
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 シーフェアリー（02鹿 ユートカイザー）��７勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－７（33）〕
ユメカイドウ（11牡鹿 フサイチレオン）�２勝�１勝��入着３回�
ヒメカイドウ（12牝青鹿 カルストンライトオ）�２勝��１勝�２勝�入着２回，

ゴールドウィング賞（Ｄ1600），ゴールドジュニア（Ｄ1600）２着，ラブミーチ
ャン記念（Ｄ1600）３着

シーザドナルド（13牡栗 フサイチレオン）�１勝�４勝��入着
ブレイヴコール（14牡鹿 カルストンライトオ）�	５勝�８勝�入着�，兵庫ダー

ビー（Ｄ1870），兵庫ゴールドＣ（Ｄ1230）２着，秋の鞍（Ｄ1600）２着，菊水賞
（Ｄ1700）２着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）２着

トゥリパ（15牝鹿 カルストンライトオ）��５勝�，のじぎく賞（Ｄ1700），兵庫
若駒賞（Ｄ1400）

ウエイブエール（17牝栗 フリオーソ）�１勝
マオノヴァイザー（18牡栗 キングヘイロー）��１勝

２代母 ＊フロアーショウ（86 USA鹿 Nijinsky）不出走
ランドヴユウ（92牝 ミスターシービー）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着，都井岬

特別，矢車賞，白藤Ｓ２着，東山特別３着
ランドクロス（98牡 タマモクロス）１勝
ファーストフロア（99牝 ＊ウォーニング）不出走

エバーオンワード（08牡 スターリングローズ）�４勝��１勝�３勝，北海道
２歳優駿‐Jpn3 ３着，赤松杯２着，トウケイニセイ記念２着，ブリーダ
ーズゴールドジュニアＣ２着

３代母 アラビアンミスArabian Miss（78 USA鹿 Damascus）USA３勝
アラビアンシ－ク Arabian Sheik（84 牡 Nijinsky）GB・USA１勝，Somerville

Tattersall S‐L ２着，種牡馬
レッドシャドー Red Shadow（93
 Sovereign Dancer）USA４勝，Hopemon

t S‐L，グレイＳ‐G3 ３着，Mardi Gras H‐L ３着

４代母 レイディラヴ Lady Love（70 USA鹿 Dr. Fager）USA６勝，トップフライ
トＨ‐G1，モリーピッチャーＨ‐G2，マザーグースＳ‐G1 ２着，ＣＣＡオークス
‐G1 ３着，モンマスオークス‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

159 シーフェアリー２０２０ �・鹿 ２／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ユートカイザー ユートジェーンシーフェアリー
＊ Nijinsky

��
��
�フロアーショウ鹿 2002 Arabian Miss

3d
Nijinsky M3×S5×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 シゲルアワオドリ（12鹿 ソングオブウインド）�１勝�
〔産駒馬名登録数：２〕
シゲルイザヨイ（19牝黒鹿 ヴァンセンヌ）�未出走

２代母 イガノミッシェル（95鹿 ミスターシービー）��１勝
ジュニアータ（02牝 サマーサスピション）��１勝
ナッシュ（04牡 ＊ジョリーズヘイロー）入着，��６勝
イガノキンタロー（05牡 ＊スキャン）��４勝
コスモミカエル（07牡 マイネルセレクト）２勝，��１勝
ブロンドムスタング（10牝 ＊タイキシャトル）��８勝

３代母 クラウンドシーザー（83栗 ＊クラウンドプリンス）出走
ビッグシーザー（90牡 ビゼンニシキ）２勝，飛梅賞２着
ウインシーザー（91牝 ニホンピロウイナー）３勝，筑紫特別２着

４代母 サニーダイヤ（65栗 ＊テイエポロ）出走

５代母 クリゾノ（50栗 トシシロ）出走
［子］ ミスカリム（61牝 ＊カリム）４勝，クイーンＳ３着，福島ＴＶ盃，銀河Ｓ

ヤマニチカラ（64牡 ＊ソロナウエー）５勝，アカシヤＳ，ＨＢＣ盃，奥尻
特別，etc.

［孫］ タマミ（67牝 ＊カリム）８勝，桜花賞，阪神４歳牝馬特別，京王盃スプリ
ングＨ，etc.，優短距

ヤマノシラギク（79牝 ＊オーバーサーブ）７勝，京都大賞典‐Jpn2，京都
大賞典，小倉大賞典‐Jpn3，etc.

ブルーフイールド（74牝 ＊インデイアナ）４勝，卯月賞，すみれ賞
ハンキダイヤ（76牝 ＊ヴエンチア）２勝，郡山特別
ホンマルスター（82牡 ＊グレンターレツト）２勝，立川特別２着

［曾孫］ ノースシャトル（84� ＊マラケート）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，東ス
ポ杯‐OP ３着，佐倉特別，障害２勝

タマモハツピー（83牝 ＊モーニングフローリツク）５勝，北九州記念
‐Jpn3 ２着，博多特別，瀬戸内海特別，etc.

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

160 シゲルアワオドリ２０２０ 牡・鹿 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ヴァンセンヌ ニホンピロウイナー

��
��
�フラワーパーク鹿 2009 ノーザンフラワー

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ソングオブウインド メモリアルサマーシゲルアワオドリ ミスターシービー

��
��
�イガノミッシェル鹿 2012 クラウンドシーザー

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 シップスログ（10鹿 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（１）〕
エコロディアマンテ（16牡鹿 ショウナンカンプ）１勝，���入着２回
コスモインペリウム（17牡鹿 トランセンド）�３勝，オリエンタル賞（芝 2000），

山藤賞（芝 2000）３着
マーズスペリオーレ（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）��１勝
アンコニュー（19牝栗 レッドスパーダ）�地方未出走

２代母 スムーズセイリング（03鹿 ＊クロフネ）不出走
ウインラグセイル（08牝 ステイゴールド）�４勝�入着２回
ミラクルセイリング（09牝 フジキセキ）��２勝
スループオブウォー（12牡 ハーツクライ）入着２回，�１勝�２勝

３代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
ダイイチリカー（90牝 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹賞，etc.

ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホクトスルタン（04牡 メジロマックイーン）５勝，目黒記念‐Jpn2，札幌
日経ＯＰ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，etc.

ドリームシグナル（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝，シンザン記念‐Jpn3，
京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ４着，etc.

セプテンバーソング（91牝 ＊リアルシヤダイ）３勝，三面川特別，寺泊特別２着，逢
坂山特別３着
オータムブリーズ（98牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，障害１勝
アイアンテーラー（14牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，etc.，��
１勝，クイーン賞‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

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，セントライト記念‐Jpn2，etc.，種牡馬
サマーベイブ（97牝 ＊トニービン）２勝，スイートピーＳ‐OP ２着，赤松賞

キセキノショウリ（11牝 フジキセキ）��１勝
アークヴィグラス（16牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝��２勝	１勝�，エー
デルワイス賞‐Jpn3，東京２歳優駿牝馬，ローレル賞，etc.，ＮＡＲ優２牝

販売申込者・所有者： 能登 浩＝えりも町笛舞 �090-1647-5358
生 産 牧 場： 能登 浩
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

161 シップスログ２０２０ 
・黒鹿 ５／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスシップスログ ＊クロフネ

��
��
�スムーズセイリング鹿 2010 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 スカイトウショウ（02鹿 ＊ハウスバスター）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
オパールトウショウ（10牝鹿 ＊ブラックホーク）�１勝
トウショウチャート（12牡栗 タイムパラドックス）入着２回，�10 勝
アリュモモフェイス（16牝鹿 サダムパテック）��５勝��
セッソク（18牡黒鹿 タニノギムレット）���入着
プレストイーグル（19牡鹿 コパノリチャード）��出走

２代母 ジェーントウショウ（96鹿 トウショウフリート）出走
シーイズトウショウ（00牝 サクラバクシンオー）７勝，セントウルＳ‐Jpn2，ＣＢＣ賞

‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，函館スプリントＳ‐Jpn3（２回），ＴＶ愛知ＯＰ‐L，etc.
トウショウピスト（12牡 ＊ヨハネスブルグ）�６勝，オーロＣ‐L，函館２歳Ｓ

‐G3 ３着，オパールＳ‐L ３着，安土城Ｓ‐OP ２着，浜松Ｓ，etc.
ブレイブメジャー（16牡 ダイワメジャー）�３勝，三鷹特別，ＴＶユー福島賞２着
ヴェルテックス（17牡 ジャスタウェイ）�３勝，春光Ｓ，和布刈特別３着，�２勝

トウショウクエスト（05牡 ＊コロナドズクエスト）４勝，陽春Ｓ２着，久留米特別２
着，渡月橋Ｓ３着，�１勝�１勝，白銀争覇

３代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
エナジートウショウ（87牝 トウシヨウボーイ）不出走

タニノシスター（93牝 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，etc.
ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1
（２回），天皇賞（秋）‐G1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝
（2回）

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

シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，福島民報
杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 鳥谷 勝彦＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2306
生 産 牧 場： 鳥谷 勝彦
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

162 スカイトウショウ２０２０ �・鹿 ４／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Mt. Livermore

�
�
�
�
�

��
��

�ハウスバスター Big Dreamsスカイトウショウ トウショウフリート

��
��
�ジェーントウショウ鹿 2002 コーニストウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Blushing GroomM4×S5 ダンデイルートM4×M5

価格： 購買者：



母 スカイブルーダイヤ（15鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 テイラーバートン（07鹿 ジャングルポケット）３勝，クイーンＣ‐G3 ３着，
フェアリーＳ‐G3 ３着，萩Ｓ‐OP ２着，宝ケ池特別，かもめ島特別２着，etc.
ワンアームドシザー（13牡 ＊ワークフォース）�２勝
ムーンオブバローダ（16牡 スクリーンヒーロー）�入着，�２勝
ジュノエスク（18牝 ジャスタウェイ）�１勝

３代母 ブリリアントカット（87鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，ラジオ福島賞，噴火湾
特別２着
ダイヤモンドジェム（96牝 ＊ドクターデヴィアス）１勝

ローズカットダイヤ（05牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，ＵＨＢ杯‐LR ２着，
札幌日刊スポーツ杯，伊吹山特別，etc.

ジェミードレス（97牝 ＊トニービン）６勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，エプソムＣ
‐Jpn3 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
コティリオン（08牡 ディープインパクト）１勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，毎

日杯‐G3 ２着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.
デルマハゴロモ（09牝 フジキセキ）出走
ロードリベラル（14� ＊ブレイクランアウト）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3 ３着，きんもくせい特別，etc.，�入着４回�，佐賀オータムスプ
リント２着

スパーブジュエル（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，プリンシパルＳ‐OP ３着，
広瀬川特別２着，アマリリス賞２着，etc.

プリンセスカット（01牝 ＊トニービン）出走
ネオヴァンドーム（07牡 ネオユニヴァース）４勝，きさらぎ賞‐G3，都大路Ｓ

‐L（２回），東風Ｓ‐L ２着，種牡馬
キラリダイヤモンド（02牝 フジキセキ）３勝，紅葉特別２着，ＴＶ山梨杯３着，月

岡温泉特別３着，etc.
ステラディクオーレ（03牡 アドマイヤベガ）４勝，長岡特別
タスカータソルテ（04牡 ジャングルポケット）５勝，札幌記念‐Jpn2，京都新聞杯

‐Jpn2，中京記念‐G3，etc.

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

163 スカイブルーダイヤ２０２０ 牡・鹿 ２／２７
＊ 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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムスカイブルーダイヤ ジャングルポケット

��
��
�テイラーバートン鹿 2015 ブリリアントカット

＊ジエヌインダイアモンド 11
ノーザンテースト S3×M4

価格： 購買者：



母 スクリーンデビュー（11黒鹿 スクリーンヒーロー）�８勝��入着８回
初仔

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

グッドラックＨ，早苗賞，但馬Ｓ２着，etc.
ブリッサ（09牝 ＊ブラックホーク）入着２回，��１勝�
アナタナラドウスル（10牝 アドマイヤドン）�１勝
ディーエスノーブル（12	 ＊ロージズインメイ）��３勝�３勝
入着３回
コウザンティアラ（13牝 ＊サウスヴィグラス）�１勝

３代母 ハンキダイヤ（76黒鹿 ＊ヴエンチア）２勝，郡山特別
タマモハツピー（83牝 ＊モーニングフローリツク）５勝，北九州記念‐Jpn3 ２着，

博多特別，瀬戸内海特別，etc.
タマモイナズマ（94牡 タマモクロス）６勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，万葉Ｓ

‐OP，天竜川特別，etc.
タマモヒビキ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，小倉大賞典‐Jpn3，大阪城

Ｓ‐OP，尾張Ｓ，etc.
タマモモノノフ（87牡 ＊キヤタオラ）５勝，グリーンＳ，層雲峡特別，ストークＳ２

着，etc.，障害５勝

４代母 ホンマルクイン（66鹿 ＊ソロナウエー）１勝
［子］ ヤマノシラギク（79牝 ＊オーバーサーブ）７勝，京都大賞典‐Jpn2，京都

大賞典，小倉大賞典‐Jpn3，etc.
［孫］ ノースシャトル（84	 ＊マラケート）２勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，東ス

ポ杯‐OP ３着，佐倉特別，障害２勝

販売申込者・所有者： ㈲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

164 スクリーンデビュー２０２０ �・黒鹿 ４／１９

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊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スクリーンデビュー ＊アサティス

��
��
�ツクバノーブル黒鹿 2011 ハンキダイヤ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スタイルオブメロン（01芦 メジロマックイーン）��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
ツヨン（07牡鹿 ＊アジュディケーティング）��１勝
バブルトップ（11牡栗 リンカーン）��５勝�入着７回
メロンドリーム（14牝鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝���
キクノロージズ（15牝芦 ローズキングダム）�１勝

２代母 ホウヨウエバート（91鹿 アンバーシヤダイ）１勝
ホウヨウゴンタ（99牡 シンボリルドルフ）��２勝�５勝	９勝
ホウヨウハヤト（02牡 ＊ソウルオブザマター）�１勝��
アイノグレゴリー（03牡 ＊オジジアン）１勝
スターオブアモーレ（04牝 ＊ソウルオブザマター）�２勝��１勝
１勝	入着�，

ロータスクラウン賞３着

３代母 グランドスラム（76黒鹿 ＊シーズコマンド）４勝，師走特別，日高特別
ヒデノラブリー（85牝 マルゼンスキー）３勝，精進湖特別２着，仁山特別３着

ザリーナ（93牝 シンボリルドルフ）２勝，萩Ｓ‐OP ３着，マロニエ賞２着，登
別特別３着

トミケンウイナー（01牡 ＊マジックマイルズ）��２勝�１勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ４着，ブルーバードＣ，京浜盃３着，etc.

バリエンテー（86牡 マルゼンスキー）４勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，金杯‐Jpn3
２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

フェデレーション（89牝 ＊コリムスキー）入着５回
テンリットル（98牡 ＊モガンボ）��11 勝�３勝��入着２回��，名古屋大賞

典‐Jpn3 ３着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1
５着，etc.

グランドクロス（90牝 シービークロス）２勝，オークス‐Jpn1 ５着，スイートピー
Ｓ‐OP ２着，セントポーリア賞
クロスヘッド（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，道新スポーツ杯，五色沼特

別３着，中京日経賞３着
ゴージャスディナー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，壇之浦特別，西部スポ

ニチ賞，初夢賞，etc.，障害１勝

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

165 スタイルオブメロン２０２０ 牡・鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

メジロテイターン

�
�
�
�
�

��
��

�メジロマックイーン メジロオーロラスタイルオブメロン アンバーシヤダイ

��
��
�ホウヨウエバート芦 2001 グランドスラム

＊フラストレート 1b
ノーザンテーストM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スターリーベイ（08栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ベー（15牡栗 ＊タイキシャトル）入着，��５勝
オオエフォーチュン（16牡黒鹿 メイショウサムソン）��４勝�１勝�，新春賞
（Ｄ1870）３着，兵庫ダービー（Ｄ1870）３着，ゴールドジュニア（Ｄ1600），秋
の鞍（Ｄ1800）２着，園田ジュニアＣ（Ｄ1700）３着

ルシーニュ（17牝栗 ＊トビーズコーナー）��２勝

２代母 スタートラッカー（00栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
スクートオフ（09牝 ＊シンボリクリスエス）�２勝�入着
キーロフ（13牡 ＊ファスリエフ）１勝
バレンティーノ（15牝 ＊ベーカバド）�	２勝�１勝�４勝�１勝，あやめ賞２着，

ラブミーチャン記念２着，ライデンリーダー記念３着
デクスター（17牡 ＊エスケンデレヤ）�１勝

３代母 サンシャインステラ（90鹿 ＊トニービン）入着２回
サンプレイス（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，新潟記念‐Jpn3，中山記念

‐Jpn2 ３着，中京記念‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
ジェネスジェット（98牝 サクラバクシンオー）出走

ワニタレスタリ（06牝 エイシンサンディ）２勝，登別特別，まりも特別２着
セレスマジェスティ（07
 メイショウオウドウ）３勝，ＴＶｈ賞，まりも特別，

奥多摩Ｓ２着，etc.
サンシャインピース（01牡 バブルガムフェロー）２勝，八甲田山特別３着
クヴァルダ（05牝 ダンスインザダーク）２勝，利尻特別３着
メイグレイス（07牝 ネオユニヴァース）不出走

キャプテンペリー（13
 ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，芙蓉Ｓ
‐LR ３着，市川Ｓ，etc.，障害２勝

バーブル（17牡 トゥザワールド）���３勝�６勝�１勝�，イーハトーブマ
イル２着

４代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３勝
［孫］ キマグレ（02牝 サクラバクシンオー）２勝，飛竜特別

アイライクエンカ（98牡 フジキセキ）２勝，笹山特別２着，新津特別３着

販売申込者・所有者： 津島 優治＝浦河町上絵笛 �0146-22-6400
生 産 牧 場： 津島 優治
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

166 スターリーベイ２０２０ 牡・栗 ５／３０

＊

＊ 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 ＊マンファススターリーベイ ＊サンデーサイレンス

��
��
�スタートラッカー栗 2008 サンシャインステラ

＊マジツクゴデイス 1s
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ストールンブライド（03鹿 ＊ヘクタープロテクター）１勝，�１勝，フローラルＣ
（Ｄ1500）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（６）〕
シークレットリング（10牡鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝���
セピア（11牝黒鹿 ステイゴールド）�１勝�３勝
アンヴァリッド（12牡栗 ハーツクライ）２勝，伏竜Ｓ‐OP（Ｄ1800）３着，黒竹賞
（Ｄ1800）

アンネローゼ（17牝鹿 ジャスタウェイ）��出走�１勝

２代母 グランドクロス（90芦 シービークロス）２勝，オークス‐Jpn1 ５着，スイー
トピーＳ‐OP ２着，セントポーリア賞
クロスヘッド（96牝 ＊ヘクタープロテクター）４勝，道新スポーツ杯，五色沼特別３

着，中京日経賞３着
ファッシオドンナ（04牝 フサイチコンコルド）２勝，稲妻特別２着

グレイスマッシュ（98牡 サクラユタカオー）２勝，渡島特別３着，�３勝	１勝�
サイレンスマリア（99牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回

ハクユウロゼ（14牝 ＊ファスリエフ）
６勝��１勝，カペラ賞
ゴージャスディナー（01牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，壇之浦特別，西部スポニチ

賞，初夢賞，日本海Ｓ２着，障害１勝
ジュウモンジ（06牝 ＊ティンバーカントリー）入着３回

ワトソンクリック（12牡 ＊ホワイトマズル）３勝，八王子特別
ロッセ（08牡 デュランダル）入着３回，�２勝

３代母 グランドスラム（76黒鹿 ＊シーズコマンド）４勝，師走特別，日高特別
ヒデノラブリー（85牝 マルゼンスキー）３勝，精進湖特別２着，仁山特別３着

トミケンウイナー（01牡 ＊マジックマイルズ）��２勝�１勝，全日本２歳優駿
‐Jpn1 ４着，ブルーバードＣ，京浜盃３着，etc.

バリエンテー（86牡 マルゼンスキー）４勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，金杯‐Jpn3
２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬

フェデレーション（89牝 ＊コリムスキー）入着５回
テンリットル（98牡 ＊モガンボ）��11 勝�３勝��入着２回��，名古屋大賞

典‐Jpn3 ３着，サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1
５着，etc.

販売申込者・所有者： つつみ牧場＝新冠町朝日 �090-1529-2453
生 産 牧 場： つつみ牧場
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

167 ストールンブライド２０２０ ・栗 ４／２５
＊アフリート

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スターリングローズ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊コマーズアスカクリチャン ダイナレター

��
��
�ローレルワルツ鹿 2007 スワンスキー

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaストールンブライド シービークロス

��
��
�グランドクロス鹿 2003 グランドスラム

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5 Buckpasser S5×M5

価格： 購買者：



母 スマイルアン（10黒鹿 ゴールドヘイロー）��８勝
本馬の他に産駒あり

２代母 スマイルヒメ（03鹿 ＊シャンハイ）�１勝��１勝，リリーＣ２着
サブノマサムネ（11牡 メイショウボーラー）��６勝
グリードグッド（14牡 ＊カジノドライヴ）��出走��２勝

３代母 スマイルフォーミー（90鹿 ＊ベリフア）�入着
カオリスマイル（96牝 ＊シャンハイ）入着２回，�７勝���

アグリフェスタ（04牝 ウイングアロー）�２勝��４勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ２着，リリーＣ２着
トミケンシェルフ（12� サイレントディール）３勝，花見山特別２着，鳥
取特別３着

４代母 ツバキヒメ（84鹿 マルゼンスキー）１勝
［子］ スピニングアロー（98牡 ＊アフリート）６勝，栗東Ｓ‐L ３着，etc.，��

３勝�，サンタアニタＴ，アフター５スター賞２着
ザドライブ（06牡 ＊アフリート）４勝，富嶽賞，etc.，�５勝��，あすな
ろ賞，絆Ｃ２着

ナリタシャーク（93牡 ＊カコイーシーズ）４勝，恋路ケ浜特別２着，千歳
特別２着，舞子特別３着，etc.

イダテンノーブル（91牡 ＊サウスアトランテイツク）入着２回，	５勝

�入着３回，佐賀競馬ＬＪ特別２着

［孫］ ナカヤマナイト（08牡 ステイゴールド）６勝，中山記念‐G2，オールカマ
ー‐G2，共同通信杯‐G3，etc.

ヨウヨウ（02牝 マヤノトップガン）�２勝��１勝，エーデルワイス賞
‐Jpn3 ３着，桜花賞２着，フローラルＣ

ベストオーカン（05� マヤノトップガン）２勝，霊山特別（２回），潮来特
別３着，�１勝

サウスパシフィック（09牡 ステイゴールド）２勝，	８勝����，中島
記念，雷山賞，阿蘇山賞，etc.

［曾孫］ リスペクト（17牡 エピファネイア）２勝，開成山特別，新緑賞２着，山吹
賞２着

販売申込者・所有者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

168 スマイルアン２０２０ �・鹿 ４／２９
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドスマイルアン ＊シャンハイ

��
��
�スマイルヒメ黒鹿 2010 スマイルフォーミー

＊ロージズデー 6a
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5 Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 スマートルピナス（10鹿 ハーツクライ）２勝，脊振山特別（芝 1800）２着，二本松
特別（芝 1800）３着，桑折特別（芝 2000）３着，西郷特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
フェスティヴアン（18牝黒鹿 ストロングリターン）��４勝
ヒメコマチ（19牝鹿 ストロングリターン）��入着

２代母 ＊シクレノンソシエテ（90 FR鹿 Law Society）不出走
トウジンルネサンス（95牝 ＊ゴールデンフェザント）１勝
トウジンソシエテ（96牡 ミスターシクレノン）�４勝
トウジンシンデレラ（97牝 ＊クリエイター）２勝
トウジンガバナー（98� ＊ヘクタープロテクター）１勝，�５勝
アンプラグド（99牡 サツカーボーイ）�５勝
ソレユケタテガミ（00牡 ムッシュシェクル）�７勝�
グレートベースン（01牡 ＊ゴールデンフェザント）２勝，ベンジャミンＳ‐OP ３着，

フリージア賞，あざみ賞２着，くすのき賞２着，エリカ賞２着
キラライチバンボシ（03牡 ＊カーネギー）�11 勝�１勝
トノノオナリー（04牝 スペシャルウィーク）�２勝
ファーストタッチ（06牝 ネオユニヴァース）入着３回，	２勝�入着３回�
ターコイズクラウド（09牝 フサイチコンコルド）�１勝
�１勝

３代母 トウジンホマレ（80鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
プリンセスヤマフ（84牝 ＊サンプリンス）１勝

プリンセストウジン（91牝 ＊スルーザドラゴン）２勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ３着，
カーネーションＣ‐OP，ターコイズＳ‐OP ２着，etc.，	４勝
シアトルバローズ（03牡 ＊スキャン）５勝，ガーネットＳ‐G3 ３着，フェ
アウェルＳ，渡月橋Ｓ３着

シクレノンセピア（86牝 ＊マナード）不出走
シクレノンマキシム（90牝 ラグビーボール）	５勝，岐阜王冠賞３着，岐阜金

賞２着，北海道・笠松ＪＣ
シクレノンメモリー（92牝 ＊トニービン）不出走
シロキタゴッドラン（99牡 ジェニュイン）７勝，ベテルギウスＳ‐L，ブリ
リアントＳ‐L ２着，コーラルＳ‐L ３着，etc.

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

169 スマートルピナス２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ５
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンススマートルピナス
＊ Law Society

��
��
�シクレノンソシエテ鹿 2010 トウジンホマレ

3n
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スリースノーグラス（04芦 ＊グラスワンダー）�２勝�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（17）〕
ミサキマキバオー（09牡芦 サクラプレジデント）�10 勝
ハクウン（10牝芦 ダンスインザダーク）�１勝��３勝
マイネルフロスト（11牡芦 ブラックタイド）４勝，毎日杯‐G3，福島民報杯‐L
（芝 2000），日本ダービー‐G1 ３着，七夕賞‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，
中山金杯‐G3 ２着，鳴尾記念‐G3 ３着，アンドロメダＳ‐L（芝 2000）３着，
コスモス賞‐OP（芝 1800）

マイネルオニキス（16牡黒鹿 ブラックタイド）���１勝�２勝
スノークリスマス（18牝芦 ブラックタイド）	入着２回

２代母 ＊ダイヤモンドスノー（95 USA芦 Dayjur）１勝
スリーダイヤスノー（00牡 ＊ラストタイクーン）１勝
スリージェム（01牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐L ３着，仁川Ｓ‐L ３着，

橿原Ｓ，安芸Ｓ，ジャニュアリーＳ，etc.
フローラルジュノー（03牝 ＊タイキシャトル）１勝

３代母 アンシャンレジーム Ancient Regime（78 USA芦 Olden Times）GB・FR
３勝，モルニー賞‐G1，ロベールパパン賞‐G1 ２着，セーネオワーズ賞‐G3 ２
着，グロシェーヌ賞‐G3 ２着，プティクヴェール賞‐G3 ３着
ラグランドエポック La Grande Epoque（84牝 Lyphard）GB・FR・SWE２勝，

P. Yacowlef‐L，アベイドロンシャン賞‐G1 ２着，プティクヴェール賞
‐G3 ２着，etc.
マトロMatelot（90 牡 Riverman）GB・FR・UAE６勝，P. Cor de Chasse

‐L，P. du Pont‐Neuf‐L，モーリスドゲースト賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
ラーミ Rami（87 牡 Riverman）GB・IRE・SAF５勝，コンコルドＳ‐G3，Leice

stershire S‐L，クイーンアンＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
クラックレジメント Crack Regiment（88 牡 El Gran Senor）FR・ITY・USA・H

KG・SPA３勝，エクリプス賞‐G3，G.P. de la Hispanidad‐L，クリテリヨ
ムドメゾンラフィット‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ダンシングマエストロDancing Maestro（96 牡 Nureyev）GB・FR１勝，P. Yac
owlef‐L ３着，Criterium de Vitesse‐L ３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

170 スリースノーグラス２０２０ 牡・栗 ２／１５
＊

＊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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraスリースノーグラス
＊ Dayjur

��
��
�ダイヤモンドスノー芦 2004 Ancient Regime

15a
Mr. Prospector S4×M5 Danzig M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 スーパールミナル（12栗 ゼンノロブロイ）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ドリーム（19牝黒鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ＊ファストアズライト（99 USA鹿 ＊ヘネシー）５勝，壬生特別，鷹ケ峰特別，
耶馬渓特別，九重特別，別府特別２着，etc.

＊ラヴアズギフト（07牝 Tiznow）出走
ファストアズエバー（16牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，ルミエールオータ

ムダッシュ‐L ３着，飛翼特別，飛翔特別，邁進特別２着，閃光特別２着，etc.
グランマリアージュ（17牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝，西部スポニ

チ賞２着，大府特別３着，さわらび賞３着
アナザースカイAnother Sky（09牝 Songandaprayer）USA１勝
ファストアズソング（11牡 Curlin）入着，��３勝�
ルーチェミラコロ（14牡 ＊キンシャサノキセキ）��１勝
ライトストーリー（15牡 エイシンフラッシュ）�３勝，背振山賞
ラストライト（16� ＊ダンカーク）���出走�１勝

３代母 タフアズネイルズTough as Nails（84 USA鹿 Majestic Light）不出走
キャトレイル Catrail（90 牡 Storm Cat）GB・FR・USA６勝，英チャレンジＳ

‐G2，ダイアデムＳ‐G3，Hackwood S‐L，etc.，種牡馬
スワンリヴァー Swan River（98 牝 ＊ヘネシー）不出走

トラッケンジャム Trac N Jam（08牝 El Corredor）USA３勝，Indiana Do
wns Distaff S‐L

４代母 ハードライナーHardliner（74 USA黒鹿 Buckpasser）不出走
［子］ ジョンズゴールド John's Gold（79 牡 Bold Bidder）USA６勝，ロング

フェローＨ‐G2，ペンシルヴァニアガヴァナーズＣ‐G3，フォートマ
ーシーＨ‐G3，etc.，種牡馬

［孫］ ライフアトザトップ Life At the Top（86牝 Habitat）GB・USA４勝，
カンデラブラＳ‐G3，Sweet Solera S‐L，サンチャリオットＳ
‐G2 ２着

サウンドリーズニング Sound Reasoning（83牝 Known Fact）GB・US
A８勝，Correction H‐L

販売申込者・所有者： ㈲へいはた牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280
生 産 牧 場： 新井 昭二
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

171 スーパールミナル２０２０ 牡・黒鹿 ４／１１

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスーパールミナル
＊

＊ヘネシー

��
��
�ファストアズライト栗 2012 Tough as Nails

2d
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ツジガハナ（12鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
アセットエース（18牡鹿 ワールドエース）���入着

２代母 アドマイヤビアン（04鹿 アドマイヤコジーン）１勝
スズカマイゲスト（14牡 ルーラーシップ）�１勝，障害１勝
メイショウシンタケ（18牡 ワールドエース）�１勝

３代母 ＊アドマイヤラピス（92 IRE 栗 Be My Guest）７勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2
２着，嵐山Ｓ‐OP，セプテンバーＳ‐OP，忘れな草賞‐OP ２着，迎春Ｓ，etc.
ロイヤルカード（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走
ワンダフルラッシュ（13牝 ＊バゴ）３勝，葵Ｓ‐LR ３着，クリスマスロー
ズＳ‐OP ３着，黒松賞，etc.

サンレイポケット（15牡 ジャングルポケット）�５勝，新潟大賞典‐G3，
毎日王冠‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，etc.

アドマイヤケルソ（08牡 アドマイヤドン）３勝，万葉Ｓ‐L ２着，睦月賞，鷹取
特別２着，etc.

アドマイヤドバイ（10牡 アドマイヤムーン）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3
３着，きさらぎ賞‐G3 ３着，斑鳩Ｓ，etc.

アドマイヤデウス（11牡 アドマイヤドン）５勝，日経賞‐G2，日経新春杯‐G2，
若葉Ｓ‐LR，etc.

アドマイヤホープ（01牡 ＊フォーティナイナー）２勝，米子Ｓ‐L，障害２勝，�１勝
��１勝�入着���	，全日本２歳優駿‐Jpn1，北海道２歳優駿‐Jpn3，etc.

アドマイヤフジ（02牡 アドマイヤベガ）６勝，日経新春杯‐Jpn2，中山金杯‐G3
（２回），若葉Ｓ‐L，etc.

アドマイヤコスモス（07牡 アドマイヤマックス）５勝，福島記念‐G3，大原Ｓ，京
橋特別，etc.，�２勝

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

172 ツジガハナ２０２０ 牡・鹿 ５／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーツジガハナ アドマイヤコジーン

��
��
�アドマイヤビアン鹿 2012 ＊アドマイヤラピス

1l
Nureyev M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



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（芝 2000），福島記
念‐G3 ２着，村上特別（芝 1600），織姫賞（芝 1800）２着，ミモザ賞（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ユーフォルビア（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着，��出走��出走
アイシーブルー（17牡鹿 ＊キングズベスト）��１勝
スズシナーラ（19牝黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 ディアウィンク（98鹿 ＊タイトスポット）１勝
マイネルクラッチ（04牡 ＊スクワートルスクワート）３勝，月岡温泉特別，須磨特別

２着，月岡温泉特別２着，豊栄特別２着，武庫川Ｓ３着，etc.
ドリームザドリーム（05牡 ＊エイシンプレストン）１勝
ナカヤマフェスタ（06牡 ステイゴールド）５勝，宝塚記念‐G1，セントライト記念

‐Jpn2，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，メトロポリタンＳ‐L，etc.，FR入着２回，
凱旋門賞‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

ディアエスペランサ（08牝 ＊ロックオブジブラルタル）入着５回
ゴールドポセイドン（14牡 ステイゴールド）１勝

サトノセレリティ（11牡 ディープスカイ）４勝，成田特別２着，障害１勝
ダンシングリッチー（17� オーシャンブルー）２勝，タイランドＣ，高雄特別３着

３代母 セイレイ（91鹿 ＊デインヒル）３勝，南武特別，佐倉特別，八海山特別３着

４代母 ＊センスオブリズム（84 IRE 鹿 Cure the Blues）IRE 入着
［子］ フォレストコンサート Forest Concert（89 牝 Thatching）IRE２勝，B

eamish Stout S‐L ３着
ディアエイジ（01牡 メジロライアン）入着３回，揖斐川特別３着，�１勝

［孫］ ＊アフォード（98牡 Affirmed）２勝，万代特別，売布特別３着，三条特別３着
＊リブレメンテ（02牝 Fly So Free）１勝，小樽特別２着
アサギリ（06牡 サクラバクシンオー）２勝，噴火湾特別３着

＊タイキアンコール（95牝 Night Shift）１勝，牡丹賞３着

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

173 ディアアレトゥーサ２０２０ �・栗 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�トーセンダンス ＊ダンシングキイディアアレトゥーサ ＊タイトスポット

��
��
�ディアウィンク黒鹿 2007 セイレイ

＊センスオブリズム 3h
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ディクシーゴールド（05鹿 ゴールドアリュール）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（11）〕
アイドリームド（11牝栗 ＊タイキシャトル）��９勝
エスペランサリュウ（13牡鹿 ＊ベーカバド）１勝，八幡特別（芝 1200）３着，��１勝�
ヤシャジン（16牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝
アラベスクパンシェ（18牝鹿 ＊ベーカバド）�出走

２代母 ディクシージャズ（99鹿 ＊トニービン）入着
アドマイヤプレミア（07牡 ＊クロフネ）２勝
レッドデイヴィス（08� アグネスタキオン）５勝，鳴尾記念‐G3，毎日杯‐G3，シ

ンザン記念‐G3，大阪―ハンブルクＣ‐L
ヒカルエリントン（10牡 ダイワメジャー）１勝，栗子特別２着，�３勝
レッドラヴィータ（11牝 スペシャルウィーク）３勝
ソウルバード（12牝 マンハッタンカフェ）��１勝��４勝
ピッツィカート（13� ゼンノロブロイ）３勝，萬代橋特別，高雄特別２着，甲武特

別２着，�地方未出走

３代母 ＊ディクシースプラッシュ（88 USA鹿 Dixieland Band）USA６勝，Audub
on Oaks‐L ２着，オークローンＢＣＨ‐G3 ３着，Pippin S‐L ３着
カラオクルス（98牡 ＊トニービン）２勝，山吹賞，��２勝
デルタブルース（01牡 ダンスインザダーク）５勝，菊花賞‐Jpn1，ステイヤーズＳ

‐Jpn2，etc.，AUS１勝，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1，etc.，優父内
ドミネーター（07牡 ダンスインザダーク）１勝，彦島特別３着

４代母 オーシャンジュエルOcean Jewel（83 USA鹿 Alleged）不出走
［子］ オーシャンシーOcean Sea（93牡 Bering）FR・GER３勝，P. der Jung

heinrich Gabelstapler‐L，Helmut von Finck Stehercup‐L ２
着，P. Aufgalopp‐L ２着，etc.

［孫］ スパークリングビーム Sparkling Beam（10牝 Nayef）FR・USA７勝，クロ
エ賞‐G3，P. Isola Bella‐L，P. Jacques Laffitte‐L，etc.

インザスリップス In the Slips（07 牝 More Than Ready）GB・USA３
勝，Blue Norther S，プロヴィデンシアＳ‐G2 ３着，ミエスクＳ
‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲中館牧場＝日高町豊郷 �01456-2-6107
生 産 牧 場： ㈲中館牧場
飼 養 者： ㈲Ｂ．Ｃ．Ｓ．＝日高町富浜 �01456-2-2448

174 ディクシーゴールド２０２０ 牡・栗 ２／１８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤディクシーゴールド ＊トニービン

��
��
�ディクシージャズ鹿 2005 ＊ディクシースプラッシュ

3d
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 トップモーション（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－２（６）〕
トゥルーモーション（11牝青鹿 ゼンノロブロイ）��３勝�
ディリジェンテ（12牝栗 ステイゴールド）２勝，ホンコンＪＣＴ（芝 2000）２着
モートゥス（15牡黒鹿 ディープブリランテ）入着，��１勝�２勝��
ジェットモーション（16�黒鹿 ハーツクライ）�４勝，三方ヶ原Ｓ（芝 2200），八

代特別（芝 2000）
レッドヴェロシティ（18牡黒鹿 ワールドエース）�２勝，青葉賞‐G2 ３着，水仙

賞（芝 2200），駒ケ岳特別（芝 2600）２着

２代母 プロモーション（94鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，ク
イーンＣ‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，
ＢＳＮオープン‐OP，etc.
トップセラー（02牝 スペシャルウィーク）３勝，スイートピーＳ‐L ３着，本栖湖特

別，信濃川特別３着，津田沼特別３着，カーネーションＣ３着
レジェンドセラー（14� ルーラーシップ）４勝，芙蓉Ｓ‐LR ２着，オリオンＳ，

横津岳特別，メルボルンＴ２着，ゆりかもめ賞３着，etc.，�１勝
テンバガー（18牡 モーリス）�２勝，京成杯‐G3 ３着，山吹賞３着

アドマイヤメイン（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯‐Jpn3，
日本ダービー‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，黄菊賞２着，etc.，種牡馬

プロミネント（04牝 ＊タイキシャトル）入着
モアナ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）５勝，秋風Ｓ，東雲賞，新潟日報賞２着，

鷹巣山特別２着，錦Ｓ３着，etc.
アドマイヤプリンス（07牡 アグネスタキオン）３勝，三木特別，白藤賞
アドマイヤバラード（09牡 ハーツクライ）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，箱根特

別，駒ケ岳特別，御堂筋Ｓ３着，雨飾山特別３着，etc.
ミトノマルーン（16牡 ロードカナロア）�３勝，両国特別２着，賢島特別２着，元

町Ｓ３着，赤倉特別３着

３代母 ＊アサーション（87 GB鹿 Assert）IRE１勝，愛オークス‐G1 ３着
ジェイズジュエリー（95牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，笹山特別３着

アドマイヤジュピタ（03牡 ＊フレンチデピュティ）７勝，天皇賞（春）‐G1，阪神
大賞典‐G2，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

175 トップモーション２０２０ �・青鹿 ５／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayトップモーション ＊ヘクタープロテクター

��
��
�プロモーション青鹿 2006 ＊アサーション

13a
Hail to Reason S5×M5 Be My Guest S5×M5

価格： 購買者：



母 ドリームピーチ（07鹿 ＊タップダンスシチー）３勝，サロマ湖特別（芝 1200），仁
山特別（芝 1200）２着，合馬特別（芝 1200）２着，ジューンＳ（芝 1600）３着，春興
Ｓ（芝 1600）３着，etc.，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
ブルベアクレーマ（16牡栗 スペシャルウィーク）�１勝
コスモタイシ（17牡栗 ゼンノロブロイ）入着４回，��２勝��
リキサントライ（18牡栗 ネオユニヴァース）�２勝
タカノドリーム（19牡栗 アドマイヤムーン）�未出走

２代母 ミレニアムクイーン（97黒鹿 ＊ブライアンズタイム）入着２回
アタゴキャロット（03� アドマイヤベガ）�７勝	
エプソムフルーツ（05牝 マーベラスサンデー）�３勝
ノトノメガミ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝
キリシマトリオ（09牡 ウインラディウス）２勝，フローラルウォーク賞２着
ディアラブクイーン（10牝 ウインラディウス）入着，
１勝

３代母 ミヤマバイオレット（88鹿 ＊ロイヤルスキー）１勝
フローレンスユメコ（95牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝

ダイワレキシントン（01牡 フジキセキ）１勝，黄梅賞２着
ドリームパンドラ（06牝 ネオユニヴァース）入着，�４勝，福山王冠２着

ローレルピュアー（99牝 ＊トニービン）入着３回
エイコウピュアー（05牡 ＊トワイニング）�４勝�４勝入着３回�，門松賞３着

バイオレットクイル（00牝 ダンスインザダーク）�入着
パープルタイヨー（06牡 ＊スターオブコジーン）３勝，外房特別，外房特別２着，

豊栄特別３着，etc.

４代母 クイルメーカー（80青鹿 ＊ノーザンネイテイヴ）１勝
［孫］ サンデージョウ（07牝 ＊グラスワンダー）２勝，ダリア賞‐OP ３着，八代

特別，別府特別２着，etc.

５代母 ＊シル（70 USA鹿 Buckpasser）不出走
［子］ マルゼンスキー（74牡 Nijinsky）８勝，朝日杯３歳Ｓ，日本短波賞，短距

離Ｓ‐OP，etc.，優２牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

176 ドリームピーチ２０２０ 牡・鹿 ４／ ４
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

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceドリームピーチ ＊ブライアンズタイム

��
��
�ミレニアムクイーン鹿 2007 ミヤマバイオレット

＊シル 5g
Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊セイクリッドフレイム（05 USA鹿 Rahy）GB出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（29）〕
ケイアイレーヴェ（10牡青鹿 ＊シンボリクリスエス）�４勝�７勝
セイクリッドブルー（11牝鹿 ＊ブライアンズタイム）�７勝
レディームーン（12牝栗 アドマイヤムーン）�４勝�入着６回
ゴールドスピアー（14牝鹿 ヴィクトワールピサ）���３勝
サブリナ（15牝栃栗 ダノンシャンティ）１勝
ジェネラルエリア（17牝鹿 ＊バトルプラン）��３勝�１勝�入着	��，お松の方

賞（Ｄ1900）２着，スプリングＣ（Ｄ1800）２着，東海クイーンＣ（Ｄ1800）３着
ゴールドスペンサー（18牡鹿 パドトロワ）���入着

２代母 アシュラーカト Ashraakat（95 USA鹿 Danzig）GB・FR３勝，Charlotte
Fillies S‐L，Sceptre S‐L，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，Oak Tree S‐L ２着
ヘザームHezaam（01牡 Red Ransom）GB５勝
エルデセシーEl Dececy（04牡 Seeking the Gold）GB12 勝
アクターAqtaar（08
 Smart Strike）USA８勝

３代母 エルスール Elle Seule（83 USA栗 Exclusive Native）FR・USA３勝，アス
タルテ賞‐G2，P. des Tuileries‐L，オペラ賞‐G2 ２着，ボワ賞‐G3 ２着，
ロワイヨモン賞‐G3 ３着，etc.
オンリースールOnly Seule（88 牝 Lyphard）FR１勝

オキュパンディストOccupandiste（93 牝 Kaldoun）FR６勝，フォレ賞‐G1，
モーリスドゲースト賞‐G1，ポルトマイヨ賞‐G3，etc.
モンディアリストMondialiste（10 牡 Galileo）GB・FR・USA・CAN・
UAE・HKG５勝，アーリントンミリオンＳ‐G1，ウッドバインマイル
Ｓ‐G1，ストレンソールＳ‐G3，etc.，種牡馬

メフサーフMehthaaf（91 牝 Nureyev）GB・FR・IRE４勝，愛１０００ギニー‐G1，
セレブレイションマイル‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

エルナディム Elnadim（94牡 Danzig）GB・USA５勝，ジュライＣ‐G1，ダイアデ
ムＳ‐G2，Hopeful S‐L，etc.，種牡馬

４代母 フォールアスペン Fall Aspen（76 USA栗 Pretense）USA８勝，メイトロン
Ｓ‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S

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

177 セイクリッドフレイム２０２０ �・鹿 ３／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

ラヒー Blushing Groom

�
�
�
�
�

��
��

�Rahy Glorious Songセイクリッドフレイム アシュラーカト Danzig

��
��
�Ashraakat鹿USA 2005 Elle Seule

4m
Halo S4×M4 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 セブンバイセブン（06栗 ＊フォーティナイナー）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（22）〕
インディウム（12牡鹿 ＊パイロ）�13 勝�１勝�入着��，白銀争覇（Ｄ1400），兵庫ダ

ービー（Ｄ1870），菊水賞（Ｄ1700），園田ジュニアＣ（Ｄ1700），サマーＣ
（Ｄ1400）２着，黒潮スプリンターズＣ（Ｄ1300）２着，東海桜花賞（Ｄ1400）３着
（２回）

ドンウォーリア（13牡栗 ＊カジノドライヴ）�３勝�
マビリス（15牡栗 ローズキングダム）��３勝
キクノナナ（17牝青鹿 ＊パイロ）��２勝�入着	��，のじぎく賞（Ｄ1700）２着，

留守杯日高賞（Ｄ1600）３着
ツーエムタイガー（18牡栗 ＊パイロ）�出走，�入着�

２代母 ＊タイムレスツイスト（93 USA栗 Timeless Moment）USA１勝
サンズオヴタイム Sands of Time（99
 Sandpit）USA13 勝
＊レマーズガール（00牝 Defrere）２勝，��８勝�１勝��入着２回，エンプレス杯

‐Jpn2，クイーン賞‐Jpn3（２回），白山大賞典‐Jpn3，スパーキングＬＣ
‐Jpn3（２回），ＴＣＫ女王盃‐Jpn3（２回），etc.

タイムレストリックTimeless Trick（03 牝 Mazel Trick）不出走
ルティーヌベル Lutine Belle（12 牝 Bellamy Road）USA３勝，Blue Norther S

‐L，セニョリータＳ‐G3 ３着，Golden Gate Debutante S３着
トーセンスクリュー（05牝 ＊フレンチデピュティ）入着，��１勝

ライズスクリュー（14牝 トーセンホマレボシ）１勝，春菜賞，相模湖特別２着，
��１勝

トーセンクリーガー（15牡 トーセンロレンス）１勝，ひめさゆり賞２着

３代母 クアジェンQuajenn（85 USA鹿 Clever Trick）USA２勝
ケンタッキーダッチェス Kentucky Duchess（96 牝 El Gran Senor）BRZ３勝，

カシアス公爵大賞‐G2，エンリケポソーロ大賞‐G1 ２着

４代母 トウィストハー Twist Her（80 USA鹿 Nativo）USA３勝，Riley Allison F
uturity
［子］ トウィストアフリート Twist Afleet（91 牝 ＊アフリート）USA13 勝，トップ

フライトＨ‐G1，テストＳ‐G1，ファーストフライトＨ‐G2（２回），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

178 セブンバイセブン２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ４

＊

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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileセブンバイセブン
＊ Timeless Moment

��
��
�タイムレスツイスト栗 2006 Quajenn

4m
Damascus S4×M4 Tom Rolfe M4×S5 Native Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 セクシーシューズ（01鹿 ＊パラダイスクリーク）３勝，十和田湖特別（Ｄ1700），
河口湖特別（Ｄ1600）２着，道新スポーツ賞（Ｄ1700）２着，羊蹄山特別（Ｄ1700）
２着，北斗賞（Ｄ1700）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－４（13）〕
パワースポット（08牝鹿 スズカマンボ）５勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，中山牝馬

Ｓ‐G3 ３着，京都牝馬Ｓ‐G3 ３着，紅葉Ｓ（芝 1600），白嶺Ｓ（Ｄ1600）２着，
天の川Ｓ（芝 1800）２着，秋風Ｓ（芝 1600）３着（２回），長岡Ｓ（芝 1600）３着，
韓国馬事会杯（芝 1600）３着，��入着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着

コウエイアース（10牡鹿 スズカマンボ）１勝，�１勝
バンドオンザラン（14牡鹿 スズカコーズウェイ）���３勝�３勝�入着，優駿ス

プリント（Ｄ1200），ゴールドＣ（Ｄ1400）２着，イノセントＣ（Ｄ1200），栄冠
賞（Ｄ1200），東海桜花賞（Ｄ1400）３着

ビストオブバーデン（15牡青鹿 スズカマンボ）��４勝��
コージーサンラッド（17牡鹿 スズカコーズウェイ）���２勝
パンプイットアップ（18牝鹿 スズカコーズウェイ）��入着

２代母 ＊ベルパローレ（91 FR鹿 ＊グルームダンサー）出走
エーピーアラシ（96牡 ＊アフリート）３勝
ドリームカーニバル（02牝 ＊アサティス）�13 勝��入着４回
レイジングザバー（03牡 ＊アサティス）２勝，��１勝
トオノボーイ（04牡 ＊アサティス）�２勝��７勝
グッドアズゴールド（05牝 ＊スキャターザゴールド）�２勝�４勝
ダイシノキボウ（08牡 スマートボーイ）��９勝�入着

３代母 パロールエミュジークParole Et Musique（85 USA栗 Nureyev）FR１勝

４代母 アラセアAlathea（75 GB黒鹿 Lorenzaccio）GB・FR出走
［子］ リードオンタイム Lead on Time（83牡 Nureyev）GB・FR３勝，モー

リスドゲースト賞‐G2，クリテリヨムドメゾンラフィット‐G2，グリ
ーナムＳ‐G3 ２着，種牡馬

グレイトコモーションGreat Commotion（86牡 Nureyev）GB・FR・I
RE・USA４勝，コーク＆オラリーＳ‐G3，ビーズウィングＳ‐G3，
愛２０００ギニー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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

179 セクシーシューズ２０２０ 牡・鹿 ５／３０
＊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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊ Irish River

�
�
�
�
�

��
��

�パラダイスクリーク North of Edenセクシーシューズ
＊

＊グルームダンサー

��
��
�ベルパローレ鹿 2001 Parole Et Musique

1d
Lyphard S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 セリーナトロフィー（02青鹿 スペシャルウィーク）１勝，ミモザ賞（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（12）〕
ドラゴンポイント（08牡黒鹿 マヤノトップガン）�３勝
ボーラーハット（12牡黒鹿 メイショウボーラー）���１勝・５勝
カシノパーティ（16牝鹿 パドトロワ）�１勝
ウェルカムターフ（17牡鹿 ナカヤマフェスタ）��出走�２勝

２代母 ＊トロフィーポイント（92 USA鹿 ＊オジジアン）USA１勝
フェニックスバード（00牝 Kingmambo）入着，�２勝

ストロングガルーダ（06牡 ダンスインザダーク）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
‐G3，巴賞‐LR ３着，エーデルワイスＳ，くるみ賞

ダイワバーバリアン（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２
着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，ＮＺトロフィー‐G2 ２着

ピンポイント（01牡 ＊ラムタラ）��７勝�入着６回
ヨクバリージョ（06牝 スペシャルウィーク）�11 勝
リミッターブレイク（07牝 マンハッタンカフェ）不出走

ノットフォーマル（12牝 ヴァーミリアン）３勝，フェアリーＳ‐G3，桜花賞‐G1
５着，韋駄天Ｓ‐OP ２着，クローバー賞‐OP ２着，フリーウェイＳ，etc.

アンリミット（15牝 メイショウボーラー）４勝，渡月橋Ｓ，国立特別，相模湖
特別２着，石清水Ｓ３着

レストンベ（16牝 ＊ハービンジャー）３勝，房総特別
ママワブンダバー（10牝 スズカマンボ）�３勝�入着３回

３代母 トリッキーゲイムTricky Game（88 USA黒鹿 Majestic Light）USA出走
コモディティズCommodities（95 牝 Private Account）USA２勝

レイドゥカフェ Rey de Cafe（02 牡 Kingmambo）USA４勝，アメリカンター
フＳ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3，Bourbon County S‐L，etc.，種牡馬

エルクレスポ El Crespo（06牡 A.P. Indy）USA２勝，パームビーチＳ‐G3，
ジェファーソンＣ‐G2 ２着，サラナクＳ‐G3 ２着，etc.

ウェスタンイクスプレションWestern Expression（96牡 GoneWest）USA３勝，
カーターＨ‐G1 ２着，種牡馬

キングクガート King Cugat（97 牡 Kingmambo）USA７勝，ボーリンググリーン
Ｈ‐G2，ジャマイカＨ‐G2，アーリントンクラシック‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 原田ファーム＝日高町庫富 �01456-7-2319
生 産 牧 場： 原田ファーム
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

180 セリーナトロフィー２０２０ 牡・鹿 ５／１２

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールセリーナトロフィー
＊

＊オジジアン

��
��
�トロフィーポイント青鹿 2002 Tricky Game

5c
Secretariat S4×S5 Con Game S4×M4 Buckpasser S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 セレッソフロリード（10鹿 サクラバクシンオー）入着，�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（９）〕
マースルマン（16牡鹿 フリオーソ）��４勝�３勝��
ウーマナイザー（18牡鹿 リヤンドファミユ）��２勝

２代母 ティーアイディップ（02鹿 ＊ジェイドロバリー）不出走
コスモロビン（08牡 ゼンノロブロイ）５勝，目黒記念‐G2 ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，

緑風Ｓ，迎春Ｓ，グッドラックＨ，etc.
オートロンシャン（11牝 ＊クロフネ）２勝
ラペルトワ（13牝 ゼンノロブロイ）１勝，唐戸特別３着
メガミノキセキ（14牝 ゼンノロブロイ）��１勝
ドリームスピリット（15牡 ディープブリランテ）�３勝，町田特別，青嵐賞２着，

北海Ｈ２着，開成山特別２着，陣馬特別３着

３代母 ＊シェーマ（95 USA栗 Silver Hawk）不出走
リンクシェーマ（00牝 ダンスインザダーク）１勝

マイネルアリオン（06牡 ＊アグネスデジタル）１勝，尖閣湾特別３着
ヴァカンス（11牝 ＊サウスヴィグラス）��３勝，ローレル賞２着

４代母 カパズ Capades（86 USA栗 Overskate）USA11 勝，セリマＳ‐G1，ニュー
ヨークＨ‐G2，マッチメイカーＳ‐G2，カンタベリーオークス‐G3，アシーニア
Ｈ‐G3，etc.
［子］ キャップベイノ Cap Beino（93牝 Lyphard）USA３勝，Miss Indy An

na S，Lilac S
［孫］ メインイディションMain Edition（16牝 Zoffany）GB・IRE・GER６勝，

独１０００キニー‐G2，アルバニーＳ‐G3，スイートソレラＳ‐G3，etc.
メイジャーカドーMajor Cadeaux（04牡 Cadeaux Genereux）GB・F
R・IRE・HKG４勝，サンダウンマイル‐G2，ジョンオヴゴーントＳ
‐G3，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬

ビーチファイアー Beachfire（07� Indian Haven）GB５勝，Wolfert
on H‐L，GB障害１勝

グローリアスグレイGlorious Grey（07牡 Highest Honor）ITY３勝，
P. Roma Vecchia‐L ２着

販売申込者・所有者： 田湯牧場＝新ひだか町静内東別 �0146-32-3336
生 産 牧 場： 田湯牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

181 セレッソフロリード２０２０ 牡・栗 ５／３０
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモセレッソフロリード ＊ジェイドロバリー

��
��
�ティーアイディップ鹿 2010 ＊シェーマ

19
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 センソリートレイル（16鹿 スマートファルコン）�出走
初仔

２代母 レディブライアン（00青鹿 ＊ブライアンズタイム）４勝，秋分特別，愛宕特別
２着，川西特別２着
キクノアリア（11牝 ＊アルデバランⅡ）１勝，�４勝�
キクノフェリックス（14牡 ハーツクライ）２勝，�２勝

３代母 マルブツエンプレス（84黒鹿 ＊ノーザンディクテイター）５勝，北九州短距離
Ｓ‐OP ３着，こでまり賞，ゴールデンスパーＴ２着，瀬戸内海特別３着
マルブツメグミ（92牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，カーネーションＣ‐OP，寒梅賞２着

ラムセスロード（98牡 ＊ラムタラ）３勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，京阪
杯‐Jpn3 ２着，京都３歳Ｓ‐OP ３着，etc.

マルブツオペラ（96牡 ＊オペラハウス）２勝，京都４歳特別‐Jpn3 ２着，あざみ賞，
さわらび賞３着，etc.，障害１勝

４代母 マルブツシヤイン（73栗 ＊マリーノ）出走
［子］ マルブツミラクル（88牡 ＊ストラダビンスキー）４勝，八坂特別，伊丹特

別，鳳来寺山特別

５代母 ＊ホイスリングウインド（59 USA鹿 Nasrullah）USA出走
［子］ シヤダイオー（70牡 ＊マリーノ）４勝，京都新聞杯３着，朝日ＣｈＣ２着，

宝塚記念４着，etc.，種牡馬
マルブツウイドー（71牝 ＊マリーノ）４勝，うずしお特別，露草賞，etc.，
障害５勝，京都大障害

［孫］ ダイナブリーズ（83牝 ＊ナイスダンサー）６勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，
牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，新潟記念‐Jpn3 ３着，etc.

ウィンディシャダイ（80牡 ＊ノーザンテースト）４勝，目黒記念‐Jpn2 ２
着，日経賞‐Jpn2 ３着，迎春賞，etc.

ダイナシヤイン（84牝 ＊ルセリ）１勝，春日山特別２着，樅の木賞２着
［曾孫］ エイシンサンサン（92牝 ＊キャロルハウス）４勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3，エ

リザベス女王杯‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンイットオー（93牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，小倉３歳Ｓ‐Jpn3

販売申込者・所有者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0683
生 産 牧 場： ㈲高村牧場
飼 養 者： ㈲高村牧場＝浦河町上絵笛 �0146-22-0683

182 センソリートレイル２０２０ �・青鹿 ３／１２

＊

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

ゴールドアリュール

�
�
�
�
�

��
��

�スマートファルコン ケイシュウハーブセンソリートレイル ＊ブライアンズタイム

��
��
�レディブライアン鹿 2016 マルブツエンプレス

＊ホイスリングウインド 8c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 センターアンジェロ（00栗 ＊オペラハウス）２勝，アネモネＳ‐L（芝 1600），フロ
ーラＳ‐Jpn2 ３着，オークス‐Jpn1 ５着
〔産駒馬名登録数：14，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－５（13）〕
モエレアンジェロ（05牝鹿 ＊マジックマイルズ）�１勝�２勝�入着
ゴーストオトゥトオ（06牡鹿 ゴールドヘイロー）��１勝
モエレエンデバー（07牡黒鹿 ゴールドヘイロー）２勝，銚子特別（Ｄ1800），瀬波

温泉特別（Ｄ1800）３着，�４勝
ビービービアンカ（08牝鹿 ゴールドヘイロー）�１勝��入着，フローラルＣ
（Ｄ1700）３着

マサノハナチャン（11牝鹿 ゴールドヘイロー）１勝
キョッコウ（14牝栗 ＊ロードアルティマ）入着，�２勝�２勝��
コパノカーリング（16牡鹿 ゴールドヘイロー）１勝，はこべら賞（Ｄ1400）３着
マサノオリオン（18牡黒鹿 ゴールドヘイロー）�出走

２代母 ＊サマーミストレス（85 USA栗 Master Willie）不出走
オリンピアオーカン（91牝 ＊ミルジヨージ）不出走

キャロルグリーン（97牡 ＊キャロルハウス）２勝，ひめさゆり賞２着
プリティーサマー（93牝 ＊リアルシヤダイ）１勝
クロシェットノエル（94牝 ＊ミルジヨージ）４勝，初風特別，瓢湖特別，豊栄特別２

着，リバーテムズ賞２着，隅田川特別３着

３代母 ミッドサマーマジックMidsummer Magic（80 USA栗 Northern Dancer）
不出走
ダンシングヘイローDancing Halo（84 牝 Halo）USA２勝，Turkish Trousers S

‐R ３着
＊プレイリースカイ（89牝 GoneWest）USA１勝

ブランドシャトル（95牝 Theatrical）入着２回
グッドカフェ（08	 マンハッタンカフェ）２勝，万葉Ｓ‐L ３着，木曽川特
別３着

販売申込者・所有者： 中村 時子＝新ひだか町三石鳧舞 �080-5580-2873
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

183 センターアンジェロ２０２０ 牡・栗 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドヘイロー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニアーザゴールドトウケイヘイロー ＊ミルジヨージ

��
��
�ダンスクィーン鹿 2009 ハイネスポート

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinセンターアンジェロ
＊ MasterWillie

��
��
�サマーミストレス栗 2000 Midsummer Magic

8f
Northern Dancer M4×M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 セカンドノホシ（01鹿 シンボリルドルフ）１勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（13）〕
スターリバイバル（06牡栗 ゴールドアリュール）１勝，岳特別（Ｄ1700）２着
ムサシグラスオー（07牡鹿 ＊グラスワンダー）���２勝・５勝
スプリングボックス（14牡黒鹿 ハーツクライ）入着３回，障害３勝，小倉サマージ

ャンプ‐JG3（3390），�３勝，金沢スプリングＣ（Ｄ1900）３着
ランパートエース（15牡栗 ゼンノロブロイ）�３勝
コスモギンガ（17牝芦 ゴールドシップ）１勝，山藤賞（芝 2000）２着，きんもくせ

い特別（芝 1800）３着，���出走

２代母 セカンドサービス（94鹿 ＊リズム）不出走
ドリームキッズ（99牡 ミホノブルボン）入着，ラベンダー賞‐OP ２着，�３勝，野菊賞
リンガスファースト（04牡 ＊オペラハウス）２勝，�３勝
メイクデュース（06牝 トウカイテイオー）１勝，日田特別２着，りんどう賞３着

ウィナーポイント（15牝 スクリーンヒーロー）�３勝，汐留特別，ＳＴＶ杯２
着，初咲賞３着，糸魚川特別３着

３代母 ＊ファーストサービス（85 USA栗 Blushing Groom）GB出走
マフブーバMahboobah（90牝 Diesis）不出走

ブームブームベイビーBoom Boom Baby（97牝 True Hero）不出走
ブームタイムセイヴィングズ Boom Time Savings（03 牝 Secret Savings）
AUS入着４回，ＡＴＣリースリングスリッパートライアル‐G2 ２着，
ＡＴＣシルヴァースリッパーＳ‐G2 ２着

ブームワー Boomwaa（11� Mutawaajid）AUS７勝，ＶＲＣマリバーノ
ンプレイト‐G3，ＭＲＣヴェインＳ‐G3 ３着，VRCMaribyrnong Tr
ial S‐L ３着

テイエムウラノス（00牡 ＊ウォーニング）１勝，	３勝，九州王冠２着

４代母 トーナメントスター Tournament Star（78 USA鹿 Nijinsky）USA３勝，
Busher H２着，Beaugay H３着，My Fair Lady H３着
［孫］ ディレイオヴゲイムDelay of Game（93� Summer Squall）USA16 勝，

スタイヴァサントＨ‐G3，Tampa Bay BC S‐L（２回），キーン
ランドターフマイル‐G2 ２着，etc.

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

184 セカンドノホシ２０２０ 牡・芦 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�ポイントフラッグ芦 2009 パストラリズム

＊パーソロン

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリルドルフ スイートルナセカンドノホシ ＊リズム

��
��
�セカンドサービス鹿 2001 ＊ファーストサービス

23b
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ソフィーズローズ（99鹿 ナリタブライアン）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－３（21）〕
インスパイアローズ（03牡鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝��３勝
ローズデュルワ（07牝栗 ＊アフリート）�１勝���１勝・11勝�
エフティシリウス（10牡青鹿 ステイゴールド）１勝，�４勝
シンキングロージス（12牡黒鹿 スペシャルウィーク）１勝
ステルク（19牡鹿 ワールドエース）��入着

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

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

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

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

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

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

３代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
スカーレットローズ（87牝 ＊ノーザンテースト）２勝

スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，
ジャパンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシッ
ク‐Jpn1（３回），etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲浜口牧場＝新冠町朝日 �090-7050-3282
生 産 牧 場： ㈲浜口牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

185 ソフィーズローズ２０２０ 牡・鹿 ６／ ２

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�ナリタブライアン ＊パシフィカスソフィーズローズ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットブーケ鹿 1999 ＊スカーレツトインク

4d
Northern Dancer M4×M4×S5×S5 Damascus S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラコフレドール（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）�出走
初仔

２代母 サクラセレブレイト（96鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，スイートピーＳ‐OP
２着，胡蝶蘭賞２着
サクラヴェローチェ（04� ウイングアロー）�２勝�３勝
サクラハイグレード（09� ＊グラスワンダー）�２勝
サクラフラムドール（10牡 ＊グラスワンダー）�１勝�入着

３代母 サクラハツユキ（80鹿 ＊パーソロン）５勝，エリザベス女王杯４着，薫風特別，
漁火特別，晩秋特別，スイートピー賞
サクラヒラメキ（87牝 ＊ノーザンテースト）２勝

サクラセンチュリー（00牡 サクラローレル）７勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，日経
新春杯‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn3，etc.

サクラチャイム（89牝 サクラユタカオー）２勝，桃花賞
サクラブーケ（95牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，紅葉特別３着
サクラミモザ（06牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3
２着，春雷Ｓ‐L ３着，福島民友Ｃ‐L ３着，etc.

サクラリズムオー（90牡 サクラユタカオー）１勝，奥只見特別２着，�１勝��
サクラエイコウオー（91牡 マルゼンスキー）５勝，弥生賞‐Jpn2，七夕賞‐Jpn3，

京成杯‐Jpn3 ３着，etc.
サクラケイザンオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，セントライト記念‐Jpn2

２着，菊花賞‐Jpn1 ４着，銚子特別，etc.，種牡馬
サクラアカツキ（95牝 ＊コマンダーインチーフ）６勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，タ

ーコイズＳ‐OP，ユートピアＳ，etc.
サクラデインヒル（97� ＊デインヒル）５勝，芙蓉Ｓ‐OP ２着，ポプラ特別，千倉

特別，etc.

４代母 サクラジヨオー（70黒鹿 Alcide）３勝，芙蓉Ｓ‐OP，野島崎特別
［子］ サクラセカイオー（89牡 サクラユタカオー）５勝，エプソムＣ‐Jpn3，Ｎ

ＨＫ杯‐Jpn2 ３着，弥生賞‐Jpn2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 	谷岡スタット＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2121
生 産 牧 場： 	谷岡スタット
飼 養 者： ㈱新和牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2121

186 サクラコフレドール２０２０ 
・栗 ４／ ４

＊

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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomサクラコフレドール ＊サンデーサイレンス

��
��
�サクラセレブレイト鹿 2008 サクラハツユキ

＊スワンズウツドグローヴ 16a
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ダイヤモンドローズ（13栗 ダノンシャンティ）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
セイウンパワフル（17牡鹿 ストロングリターン）�２勝，高尾特別（芝 1400）２着
ロードギガース（18牡栗 ＊ダンカーク）��入着２回

２代母 ロゼトウショウ（97栗 サクラバクシンオー）１勝
トウショウカレッジ（02牡 ＊ラストタイクーン）８勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐L，米子Ｓ‐L，

京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，オーロＣ‐L
２着，etc.

マロトウショウ（05牝 ＊ワイルドラッシュ）出走
テイコフトウショウ（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，香住特別３着
ディーエスボンバー（18牡 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，湯浜特別２着

フェイストウショウ（09牝 ＊ファスリエフ）１勝

３代母 コーニストウシヨウ（77栗 ＊ダンデイルート）出走
エナジートウショウ（87牝 トウシヨウボーイ）不出走

タニノシスター（93牝 ＊ルション）５勝，葵Ｓ‐OP ３着，れんげ賞，伊吹山特
別２着，etc.
ウオッカ（04牝 タニノギムレット）10勝，ジャパンＣ‐G1，安田記念‐G1
（２回），天皇賞（秋）‐G1，etc.，優２牝，特別賞，年代表（2回），優古牝
（2回）

スカイアンドリュウ（97牡 ＊ポリッシュパトリオット）４勝，京王杯スプリング
Ｃ‐G2 ２着，朱雀Ｓ，山陽特別，etc.，種牡馬

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

シスタートウショウ（88牝 トウシヨウボーイ）４勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，中山記念‐Jpn2 ２着，etc.，優３牝

トウショウオリオン（93牡 トウシヨウボーイ）６勝，北九州記念‐Jpn3，福島民報
杯‐OP ２着，パールＳ，etc.，種牡馬

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

ＣＢＣ賞‐Jpn2，ＣＢＣ賞‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985
生 産 牧 場： 棚川 祐志
飼 養 者： 棚川 祐志＝新ひだか町静内川合 �090-1522-0985

187 ダイヤモンドローズ２０２０ �・鹿 ４／ ９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットダイヤモンドローズ サクラバクシンオー

��
��
�ロゼトウショウ栗 2013 コーニストウシヨウ

＊フロリースカツプ 3l
Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ダンスインザマミー（09黒鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（11）〕
マントン（14牡黒鹿 ＊バトルプラン）入着，�11 勝

２代母 フラップアウェイ（02黒鹿 ＊エルコンドルパサー）出走
ブエラ（10牝 メイショウサムソン）�１勝��２勝�入着，オパールＣ３着
マンオブグァテマラ（11牡 ＊チチカステナンゴ）１勝，�３勝，高知県知事賞３着

３代母 ダンシングサンデー（97鹿 ＊サンデーサイレンス）FR入着３回
フサイチオフトラ（04牡 ＊ブラックホーク）２勝，萩Ｓ‐OP，長久手特別２着，etc.，

�２勝，はがくれ大賞典
ポルカマズルカ（06牝 ＊ティンバーカントリー）５勝，札幌日経ＯＰ‐LR ３着，日

本海Ｓ，秩父特別，etc.
ダンスオンザルーフ（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回

レッドガラン（15牡 ロードカナロア）�５勝，大阪城Ｓ‐L，洛陽Ｓ‐L ３着，リ
ゲルＳ‐L ３着，etc.

４代母 ＊ダンシングキイ（83 USA鹿 Nijinsky）不出走
［子］ ダンスインザムード（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，桜花賞‐Jpn1，

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

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

ダンスインザダーク（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，菊花賞‐Jpn1，
京都新聞杯‐Jpn2，弥生賞‐Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬

エアダブリン（91牡 ＊トニービン）５勝，ダイヤモンドＳ‐Jpn3，ステイ
ヤーズＳ‐Jpn3，青葉賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

［孫］ フェデラリスト（07牡 ＊エンパイアメーカー）５勝，中山記念‐G2，中山
金杯‐G3，産経大阪杯‐G2 ２着，etc.，��１勝	１勝，種牡馬

ダンスファンタジア（08牝 ＊ファルブラヴ）３勝，フェアリーＳ‐G3，ポ
ートアイランドＳ‐L ３着，赤松賞，etc.

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

188 ダンスインザマミー２０２０ 牡・鹿 ５／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルダンスインザマミー ＊エルコンドルパサー

��
��
�フラップアウェイ黒鹿 2009 ダンシングサンデー

＊ダンシングキイ 7
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ナムラマドンナ（13栗 ＊サウスヴィグラス）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
メイクスマイル（19牝鹿 ワールドエース）��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
ナムラジュエル（08牝 マーベラスサンデー）３勝，妙高特別，大阪スポーツ杯３着，

越後Ｓ３着，�１勝
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

ボーイフレンド（09牡 リンカーン）１勝，月岡温泉特別２着，立春賞３着，藻
岩山特別３着，etc.，��１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： 武田 寛治＝新冠町高江 �0146-47-2756
生 産 牧 場： 武田 寛治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

189 ナムラマドンナ２０２０ 牡・鹿 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターナムラマドンナ ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2013 ＊ジャビラバ

1e
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 チアズヒカリ（00鹿 マヤノトップガン）４勝，北陸Ｓ‐L（Ｄ1200）３着，鶴ヶ城特
別（Ｄ1150），�１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－４（14）〕
レーザーインパクト（09牡鹿 ディープインパクト）２勝，障害１勝
ユイマール（12�鹿 ネオユニヴァース）１勝，��４勝
サマーソルスティス（14牝栗 ＊サマーバード）��４勝
コトブキハウンド（15牡鹿 ＊ハードスパン）１勝，��４勝
エコロブラスト（18牡鹿 ディープブリランテ）��２勝

２代母 ＊サラトガシャドーズ（90 USA黒鹿 Saratoga Six）USA３勝

３代母 ドリームティームDream Team（85 USA黒鹿 Cox's Ridge）USA３勝，オ
ークリーフＳ‐G1，アノアキアＳ‐G3，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着
オリンピックキャットOlympic Cat（94� Storm Cat）USA４勝，スポートペイ

ジＨ‐G3 ２着
オリエンテイトOrientate（98 牡 Mt. Livermore）USA10 勝，ＢＣスプリント‐G1，

フォアゴーＨ‐G1，アルフレッドＧヴァンダービルトＨ‐G2，コモンウェル
スＢＣＳ‐G2，etc.，種牡馬

ストルワートリー Stalwartly（03 牡 GoneWest）USA３勝，Nevill S‐R，種牡馬

４代母 ライクリーダブル Likely Double（73 USA鹿 Nodouble）USA５勝，リト
ルシルヴァーＨ‐G3，Miss Tropical H３着
［子］ グリエニケGlienicke（84 牡 Hostage）FR２勝，P. Matchem‐L ２着，

ギシュ賞‐G3 ３着，P. de la Ville de Trouville‐L ３着
［曾孫］ ラヴマイケイティ Love My Katy（12 牝 Circular Quay）PR２勝，C.

Eduardo Cautino Insua‐L
タップショー Tap Show（03� Pleasant Tap）USA・CAN10勝，V
aledictory S‐L ２着

アイスフォーレスト Ice Forest（99 牝 Pine Bluff）USA５勝，Zydeco
S３着

フレンチポリティクス French Politics（09 牝 Political Force）USA６勝，
Lindsay Frolic S３着

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

190 チアズヒカリ２０２０ 牡・鹿 ５／１０
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズチアズヒカリ
＊ Saratoga Six

��
��
�サラトガシャドーズ鹿 2000 Dream Team

16g
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 チャードリー（09青鹿 ＊ウォーエンブレム）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ヒュードロラッシュ（17牝黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）���出走
アルファボンバー（18牡鹿 ラブリーデイ）���入着
マイムマイム（19牝青鹿 ＊バゴ）�出走

２代母 シャルムーズ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
シャルニエール（08牝 タイムパラドックス）�２勝�８勝�
メイショウラガール（12牝 キングカメハメハ）�２勝�	入着２回

３代母 ＊シャルウォーカミーズ（95 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
サルール（03牝 ＊サンデーサイレンス）入着

キーパップ（09牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，ツインターボＣ３着
キャンティユッキ（11牝 マヤノトップガン）出走
メイクアンシー（16牡 ＊ロードアルティマ）�１勝，八丈島特別３着

４代母 シークエル Sequel（89 IRE 鹿 Law Society）IRE 入着
［子］ ファミリートラディション Family Tradition（94牝 Sadler's Wells）FR

・IRE・ITY３勝，Challenge S‐L，Debutante S‐L，マルセ
ルブサック賞‐G1 ３着，etc.

［曾孫］ ジェディナク Jedinak（18牡 Poker Face）�BRZ１勝，エニウブッフォ
ル博士大賞‐G3 ３着

ハミトベイ Hamitbey（16牝 Poker Face）�BRZ３勝，P. Thomaz Te
ixeira de Assumpcao Netto‐L ３着

５代母 ホエアユーリードWhere You Lead（70 USA栗 Raise a Native）GB・IR
E２勝，ミュージドラＳ‐G3，英オークス‐G1 ２着，アサシＳ‐G3 ３着
［孫］ ＊ウォーニング（85牡 Known Fact）GB・FR・USA８勝，クイーンエリザベ

ス二世Ｓ‐G1，サセックスＳ‐G1，クイーンアンＳ‐G2，etc.，種牡馬
レインボークエスト RainbowQuest（81 牡 Blushing Groom）GB・FR
・IRE６勝，凱旋門賞‐G1，コロネイションＣ‐G1，グレイトヴォル
ティジュールＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 高橋 義浩＝新ひだか町東静内 �0146-44-2534
生 産 牧 場： 高橋 義浩
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

191 チャードリー２０２０ 
・青鹿 ４／ ４

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyチャードリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャルムーズ青鹿 2009 ＊シャルウォーカミーズ

14f
Mr. Prospector S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 チョコダイスキ（09栗 ＊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（19）〕
リキオマトバ（14牡鹿 ヒルノダムール）��出走�12 勝
ミヤノキッドマン（16牡芦 キャプテントゥーレ）���２勝�１勝
パッションピーチ（17牝栗 トゥザワールド）��２勝�２勝�入着２回

２代母 ヘヴンリービーナス（03黒鹿 フジキセキ）入着，�１勝
ポールシッター（10	 ＊マイネルラヴ）入着２回，障害３勝，�３勝��入着５回
ベンディシオン（11牝 ＊チチカステナンゴ）
５勝
ウンダモシタン（17牝 ＊ロージズインメイ）２勝

３代母 ダイイチリカー（90黒鹿 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹
賞，寿Ｓ２着，衣笠特別２着，etc.
ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホクトスルタン（04牡 メジロマックイーン）５勝，目黒記念‐Jpn2，札幌日経
ＯＰ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，etc.

ドリームシグナル（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝，シンザン記念‐Jpn3，京王
杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ４着，etc.

ダイイチライン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，奥尻特別，紫川特別，淡路特別
２着，etc.

ダイイチダンヒル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐OP，若駒Ｓ‐OP ２
着，オーストラリアＴ‐OP ３着，etc.

ダイイチボタン（00牝 ＊ティンバーカントリー）１勝
ヒロシゲセブン（15牡 ディープブリランテ）�入着，障害３勝，東京ハイジャ

ンプ‐JG2 ２着
クリンゲルベルガー（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，三河特別３着

４代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
［子］ ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，

日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬
サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，
種牡馬

販売申込者・所有者： 谷藤 弘美＝新ひだか町静内神森 �080-1866-7124
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

192 チョコダイスキ２０２０ 牡・栗 ４／ 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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawチョコダイスキ フジキセキ

��
��
�ヘヴンリービーナス栗 2009 ダイイチリカー

＊フアンシミン 9f
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 チョコレートリリー（10青鹿 ＊ウォーエンブレム）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（７）〕
キュビット（15牡黒鹿 ダイワメジャー）�５勝�２勝
ヒューマンコメディ（17牝黒鹿 ハーツクライ）�２勝
ショウナンアストラ（18牡黒鹿 キズナ）�２勝
ムガ（19牝黒鹿 キズナ）�未出走

２代母 ラフィンムード（01黒鹿 ＊エルコンドルパサー）出走
ラヴィンライフ（06牡 ゴールドアリュール）３勝，ＳＴＶ杯２着，層雲峡特別２着，

羊蹄山特別２着，ビオラ賞２着，支笏湖特別３着，etc.
ラフィングインメイ（09牡 ＊ロージズインメイ）３勝
ムードスウィングス（11牝 ハーツクライ）１勝，栗子特別２着，ミモザ賞２着

３代母 ＊ファビラスラフイン（93 FR芦 Fabulous Dancer）４勝，秋華賞‐Jpn1，Ｎ
Ｚトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，ジャパンＣ‐G1 ２着，さわらび賞，優３牝
シュペリユール（00牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，橘Ｓ‐OP ３着，宝ケ池特別，

別府特別，etc.
ナリタハリケーン（09牡 キングカメハメハ）５勝，札幌記念‐G2 ２着，巴賞

‐LR ３着，ブリリアントＳ‐L ３着，etc.
ラフィントレイル（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走

ブレイズアトレイル（09牡 ダイワメジャー）５勝，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，
米子Ｓ‐L ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，etc.，�１勝��

ジャイアントリープ（10牡 ネオユニヴァース）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，松
前特別，琵琶湖特別，etc.

ギュスターヴクライ（08牡 ハーツクライ）５勝，阪神大賞典‐G2，京都大賞典‐G2
３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

ファビラスタイム（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝�入着
ランリョウオー（18牡 ＊パイロ）���５勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，雲

取賞，ハイセイコー記念２着，etc.

４代母 メルカルMercalle（86 FR芦 Kaldoun）GB・FR８勝，カドラン賞‐G1，
P. Panacee‐L，P. Caravelle‐L，P. des Federations Regionales‐L ２着，
P. Max Sicard‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640
生 産 牧 場： 田中スタッド
飼 養 者： 田中スタッド＝浦河町上向別 �0146-22-0640

193 チョコレートリリー２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ７

＊

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

＊ Our Emblem

�
�
�
�
�

��
��

�ウォーエンブレム Sweetest Ladyチョコレートリリー ＊エルコンドルパサー

��
��
�ラフィンムード青鹿 2010 ＊ファビラスラフイン

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

価格： 購買者：



母 タイムトゥラン（04鹿 ＊ブライアンズタイム）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（８），地方－４（19）〕
スリータイタン（09�黒鹿 スズカマンボ）５勝，ベテルギウスＳ‐OP（Ｄ1800）２

着，丹沢Ｓ（Ｄ2100），鳥取特別（Ｄ2000），赤富士Ｓ（Ｄ2100）２着，名古屋城
Ｓ（Ｄ1800）３着

ノッキングオン（10牡鹿 ＊ジャイアントレッカー）３勝，��３勝���１勝
マジックボーイ（12牡鹿 スマートボーイ）��10 勝
グロースハック（13牡栗 メイショウボーラー）��１勝�入着２回�
スリーコーズライン（16牡鹿 スズカコーズウェイ）障害１勝
ミホスローロリス（17牝鹿 スズカコーズウェイ）���３勝	１勝

２代母 アイオーユー（90栗 ヤマニンスキー）７勝，カブトヤマ記念‐Jpn3，フェブ
ラリーＳ‐Jpn2 ２着，ウインターＳ‐Jpn3 ２着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，etc.，
��入着２回，マリーンＣ‐Jpn3 ３着，etc.
ショウグンエックス（98牡 ＊フォーティナイナー）４勝
プリモレディ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

タイセイパルサー（13牡 ＊パイロ）４勝，フェニックス賞‐OP ３着，桃山Ｓ，
摩耶Ｓ３着，上賀茂Ｓ３着，桃山Ｓ３着

３代母 ＊ランザリスク（76 GB鹿 Run the Gantlet）GB出走
オンパトロ－ルOn Patrol（82 牝 Imperial Fling）GB・USA３勝

リグリア Liguria（90牝 Ahonoora）FR・SPA３勝，P. Ricardo R. Benitez de L
ugo‐L ２着，P. Ricardo R. Benitez de Lugo‐L ３着

リスクミ－Risk Me（84牡 Sharpo）GB・FR・IRE・USA５勝，パリ大賞‐G1，
ジャンプラ賞‐G1，グリーナムＳ‐G3，etc.，種牡馬

スイスリスク Swiss Risk（88 牝 ＊ラストタイクーン）FR出走
グレイリスクGrey Risk（93 牡 Kendor）FR４勝，メシドール賞‐G3，P. de

Saint Patrick‐L，種牡馬
アジテーション（89牝 Caerleon）入着３回

スタートマーチ（96牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，
チューリップ賞‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.

プリエミネンス（97牝 ＊アフリート）６勝，エルムＳ‐Jpn3，etc.，��６勝�１
勝
��入着５回，彩の国浦和記念‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
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

194 タイムトゥラン２０２０ 牡・鹿 ４／２４
＊ 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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayタイムトゥラン ヤマニンスキー

��
��
�アイオーユー鹿 2004 ＊ランザリスク

5d
Graustark M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ディアダンサー（05黒鹿 ＊ディアブロ）�４勝，フロイラインＣ（Ｄ1500），フロ
ーラルＣ（Ｄ1500）２着，北斗盃（Ｄ1000）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
サウスブレーヴ（13牡鹿 ＊サウスヴィグラス）�２勝��
ブラックブレーヴ（14牡青鹿 ブラックタキシード）�１勝
ディアサンダー（15牝青鹿 ブラックタキシード）���６勝�３勝
スーパーヒル（16牡黒鹿 ブラックタキシード）��入着７回
ダンサーノユメ（17牝黒鹿 サムライハート）��出走��出走
アオイツキ（19牝黒鹿 トゥザワールド）�地方未出走

２代母 メモリアルキッス（98黒鹿 ＊ラストタイクーン）���入着２回
キヌガサブラン（02牝 エムアイブラン）�２勝�１勝	
オンザメモリー（04牝 ＊カコイーシーズ）�１勝	１勝

パトリオットキッス（06牝 フサイチコンコルド）�１勝
サカイチハナミズキ（07牡 スパイキュール）�10 勝�１勝
メモリダンサー（08牝 マイネルセレクト）�４勝
スーパーオオゾラ（09牡 ＊エアエミネム）��１勝
スーパーブレーヴ（10牡 スパイキュール）��10 勝
３勝

３代母 ラストキッス（90鹿 マルゼンスキー）３勝，中ノ岳特別，利根川特別３着，出
雲崎特別３着
サクセスソーサー（97牡 ＊グルームダンサー）３勝，上賀茂Ｓ２着
リスティアダーリン（01牡 ＊トワイニング）５勝，初日の出賞，千葉ＴＶ杯，障害１

勝，�１勝�３勝�入着４回���，東海菊花賞３着
グランシュヴァリエ（05牡 タヤスツヨシ）３勝，�13 勝１勝��
�入着３回�

��	，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1 ３着，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ４着，報
知オールスターＣ２着，etc.，種牡馬

ディーエスタイド（10牡 ブラックタイド）１勝，コスモス賞‐OP ３着，奥尻特別２
着，臥牛山特別３着

４代母 ユーワエアメール（82黒鹿 ＊ダイアトム）２勝

５代母 ブラツトメール（72栗 ＊ナデイア）４勝，牝馬東タイ杯３着，多摩川特別，青葉賞

販売申込者・所有者： ㈲法理牧場＝日高町豊郷 �01456-2-5017
生 産 牧 場： ㈲法理牧場
飼 養 者： ㈲法理牧場＝日高町豊郷 �01456-2-5017

195 ディアダンサー２０２０ 牡・青鹿 ５／２４
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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionディアダンサー ＊ラストタイクーン

��
��
�メモリアルキッス黒鹿 2005 ラストキッス

＊ステツプシスター 16g
ラストタイクーンM3×S4 Halo S4×M4 Nureyev S4×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ティアレ（07芦 キングカメハメハ）１勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（６）〕
サクセステーラー（15�黒鹿 アンライバルド）１勝，��出走
グランヴァニーユ（16牝芦 ＊クロフネ）��２勝��４勝
サウスリバー（19牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）�地方未出走

２代母 ＊ササファイヤー（99 USA芦 Saint Ballado）不出走
クイーンダムQueendom（03牝 Monarchos）USA４勝，Claire Marine S３着
プラテアード（04� Silver Deputy）４勝，プリンシパルＳ‐L ２着，オーロラ特別，

山藤賞２着，黄梅賞３着，障害１勝
マズルファイヤー（10牡 ＊ホワイトマズル）１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着，円山特別

３着，�２勝���
サクラフォンテーヌ（11牝 ゼンノロブロイ）出走

リルブラーヴ（18牡 サクラゼウス）１勝
サンフレイム（12牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，	３勝�
ブライトコメット（15牝 スマートファルコン）�１勝��
ダルヴァザ（16� ベルシャザール）���７勝

３代母 ラアイスクイーン La Ice Queen（85 USA芦 Icecapade）USA３勝
シスターアクト Sister Act（95 牝 Saint Ballado）USA７勝，ヘムステッドＨ‐G1，

ラトロワンヌＳ‐G3，Oaklawn S‐L，etc.
アルティメトゴールUltimate Goal（03 牡 Storm Cat）USA３勝，Sir Barto

n S‐L ２着，種牡馬

４代母 ラクイーンビーナ La Queen Bina（79 USA鹿 Circle Home）USA入着３回
［子］ クイーンズブラスバンドQueen's Brass Band（90牡 Dixieland Brass）

USA２勝，Woodlands Juvenile S２着

５代母 ラクイーニー La Queenie（65 USA鹿 Prince John）USA３勝，Miss Su
wannee S，Southern Belles H３着
［子］ ヒュペルボレアン Hyperborean（80牡 Icecapade）USA３勝，スワップス

Ｓ‐G1，トラヴァーズＳ‐G1 ３着，ペガサスＨ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： ㈲中田牧場＝平取町去場 �090-3018-9114

196 ティアレ２０２０ 牡・鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ネオユニヴァース

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ポインテッドパスヴィクトワールピサ
＊ Machiavellian

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスティアレ
＊ Saint Ballado

��
��
�ササファイヤー芦 2007 La Ice Queen

7a
Halo S4×M4×S5 Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ティティテア（10鹿 バブルガムフェロー）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
ベニトビ（15牝鹿 ＊トビーズコーナー）�１勝
アーティクル（16牝青鹿 ＊バトルプラン）��入着７回�１勝
ティティジャック（18牡鹿 ＊ノボジャック）�１勝
トップオブザラン（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�地方未出走

２代母 レディジュエル（96黒鹿 ＊エルハーブ）不出走
ボンバイエ（00牡 サンデーウェル）��１勝
アルプスイチバン（01牡 ミホノブルボン）��２勝�
ブラックブラスト（03牡 ヤマニンゼファー）�１勝��２勝
ニケダイヤモンド（05牡 ＊スキャン）１勝
ボーンスプレマシー（07� ボーンキング）��１勝	１勝
入着３回
パライバトルマリン（08� マイネルセレクト）２勝
イモジョウチュウ（09牡 スパイキュール）	６勝
ピラミッドユージン（11� ＊フォーティナイナーズサン）
２勝�３勝���
ウィンクヒル（12牡 ウインクリューガー）��１勝
フォルメンテーラ（14牝 アドマイヤコジーン）�１勝��入着４回
ペガッソ（15牡 ＊ノボジャック）１勝，��未出走�11 勝�入着

３代母 ＊レイディアック（83 USA鹿 Ack Ack）USA３勝，Orange County Matron
S‐R，Bangles and Beads S３着
レイディシンザン（91牝 ミホシンザン）１勝，ひめさゆり賞３着
カチウマキャシー（92牝 ＊ストームオンザルース）４勝，オホーツクＨ，オホーツク

Ｈ３着

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

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

ルロスＨ‐G1 ２着，カールトンＦバークＨ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 津島 優治＝浦河町上絵笛 �0146-22-6400
生 産 牧 場： 津島 優治
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

197 ティティテア２０２０ 牡・鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニーティティテア ＊エルハーブ

��
��
�レディジュエル鹿 2010 ＊レイディアック

3c
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 デイドリーム（12栗 アドマイヤムーン）１勝，稲光特別（芝 1000）２着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 シルクヴィーナス（06青鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
プレイアンドリアル（11牡 デュランダル）１勝，京成杯‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3

２着，�１勝�１勝，ジュニアＧＰ，ＮＡＲ優ターフ（2回）
テンプルツリー（13牝 ブラックタイド）１勝
ソフィスティケイト（17牝 サイレントディール）��２勝
カイトゲニー（18牝 カレンブラックヒル）�３勝，橘Ｓ‐L ３着，相模湖特別，つわ

ぶき賞，由比ヶ浜特別２着

３代母 ＊シルクフレアー（95 USA鹿 Danzig）不出走
シルクヴェルリッツ（02牡 アドマイヤベガ）４勝，飛騨Ｓ，大日岳特別，トリトン

Ｓ２着，etc.
シルクヴェルサイユ（08牝 スペシャルウィーク）不出走

ブルベアバブーン（14� ＊プリサイスエンド）２勝，端午Ｓ‐OP ２着，もちの木賞
ウインバーニング（13牡 ディープスカイ）入着２回，��出走�５勝��入着，不

来方賞２着

４代母 ジェットルート Jet Route（88 USA鹿 Alydar）USA３勝，Queen BC S
‐L ２着，R& R Ranch H‐R ２着，June Darling H‐L ３着
［孫］ リーサルウェポン（11牝 ディープインパクト）４勝，愛知杯‐G3 ２着，

浦佐特別，舞子特別２着，etc.

５代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着
［子］ ＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３

歳牝馬Ｓ‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝
＊ヒシピナクル（96牝 Theatrical）４勝，ローズＳ‐Jpn2，秋華賞‐Jpn1

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

ＢＣ賞‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距

販売申込者・所有者： 高橋 啓＝平取町川向 �01457-2-3529
生 産 牧 場： 高橋 啓
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

198 デイドリーム２０２０ �・鹿 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズデイドリーム ＊ティンバーカントリー

��
��
�シルクヴィーナス栗 2012 ＊シルクフレアー

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



母 ＊テメリアイランド（05 IRE 鹿 Montjeu）FR・GER・ITY２勝，Berberis‐Rennen
‐L，P. der Peter Deilmann Reederei‐L ２着，フランクフルト牝馬賞‐G3 ３着，
フェデリコテシオ賞‐G3 ３着，Grosser Canon‐Preis‐L ３着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），海外－１（２），地方－２（12）〕
タフリヤTavriya（12 FR牝鹿 Duke of Marmalade）POL２勝
シャドウアイランド（15牝鹿 ハーツクライ）２勝，ホンコンＪＣＴ（芝 2000）２着
ミスティネイル（16牝栗 ハーツクライ）���７勝�４勝
ラガーヴィーヴ（17牝鹿 ハーツクライ）入着２回，��１勝
ゲンパチボロネーゼ（18牡栗 オルフェーヴル）��出走�入着
ラガーフッカー（19牝栗 オルフェーヴル）�未出走

２代母 テレマThelema（95 IRE 栗 Caerleon）不出走
グランドコルトGrand Colt（01� Grand Lodge）GRC２勝
ユナイテドワールドUnitedWorld（03 牡 ＊スピニングワールド）ITY６勝
トロロッソToro Rosso（08牡 ＊ファスリエフ）ITY２勝

３代母 レーヌマティルド Reine Mathilde（81 USA黒鹿 Vaguely Noble）FR・US
A５勝，ＥＰテイラーＳ‐G2，マルレ賞‐G2，オペラ賞‐G2，P. Finlande‐L，
メイトリアークＳ‐G1 ２着，etc.
レーヌデジル Reine des Iles（87 牝 Nureyev）FR１勝，P. Casimir‐Delamarre

‐L ２着，P. de Saint‐Cyr‐L ２着，P. d'Angerville‐L ３着
マグダMagda（02牝 Bijou D'Inde）TUR１勝
ババドーカー Babadoker（12 牡 Eagle Eyed）�TUR20 勝，Ertugrul Gazi
‐L ２着，Ankara Kalesi S‐L ３着，Ertugrul Gazi‐L ３着

＊エンプレスマティルダ（92牝 Sadler's Wells）不出走
メイクアップ（11牡 オレハマッテルゼ）４勝，プリンシパルＳ‐LR ３着，２０１６

ＷＡＳＪ第４戦，燕特別，etc.

４代母 ゲイマテルダGay Matelda（65 USA黒鹿 Sir Gaylord）USA９勝，アラバ
マＳ，ガーデニアＳ，ジャージーベルＨ，プリンストンＨ，National Stallion S
，etc.

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

199 テメリアイランド２０２０ 	・鹿 ５／１７
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

＊

モンジュー Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Montjeu Floripedesテメリアイランド テレマ Caerleon

��
��
�Thelema鹿IRE 2005 Reine Mathilde

1n
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 デュエット（11鹿 ＊コンデュイット）入着２回
〔産駒馬名登録数：４〕
エンドステージ（18牡栗 ＊マクフィ）�出走
ライヴアクアマリン（19牡鹿 ＊エスケンデレヤ）�未出走

２代母 ランニングヒロイン（93鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
ノーマターホワット（00牝 ＊ソウルオブザマター）１勝，�１勝
リメンバードリーム（02牝 ＊ジェイドロバリー）３勝，清里特別３着，雪うさぎ賞３着
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，セントライト記念‐Jpn2 ３着，ラジオＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐Jpn3 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

カクテルラウンジ（05牝 タニノギムレット）��２勝�１勝，東京２歳優駿牝馬３
着，オパールＣ
グラヴィオーラ（15牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝��２勝，エーデルワイス賞

‐Jpn3 ２着，東京プリンセス賞，東京２歳優駿牝馬，ユングフラウ賞２
着，桜花賞３着，etc.

センターステージ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝
ラントゥザリード（08牝 タニノギムレット）１勝
ブロンドヒロイン（10牝 ＊グラスワンダー）入着２回，�２勝

ココニアル（17牝 ＊タートルボウル）�３勝，ライラック賞

３代母 ダイナアクトレス（83鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，京王杯スプリングＣ
‐Jpn2，スプリンターズＳ‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，京王杯オータムＨ‐Jpn3，
函館３歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝（2回）
ステージチャンプ（90牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，日経賞‐Jpn2，ステイヤーズＳ

‐Jpn3，菊花賞‐Jpn1 ２着，etc.
プライムステージ（92牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3，札幌３

歳Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，

マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
ベストロケーション（05牝 ＊クロフネ）５勝，京都牝馬Ｓ‐G3 ２着，キーンランド

Ｃ‐G3 ３着，ラピスラズリＳ‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

200 デュエット２０２０ 牡・鹿 ４／１７

＊

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

＊ Dalakhani

�
�
�
�
�

��
��

�コンデュイット Well Headデュエット ＊サンデーサイレンス

��
��
�ランニングヒロイン鹿 2011 ダイナアクトレス

＊マジツクゴデイス 1s
Sadler's Wells S4×M4 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ディアエスペランサ（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）入着５回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
ゴールドポセイドン（14牡鹿 ステイゴールド）１勝
キングポセイドン（15牡栗 オルフェーヴル）入着２回，��出走�１勝��２勝
ラナウェリナ（17牝鹿 ＊ワークフォース）���出走
スズアンジー（18牝鹿 ドゥラメンテ）�出走

２代母 ディアウィンク（98鹿 ＊タイトスポット）１勝
マイネルクラッチ（04牡 ＊スクワートルスクワート）３勝，月岡温泉特別，須磨特別

２着，月岡温泉特別２着，豊栄特別２着，武庫川Ｓ３着，etc.
ドリームザドリーム（05牡 ＊エイシンプレストン）１勝
ナカヤマフェスタ（06牡 ステイゴールド）５勝，宝塚記念‐G1，セントライト記念

‐Jpn2，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3，メトロポリタンＳ‐L，etc.，FR入着２回，
凱旋門賞‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬

ディアアレトゥーサ（07牝 トーセンダンス）３勝，紫苑Ｓ‐L，福島記念‐G3 ２着，
村上特別，織姫賞２着，ミモザ賞３着

サトノセレリティ（11牡 ディープスカイ）４勝，成田特別２着，障害１勝
ダンシングリッチー（17� オーシャンブルー）２勝，タイランドＣ，高雄特別３着

３代母 セイレイ（91鹿 ＊デインヒル）３勝，南武特別，佐倉特別，八海山特別３着

４代母 ＊センスオブリズム（84 IRE 鹿 Cure the Blues）IRE 入着
［子］ フォレストコンサート Forest Concert（89 牝 Thatching）IRE２勝，B

eamish Stout S‐L ３着
ディアエイジ（01牡 メジロライアン）入着３回，揖斐川特別３着，�１勝

［孫］ ＊アフォード（98牡 Affirmed）２勝，万代特別，売布特別３着，三条特別３着
＊リブレメンテ（02牝 Fly So Free）１勝，小樽特別２着
アサギリ（06牡 サクラバクシンオー）２勝，噴火湾特別３着

＊タイキアンコール（95牝 Night Shift）１勝，牡丹賞３着

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

201 ディアエスペランサ２０２０ �・鹿 ５／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomディアエスペランサ ＊タイトスポット

��
��
�ディアウィンク鹿 2008 セイレイ

＊センスオブリズム 3h
ロックオブジブラルタルM2×S3 デインヒルM3×S4×M4 His Majesty M4×M5
Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 テレフォトグラフ（09栗 ハーツクライ）�８勝�５勝���入着３回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
グレイテストクルー（17牝黒鹿 ＊パイロ）��４勝
ヤマショウリアン（18牡鹿 ＊シンボリクリスエス）���出走�１勝

２代母 フライバイペガサス（02芦 Fusaichi Pegasus）出走
シャインオブロード（07牡 アグネスゴールド）�６勝�
ビックセイラー（10牝 ＊クロフネ）�２勝

カクテルドレス（15牝 リーチザクラウン）２勝
マルヒロナッツオー（14牡 ＊パイロ）���５勝，平和賞３着
ビクトリアペガサス（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��２勝
ロイヤルペガサス（17牡 ハタノヴァンクール）���６勝

３代母 ＊マックスジーン（93 USA芦 Cozzene）出走，USA11 勝，シープスヘッドベイ
Ｈ‐G2（２回），ニューヨークＨ‐G2，ビウィッチＳ‐G3，ジェニーワイリーＳ
‐G3，ミセズリヴィアＳ‐G3，etc.
マクシマール（03牝 アグネスタキオン）１勝

フェスティヴイェル（11牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，２０１６ＷＡＳＪ第２戦，
調布特別，出雲崎特別，etc.

アンジュジョリー（14牝 ＊タートルボウル）�２勝��４勝�入着，東京プリン
セス賞，東京２歳優駿牝馬３着，金沢シンデレラＣ２着

４代母 ＊ジャッキーマックス（82 IRE 芦 Sexton Blake）FR・USA５勝，P. des Bell
es Filles‐L
［子］ ジャッキーテースト（01牝 ＊カーネギー）４勝，立春賞，本栖湖特別２着，

クリスマスキャロル賞３着，�１勝
［孫］ レーイレアル Rey Real（08 牡 ChopperWon）VEN１勝，Copa Jua

n Arias‐L ３着
シベリアンライオン（02牡 ＊マルターズライオン）３勝，伏竜Ｓ‐OP ３着，
初春賞３着，横手特別３着

グレイスフラワー（09牝 ダイワメジャー）３勝，オクトーバーＳ，火打山
特別，信濃川特別３着，etc.，��２勝

［曾孫］ ストライプ（18牝 ルーラーシップ）�２勝，クロッカスＳ‐L

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

202 テレフォトグラフ２０２０ 牡・栗 ４／２７

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

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

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンステレフォトグラフ Fusaichi Pegasus

��
��
�フライバイペガサス栗 2009 ＊マックスジーン

9e
Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 テンシノキセキ（98栗 フジキセキ）９勝，セントウルＳ‐Jpn3，フェアリーＳ‐Jpn3，
小倉日経ＯＰ‐L（芝 1200），ＴＶ愛知ＯＰ‐L（芝 1200），スワンＳ‐Jpn2 ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（12）〕
カレンナホホエミ（07牝栗 ＊タイキシャトル）２勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）
キミニアエタキセキ（08牝黒鹿 サクラバクシンオー）１勝
ミカエルシチー（12牡鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝，恵那特別（Ｄ1200）２着，�

�10 勝
ピースフルメモリー（15牝鹿 ロードカナロア）�２勝��

２代母 ＊ビーバップアルー（86 USA鹿 Mr. Prospector）USA１勝
フォーキャップ Four Cap（96牝 Capote）USA出走

テクサンティップ Texan Tip（02牝 Water Poet）VEN２勝，P. Starship M
iss‐L ３着

レイディアレイダ Lady Aleida（03牝 Seek Smartly）不出走
フランクロス Frank Ross（07 牡 Water Poet）VEN７勝，P. Burlesco
‐L，P. Iraqui‐L，Copa Remarkable News‐L ２着，P. Arz
ak‐L ３着，P. Jose Maria Vargas‐L ３着，etc.

エノロゴ Enologo（07牡 Water Poet）VEN４勝，P. Internacional del Cari
be‐L ３着

クリノトップレディ（97牝 Salt Lake）３勝，若菜賞，鈴鹿特別２着，火の山特別２
着，祇園特別３着，仲春賞３着
アプローチミー（07牡 マンハッタンカフェ）１勝，�２勝，サマーＣ２着，白

銀争覇３着
ダイナミックウオー（10牡 フジキセキ）２勝，天の川賞２着，吹田特別２着，

ＴＶＱ杯２着，横手特別２着，西尾特別３着，etc.，�１勝
クリノレディスルガ（00牝 ＊タイキシャトル）２勝，こでまり賞２着
クリノワールド（01牡 ＊スピニングワールド）５勝，京洛Ｓ，心斎橋Ｓ，小倉日経賞

２着，サンライズＳ２着，北九州短距離Ｓ３着，etc.

３代母 ニューチャンスレイディNewchance Lady（74 USA鹿 Roi Dagobert）不出走
ストライクゴールド Strike Gold（80牡 Mr. Prospector）USA４勝，ベイショアＳ

‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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： ㈲北島牧場＝平取町二風谷 �090-1647-6859

203 テンシノキセキ２０２０ 牡・栗 ５／１２

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーテンシノキセキ
＊ Mr. Prospector

��
��
�ビーバップアルー栗 1998 Newchance Lady

A5
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 テンテマリ（11黒鹿 スズカフェニックス）２勝，白河特別（芝 1200），鳥羽特別
（芝 1400）２着，�１勝�２勝
初仔

２代母 テンイムホウ（02鹿 ＊ラムタラ）５勝，尾張Ｓ‐OP ３着，市川Ｓ，河北新報杯，
千葉日報杯，若鮎賞，etc.
テンツクテン（12牝 ステイゴールド）�４勝�入着３回
イチダイ（13牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，潮来特別，赤倉特別２着，高湯温泉特

別２着，萬代橋特別２着，etc.，�１勝�１勝，寒菊賞，etc.
サンシロウ（14牡 ネオユニヴァース）�３勝，胎内川特別，燕特別，陣馬特別２着，

南武特別２着，九十九里特別２着，etc.
タカンナ（17牝 スピルバーグ）�出走，�２勝
キヨラ（18牝 エピファネイア）��３勝，オパールＣ

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

着，なにわＳ３着，etc.
ウインシンシア（03牝 ダンスインザダーク）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ３着，有

松特別，岡崎特別，etc.
ゼンノブレーメン（12牡 ＊ハービンジャー）２勝，国東特別

ナムラブレット（06牡 エイシンサンディ）３勝，四国新聞杯２着，etc.，��１勝，
ゴールドＣ３着，大井記念３着

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259
生 産 牧 場： ㈲辻牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

204 テンテマリ２０２０ �・青鹿 ２／２１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカテンテマリ ＊ラムタラ

��
��
�テンイムホウ黒鹿 2011 ラッキーダイアリー

＊カレンダーメイド 19b
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 バードオブワンダー（06黒鹿 ＊グラスワンダー）��１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（13）〕
アヤシ（14牝黒鹿 スズカマンボ）�２勝
ローズマリア（15牝黒鹿 ローズキングダム）�３勝��１勝
ドンナフォルテ（17牝黒鹿 フェノーメノ）���出走�７勝，加賀友禅賞（Ｄ1400）

２着，ノトキリシマ賞（Ｄ1500）２着，金沢プリンセスＣ（Ｄ1400）２着

２代母 ナリタレッドバード（88鹿 マルゼンスキー）１勝
ナリタプロテクター（93牡 ＊ヘクタープロテクター）７勝，谷川岳Ｓ‐OP，ポートア

イランドＳ‐OP，札幌日経ＯＰ‐OP，吾妻小富士ＯＰ‐OP ２着，東風Ｓ‐OP
３着，etc.，�３勝�７勝

ナリタサクセス（94牡 オースミシャダイ）２勝，	１勝�１勝
ゴールデンバード（95牝 ＊クリミナルタイプ）３勝
ナリタグレース（97牝 ＊トニービン）１勝

ショウナンカンムリ（09牡 ダイワメジャー）３勝，須磨特別，はなみずき賞，
春日特別２着，猪名川特別２着

ナリタフローラ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
メイショウヤマホコ（10牡 タニノギムレット）２勝，金山特別，知立特別３着
（２回）

トーコーニーケ（11牝 キングカメハメハ）
７勝�２勝��入着，関東オーク
ス‐Jpn2 ２着，園田金盃，のじぎく賞，東海クイーンＣ，若草賞，etc.，
ＮＡＲ優３牝

ハッピーウィルス（12牡 ＊タイキシャトル）２勝，高湯温泉特別，稲荷特別２着
ピスハンド（17牡 ＊ヘニーヒューズ）�
７勝，菊水賞２着，兵庫若駒賞２着

ロングユリシーズ（02牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
ビッグムサシ（03牡 ＊アフリート）１勝

３代母 ビユーテイマリヤ（80黒鹿 ＊トライバルチーフ）��１勝
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.
ファイトガリバー（93牝 ダイナガリバー）３勝，桜花賞‐Jpn1，オークス‐Jpn1

２着，紅梅賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ダイヤモンドファーム＝浦河町富里 �0146-25-2079
生 産 牧 場： ㈲ダイヤモンドファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

205 バードオブワンダー２０２０ 牡・栗 ２／２２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraバードオブワンダー マルゼンスキー

��
��
�ナリタレッドバード黒鹿 2006 ビユーテイマリヤ

＊アストニシメント 7c
Silver HawkM3×S4 Mr. Prospector S5×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ハツネ（09栗 トウカイテイオー）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（５）〕
アプリーレ（13牡黒鹿 ブラックタキシード）�５勝�
ゴールドリカ（18牝黒鹿 タニノギムレット）��出走

２代母 オーロラテルコ（98鹿 ミスターシービー）不出走
グランデゴール（01牡 シンボリルドルフ）１勝，津田沼特別３着（２回），白山特別３着
キューティホーク（02牝 トウカイテイオー）�３勝
ロワソレイユ（05牡 ミホノブルボン）�１勝���
クワイトファイン（10牡 トウカイテイオー）�１勝��１勝�４勝��，種牡馬

３代母 オーロラシロー（82栗 シンザン）１勝
ブランドミッシェル（89牝 ＊ニシノエトランゼ）５勝，新潟記念‐Jpn3 ３着，天の

川Ｓ，秋興特別，etc.
ニシノチャーミー（04牝 サクラバクシンオー）２勝，函館２歳Ｓ‐Jpn3

４代母 ヤノセイラン（74栗 タニノムーテイエ）入着２回
［子］ フウリンランバー（78牡 ＊バーバー）２勝，相模湖特別

ソアラシロー（83牡 ダイコーター）２勝，ほおずき賞
［孫］ トールアンワイド（89牡 ギヤロツプダイナ）５勝，矢作川特別，立夏Ｓ２

着，心斎橋Ｓ２着，etc.
［曾孫］ トウジントルネード（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，神戸新聞杯

‐Jpn2 ３着，胡蝶蘭賞，玄海特別２着，etc.，�入着３回

５代母 レデイロツク（65栃栗 ＊チヤイナロツク）３勝
［子］ ヤノライデン（72牡 ＊タマナー）３勝，マーガレット賞，	
４勝

ヤノズイホウ（77牡 アローエクスプレス）��	
６勝，高崎大賞典２着
ヤノガイセイ（73牡 ＊ダイハード）４勝，	
�１勝，みちのく特別３着，
宇都宮記念３着

［曾孫］ テイエムリキサン（00牡 ＊タイキシャトル）２勝，朝日杯フューチュリティ
Ｓ‐Jpn1 ３着，京成杯‐Jpn3 ２着，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

テイエムジェネラス（99牡 ＊ジェネラス）５勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３
着，松前特別，鳴滝特別，etc.，障害１勝

販売申込者・所有者： 前川 義則＝日高町賀張 �01456-5-2885
生 産 牧 場： 前川 義則
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

206 ハツネ２０２０ 牡・栗 ５／２５

＊

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

シンボリルドルフ

�
�
�
�
�

��
��

�トウカイテイオー トウカイナチユラルハツネ ミスターシービー

��
��
�オーロラテルコ栗 2009 オーロラシロー

＊レデイアリス 3f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ドゥエベリーニ（15青 マンハッタンカフェ）出走
初仔

２代母 フレンチカクタス（08黒鹿 ＊タイキシャトル）３勝，フィリーズレビュー‐G2，
ひいらぎ賞，赤松賞２着
カクタスバンガー（14� マンハッタンカフェ）��３勝�２勝�
フレンチバローズ（17牡 ジャスタウェイ）入着，���１勝

３代母 ＊ブラッシュウィズテキーラ（93 USA鹿 Broad Brush）USA５勝，Davona
Dale S‐L ２着
ワインダークシーWine Dark Sea（00牝 Touch Gold）SAF２勝

クールシャルドネ Cool Chardonnay（11� Antonius Pius）SAF５勝，Aq
uanaut H‐L（２回），ゴールドボール‐G2 ２着，レイシングアソシエイ
ションＨ‐G3 ２着

シラーズカベルネ Shiraz Cabernet（12 牝 Antonius Pius）SAF１勝，Lady
's Slipper S‐L ２着

レッドライフセイヴァー Red Lifesaver（01 牝 Victory Gallop）USA８勝，Val
id Expectations S‐L，Santa Teresa H，Harry W. Henson Breeders'
Cup H‐L ２着，etc.

ダイワキングコン（02牡 Victory Gallop）３勝，伏竜Ｓ‐OP，カトレア賞
ウェルカムフラワー（03牝 ＊エルコンドルパサー）入着２回，�１勝

ヒルノドンカルロ（10牡 マンハッタンカフェ）３勝，松前特別，メルボルンＴ，
千里山特別２着（２回），etc.

ダイワフラッグ（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，巻機山特別，高田城特別，��１勝

４代母 シーラテキーラ Sheila Tequila（80 USA栗 Indefatigable）USA９勝，
Daffodil H，Liberation S‐R，Senorita H，Kamar H，Alberta
Oaks‐R，etc.
［子］ ラッキーアセット Lucky Asset（88 牝 Lucky North）USA９勝，Hon

eymoon S２着
ホリデイヘッデイク Holiday Headache（90牝 Herat）USA３勝，Pra
irie Dawn S３着

販売申込者・所有者： 高岸 順一＝浦河町瑞穂 �0146-25-2341
生 産 牧 場： 高岸 順一
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

207 ドゥエベリーニ２０２０ 牡・鹿 ２／２０
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジドゥエベリーニ ＊タイキシャトル

��
��
�フレンチカクタス青 2015 ＊ブラッシュウィズテキーラ

4g
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 トウカイベルタ（08黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（４）〕
ハルクンノテソーロ（14牡黒鹿 ＊ファスリエフ）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，

青竜Ｓ‐OP（Ｄ1600）２着，鎌倉Ｓ（Ｄ1400）２着（２回），銀蹄Ｓ（Ｄ1400）２着，
麦秋Ｓ（Ｄ1400）３着，シャングリラ賞（Ｄ1400）３着，障害１勝

キタノテイオウ（15牡黒鹿 ルーラーシップ）�出走，障害１勝，�３勝
マルカブレーブ（17牡黒鹿 リアルインパクト）入着，��１勝�入着２回
シャンダローム（19牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�未出走

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： ㈲長浜牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2682
生 産 牧 場： ㈲長浜牧場
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

208 トウカイベルタ２０２０ �・黒鹿 ４／１０
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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkトウカイベルタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�トウカイティアラ黒鹿 2008 トウカイナチユラル

＊星友 19b
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 トウカイメリー（09青鹿 マンハッタンカフェ）１勝，���１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
ストリートピアノ（17牝芦 ＊クロフネ）�２勝

２代母 トウカイロータス（94黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着６回
トウカイラブ（00牝 ダンスインザダーク）５勝，鴨川特別，稲荷特別，御在所特別，

境港特別２着，奥の細道特別２着，etc.
トウカイインパクト（04牡 ＊スクワートルスクワート）２勝，�１勝
トウカイファミリー（06牝 ネオユニヴァース）２勝
トウカイキアーロ（07牡 ジャングルポケット）２勝
トウカイエンプレス（12牝 ハーツクライ）�１勝�１勝�１勝�入着４回

３代母 トウカイローマン（81黒鹿 ＊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，桜花賞‐Jpn1 ４着，エリザベス
女王杯‐Jpn1 ４着，etc.
トウカイトパーズ（92牡 ＊ファストトパーズ）４勝，松前特別２着，瀬波特別２着，

道新スポーツ杯３着
トウカイピュア（96牝 ＊サンデーサイレンス）入着

トウカイバロン（08牡 ＊スニッツェル）��９勝�８勝，だるま夕日賞３着
トウカイプライド（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，伊良湖特別２着，恵那特別２着

４代母 トウカイミドリ（77鹿 ＊フアバージ）１勝
［子］ トウカイスワロー（84牝 ＊スイフトスワロー）３勝，背振山特別，播磨特

別２着，別府特別２着，etc.
トウカイリーダー（92牡 ＊オウインスパイアリング）２勝，揖斐川特別
トウカイロディー（85牝 ＊ブレイヴエストローマン）２勝，北方特別３着

［孫］ 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，etc.，年代表，優３牡，優父内，
特別賞，種牡馬

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： ㈲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： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

209 トウカイメリー２０２０ 	・黒鹿 ４／ ８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジトウカイメリー ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�トウカイロータス青鹿 2009 トウカイローマン

＊星友 19b
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 トウカイライフ（07黒鹿 トウカイテイオー）３勝，���１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（１）〕
サーチュイン（16牝芦 ＊クロフネ）１勝，�１勝
ルーチェデラヴィタ（17牝鹿 キズナ）�２勝，コスモス賞‐OP（芝 1800），羊ヶ丘

特別（芝 1500）２着，ライラック賞（芝 1800）３着
ブラックライフ（18牝青鹿 ブラックタイド）�入着

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

ディーエスバズーカ（15牡 ドリームジャーニー）１勝
カンタカ（05牝 ジャングルポケット）�10 勝��
ギオンハイクイーン（09牝 リンカーン）�５勝�入着
オールマイウェイ（10牡 サクラバクシンオー）�７勝，かきつばた賞，桂樹杯２着，

せきれい賞３着，はまなす賞３着
ルナールフェノメナ（12牝 ＊バゴ）不出走

ガーディアン（18牡 ベルシャザール）��１勝�２勝	２勝，九州ダービー栄
城賞２着

キタノペガサス（15牡 アドマイヤムーン）�２勝

３代母 ベイリーフスイータ（87黒鹿 ＊ターゴワイス）入着

４代母 マギーサンイツ（81青鹿 ＊キングオブダービー）出走

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

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

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

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

［曾孫］ ヒシマジェスティ（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，御堂筋Ｓ，夕月特
別，ぶっぽうそう特別，etc.

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

210 トウカイライフ２０２０ 牡・鹿 ３／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

シンボリルドルフ

�
�
�
�
�

��
��

�トウカイテイオー トウカイナチユラルトウカイライフ ＊リアルシヤダイ

��
��
�ファヴォリ黒鹿 2007 ベイリーフスイータ

＊マギージグス 5
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トキノメイゲツ（09芦 ＊クロフネ）��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
タイムズナウ（14牝鹿 タイムパラドックス）���３勝
ホワイトラスカル（16牡芦 ハイアーゲーム）��１勝
ムーンジェンヌ（17牝鹿 ルースリンド）��出走
ブレスロガール（18牝芦 ディープスカイ）��６勝

２代母 アコニットローマン（90黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）��３勝，東京プリ
ンセス賞
オペラハット（96牡 ＊オペラハウス）��３勝�，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，

東京大賞典‐Jpn1 ４着，東京王冠賞，東京記念３着，東京ダービー３着，etc.
スリーローマン（97牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，忘れ

な草賞‐OP ３着，ポプラ特別，衣笠特別，遊楽部特別，etc.
スリーロールス（06牡 ダンスインザダーク）４勝，菊花賞‐Jpn1，野分特別，

はなみずき賞２着，種牡馬
スリーヴェローチェ（09牡 ダイワメジャー）１勝，横津岳特別２着，燧ヶ岳特

別３着，霊山特別３着，積丹特別３着，�３勝�入着２回�
スリーマキシマム（11牡 スズカマンボ）２勝，赤倉特別，浄土平特別，蓬莱峡

特別２着，２０１８ＷＡＳＪ第４戦３着，�８勝��
サムタイム（02牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，障害１勝
アコニットヒカル（04牝 ＊ブライアンズタイム）��６勝
アコニットライアン（05牡 ＊ブライアンズタイム）３勝
シャコーゴールド（07牝 キングカメハメハ）��２勝

３代母 カミモリレデイー（81青鹿 ＊ネプテユーヌス）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
５着，長万部特別
フタバキング（87牡 ＊イエローゴツド）�12 勝，不来方賞２着
トキノクンショウ（89牡 ＊ラツキーソブリン）��６勝	３勝
�２勝�入着���，

かしわ記念，旭岳賞２着，東京盃２着，etc.
カミモリオーカン（95牡 シンボリルドルフ）入着，湯川特別３着，	３勝��２勝

４代母 カミモリダイテン（73鹿 ＊セダン）不出走
［子］ プロフィール（85牝 ＊マンオブビイジヨン）２勝，小樽特別２着

販売申込者・所有者： 大典牧場㈲＝新ひだか町静内神森 �0146-42-7666
生 産 牧 場： 大典牧場㈲
飼 養 者： ㈲大北牧場＝浦河町野深 �080-5580-2159

211 トキノメイゲツ２０２０ ・芦 ４／２４
＊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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュートキノメイゲツ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�アコニットローマン芦 2009 カミモリレデイー

＊アコニツト 7d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ドナアンブロージア（16栗 ＊パイロ）�１勝��
初仔

２代母 ポッドコンジュ（11栗 ＊コンデュイット）入着

３代母 メジロトンキニーズ（02鹿 ダンスインザダーク）３勝，ダイヤモンドＳ
‐Jpn3 ２着，昇仙峡特別，カーネーションＣ２着，迎春Ｓ３着
グローリアスレイ（12牝 ＊チチカステナンゴ）１勝

グローリアスサルム（18牝 キズナ）�２勝
シルクリバー（13牝 タニノギムレット）１勝
トリオンフ（14� ＊タートルボウル）７勝，中山金杯‐G3，小倉記念‐G3，小倉大賞

典‐G3，etc.
アルファライズ（16牝 エイシンフラッシュ）２勝，四国新聞杯３着
ズールー（17牝 キングカメハメハ）�１勝
クールキャット（18牝 スクリーンヒーロー）�２勝，フローラＳ‐G2

４代母 メジロクロヒメ（89青鹿 ＊モガミ）３勝，八瀬特別，檜山特別，御堂筋Ｓ２着，
甲南Ｓ２着，寿Ｓ２着，etc.
［子］ メジロバーバラ（97牝 ＊ミシル）６勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，市川Ｓ，

ＨＴＢ杯，etc.
メジロモデラート（03牝 スペシャルウィーク）１勝

［孫］ タムロトップステイ（09牡 ダイワメジャー）２勝，アザレア賞，アルメリ
ア賞３着

５代母 メジロツシマ（74栗 ＊バウンテイアス）２勝，障害１勝
［子］ メジロトーマス（81牡 ＊フイデイオン）６勝，京都記念‐Jpn2，金杯

‐Jpn3，天皇賞（春）‐Jpn1 ２着，etc.
メジロマーシャス（85牡 メジロテイターン）８勝，函館記念‐Jpn3，毎日
王冠‐Jpn2 ３着，愛知杯‐Jpn3 ２着，etc.

メジロガイヤン（80牡 メジロムサシ）５勝，千葉日報杯
メジロジョリー（87牝 ＊モガミ）３勝，江差特別，姫島特別３着
メジロキャンデー（82牝 ラツキールーラ）２勝，下呂特別２着，鈴鹿特別
２着，紫川特別３着

販売申込者・所有者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

212 ドナアンブロージア２０２０ 牡・栗 ４／１２
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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionドナアンブロージア ＊コンデュイット

��
��
�ポッドコンジュ栗 2016 メジロトンキニーズ

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊トリプルアクト（00 USA鹿 Theatrical）GB・USA１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），海外－４（15），地方－２（６）〕
インフットライツ In Footlights（06 USA牡鹿 Elusive Quality）GB１勝
クルーリーダー Crew Leader（07 USA�鹿 Pulpit）USA・CAN７勝，S. W. R

andall Plate，ブリティッシュコロンビアダービー‐G3 ２着，S. W. Randa
ll Plate２着，Lieutenant Governor's H２着，Sir Winston Churchill H
３着

トライユーン Triune（08 USA牝鹿 E Dubai）USA２勝，Tropical Park Oaks
３着

ショーンワシントン ShaunWashington（09 USA�鹿 Elusive Quality）USA５勝
カイミラ（11牝鹿 ＊パイロ）�３勝���
ジャイロスコープ（12牡鹿 ＊パイロ）１勝
ヒトノワドリーム（14�鹿 ＊ストーミングホーム）１勝，���３勝
リンシャンカイホウ（15�鹿 アドマイヤムーン）２勝，カンナＳ‐OP（芝 1200）２

着，飛翼特別（芝 1000）２着，飛翔特別（芝 1000）２着，稲光特別（芝 1000）２着，
驀進特別（芝 1000）３着，��入着２回

バイシクルキック（18牡鹿 ディープブリランテ）�１勝

２代母 マルティプライMultiply（92 USA鹿 Easy Goer）不出走
デザートヒーローDesert Hero（96牡 Sea Hero）USA３勝，サンラファエルＳ

‐G2，サンタアニタダービー‐G1 ３着，アファームドＨ‐G3 ２着
コリンシアン Corinthian（03牡 Pulpit）USA６勝，メトロポリタンＨ‐G1，ガル

フストリームパークＨ‐G2，Breeders' Cup Dirt Mile‐L，ファウンテンオ
ヴユースＳ‐G2 ３着，種牡馬

ウィトルウィウスVitruvius（04 牡 E Dubai）USA３勝，種牡馬
ビーフルートフルBe Fruitful（05 牝 Pulpit）USA１勝

プレイドフォー Prayed For（11 牝 Dynaformer）USA４勝，Panama City S

３代母 アード Add（85 USA鹿 Spectacular Bid）USA４勝，Mademoiselle S
３着
リザードアイランド Lizard Island（05牡 Danehill Dancer）GB・IRE・UAE１勝，

レイルウェイＳ‐G2，ヴィンテージＳ‐G2 ２着，種牡馬

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

213 トリプルアクト２０２０ �・鹿 ４／２３

＊

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

＊

シアトリカル Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�Theatrical ＊ツリーオブノレッジトリプルアクト マルティプライ Easy Goer

��
��
�Multiply鹿USA 2000 Add

5h
Northern Dancer S4×M4 Special M4×M5 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 ドリームパール（09黒鹿 マンハッタンカフェ）�３勝
〔産駒馬名登録数：４〕
プレシャスパール（17牝黒鹿 トーセンジョーダン）��入着２回
ハローリチャード（18牡黒鹿 コパノリチャード）��入着３回�

２代母 アローム（90栗 ＊ノーザンテースト）２勝，エルフィンＳ‐OP，紅梅賞‐OP ２着
ヒダカプロテクター（95牡 ＊ヘクタープロテクター）５勝，阿蘇Ｓ，安芸Ｓ，姫路特別
アマーレ（98牝 ＊トニービン）２勝

ブラッシュアップ（05牡 バブルガムフェロー）４勝，舞鶴特別２着，えりも特
別２着，銀蹄Ｓ３着，銀嶺Ｓ３着，神無月Ｓ３着，etc.，�７勝

ユウキュウ（99牡 ＊エリシオ）�13 勝���入着７回��	
��，六甲盃２着，オ
ータムスプリントＣ３着，オータムＣ３着，名古屋記念３着

フローネ（03牝 アグネスタキオン）２勝，あやめ賞３着
キティラ（18牝 ＊バトルプラン）１勝，朱竹賞３着

フェスティヴマロン（04牝 ＊クロフネ）３勝，由比ヶ浜特別３着，クリスマスキャロ
ル賞３着，宝ケ池特別３着

キアーロ（05牝 ゴールドアリュール）３勝
レインボーダリア（07牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，エリザベス女王杯‐G1，エリ

ザベス女王杯‐G1 ５着，五稜郭Ｓ，大倉山特別，摩周湖特別，etc.
クラウディア（08牝 マンハッタンカフェ）入着，�	１勝

スターアイリス（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�５勝，土佐春花賞，黒潮皐月賞２着

３代母 ＊ストロークト（83 USA栗 Riverman）USA５勝，Eggy S‐R ２着
ロングスターダム（96牝 ＊ノーザンテースト）不出走

トゥインクル（11牡 ステイゴールド）５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，ステイヤー
ズＳ‐G2 ３着，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，etc.

ゲームコンパイラ（98牝 メジロライアン）出走
アルマディヴァン（10牝 メジロベイリー）５勝，中京記念‐G3 ２着，幕張Ｓ，

知立特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

214 ドリームパール２０２０ ・鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジドリームパール ＊ノーザンテースト

��
��
�アローム黒鹿 2009 ＊ストロークト

8h
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M4×S5
Hail to Reason S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 ドレスコード（03黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，尾頭橋特別（芝 1800）３着，
二本松特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－３（６）〕
ミノディエール（10牝黒鹿 ＊アグネスデジタル）１勝
デグニティクローズ（11牡鹿 ＊ファスリエフ）３勝，松戸特別（Ｄ1800）２着，初凪

賞（Ｄ1800）３着
ウィックドクイーン（14牝青 アーネストリー）�３勝�入着�
シャインオン（15牝鹿 メイショウサムソン）�１勝�入着
フレイムフォース（18牡青 メイショウボーラー）��１勝�１勝

２代母 ＊ハートリーフⅡ（96 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
バリアントパシャ（00牡 ＊デインヒル）入着，�７勝
セイユウキング（07牡 ノーリーズン）�２勝�７勝��入着２回
スナークスクリプト（10牡 ＊アグネスデジタル）�１勝

３代母 アイヴィ Ivy（81 USA鹿 Sir Ivor）USA入着２回
ロイヤルクライマー Royal Climber（86 牝 Kings Lake）IRE２勝，Saval Beg S

‐L ３着，Trigo S‐L ３着
イヴレア Ivrea（87牝 Sadler's Wells）GB・USA１勝，リブルズデイルＳ‐G2 ２

着，ミュージドラＳ‐G3 ３着，ランカシャーオークス‐G3 ３着
アイヴィアナ Ivyanna（89牝 Reference Point）FR・IRE・ITY３勝，伊オークス‐G1
イヴィーサ Iviza（90 牝 Sadler's Wells）GB・FR１勝，フィリーズマイル‐G1 ３

着，リブルズデイルＳ‐G2 ２着，ミュージドラＳ‐G3 ２着
イレクトロライザー Electrolyser（05	 Daylami）GB・FR・UAE４勝，Fu

rther Flight S‐L，Fenwolf S‐L，グッドウッドＣ‐G2 ２着，etc.，G
B障害１勝

フォーリングインラヴ Falling in Love（91牝 Sadler's Wells）IRE 出走
ゴールデンテンパーGolden Temper（96 牝 ＊フォーティナイナー）USA６勝，

ドグウッドＳ‐G3，Iowa Oaks‐L，ダヴォナデイルＳ‐G2 ２着，etc.
アイヴィリーフ Ivy Leaf（94 牝 Nureyev）IRE入着３回

ディスティンクションDistinction（99	 ＊デインヒル）GB・AUS８勝，グッ
ドウッドＣ‐G2，Esher S‐L，Fenwolf S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 
橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： 
橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

215 ドレスコード２０２０ �・青鹿 ３／１５
＊ 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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellドレスコード
＊ Sadler's Wells

��
��
�ハートリーフⅡ黒鹿 2003 Ivy

1l
Halo M3×S4 Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ハタノルミエール（15栗 ハーツクライ）�入着９回
初仔

２代母 ハタノプリエ（97栗 ＊ブライアンズタイム）２勝
ハタノギャラン（05牝 ＊アフリート）入着３回，��１勝，東京プリンセス賞２着
スギノブレイド（06� ＊アフリート）４勝，三条特別，市原特別２着，千歳特別２着，

鋸山特別３着
ハタノゼフィロス（08牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，�４勝��入着，コスモバル

ク記念３着
ハタノヴァンクール（09牡 キングカメハメハ）４勝，��２勝�１勝�入着，川崎

記念‐Jpn1，ジャパンＤダービー‐Jpn1，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，東京大
賞典‐G1 ２着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

レッドジュピター（10牝 ＊プリサイスエンド）�入着４回
ザイオン（15牡 ＊パイロ）２勝，��４勝��入着

アンジュドボヌール（11牝 ＊タイキシャトル）１勝，西尾特別，	３勝
ハタノアデール（14牝 ＊ハービンジャー）１勝

３代母 ハヤベニコマチ（92栗 ＊サンデーサイレンス）�２勝
アースクリスハーン（03牡 ＊ヘクタープロテクター）４勝，豊明特別，磐梯山特別２

着，中京スポーツ杯２着，etc.
ジャガーメイル（04牡 ジャングルポケット）６勝，天皇賞（春）‐G1，ジャパンＣ

‐G1 ３着，etc.，HKG入着２回，香港ヴァーズ‐G1 ２着，etc.
アースマリン（05牝 ＊マリエンバード）３勝，開聞岳特別，由布院特別３着，初茜賞３着

４代母 ターンツーダイナ（78鹿 ＊ノーザンテースト）入着２回
［子］ ツーワエース（86牡 ＊ルセリ）４勝，師走Ｓ，清澄特別，初富士Ｓ２着，

��４勝
入着５回
チェリーラブ（94牝 サクラユタカオー）２勝，豊橋特別，ローズマリー賞
３着，こでまり賞３着

ドンミロード（89牡 ＊アレミロード）１勝，長岡特別
［孫］ マイネルレーニア（04牡 ＊グラスワンダー）６勝，スワンＳ‐G2，京王杯

２歳Ｓ‐Jpn2，ポートアイランドＳ‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661

216 ハタノルミエール２０２０ 牡・青鹿 ５／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスハタノルミエール ＊ブライアンズタイム

��
��
�ハタノプリエ栗 2015 ハヤベニコマチ

＊ナイスランデイング 1w
サンデーサイレンスM3×M4 Halo M4×S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ハロウィンパレード（07黒鹿 ＊アグネスデジタル）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
ハッピーハロウィン（13牡鹿 ヴァーミリアン）��１勝
アテンフェアリー（16牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�１勝
コラゾンデオロ（17牡栃栗 エスポワールシチー）���３勝
キクノディーン（18牡鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ＊ドーンズヘイロー（86 USA鹿 Halo）USA出走
アファームドヘイローAffirmed Halo（91牝 Affirmed）USA２勝

＊マルターズオリジン（05牝 Swain）３勝，菜の花賞‐OP ３着，ジュニアＣ‐OP
３着，浅草特別，赤松賞３着

ナリタキングオー（92牡 Wild Again）５勝，京都新聞杯‐Jpn2，スプリングＳ
‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2 ２着，Ｒたんぱ
杯３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ブライトドーン（95牝 ＊ポリッシュネイビー）１勝
クローストゥユー（99牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ビヨンドマックス（06牡 ＊アフリート）４勝，中京スポニチ賞，天白川特別，障
害１勝

サテライトキャノン（01牡 ＊アフリート）５勝，白川郷Ｓ，タイランドＣ，アクアル
ミナスＳ３着，由布院特別３着，桜島特別３着，etc.

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，Monr

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
＊モーニングタイド（94牝 Seeking the Gold）USA１勝

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

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

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

217 ハロウィンパレード２０２０ �・黒鹿 ５／ ２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawハロウィンパレード
＊ Halo

��
��
�ドーンズヘイロー黒鹿 2007 Eastern Dawn

5g
Halo M3×S5 Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒシイサベル（07鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
カタスミ（13牝鹿 ディープスカイ）�１勝�１勝�入着２回
タンバドリーム（18牡黒鹿 カレンブラックヒル）��２勝

２代母 ＊アニマⅡ（89 GB黒鹿 Ajdal）GB入着
サディマ Sadima（98牝 Sadler's Wells）IRE１勝

ユームザイン Youmzain（03 牡 Sinndar）GB・FR・IRE・GER・UAE・HKG６
勝，サンクルー大賞‐G1，オイロパ賞‐G1，グレイトヴォルティジュールＳ
‐G2，Bahrain Trophy‐L，凱旋門賞‐G1 ２着（３回），etc.，種牡馬

クラッハドール Creachadoir（04 牡 ＊キングズベスト）GB・FR・IRE・UAE・
HKG４勝，ロッキンジＳ‐G1，レパーズタウン２０００ギニーＴＲ‐G3，テト
ラークＳ‐G3，ジョーエルＳ‐G3，仏２０００ギニー‐G1 ２着，etc.，種牡馬

シュレヤス Shreyas（05 牝 Dalakhani）GB・IRE４勝，ラヴァラックメモリア
ルフィリーズＳ‐G3，Glencairn S‐L，Nijinsky S‐L，バリーロー
ンＳ‐G3 ３着，キルターナンＳ‐G3 ３着

ヘイゼルベイ Hazel Bay（15牝 Iffraaj）IRE１勝，Devoy S‐L ２着，S
alsabil S‐L ２着

マニアMania（99牝 ＊デインヒル）不出走
ドミニアーDomineer（10� Shamardal）UAE・HKG７勝，Sha Tin Vase

‐L ３着
＊ヒシユニバーサル（04� ＊ロックオブジブラルタル）�２勝
トーセンミウラ（08� ゼンノロブロイ）�４勝

３代母 ココット Cocotte（83 GB鹿 Troy）GB・FR１勝，英ナッソーＳ‐G2 ４着，
プシュケ賞‐G3 ２着，Sweet Solera S‐L ２着，メイヒルＳ‐G3 ４着
グローイングアーダーGlowing Ardour（88 牝 ＊ダンシングブレーヴ）GB・IRE・

USA３勝，シルケングライダーＳ‐G3
＊ピルサドスキー（92牡 Polish Precedent）１勝，ジャパンＣ‐G1，GB・FR・IRE

・GER・USA９勝，ＢＣターフ‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，エクリプスＳ
‐G1，バーデン大賞‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，etc.，種牡馬

＊ファインモーション（99牝 ＊デインヒル）８勝，秋華賞‐Jpn1，エリザベス女王杯
‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

218 ヒシイサベル２０２０ 牡・鹿 ５／１０
＊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

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローヒシイサベル
＊ Ajdal

��
��
�アニマⅡ鹿 2007 Cocotte

11
Halo M4×S5 Northern Dancer M4×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ビフォーダーク（07栗 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－６（19）〕
カクシアジ（11牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝�１勝�１勝�１勝，

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

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

日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，戸塚記念（Ｄ2100），楠賞（Ｄ1400）２着，ダービ
ーＧＰ（Ｄ2000）２着，東京ダービー（Ｄ2000）３着，京浜盃（Ｄ1700）３着，サ
ンライズＣ（Ｄ1800）

ティーズダンキー（18牝鹿 リアルインパクト）��２勝�１勝�，梅桜賞（Ｄ1800）
ブルボンティアラ（19牝鹿 ヴァンセンヌ）�未出走

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

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

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

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

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

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

219 ビフォーダーク２０２０ 
・鹿 ５／１１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスビフォーダーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�インゴット栗 2007 ＊ダンシングレヴュー

1l
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フォルテドンナ（15栗 ＊ヘニーヒューズ）出走
初仔

２代母 ガイヤール（01芦 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，クリスマスローズＳ‐OP
３着，きんせんか賞２着，�１勝��入着２回��
フェアラフィネ（12牝 デュランダル）２勝，２０１５ＷＡＳＪ第３戦２着，乙訓特別３着
ドゴール（16牡 サクラプレジデント）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ２着，クロッ

カスＳ‐L ３着，障害２勝
サノマナ（17牝 スクリーンヒーロー）２勝，�地方未出走

３代母 ＊メイトリアーク（85 USA栗 Wavering Monarch）USA７勝，Ocean City
S３着
フリートワヒネ FleetWahine（91牝 ＊アフリート）USA11 勝，Whimsical S

‐L，Summer Mood H，Phoenix S，etc.
ドリームアフェアDream Affair（02 牝 Touch Gold）不出走
フリップカップ Flipcup（11牝 Milwaukee Brew）USA・CAN７勝，ア
ーリントンメイトロンＳ‐G3，メイプルリーフＳ‐G3，Classy 'N Sma
rt S‐R，etc.

パッツノーフール Pat's No Fool（16 牝 Cross Traffic）�USA３勝，Mad
die May S‐R，Christiana S２着，Weber City Miss S３着

スターオヴヴァラー Star of Valor（93 牡 Phone Trick）USA６勝，アケダクトＨ
‐G3，ジェネラルジョージＨ‐G2 ２着，スタイミーＨ‐G3 ２着，種牡馬

グリーンスターボウ（94牡 GoneWest）４勝，富士Ｓ‐Jpn3 ３着，鷹巣山特別，
ＴＶ埼玉杯，etc.，障害１勝

ダンツランニング（97牡 ＊ジェネラス）６勝，京都大賞典‐G2 ３着，ジューンＳ，
陣馬特別，etc.

４代母 バトルクリークガール Battle Creek Girl（77 USA鹿 His Majesty）USA３
勝，Polly Drummond S３着
［孫］ ミリタリーMilitary（94 牡 Danzig）GB・USA５勝，オークトリーター

フＣｈ．Ｓ‐G1，サイテイションＨ‐G2，Kobuk King S‐R，etc.，
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

220 フォルテドンナ２０２０ 牡・栗 ３／ ７
＊ 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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヘニーヒューズ Meadow Flyerフォルテドンナ ＊ブラックタイアフェアー

��
��
�ガイヤール栗 2015 ＊メイトリアーク

12c
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5 His Majesty S5×M5

価格： 購買者：



母 フェバリットソング（10栗 ゴールドアリュール）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
メモリーブレッド（15牡鹿 ストロングリターン）入着，�１勝��
シャッタアックロイ（18�栗 ＊アジアエクスプレス）���１勝
キタノトゥイスト（19牝鹿 ホッコータルマエ）�未出走

２代母 ＊タイムレスツイスト（93 USA栗 Timeless Moment）USA１勝
サンズオヴタイム Sands of Time（99� Sandpit）USA13 勝
＊レマーズガール（00牝 Defrere）２勝，��８勝�１勝��入着２回，エンプレス杯

‐Jpn2，クイーン賞‐Jpn3（２回），白山大賞典‐Jpn3，スパーキングＬＣ
‐Jpn3（２回），ＴＣＫ女王盃‐Jpn3（２回），etc.

タイムレストリックTimeless Trick（03 牝 Mazel Trick）不出走
ルティーヌベル Lutine Belle（12 牝 Bellamy Road）USA３勝，Blue Norther S

‐L，セニョリータＳ‐G3 ３着，Golden Gate Debutante S３着
トーセンスクリュー（05牝 ＊フレンチデピュティ）入着，��１勝

ライズスクリュー（14牝 トーセンホマレボシ）１勝，春菜賞，相模湖特別２着，
��１勝

トーセンクリーガー（15牡 トーセンロレンス）１勝，ひめさゆり賞２着
セブンバイセブン（06牝 ＊フォーティナイナー）出走

インディウム（12牡 ＊パイロ）�13 勝�１勝	入着��，白銀争覇，兵庫ダービ
ー，菊水賞，園田ジュニアＣ，サマーＣ２着，etc.

キクノナナ（17牝 ＊パイロ）��２勝�入着
��，のじぎく賞２着，留守杯日
高賞３着

３代母 クアジェンQuajenn（85 USA鹿 Clever Trick）USA２勝
ケンタッキーダッチェス Kentucky Duchess（96 牝 El Gran Senor）BRZ３勝，

カシアス公爵大賞‐G2，エンリケポソーロ大賞‐G1 ２着

４代母 トウィストハー Twist Her（80 USA鹿 Nativo）USA３勝，Riley Allison F
uturity
［子］ トウィストアフリート Twist Afleet（91 牝 ＊アフリート）USA13 勝，トップ

フライトＨ‐G1，テストＳ‐G1，ファーストフライトＨ‐G2（２回），etc.

販売申込者・所有者： 中尾 由香＝様似町岡田 �090-1799-5598
生 産 牧 場： ㈲坂本牧場
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

221 フェバリットソング２０２０ 牡・栗 ４／２３
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤフェバリットソング
＊ Timeless Moment

��
��
�タイムレスツイスト栗 2010 Quajenn

4m
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ナイスゴールド（09栗 ＊サウスヴィグラス）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
クリノティファニー（17牝芦 ゴールドシップ）入着，��出走��入着２回�
テンウォークライ（18牡栗 ＊ダンカーク）�１勝
シーモアドリーム（19牝栗 ディーマジェスティ）��出走

２代母 ナイスグリンベル（93栗 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，大日岳特別，わら
び賞３着
バクシンスペシャル（99牡 サクラバクシンオー）３勝，下北半島特別２着，隅田川

特別３着，仁山特別３着
ジェイリーガー（00� ＊ジェイドロバリー）１勝
オリエンタルローズ（03牝 メジロライアン）１勝，水芭蕉特別２着
バラベルサイユ（07牝 ＊アグネスデジタル）１勝

ルグランシェクル（13牡 ＊パイロ）１勝，障害１勝
マイネルオスカル（15牡 エスポワールシチー）３勝，天ケ瀬特別，和布刈特別

３着，��１勝，黒潮マイルＣｈＳ３着

３代母 ミヤサンレデイ（80栗 ＊ラツキーソブリン）入着
ナイスパーワー（87牡 ＊アーテイアス）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，須賀川特別，

久慈川特別３着，�４勝	

アラサンエーコー（92牝 ＊ブライアンズタイム）��入着３回

スピードアタック（05牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，白川郷Ｓ２着

４代母 タケノアレグロ（73栗 ＊フアバージ）１勝
［子］ ロングレザー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）４勝，ローズＳ‐Jpn2，桜花

賞‐Jpn1 ２着，サンスポ４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，etc.
サンヨーエース（86牡 ＊ダンサーズイメージ）３勝，祇園特別２着，加古
川特別３着，祇園特別３着

ロングハンター（84牡 ＊ハビトニー）１勝，ふきのとう特別３着，�９勝��
［孫］ マイネオリーブ（93牝 サツカーボーイ）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

ダリア賞‐OP
トウジンデンセツ（94牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，美利河特別
タケノマーキュリ（02牝 ＊スキャターザゴールド）�３勝，フロイラインＣ

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

222 ナイスゴールド２０２０ �・栗 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターナイスゴールド ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ナイスグリンベル栗 2009 ミヤサンレデイ

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ニシノカーリー（08鹿 Shamardal）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
ガロ（14牝鹿 リーチザクラウン）��２勝��１勝
ドリームノーティス（16牝鹿 ヒルノダムール）�２勝��入着２回
ダイバキャッツアイ（17牝鹿 ネオユニヴァース）���入着３回

２代母 ＊オンリーザロンリー（98 FR栗 Bering）FR・IRE１勝
ニシノライト（13牡 ディープスカイ）�１勝��７勝
ニシノマッハ（14牡 ショウナンカンプ）入着２回，���１勝�３勝
マインナナ（16牝 グランプリボス）��３勝�入着�

３代母 スペシフィシティ Specificity（88 USA鹿 Alleged）GB・FR２勝，Georg
e Stubbs S‐L，P. Belle de Nuit‐L ３着
スペシフィカリー Specifically（94 牝 Sky Classic）USA１勝

メイジャーリズムMajor Rhythm（99	 ＊リズム）USA・CAN13勝，スターズ
＆ストライプスターフＨ‐G3，Remington Green S‐L，Debartolo S
r. Memorial Breeders' Cup H‐L，etc.

スペシオサ Speciosa（03 牝 Danehill Dancer）GB・IRE４勝，英１０００ギニー
‐G1，ロックフェルＳ‐G2，ネルグウィンＳ‐G3，etc.

テンダリーTenderly（99 牝 ＊デインヒル）FR・USA入着
テンメローパ Ten Meropa（05牡 ＊ヨハネスブルグ）GB・USA２勝，ボール

ドウィンＳ‐G3，種牡馬
プライド Pride（00 牝 ＊パントレセレブル）GB・FR・HKG９勝，英チャンピオンＳ

‐G1，サンクルー大賞‐G1，香港カップ‐G1，コリーダ賞‐G2，フォワ賞‐G2，
ジャンロマネ賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，etc.
ワンフットインヘヴンOne Foot In Heaven（12	 Fastnet Rock）�GB・F

R・AUS・HKG７勝，シャンティー大賞‐G2，コンセイユドパリ賞‐G2，
エドゥヴィル賞‐G3，etc.

インフィニティ Infinity（01 牝 Bering）FR出走
サタニックジム Satanicjim（09牡 Pivotal）FR10 勝，P. Max Sicard‐L
（２回）

フェイト Fate（09 牝 Teofilo）FR３勝，フロール賞‐G3，ガネー賞‐G1 ３着，コ
リーダ賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

223 ニシノカーリー２０２０ 
・鹿 ５／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiニシノカーリー
＊ Bering

��
��
�オンリーザロンリー鹿 2008 Specificity

8d
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ニュープロローグ（11鹿 キングカメハメハ）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（11）〕
オルオル（16牝栗 バーディバーディ）���出走�11 勝�
ディープシーテッド（18牝栗 フリオーソ）入着，���出走
アピーリングライフ（19牝黒鹿 フリオーソ）�未出走

２代母 イストワール（01鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝
ホエイソース（08牝 ＊クロフネ）GB・USA・CAN１勝，ミュージドラＳ‐G3 ３着

プライオリタイズ Prioritize（15� Tizway）�USA４勝，ウッドワードＨ‐G1
３着，ヒルプリンスＳ‐G2 ３着，Better Talk Now S‐R ３着

ナラトゥリス（15牝 ルーラーシップ）１勝，赤松賞３着
ビスタストリカ（16牝 ルーラーシップ）１勝，���出走�出走
ウェイヴァリー（17牡 ＊ノヴェリスト）�１勝，�１勝

３代母 ＊アピーリングストーリー（88 USA栗 Valid Appeal）不出走
＊ディアブロズストーリー（94牝 ＊ディアブロ）USA３勝，Natalma S‐L，Maz

arine S‐L ２着，Whas‐11 S‐L ２着，etc.
オープンストーリーOpen Story（99 牝 Open Forum）USA１勝，Three C

himneys Juvenile S‐L
デュアルストーリー（00牝 ＊エンドスウィープ）４勝，ダリア賞‐OP ３着，マ

リーゴールド賞‐OP ３着，ジャニュアリーＳ，etc.
デュアリスト（18牡 ミッキーアイル）�２勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，ヤマボウ
シ賞，�１勝��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2

スイーピングストーリー Sweeping Story（96 牝 ＊エンドスウィープ）USA５勝，Elli
s Park H‐L，Bourbonette S‐L，ケンタッキーオークス‐G1 ３着，etc.
ベイストーリー Bay Story（02� Kris S.）GB・AUS２勝，ＷＡＴＣパースＣ

‐G2 ２着
イクサイティングストーリー Exciting Story（97 牡 ＊ディアブロ）USA７勝，メト

ロポリタンＨ‐G1，ヴィジャルＨ‐G3，スインフォードＳ‐G3，etc.，種牡馬
アイヴォリーカラー（04牝 ＊クロフネ）２勝，呉竹賞

カラフルデイズ（08牝 フジキセキ）３勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2，Ｔ
ＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： 畠山牧場豊畑トレーニングセンター＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352

224 ニュープロローグ２０２０ 	・鹿 ４／２８

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerゴドリー アルデバランライト Seattle Slew

��
��
�Aldebaran LightUSA 栗 2010 Altair

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスニュープロローグ ＊サンデーサイレンス

��
��
�イストワール鹿 2011 ＊アピーリングストーリー

9f
Raise a Native S5×M5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ノバラ（12青鹿 マンハッタンカフェ）入着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 シンメイミネルバ（97黒鹿 Caerleon）出走
ミネルバサウンド（03牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，アカシヤ特別，噴火湾特別３着

サウンドアドバイス（10牝 アグネスタキオン）３勝，桶狭間Ｓ２着
モンテミウ（05牝 ＊ボストンハーバー）２勝，はやぶさ賞，中京日経賞２着
カフェラピード（08牡 マンハッタンカフェ）１勝，種牡馬
サウンドオブハート（09牝 アグネスタキオン）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，ターコイズＳ‐L，

阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，桜花賞‐G1 ４着，洛陽Ｓ‐OP，etc.
チビラーサン（16牝 ＊ケープブランコ）�２勝，鷹巣山特別２着，春菜賞２着，

神奈川新聞杯３着
カフェブリリアント（10牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，阪神牝馬Ｓ‐G2，府中牝馬

Ｓ‐G2 ３着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，ターコイズＳ（重賞）‐L ３着，ヴ
ィクトリアマイル‐G1 ５着，etc.

３代母 ＊フジャブ（92 USA鹿 Woodman）GB１勝
スペランツァ（98牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，すずらん賞‐OP ２着，クローバ

ー賞‐OP ２着
シルポート（05牡 ＊ホワイトマズル）10勝，マイラーズＣ‐G2（２回），京都金杯

‐G3，ファイナルＳ‐L，etc.，種牡馬

４代母 ウィンターズラヴWinters' Love（82 USA鹿 Danzig）USA１勝，アスタリ
タＳ‐G2 ３着，スカイラヴィルＳ‐G3 ３着，Kilijaro S‐LR ３着，Glade
S３着
［子］ トランクイリティレイク Tranquility Lake（95牝 Rahy）USA11 勝，ゲイ

ムリーＨ‐G1，イエローリボンＳ‐G1，サンタバルバラＨ‐G2，etc.
［孫］ アフターマーケット After Market（03 牡 Storm Cat）USA８勝，チャー

ルズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，エディリードＨ‐G1，デル
マーＨ‐G2，etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ハントバレートレーニングファーム＝新冠町大狩部 �0146-45-5311

225 ノバラ２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジノバラ Caerleon

��
��
�シンメイミネルバ青鹿 2012 ＊フジャブ

3n
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハルサエクレバ（12青鹿 スペシャルウィーク）��６勝
初仔

２代母 ＊フレッシュバニラ（03 USA鹿 Grand Slam）４勝，鶴ヶ城特別，八海山特別，
七重浜特別３着
ミリオンフレッシュ（10牡 ソングオブウインド）２勝，かささぎ賞

３代母 ギャルフロムシアトルGal From Seattle（96 USA黒鹿 A.P. Indy）不出走
＊シアトルタコマ（04牡 Tale of the Cat）２勝
シアトルスパイト Seattle Speight（07 牝 Speightstown）GB２勝

アルムナAl Muna（13牝 Zoffany）�NOR・SWE・DEN８勝
マルタMarta（15 牝 Appel Au Maitre）�SWE・DEN９勝
ミスティックタウンMystic Town（16� Medicean）�SWE・DEN７勝，

Zawawi Cup‐L ３着
トロイルス Troilus（08 牡 Speightstown）USA３勝，ガルフストリームスプリント

Ｃｈ．Ｓ‐G2 ２着，種牡馬

４代母 ＊サドラーズギャル（89 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE 出走
［子］ ＊エルコンドルパサー（95牡 Kingmambo）６勝，ジャパンＣ‐G1，ＮＨＫ

マイルＣ‐Jpn1，etc.，FR２勝，サンクルー大賞‐G1，etc.，優３牡，
年代表，優古牡，種牡馬

システィンチャペル（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ナイスベンゲル（99牡 Seeking the Gold）１勝，種牡馬

＊メモリーズオブユー（97牝 Gulch）１勝
［孫］ セラファン（14牝 ＊ベーカバド）１勝

ラドクリフヤード（05牝 ニューイングランド）１勝
フジサンボンド（12牡 アドマイヤジャパン）�６勝�１勝��３勝
サムライムラマサ（11牡 ＊シェルゲーム）�１勝�２勝
ショウザイシンホー（13牡 ジャングルポケット）入着３回，�２勝

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： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

226 ハルサエクレバ２０２０ 牡・栗 ４／ ４

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールハルサエクレバ
＊ Grand Slam

��
��
�フレッシュバニラ青鹿 2012 Gal From Seattle

5h
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ハイフリート（08栗 ＊アフリート）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（８）〕
ディアドナテロ（12牡黒鹿 スウィフトカレント）３勝，大雪Ｈ（Ｄ1700）２着，駒

場特別（Ｄ1700）３着，花見山特別（Ｄ1700）３着，��４勝
ディアユリアザミ（14牝鹿 ＊ボストンハーバー）�１勝�３勝
アリエージュ（18牝黒鹿 エイシンフラッシュ）�入着
ベラジオブラック（19牝黒鹿 ブラックタイド）�地方未出走

２代母 ＊ダーケストスター（89 USA黒鹿 Star de Naskra）USA４勝
＊サウスヴィグラス（96牡 ＊エンドスウィープ）10勝，根岸Ｓ‐Jpn3（２回），etc.，�２

勝��１勝�１勝�１勝�１勝，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，北海道スプリントＣ
‐Jpn3（２回），クラスターＣ‐Jpn3，かきつばた記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

ディスパースアスターDisperse a Star（97 牝 Dispersal）USA１勝
ハートアストレイ Heart Astray（14 牝 Gone Astray）USA５勝，O.B.S. Sp

rint S‐R ３着
＊ダークサファイア（00牝 Out of Place）１勝

ローガンサファイア（10牝 ダイワメジャー）４勝，マーガレットＳ‐LR，淀短
距離Ｓ‐L ３着，ききょうＳ‐OP ２着，紫川特別，りんどう賞２着

サフィロス（12牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着，カン
ナＳ‐OP，��出走�３勝��

コーディエライト（15牝 ダイワメジャー）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，新
潟２歳Ｓ‐G3 ２着

ブルスクーロ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，中京２歳Ｓ‐OP ３着，十
日町特別２着，フローラルウォーク賞２着，飛騨Ｓ３着，中京日経賞３着

セファーラジエル（18牡 キズナ）�２勝，白百合Ｓ‐L
アサクサアンデス（03牡 ＊エンドスウィープ）３勝
チアズウイナー（04牡 ＊フォーティナイナー）２勝，ポインセチア賞
ナイジェラ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，摩耶Ｓ３着
ベネラ（07牝 ＊フォーティナイナー）３勝

グッドヒューマー（14牡 ローエングリン）�３勝，昇竜Ｓ‐OP ２着，冬桜賞２
着，三峰山特別３着

３代母 ミニーリパートンMinnie Riperton（74 USA黒鹿 Cornish Prince）USA４勝

販売申込者・所有者： ㈲武田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2745
生 産 牧 場： ㈲武田牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

227 ハイフリート２０２０ 	・栗 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyハイフリート
＊ Star de Naskra

��
��
�ダーケストスター栗 2008 Minnie Riperton

5g
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 バイブレイションズ（07鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（14）〕
スズカバーディー（13�黒鹿 スズカフェニックス）１勝，クローバー賞‐OP
（芝 1500）２着

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲ＰＲＩＤＥ ＲＯＣＫ＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
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

228 バイブレイションズ２０２０ 牡・鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスバイブレイションズ
＊ El Prado

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

1w
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 ノースプリンセス（03鹿 ＊アジュディケーティング）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），海外－１（１），地方－３（７）〕
ノーススターNorth Star（09 牡鹿 ＊オペラハウス）SIN１勝
ヘイムダル（12牡黒鹿 ＊バゴ）１勝，�１勝���
ダンツペンダント（13牝黒鹿 オレハマッテルゼ）４勝，太宰府特別（芝 1800），障

害１勝
タケマルプリンセス（16牝栗 ＊タイキシャトル）�１勝
マルグレーテ（17牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��３勝��２勝
プリンセスエミリア（19牝鹿 ＊ダノンレジェンド）��未出走�出走

２代母 シーズプリンセス（94鹿 ＊カコイーシーズ）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪
神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，コスモス賞‐OP ２着，
クローバー賞‐OP ２着，etc.
シーズマイハート（99牝 ＊ラムタラ）入着２回，�３勝
キャニオンタイカン（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）	２勝��
プリンセスエリー（07牝 スペシャルウィーク）１勝

３代母 ユーワキャンディー（88栗 ＊ロングリート）不出走
ローランブレイブ（92牡 ＊ラシアンボンド）１勝，瓢湖特別３着，
�４勝�入着
ステージバンダム（93牝 マルゼンスキー）３勝，湘南特別，藻岩山特別２着，ＳＴ

Ｖ賞２着，etc.
ミラクルケープ（02牝 ＊フォーティナイナー）�２勝
タイセイスティング（09牡 ゴールドアリュール）５勝，大沼Ｓ‐OP ２着，
錦秋Ｓ，三峰山特別，etc.

トーホウアモーレ（03牝 アグネスタキオン）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着
トーホウスペンサー（12牡 ジャングルポケット）２勝，富里特別２着

マルサヒロイン（99牝 ＊カコイーシーズ）入着，�12 勝
ブライアンビクター（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�４勝�，湾岸ニュースター

Ｃ，ゴールドジュニア２着
プリンセスワールド（02牝 ＊ティッカネン）�７勝，日高賞２着

４代母 メイジガルボ（73栗 ＊フアバージ）５勝，福島大賞典，安田記念２着，中京３
歳Ｓ‐OP，東北３歳Ｓ‐OP

販売申込者・所有者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

229 ノースプリンセス２０２０ 牡・鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverノースプリンセス ＊カコイーシーズ

��
��
�シーズプリンセス鹿 2003 ユーワキャンディー

＊トリーモス 14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バニラマカロン（12芦 ＊クロフネ）入着，�２勝�
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メガミリオン（18牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 マカロンドナンシー（06黒鹿 ダンスインザダーク）１勝
タイセイダンク（17牡 ＊ダンカーク）��１勝�１勝
メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�１勝

３代母 アドマイヤマカディ（91栗 ＊ノーザンテースト）不出走
アドマイヤコジーン（96牡 Cozzene）６勝，安田記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，

阪急杯‐Jpn3，etc.，優２牡，優短距，種牡馬
タイキジャンヌ（98牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

シゲルサケガシラ（13牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，ごぎょう賞２着，
�４勝��入着�

タイキエンデバー（01牡 ＊タイキシャトル）４勝，尾瀬特別，田舎館特別
ラフェクレール（07牝 スペシャルウィーク）入着４回

エピックアン（15牡 ＊クロフネ）�３勝，清里特別２着，大倉山特別２着，鎌倉
Ｓ３着，etc.

エイカイキャロル（16牝 ロードカナロア）１勝，医王寺特別２着，��１勝

４代母 ＊ミセスマカディー（74 GB鹿 ＊トライバルチーフ）GB・USA８勝，英１０００ギ
ニー‐G1，European Free H，Strensall S，Sanyo S３着
［子］ シティダンサ－Citidancer（86 牡 Lomond）GB・FR・IRE・USA５勝，

グレンカーンＳ‐G3，バリーマコイＳ‐G3，フィーニクスチャンピ
オンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

［孫］ ジノズスピリッツGino's Spirits（96 牝 ＊ペルジノ）GB・USA９勝，ノー
ブルダムゼルＨ‐G3，Bryan Station S‐L，Kentucky Cup Ladie
s Turf H‐L，etc.

クル－ンカラ Clooncara（87 牝 King of Clubs）ITY５勝，P. Vittorio
Crespi‐L，Criterium Nazionale‐LR，ドルメーロ賞‐G3 ３着，etc.

トブラー Tobler（98� Rebounding Thrill）IND５勝，Pune Derby
‐LR，Super Mile Cup‐L ２着，Indian 2000 Guineas‐LR ３着

販売申込者・所有者： ㈱前田ファーム＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3643
生 産 牧 場： ㈱前田ファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

230 バニラマカロン２０２０ 牡・芦 ２／１７
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューバニラマカロン ダンスインザダーク

��
��
�マカロンドナンシー芦 2012 アドマイヤマカディ

＊ミセスマカディー 14b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フローレセンス（09栗 タイムパラドックス）��５勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
エンパワード（18牝栗 スマートファルコン）��４勝

２代母 マイネアレグリア（02鹿 スペシャルウィーク）入着
マイネルリンク（06牡 ＊アグネスデジタル）�２勝��８勝
ラフメット（08牡 ＊ロージズインメイ）�２勝
サウスアレグリア（10牝 マイネルセレクト）��１勝
サウスセレクト（11牡 ＊サウスヴィグラス）２勝
サノココ（13牝 ＊サウスヴィグラス）３勝，�１勝��
サノレオン（17牡 カネヒキリ）��出走�３勝��
シタベッド（18牡 ＊ベーカバド）���１勝	入着２回

３代母 ＊メイジフレッシュ（91 IRE 鹿 ＊ハープアイル）５勝，まりも特別，常陸特別２
着，頌春賞２着，初霜特別２着，おおぞらＳ２着，etc.
コスモエコロジー（06牡 フサイチコンコルド）�16 勝
１勝，高知優駿３着

４代母 ボニーブレイBonny Brae（83 IRE 鹿 Cure the Blues）GB出走
［子］ ＊タイキゼウス（97� Diesis）３勝，胎内川特別，ドイツ騎手招待（２），野

地特別３着，	１勝

５代母 ボーダードーンBorder Dawn（76 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB５勝
［子］ クリスクリングル Kris Kringle（85 牡 Kris）FR・IRE３勝，愛ダービート

ライアルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G2，ガリニュールＳ‐G2 ３
着，etc.，種牡馬

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

スターアライト Star Alight（94 牝 Kenmare）AUS５勝，ＡＴＣアドリ
アンノックスＳ‐G3，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1 ３着

ワナ（00牝 フジキセキ）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3
スラップスティック Slapstick（91� Rory's Jester）AUS１勝，MRC
Debutant S‐L，ATC Canonbury S‐L ２着

販売申込者・所有者： 武田 修一＝新冠町高江 �0146-47-2452
生 産 牧 場： 武田 修一
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

231 フローレセンス２０２０ 牡・青鹿 ５／２２
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザフローレセンス スペシャルウィーク

��
��
�マイネアレグリア栗 2009 ＊メイジフレッシュ

14c
サンデーサイレンス S3×M4 Alzao S4×M4 Roberto S4×M4
Hail to Reason S5×S5×M5
価格： 購買者：



母 パミーナコラッジョ（13鹿 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
クリノハニー（19牝栗 オルフェーヴル）�未出走

２代母 ＊クインオブオールディー（98 USA黒鹿 Kris S.）USA１勝
バーラプレッタ（04牝 Grand Slam）�２勝��５勝
バクシンミノル（05牡 サクラバクシンオー）１勝，礼文特別２着
シルクオールディー（07牡 マンハッタンカフェ）３勝，阿寒湖特別，かきつばた賞２着
レディオブトゥデイ（08牝 タニノギムレット）�２勝�２勝�
ブラックトップ（09牝 ＊ケイムホーム）��１勝
ヒミノコンドル（10牡 ゴールドアリュール）�15 勝��１勝�入着２回，岩鷲賞２着
マユラウインド（11牝 ＊バゴ）入着，��２勝	４勝
ジャコバイティズム（12牡 ハーツクライ）１勝
ヒロノライデン（15牡 カネヒキリ）１勝，��入着

３代母 スカウティング Scouting（91 USA鹿 Woodman）不出走

４代母 キャストザダイ Cast the Die（73 USA鹿 Olden Times）USA14 勝，Thr
ee Pigeons H，Regret H，Liberation H，First Lady H，Cicada S
，etc.
［子］ デヴィルズオーキッドDevil's Orchid（87 牝 Devil's Bag）USA10 勝，サン

タモニカＨ‐G1，ディスタフＨ‐G2，ベッドオーロージズＨ‐G2，etc.
ダブルシクセズDouble Sixes（90 牝 GoneWest）USA８勝，ピムリコ
ディスタフＨ‐G3，カラセルＳ‐G3 ２着，Davona Dale H‐L ３
着，etc.

［孫］ ユニフィケイションUnification（03牡 Dixie Union）USA・CAN・UA
E２勝，グレイＳ‐G3，種牡馬

ミスティシクセズMisty Sixes（98 牝 Summer Squall）USA９勝，O
beah H‐L，Summer King S，Lighthouse S，etc.

ブロードウェイヴュー Broadway View（01
 Broad Brush）USA４勝，
Commonwealth Turf S‐L，トロピカルパークダービー‐G3 ２着

マウンテインオーキッドMountain Orchid（99 牝 Mt. Livermore）USA
３勝，Apelia S‐R，Jammed Lovely S‐R ２着

販売申込者・所有者： 宝寄山 拓樹＝日高町賀張 �01456-5-2562
生 産 牧 場： 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

232 パミーナコラッジョ２０２０ 牡・鹿 ５／１０
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケパミーナコラッジョ
＊ Kris S.

��
��
�クインオブオールディー鹿 2013 Scouting

17b
Roberto S3×M4 Mr. Prospector S3×M5 Hail to Reason S4×M5×M5
Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 パルパルムツミ（12黒鹿 ハーツクライ）�３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ハルバルキタゼ（18�青鹿 ストロングリターン）���入着
スカイヴィーナス（19牝鹿 ストロングリターン）��入着

２代母 キャサリンクリスタ（00青鹿 ＊クリスタルグリツターズ）��１勝
ムツミイングランド（06牡 ニューイングランド）�６勝�	，キングＣ２着，若駒

賞２着，福山ダービー３着
ムツミマーベラス（07牝 マーベラスサンデー）�16 勝，福山３歳牝馬特別，福山Ｃ

ｈＳ，福山２歳優駿，福山ダービー２着
ウルトラマリン（17牝 ＊サウスヴィグラス）�４勝，千葉Ｓ‐OP ２着，上越Ｓ，

洲本特別
アポロジェニー（08牝 アドマイヤジャパン）１勝
トミケンスプリング（09牝 スズカマンボ）２勝

３代母 マチカネカルメン（89鹿 ＊スリルシヨー）１勝
メルシーエイタイム（02牡 ＊チーフベアハート）１勝，障害５勝，中山大障害‐JG1，

東京ハイジャンプ‐JG2，中山グランドジャンプ‐JG1 ２着（２回），etc.，優障害

４代母 マチカネアスカ（82鹿 ＊パーソロン）３勝，八瀬特別
［子］ マチカネヒオドシ（88牡 ＊モガミ）４勝，すばるＳ‐OP ３着，松前特別，

みなみ北海道Ｓ，etc.
マチカネモユル（87牝 ＊ノーザンテースト）２勝，アザレア賞

［孫］ マチカネハテンコウ（94牡 ＊リアルシヤダイ）３勝，鹿島特別，安房特別
２着，安達太良Ｓ３着，etc.，�１勝

マチカネウソブキ（00牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，鎌ケ谷特別，初日
の出賞２着，津軽海峡特別３着，etc.，障害１勝

マチカネラッパ（96牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，舞浜特別，舞浜特別
２着，陣馬特別３着，障害１勝

マチカネカンタロー（97牡 ＊ドクターデヴィアス）３勝，巌流島特別２着
［曾孫］ カツヨトワイニング（06牝 ＊トワイニング）２勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，

サフラン賞，
８勝�入着７回�	����，サマーＣ３着

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

233 パルパルムツミ２０２０ 牡・栗 ４／２３

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスパルパルムツミ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�キャサリンクリスタ黒鹿 2012 マチカネカルメン

＊ダンスタイム 11c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 パーカッショニスト（07栗 アグネスタキオン）入着，�１勝��３勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ドラムスティック（14牝栗 ＊ロージズインメイ）��２勝
スタジアムロック（17牡栗 ＊カジノドライヴ）��２勝
サウスワールド（18牡栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝�１勝，ゴールドジュニ

ア（Ｄ1400）３着

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
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

マッチザピース（95牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，��２勝�入着
マッチレスバロー（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，共同通信杯‐Jpn3
３着，ひいらぎ賞，茨城新聞杯２着，etc.

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： ㈱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
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＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラパーカッショニスト ＊グルームダンサー

��
��
�マクリス栗 2007 マツクホープ

＊パロクサイド 8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 バードオンアスク（11鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，�４勝
本馬の他に産駒あり

２代母 アスクコマンダー（98鹿 ＊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，サンシャインＳ３着，下鴨Ｓ３着，etc.
エイシンクエスト（06牡 ＊コロナドズクエスト）２勝
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
ステイブルアスク（18牝 オルフェーヴル）�１勝

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，臥牛山特別，壇之浦特別３着，etc.

３代母 エイブルカグラ（92栗 ＊ジェイドロバリー）１勝
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
ネヴァカグラ（03牝 アグネスタキオン）不出走

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
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
［子］ スペースクリス（89牝 ギヤロツプダイナ）２勝，江差特別，なでしこ賞２着

ダイイチキャプテン（93牡 ＊トライマイベスト）２勝，つばき賞
［孫］ 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.
オースミコスモ（99牝 フジキセキ）７勝，福島牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ
‐Jpn3，関屋記念‐Jpn3，etc.

パリスリチャード（90牡 ＊ターナボス）２勝，清洲特別

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
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＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジバードオンアスク ＊コマンダーインチーフ

��
��
�アスクコマンダー鹿 2011 エイブルカグラ

＊ラバテラ 16a
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector S5×M5 Roberto S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ハッピーユーゲント（09青鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
ダナキル（16牝黒鹿 ルーラーシップ）��入着３回�１勝
ヒシマーシャル（17牡黒鹿 ルーラーシップ）��１勝
サツキハピネス（18牝黒鹿 エピファネイア）�１勝

２代母 ＊プンティラ（97 GER黒鹿 Acatenango）FR・GER２勝，独オークス‐G2
パルッカPalucca（02牝 Big Shuffle）不出走

パドゥドゥー Pas de deux（10� Saddex）FR・GER８勝，エッティンゲン
レネン‐G2（２回），ベルトランデュブルイユ賞‐G3，オイロパマイレ大賞
‐G3，フィナンツグルペ賞‐G3，マイレントロフィ‐G2 ２着，etc.

パカマ Pakama（04牝 Kalatos）GER２勝，Berberis‐Rennen‐L ３着
ペルレンケッテ（08牝 ディープインパクト）４勝，大江山特別

３代母 プラダ Prada（92 GER黒鹿 Lagunas）GER３勝，Nereide‐Rennen‐L
パイリタPailita（99 牝 Monsun）不出走

プリンチペッサ Principessa（15 牝 Querari）�SAF３勝，Jamaica H‐L
＊パイタ（02牝 Intikhab）FR・GER・ITY３勝，クリテリヨムドサンクルー‐G1，ア

レフランス賞‐G3，仏オークス‐G1 ３着，etc.
＊ピリカ（08牝 Monsun）FR３勝，エドゥヴィル賞‐G3，P. de la Pepiniere

‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，etc.
プライア Praia（04 牝 Big Shuffle）GER１勝，Niedersachsen Stuten‐Sprint

‐L ２着，G.P. der Stadtsparkasse Dusseldorf‐L ２着
パライサ Paraisa（09 牝 Red Ransom）GER１勝，G.P. vom Gestut Burg Eb

erstein‐L，Kronimus Rennen‐L ２着，シュヴァルツゴルトレネン
‐G3 ３着，etc.

ポチョムキン Potemkin（11� New Approach）�FR・GER・ITY・USA16
勝，ローマ賞‐G1，ドラール賞‐G2，ピアッツァーレ賞‐G3，etc.

パラグア Paragua（08牝 Nayef）GER２勝
ピティオン Pythion（16� Olympic Glory）�GB・IRE１勝，Yeats S‐L

２着，バリーサックスＳ‐G3 ３着，IRE障害１勝

販売申込者・所有者： ㈱タガミファーム＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2401
生 産 牧 場： ㈱タガミファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584
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＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアハッピーユーゲント
＊ Acatenango

��
��
�プンティラ青鹿 2009 Prada

4n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピアグラス（10栗 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
アリストヴェール（18牝鹿 トーセンラー）��出走

２代母 クルーピアスター（96栗 ＊サンデーサイレンス）６勝，北九州短距離Ｓ‐OP ３
着，飛騨Ｓ，サンタクロースＳ，雲仙特別，東山特別，etc.
ガーネットスター（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝
アサクサキングス（04牡 ＊ホワイトマズル）６勝，菊花賞‐Jpn1，阪神大賞典‐G2，京

都記念‐G2，きさらぎ賞‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，優３牡，種牡馬
ガイディングスター（05牡 ＊ファルブラヴ）�１勝
ウマザイル（06牡 ＊シンボリクリスエス）１勝
ステラアルピーナ（07牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着
ブラックアテナ（08牝 ＊シンボリクリスエス）２勝

３代母 ＊クルーピアレディー（83 USA栗 What Luck）USA13 勝，Sportsmans' Park
Ruffian H‐L，Delta Downs Breeders' Fund S，Jefferson Downs Breeders'
Cup H，Trevose H，Heartland H２着，etc.
ジェニュイン（92牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，皐月賞‐Jpn1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
タガノラピス（94牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エルフィンＳ‐OP ３着，あんず

賞２着，矢車賞２着，etc.
グレートサン（95牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，栗子特別２着，白山特別３着，種牡馬
ホワットアリーズン（97� ＊サンデーサイレンス）５勝，上総特別，日高特別，大森

浜特別，etc.

４代母 ケスティヨンダルジャンQuestion d'Argent（77 CAN鹿 Tentam）USA出走
［子］ プレミアクエスチョン Premier Question（87牝 Premiership）USA11 勝，

Canadian H‐L，Duchess S‐L，Ellis Park Debutante S
‐L，etc.

アリーズクエスチョン Aly's Question（92牝 Alysheba）USA６勝，A
zalea H‐L，All Along H，Furl Sail H２着，etc.

［孫］ キッシンタイ Kissin Ty（01� Kissin Kris）USA７勝，Rattlesnake S
ノーニェスNonez（01牝 Italian Danzig）VEN７勝，P. Fetrahipica‐L

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
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＊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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラピアグラス ＊サンデーサイレンス

��
��
�クルーピアスター栗 2010 ＊クルーピアレディー

4g
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 ヒカリアイ（01黒鹿 ＊アフリート）４勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
ヒカリセット（11牡青鹿 アドマイヤジャパン）１勝
コスモポラリス（14牡青鹿 トーセンホマレボシ）���１勝
ソトコマタ（15牝鹿 ヴァーミリアン）��入着８回�５勝���入着２回
ゴールドホマレ（17牡栗 トーセンホマレボシ）�４勝
リッキオ（19牡栗 コパノリッキー）��１勝

２代母 ヒカリラブ（95黒鹿 Nureyev）１勝
ヒカリダイキャスト（03牡 ＊エリシオ）１勝，障害１勝
ヒカリエンジェル（08牝 ＊アフリート）	12 勝

３代母 ＊プリセレスレデイ（87 USA鹿 Secretariat）USA１勝
シルクキャプテン（97牡 ＊スキーキャプテン）４勝，セレブレイション賞２着，�３

勝��入着３回，東海桜花賞２着，サマーＣ３着

４代母 ナーヴァスペットNervous Pet（74 USA黒鹿 Nervous Energy）USA４勝
［子］ ジュリエッツペット Juliet's Pet（80 牝 Romeo）USA14 勝，Duluth H

，Truly Bound S，Old South S‐L ２着，etc.
マグニフィセントレッドMagnificent Red（88牡 Secretariat）USA８勝，
Pirate Cove S‐L ２着，Grand Exchange S‐R ３着

ソングオヴサマー Song of Summer（96 牝 General Meeting）USA５
勝，B. Thoughtful S‐R ２着，Survive S‐R ２着，Pio Pico
S‐R ２着，etc.

［孫］ アメリカンスピリット American Spirit（96 牡 Storm Boot）USA５勝，
ボールドウィンＳ‐G3，Brooks Fields H，ケンタッキーＣスプリ
ントＳ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

オールザットグリッターズ All That Glitters（94 牝 Goldlust）USA９勝，
Buckland S，Somethingroyal S‐R，JennyWade H３
着，etc.

［曾孫］ フォーティワンカラッツ Forty One Carats（96 牡 Tactical Advantage）
USA７勝，ペガサスＨ‐G2，Smile Sprint H‐L，Indiana Derby
‐L，etc.

販売申込者・所有者： 中本 隆志＝新冠町高江 �0146-47-3590
生 産 牧 場： 中本 隆志
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

238 ヒカリアイ２０２０ 
・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyヒカリアイ Nureyev

��
��
�ヒカリラブ黒鹿 2001 ＊プリセレスレデイ

8c
Nureyev M3×S4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ヒシカルメン（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
モデレイト（15牝鹿 ダノンシャンティ）�２勝，つわぶき賞（芝 1400）２着
ミカエラ（16牝黒鹿 ベルシャザール）��２勝��

２代母 ＊ヒシピナクル（96 USA青鹿 Theatrical）４勝，ローズＳ‐Jpn2，秋華賞
‐Jpn1 ３着，紅梅Ｓ‐OP ２着，不知火特別，梅花賞，etc.
ヒシルーマー（04牝 ＊デヒア）１勝
ヒシアルコル（09牝 ダイワメジャー）�２勝

タケルペガサス（18牡 ＊ダンカーク）�１勝，鳳雛Ｓ‐L ２着，カトレアＳ‐OP ２着
タケルラムセス（12牡 キングカメハメハ）３勝，２０１６ＷＡＳＪ第１戦，寒竹賞，北海

Ｈ３着，開成山特別３着

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

＊ケイティーズファースト（87牝 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du Cercle‐L，
Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚
記念‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，
年代表，優古牡，種牡馬

ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリ
アーＣ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯
‐G3，日本ダービー‐G1 ２着，etc.

＊ホワットケイティーディド（89牝 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P. Tantieme
‐L，P. von Koln‐L ２着，P. Lovelace‐L ３着，etc.
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞

‐G3，北九州記念‐Jpn3，etc.，優短距
＊ヒシアマゾン（91牝 Theatrical）10 勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，阪神３歳牝馬Ｓ

‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2，オールカマー‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牝，優３牝，優古牝

販売申込者・所有者： 中村 雅明＝浦河町野深 �0146-27-4416
生 産 牧 場： 中村 雅明
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405
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Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomヒシカルメン
＊ Theatrical

��
��
�ヒシピナクル鹿 2008 Katies

7f
Nureyev M4×S5 Northern Dancer M5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ヒシサブリナ（11 USA鹿 Bernardini）入着，�８勝���入着２回，園田ＣｈＣ
（Ｄ1400），くろゆり賞（Ｄ1600）２着
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊ヒシカツバラード（02 USA栗 Saint Ballado）入着２回
ロバートウォーカーRobert Walker（07 牡 ＊ヨハネスブルグ）USA１勝
＊ヒシマキシム（08牡 Vindication）入着，��１勝
ストリートバラッド Street Ballad（09� ＊ストリートセンス）USA２勝
＊ヒシストーミイ（10牝 Stormy Atlantic）�７勝
ビーンタウンセイント Beantown Saint（12 牡 Speightstown）USA４勝，Wolf

Hill S２着
ザルタックスZartax（13� Ghostzapper）�USA４勝
ゾンデセントブルース Sonde St Blues（17� Fiber Sonde）�USA２勝

３代母 トワイスザヴァイス Twice the Vice（91 USA栗 Vice Regent）USA12 勝，
アップルブラッサムＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，ヴァニティＨ‐G1，
ミレイディＨ‐G1，デルマーオークス‐G1，ホーソーンＨ‐G2，etc.

＊メジャーカフェ（99牡 GoneWest）５勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2 ３着，ＮＨＫマ
イルＣ‐Jpn1 ４着，長万部特別，etc.，障害１勝

４代母 ダブルセットDouble Set（75 USA鹿 Resurgent）USA入着２回
［子］ バーガンディダンサー Burgandy Dancer（84 牝 Marshua's Dancer）U

SA６勝，Duchess S‐L，Canadian H‐L ３着
［曾孫］ メラトニンMelatonin（11� Kodiak Kowboy）USA５勝，ゴールドＣ

アトサンタアニタＳ‐G1，サンタアニタＨ‐G1，オークローンＨ‐G2
２着，etc.

ストラテジカリー Strategically（00� Bertrando）USA12 勝，Black M
ountain H，Walter R. Cluer Memorial H，Cotton Fitzsimmo
ns Mile H２着

ジェントルチャーマーGentle Charmer（02 牝 Bertrando）USA７勝，
California Cup Distaff H‐R，Work the Crowd H‐R ２着，
Luther Burbank H２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲飛渡牧場＝新冠町朝日 �090-3119-2641
生 産 牧 場： ㈲飛渡牧場
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6699-0027

240 ヒシサブリナ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トーセンラー
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア黒鹿 2008 Dance Image

＊

ベルナルディーニ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Bernardini Cara Rafaelaヒシサブリナ
＊ Saint Ballado

��
��
�ヒシカツバラード鹿USA 2011 Twice the Vice

8g
Halo S4×M4 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヒシシンエイ（01黒鹿 スペシャルウィーク）４勝，スイートピーＳ‐L（芝 1800）３
着，葉山特別（芝 1600）２着，カーネーションＣ（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
メイプルレジェンド（11�鹿 ＊パイロ）１勝，�３勝�入着５回��
アヤミーチャン（12牝栗 ＊ルールオブロー）�１勝
クラウンムーン（13牝黒鹿 アドマイヤムーン）�５勝
ウッティンケリー（17牡黒鹿 ストロングリターン）���入着２回
ジャストビフォー（18牡黒鹿 トーセンジョーダン）��４勝

２代母 ＊ヒシショウコ（94 USA栗 Woodman）出走
ヒシブレーブ（04牡 アドマイヤベガ）１勝
ヒシフラッシー（05牡 ＊ムーンバラッド）２勝，�４勝�入着��
ヒシセンチュリー（06牡 ダンスインザダーク）４勝，頌春賞，千葉日報杯，調布特

別２着，嵯峨野特別３着，弥彦特別３着，障害１勝
ヒシエリート（07牝 スペシャルウィーク）１勝

テイエムチェロキー（14牡 トランセンド）４勝，おおぞら特別，北國新聞杯２着，
與杼特別２着，おおぞら特別２着，障害１勝，��入着２回，吉野ヶ里記念２着

３代母 フォーレイディーズオンリー Forladiesonly（86 USA鹿 Sovereign Dancer）
USA11 勝，New Castle H‐L，Powder Break H‐L，Grassland H‐L，
Atlantic City H‐L，Pageant S２着，etc.
アクワイアノットディザイア Aquire Not Desire（96� Woodman）GB・FR１勝，

Criterium de Lyon‐L ２着
トゥーハーツビカムワンTwoheartsbecomeone（97牝 Kingmambo）USA１勝

サブマンボ Sub Mambo（12牡 Subordination）�URU８勝，P. Las Piedra
s‐L ２着

４代母 クリケットクラブ Cricket Club（75 USA栗 Dr. Fager）USA３勝，Pinaf
ore S
［孫］ コレクトザキャッシュ Collect the Cash（97牝 Dynaformer）USA５勝，

Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1，Rockingham Park Oaks

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

241 ヒシシンエイ２０２０ 	・鹿 ２／２２

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールヒシシンエイ
＊ Woodman

��
��
�ヒシショウコ黒鹿 2001 Forladiesonly

10a
Mr. Prospector S4×M4 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ピジョンレッド（14鹿 ＊キングズベスト）�２勝
初仔

２代母 レッドアゲート（05黒鹿 マンハッタンカフェ）２勝，フローラＳ‐Jpn2，日
経新春杯‐G2 ３着，フラワーＣ‐Jpn3 ２着，紫苑Ｓ‐L ３着
ノワールギャルソン（12牡 アドマイヤムーン）３勝，障害４勝
ピンクアゲート（13牝 ＊ワークフォース）１勝
レッドジェニアル（16牡 キングカメハメハ）�２勝，京都新聞杯‐G2，鳴尾記念

‐G3 ３着

３代母 セカンドチャンス（97栗 ＊スキャン）入着

４代母 ベツプイチバン（78栗 ＊シーホーク）２勝
［子］ テイエムメガトン（94牡 ＊スキャン）３勝，�１勝�１勝���入着３回，

ダービーＧＰ‐Jpn1，グランシャリオＣ‐Jpn3，川崎記念‐Jpn1
２着，etc.

リネンツバサ（93牡 ＊プルラリズム）３勝，３歳抽せん馬特別，障害１勝
［孫］ ホクセツキング（96� ＊モガンボ）７勝，トパーズＳ‐OP，花園Ｓ，阿蘇

Ｓ，etc.
［曾孫］ スーパーヴィグラス（06� ＊サウスヴィグラス）��５勝�２勝�，アフ

ター５スター賞３着，京浜盃３着，岩鷲賞
テイエムニコニコ（02牝 ＊サンシャック）	２勝
入着，ル・プランタン
賞２着

５代母 トーエイプリンセス（73青 ＊ネヴアービート）出走
［子］ モンテグロリー（79牡 ＊フロリバンダ）４勝，クローバー賞

シャープホーラー（82牡 タイテエム）３勝，揖斐川特別
［孫］ ロングタイリン（88牝 ＊ワツスルタツチ）３勝，竜飛崎特別，和布刈特別

２着，大沼Ｓ２着，etc.
エイユーヴィーナス（93牝 ＊スキャン）３勝，登別特別，木古内特別２着
コウエイチャペル（87牝 ＊サイドチヤペル）３勝，岩谷特別２着
サファリタッチ（94牡 ＊ワツスルタツチ）�９勝，青山記念２着

販売申込者・所有者： ㈲ディアレストクラブ＝浦河町姉茶 �0146-28-1717
生 産 牧 場： ㈲ディアレストクラブ
飼 養 者： ㈲ディアレストクラブイースト＝浦河町西舎 �0146-28-1717

242 ピジョンレッド２０２０ �・栗 ５／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaピジョンレッド マンハッタンカフェ

��
��
�レッドアゲート鹿 2014 セカンドチャンス

＊フロリースカツプ 3l
Kingmambo S3×M3 Mr. Prospector S4×M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハンドオブフェイト（04 IRE 鹿 ＊ジェイドロバリー）GB出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－４（９）〕
キズマ（09牡鹿 ＊ディスクリートキャット）５勝，ペルセウスＳ‐L（Ｄ1400）２着，

ＮＳＴ賞‐L（Ｄ1200）３着，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1400）２着，大阪スポーツ杯
（Ｄ1400），箕面特別（Ｄ1400），西湖特別（Ｄ1400），ポインセチア賞
（Ｄ1400），安芸Ｓ（Ｄ1400）３着

プロフェシー（10牡栗 フジキセキ）�３勝�１勝
アサバスカ（12牝黒鹿 ＊コマンズ）入着３回，�３勝��
ビービーアヴィド（14牡黒鹿 ＊パイロ）１勝
ヤマミライオン（16牡鹿 ネオユニヴァース）�１勝
ラインオブフェイト（18牝栗 ＊ディスクリートキャット）�入着２回，���１勝

２代母 デスティニーダンスDestiny Dance（86 USA鹿 Nijinsky）GB・USA４勝，
シープスヘッドベイＨ‐G3
マルツィアーレMarciale（94 牡 ＊ハンセル）FR・UAE10 勝
ディアリーDearly（98 牝 Rahy）IRE３勝，ブランドフォードＳ‐G3，Victor Mc

Calmont Memorial S‐L，BlueWind S.‐L ２着
トルーコーズ True Cause（03牡 Storm Cat）GB・USA３勝，Stardom S

‐L，マックディアミダＨ‐G2 ２着，レッドスミスＨ‐G2 ２着，Awa
d S‐L ２着，Academy Award S‐R ２着，種牡馬

ロンドロジ Londolozi（04 牝 Forest Wildcat）GB入着
ケイピーワイルドキャット K PWildcat（13 牝 Include）USA13 勝，El
Diario H，Albuquerque Distaff H，Chaves County S（２回），
Harry Henson H，Zia Park Distaff S，etc.

バレット Balletto（02 牝 ＊ティンバーカントリー）USA３勝，フリゼットＳ‐G1，
ベルダムＳ‐G1 ２着，メイトロンＳ‐G1 ２着，ＢＣジュヴェナイルフィリー
ズ‐G1 ２着，パーソナルエンサインＳ‐G1 ２着，etc.
ヴィリャネスカ Villanesca（09牝 Distorted Humor）USA４勝，Magnolia

Jackson S，バレリーナＳ‐G1 ３着

３代母 アルシーア Althea（81 USA栗 Alydar）USA８勝，ハリウッドスターレットＳ
‐G1，サンタスサーナＳ‐G1，アーカンソーダービー‐G1，ハリウッドジュヴェナ
イルＣｈ．‐G2，デルマーデビュタントＳ‐G2，デルマーフュチュリティ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
飼 養 者： ㈲大道牧場＝浦河町上杵臼 �0146-28-1661

243 ハンドオブフェイト２０２０ 牡・鹿 ３／２０

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�ジェイドロバリー Numberハンドオブフェイト デスティニーダンス Nijinsky

��
��
�Destiny Dance鹿IRE 2004 Althea

A4
Nijinsky M3×M4 Raise a Native M4×M5 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ビヨンドマイリーチ（06黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（17）〕
スマートファニー（12牝芦 ＊クロフネ）�６勝�入着
ケアロハ（13牡栗 カネヒキリ）��７勝
ワタシガンバルネ（14牝栗 トーセンホマレボシ）�２勝�入着６回
ジャングリオン（16牡鹿 スマートファルコン）入着２回，�１勝
トラストイエミツ（17牡栗 フリオーソ）���１勝
デザートサファリ（19牡黒鹿 エスポワールシチー）�未出走

２代母 シーズプリンセス（94鹿 ＊カコイーシーズ）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪
神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ２着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，コスモス賞‐OP ２着，
クローバー賞‐OP ２着，etc.
シーズマイハート（99牝 ＊ラムタラ）入着２回，�３勝
キャニオンタイカン（00牡 ＊ブラックタイアフェアー）�２勝	�
ノースプリンセス（03牝 ＊アジュディケーティング）不出走

ダンツペンダント（13牝 オレハマッテルゼ）４勝，太宰府特別，障害１勝
プリンセスエリー（07牝 スペシャルウィーク）１勝

３代母 ユーワキャンディー（88栗 ＊ロングリート）不出走
ローランブレイブ（92牡 ＊ラシアンボンド）１勝，瓢湖特別３着，
�４勝�入着
ステージバンダム（93牝 マルゼンスキー）３勝，湘南特別，藻岩山特別２着，ＳＴ

Ｖ賞２着，etc.
ミラクルケープ（02牝 ＊フォーティナイナー）	２勝
タイセイスティング（09牡 ゴールドアリュール）５勝，大沼Ｓ‐OP ２着，
錦秋Ｓ，三峰山特別，etc.

トーホウアモーレ（03牝 アグネスタキオン）１勝，小倉２歳Ｓ‐Jpn3 ３着
マルサヒロイン（99牝 ＊カコイーシーズ）入着，�12 勝

ブライアンビクター（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�４勝�，湾岸ニュースター
Ｃ，ゴールドジュニア２着

プリンセスワールド（02牝 ＊ティッカネン）�７勝，日高賞２着

４代母 メイジガルボ（73栗 ＊フアバージ）５勝，福島大賞典，安田記念２着，中京３
歳Ｓ‐OP，東北３歳Ｓ‐OP

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： 船越 伸也＝平取町荷菜 �090-1528-4809

244 ビヨンドマイリーチ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１８
＊

＊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

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkビヨンドマイリーチ ＊カコイーシーズ

��
��
�シーズプリンセス黒鹿 2006 ユーワキャンディー

＊トリーモス 14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ビーキュート（09鹿 マヤノトップガン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
ブロンドキュート（15牝栗 ＊フレンチデピュティ）入着，�２勝
ハーベストタイム（16牝栗 ＊プリサイスエンド）��２勝��２勝
ダイナレーヴ（17牝鹿 ＊パイロ）��入着８回
キュートラン（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�入着４回

２代母 ビーサイレント（92黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ジェイケイテイオー（98� トウカイテイオー）４勝，磐梯山特別，万代特別，障害１勝
プリサイスマシーン（99牡 マヤノトップガン）９勝，スワンＳ‐Jpn2，阪急杯‐G3，

中日新聞杯‐Jpn3（２回），カシオペアＳ‐L，etc.，��５勝��	
�入着
４回�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，etc.

マイクロス（00牝 タマモクロス）不出走
マルモセーラ（08牝 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3
マルモレイナ（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝，ききょうＳ‐OP ２着，
合馬特別，タイランドＣ３着

キープクワイエット（01牝 エアジハード）５勝，木更津特別，御在所特別２着
カルマート（08牝 ＊シンボリクリスエス）３勝，紫苑Ｓ‐LR
タガノスカイハイ（15牡 ルーラーシップ）�３勝，由比ヶ浜特別，二本松特別

２着，豊明Ｓ３着，脊振山特別３着
レティセントガール（05牝 ＊フォーティナイナー）３勝
インフィニットエア（06� ＊シンボリクリスエス）４勝，伊勢佐木特別，
２勝

３代母 グローバルダイナ（80鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3，小倉大賞典‐Jpn3，宝塚記念‐Jpn1 ３着，エリザ
ベス女王杯３着，etc.，優古牝（2回）
アドマイヤジャック（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐OP ３着，大雪Ｈ，

えりも特別，etc.

４代母 グローブターフ（66鹿 ＊パーソロン）６勝，愛知杯，クイーンＳ２着，３歳牝
馬Ｓ‐OP，中日賞，サルビヤ賞
［孫］ メインキャスター（86牝 ＊ノーザンテースト）８勝，サンスポ阪神牝馬特

別‐Jpn3，函館記念‐Jpn3 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538

245 ビーキュート２０２０ �・芦 ４／２０

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズビーキュート ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビーサイレント鹿 2009 グローバルダイナ

＊ロイヤルアグリーメント 12f
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ピサノパスティーユ（01栗 ＊サンデーサイレンス）３勝，ＨＴＢ杯（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（８）〕
アンリミテッドピサ（08牝鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝

ルチェカリーナ（18牝 ＊ディスクリートキャット）�２勝，アネモネＳ‐L ３着，
紅梅Ｓ‐L ３着，こぶし賞

エレクトラピサ（09牝鹿 キングカメハメハ）��４勝
オーネットレオ（12牡栗 ＊バゴ）��２勝
ゴールデンビーンズ（13牡鹿 タニノギムレット）�１勝
クリノナイスガイ（17�栗 ＊カジノドライヴ）�１勝
ラブリーテン（18牝栗 ラブリーデイ）��１勝

２代母 レッドタイガー（94黒鹿 Caerleon）出走
タンクバスター（98牡 ＊ブライアンズタイム）�６勝
モエレタイガー（05牡 ＊ティンバーカントリー）�３勝��５勝
クレイジータイガー（09牝 ゴールドヘイロー）�２勝��入着

３代母 ＊クリームンクリムズン（80 USA鹿 Vaguely Noble）USA入着２回
キルマジQirmazi（87 牝 Riverman）FR３勝，ヴァントー賞‐G3，カブール賞‐G3，

モルニー賞‐G1 ２着，etc.
クイトQuito（97 牡 Machiavellian）GB・UAE20 勝，City of York S‐L，

Fortune S‐L，John of Gaunt S‐L，etc.
クオーターノートQuarter Note（98 牝 ＊デインヒル）FR３勝，グロット賞

‐G3，P. de la Californie‐L
＊クリームリー（88牝 Secretariat）USA出走

カーリッタ Carlitta（96 牝 Olympio）USA３勝，Remington Park Oaks‐L，
Gold Digger S‐L ２着
カルロタミクス Carlotamix（03 牡 Linamix）FR３勝，クリテリヨムアン
テルナシヨナル‐G1，シェーヌ賞‐G3，P. de Tourgeville‐L ２着，
種牡馬

＊ヒシマサル（89牡 Secretariat）５勝，京都４歳特別‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3，きさら
ぎ賞‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ダイヤモンドファーム＝浦河町富里 �0146-25-2079
生 産 牧 場： ㈲ダイヤモンドファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

246 ピサノパスティーユ２０２０ 	・栗 ３／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellピサノパスティーユ Caerleon

��
��
�レッドタイガー栗 2001 ＊クリームンクリムズン

5b
サンデーサイレンスM2×S4 Nijinsky M4×S5

価格： 購買者：



母 ポートドラルーン（10芦 ＊チチカステナンゴ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（８）〕
エリーピクシー（16牝芦 ＊ノボジャック）��２勝�２勝�
リュウノエドワード（17牡芦 ＊アグネスデジタル）��４勝��
スターソルジャー（19牡芦 トーセンジョーダン）�出走

２代母 シュペリユール（00鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，橘Ｓ‐OP ３着，宝ケ池特
別，別府特別，桶狭間特別２着，会津特別２着，etc.
イッツスパーブ（08牝 ＊ファルブラヴ）２勝，織姫賞２着
ナリタハリケーン（09牡 キングカメハメハ）５勝，札幌記念‐G2 ２着，巴賞‐LR

３着，ブリリアントＳ‐L ３着，桃山Ｓ，天ケ瀬特別３着，etc.
ブレイクザポケット（12牡 ジャングルポケット）３勝，清滝特別，八雲特別２着，

国分寺特別３着
ヴェルラヴニール（14牡 ＊ハービンジャー）１勝
パラレルキャリア（16牝 ＊シンボリクリスエス）�１勝

３代母 ＊ファビラスラフイン（93 FR芦 Fabulous Dancer）４勝，秋華賞‐Jpn1，Ｎ
Ｚトロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，ジャパンＣ‐G1 ２着，さわらび賞，優３牝
ラフィントレイル（03牝 ＊エルコンドルパサー）出走

ブレイズアトレイル（09牡 ダイワメジャー）５勝，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，
米子Ｓ‐L ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，etc.，�１勝��

ジャイアントリープ（10牡 ネオユニヴァース）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，松
前特別，琵琶湖特別，etc.

ギュスターヴクライ（08牡 ハーツクライ）５勝，阪神大賞典‐G2，京都大賞典‐G2
３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，etc.

ファビラスタイム（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着，�２勝�入着
ランリョウオー（18牡 ＊パイロ）���５勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，雲

取賞，ハイセイコー記念２着，etc.

４代母 メルカルMercalle（86 FR芦 Kaldoun）GB・FR８勝，カドラン賞‐G1，
P. Panacee‐L，P. Caravelle‐L，P. des Federations Regionales‐L ２着，
P. Max Sicard‐L ２着，etc.

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

247 ポートドラルーン２０２０ �・黒鹿 ３／２５
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

＊ Smadoun

�
�
�
�
�

��
��

�チチカステナンゴ ＊スマラポートドラルーン ＊サンデーサイレンス

��
��
�シュペリユール芦 2010 ＊ファビラスラフイン

3e
Kaldoun M4×M5 Fabulous Dancer M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ホワイトデイズ（06鹿 ＊クロフネ）�入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（２）〕
メイショウゴウキ（14�黒鹿 ブラックタキシード）障害１勝
シャインジーク（15牝鹿 メイショウボーラー）���１勝�１勝
メイショウハナモリ（16牡黒鹿 メイショウボーラー）�３勝，伊賀Ｓ（Ｄ1200）３

着，高田城特別（Ｄ1200）３着
トゥルーオーダー（19牝栗 メイショウボーラー）��出走

２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
ダイワハーン（02牡 ＊サンデーサイレンス）�３勝�２勝
ホットファッション（04牝 スペシャルウィーク）２勝，サフラン賞
ヒシミッション（05牡 ＊クロフネ）１勝
パッションフルーツ（07牝 ＊アルカセット）�５勝
ウッドフォード（11牡 ＊アグネスデジタル）	１勝
サクラトップビクト（14牝 ＊アグネスデジタル）�１勝�入着３回
シュネルスト（15牡 ＊タイキシャトル）�１勝
１勝

３代母 ビューチフルロマン（86鹿 ＊ノノアルコ）６勝，根岸Ｓ‐Jpn3 ３着，関越Ｓ
‐OP，秋嶺Ｓ，東雲賞，本栖湖特別，etc.
ビューチフルドラマ（93牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝

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

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

ロマンスプレゼント（97牝 ＊ティンバーカントリー）不出走
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.
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

４代母 ビクトリアクラウン（79栗 ＊フアバージ）６勝，エリザベス女王杯，クイーン
Ｓ，クイーンＣ，新潟３歳Ｓ，牝馬東タイ杯２着，etc.，優２牝，優３牝

販売申込者・所有者： �橋本牧場＝安平町早来守田 �0145-22-2123
生 産 牧 場： �橋本牧場
飼 養 者： ゼットステーブル＝安平町早来守田 �090-9528-1338

248 ホワイトデイズ２０２０ �・栗 ３／２９
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューホワイトデイズ ＊ヘクタープロテクター

��
��
�シンシンパッション鹿 2006 ビューチフルロマン

＊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 ポンドガール（07青鹿 キングカメハメハ）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
マイネルレイール（14牡鹿 ＊ハービンジャー）��２勝�１勝�１勝��入着

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

あけび賞３着
シルバーウエイブ（09牡 ジャングルポケット）２勝，水仙賞
セトノフラッパー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，西郷特別，瀬戸内海特別２着，

太宰府特別２着，粟島特別２着，久多特別３着，etc.
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュリテ

ィＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP
アスクデピュティ（04牝 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑Ｓ‐L

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

ルＣ‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬
クリスエスマーチ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着２回，�１勝
チーズマヨ（09牝 ＊シンボリクリスエス）入着３回，�２勝
スマートパスポート（10牝 メイショウサムソン）�４勝��入着３回
タイヨウノコマチ（16牝 ＊ワークフォース）入着，��入着��１勝

３代母 ナショナルフラッグ（86栗 ＊デイクタス）４勝，阿寒湖特別，積丹特別，青葉
城特別，知床特別２着，十勝岳特別２着，etc.
インターフラッグ（93牡 ＊ノーザンテースト）８勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，札幌日

経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝�２勝	１勝，種牡馬
ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福島ＴＶＯ

Ｐ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.
ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
フラッグシップ（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ２着，織姫賞，

西郷特別２着，etc.
ナショナルホリデー（04牝 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別

販売申込者・所有者： ㈲鳥井牧場＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2248
生 産 牧 場： ㈲鳥井牧場
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

249 ポンドガール２０２０ 牡・青鹿 ４／１８

＊

モンジュー Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Montjeu

�
�
�
�
�
�
�
�
� Floripedesネオアトラクション アトラクション Efisio

��
��
�AttractionGB 鹿 2012 Flirtation

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスポンドガール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカコマチ青鹿 2007 ナショナルフラッグ

＊ハニードリーマー 23b
High Top S5×S5

価格： 購買者：



母 ブルーボックスボウ（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－５（11），地方－４（16）〕
メイショウレーザー（08牝鹿 ＊オペラハウス）入着，�２勝�入着
サエッターレ（09牝黒鹿 メイショウボーラー）入着，�１勝�４勝�５勝��１勝，

御船山賞（Ｄ1750）
ザトゥルーエアー（11牡鹿 メイショウサムソン）３勝，名古屋日刊スポーツ杯
（芝 2200），鳥栖特別（芝 2000），阿武隈Ｓ（芝 1800）２着，名古屋城Ｓ
（芝 2200）２着，関門橋Ｓ（芝 1800）３着，小牧特別（芝 2000）３着，�２勝

フロンテアクイーン（13牝鹿 メイショウサムソン）３勝，中山牝馬Ｓ‐G3，アイル
ランドＴ府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，アイルランドＴ府中牝馬Ｓ‐G2 ３着，クイー
ンＳ‐G3 ２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，ターコイズＳ‐G3 ２着，福島牝馬Ｓ
‐G3 ２着，クイーンＣ‐G3 ２着，紫苑Ｓ‐G3 ３着，初音Ｓ（芝 1800），etc.

クーペオブジェミニ（14牡栗 ＊ケイムホーム）１勝，�１勝	
クリノオウジャ（16牡鹿 メイショウサムソン）
２勝，二本松特別（芝 1800），荒

川峡特別（芝 2400）２着，春日山特別（芝 2000）２着，川俣特別（芝 1800）２着，
高湯温泉特別（芝 2000）２着，二本松特別（芝 1800）２着，燕特別（芝 2400）３着

メイショウハボタン（18牝鹿 メイショウサムソン）
２勝

２代母 ブルーバタフライ（88鹿 ＊ブレイヴエストローマン）不出走
セントアニメ（93牡 ＊シェリフズスター）２勝
セントリョウマ（95牡 ＊シエルシユールドール）１勝
セイウントヨカゼ（96牡 ＊パラダイスクリーク）１勝，臥牛山特別２着
トミケンソリッド（03牝 ＊コマンダーインチーフ）�１勝�10 勝��４勝��入着４回�
オーナーズクリーク（04牝 ＊パラダイスクリーク）�３勝，ジュニアクラウン３着

３代母 フアストブルー（77鹿 ＊ダンデイルート）不出走
ジョウヨーファスト（86牡 ＊ハンザダンサー）２勝，芦ノ湖特別，精進湖特別３着
テンイチボー（87牡 ＊コインドシルバー）１勝，ジューンＳ２着，ウェルカムＳ３着，

天の川Ｓ３着，��６勝

４代母 ブルートウシヨウ（71黒鹿 ＊ネプテユーヌス）５勝
［子］ トウシヨウレオ（82牡 ＊シヤトーゲイ）６勝，京阪杯‐Jpn3，小倉大賞典

‐Jpn3（２回），中京記念‐Jpn3，etc.，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： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

250 ブルーボックスボウ２０２０ 牡・鹿 ４／ ３
＊ Sadler's Wells

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� オペラハウス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Colorspinメイショウサムソン ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン鹿 2003 ウイルプリンセス

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellブルーボックスボウ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�ブルーバタフライ鹿 1998 フアストブルー

＊ソシアルバターフライ 1w
Northern Dancer S4×S5

価格： 購買者：



母 ファストムーン（13栗 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
セキテイジュウオー（19牡芦 ＊ザファクター）�未出走

２代母 レインボーファスト（92栗 レインボーアンバー）��２勝
エースインザレース（00牡 ＊ディアブロ）３勝，東風Ｓ‐L，マイラーズＣ‐G2 ３着，

ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，etc.，�１勝��入着�，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn3，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

レーゲンボーゲン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
アニメイトバイオ（07牝 ゼンノロブロイ）３勝，ローズＳ‐G2，秋華賞‐G1 ２

着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ２着，府中牝馬Ｓ‐G2 ２着，京
王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，etc.
パイオニアバイオ（15牝 ルーラーシップ）１勝，フローラＳ‐G2 ２着，常
総Ｓ２着，ノベンバーＳ２着

ホーマンフリップ（08牝 フジキセキ）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着
フォントルロイ（09牡 ゼンノロブロイ）３勝，積丹特別２着，富良野特別３着，

鳥栖特別３着
ドラゴンレジェンド（10牡 ステイゴールド）３勝，恵山特別
レインボーソング（12牝 ゼンノロブロイ）３勝，ポプラ特別
レインボーライン（13牡 ステイゴールド）５勝，天皇賞（春）‐G1，阪神大賞典

‐G2，アーリントンＣ‐G3，菊花賞‐G1 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.，
種牡馬

シルクウィザード（03牡 ＊リンドシェーバー）５勝，安達太良Ｓ，ＴＶ埼玉杯，噴火
湾特別，なでしこ賞，etc.，�７勝���，ダービーＧＰ‐Jpn1 ５着，etc.

スマートグリッド（07牡 タニノギムレット）３勝，高千穂特別
サカジロオー（09牡 アドマイヤムーン）３勝，トキノミノルＣ，高雄特別３着，山

吹賞３着
ファストクリス（12牝 ＊シンボリクリスエス）１勝

３代母 レインボーローズ（79鹿 ＊フアーストフアミリー）３勝，富里特別
セキテイリュウオー（89牡 トウシヨウボーイ）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，金杯

‐Jpn3，天皇賞（秋）‐Jpn1 ２着（２回），etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789
生 産 牧 場： ㈲千葉飯田牧場
飼 養 者： ㈲千葉飯田牧場＝日高町富川西 �01456-2-1789

251 ファストムーン２０２０ �・鹿 ５／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズファストムーン レインボーアンバー

��
��
�レインボーファスト栗 2013 レインボーローズ

＊プテイツトアミ 19
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ファミリーソング（13鹿 ＊グラスワンダー）��入着７回
〔産駒馬名登録数：２〕
サンクフルレッド（18牝鹿 メイショウボーラー）���入着５回
サンエイコンドル（19牡鹿 エスポワールシチー）���入着

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

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

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

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

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

ＯＲＯターフスプリント，ハーベストＣ，桂樹杯，etc.
トゥルースカイ（11牡 ディープスカイ）入着２回，��２勝�３勝
エンパイアカラー（14� ＊エンパイアメーカー）１勝，��入着	３勝�２勝

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

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

障害１勝，	１勝�入着

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


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

販売申込者・所有者： ㈲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

252 ファミリーソング２０２０ 牡・黒鹿 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒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

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�グリーンヒルマック鹿 2013 マツクスフリート

＊種正 5h
Silver Hawk S3×M3 Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 ファーマペニー（08鹿 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
スターフラッシュ（14�栗 スクリーンヒーロー）２勝
ファーマプリン（17牝栗 アンライバルド）��１勝�入着２回
デザートスター（19牡鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ミスチバスペニー（03栗 テイエムオペラオー）�３勝
ソングライダー（09牡 ソングオブウインド）�６勝
ファーマファイバー（15牝 オウケンブルースリ）�１勝�１勝�入着４回

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.
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，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
［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： ㈲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

253 ファーマペニー２０２０ �・栗 ３／ ８
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーファーマペニー テイエムオペラオー

��
��
�ミスチバスペニー鹿 2008 ＊ペニーアップ

3e
Halo M4×S5 WishingWell M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フィールザファン（07黒鹿 デュランダル）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
ランドジュピター（14牡鹿 ＊サマーバード）�１勝，��１勝
ハナミン（16牝鹿 ジャングルポケット）�１勝�１勝��入着３回
ファンファン（17牡黒鹿 ジャングルポケット）１勝，���入着２回

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

アズユーフィール（18牡 ベルシャザール）�１勝
フィールザラブ（09牝 デュランダル）３勝，大雪Ｈ，初霞賞３着
フィールザロマンス（10牝 ブラックタイド）１勝

サンランシング（18牝 ＊ロージズインメイ）�１勝
フィールザスマート（11牡 ブラックタイド）５勝，栗東Ｓ‐L ３着，総武Ｓ‐OP，ポ

ルックスＳ‐OP ３着，etc.，���入着３回��，ジャパンＤダービー‐Jpn1
３着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着

フィールザプリティ（12牝 ブラックタイド）４勝，チバテレ杯，韓国馬事会杯３着
フィールザサンダー（14牡 デュランダル）入着６回，�	１勝�３勝�
フィールザファラオ（15牡 ブラックタイド）�３勝，銀蹄Ｓ３着，西湖特別３着
フィールザワールド（18牡 ブラックタイド）�１勝

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

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

特別２着，etc.

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

ールダーダービー‐G3，Pete Axthelm S‐L，Hallandale Beach
S，etc.

販売申込者・所有者： 髙澤 正幸＝日高町庫富 �01456-7-2121
生 産 牧 場： 髙澤 正幸
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

254 フィールザファン２０２０ 牡・栗 ５／３１

＊

＊ Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� エンパイアメーカー

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

��
��
�FlandersUSA 鹿 2005 Starlet Storm

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�フィールザビュウ黒鹿 2007 Feel the Capote

7
Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ベティボルテクス（02鹿 ジェニュイン）�入着２回
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－８（29）〕
アンジュールラブ（07牝栗 ＊グリーンアプローズ）�７勝�入着２回
カラカル（08牝鹿 ＊グリーンアプローズ）入着，りんどう賞（芝 1400）２着，�２勝

��１勝�
カルロッタ（09牝栗 ＊シベリアンホーク）�２勝��
ニュートリノビーム（11牡鹿 ＊パーソナルラッシュ）�２勝��５勝
ヘイゲル（12牝鹿 テレグノシス）�２勝�２勝���入着 12回
オウシュウソング（14牡栗 フリオーソ）�３勝�
ライマ（15牝栗 ブラックタキシード）�１勝�１勝
カバロスウィフト（18牡青鹿 ヴァンセンヌ）���１勝

２代母 ＊ワラダー（81 USA鹿 Northern Dancer）GB入着３回
ユニオンワラダー（92牝 ＊クリスタルグリツターズ）１勝

シーホアン（04牝 ＊デザートストーリー）�１勝��２勝�，東京プリンセス賞
２着，ロジータ記念３着

３代母 ビティガール Bitty Girl（71 GB鹿 Habitat）GB・USA８勝，クイーンメアリ
ーＳ‐G2，モールコームＳ‐G3，ローザーＳ‐G3，キングズスタンドＳ‐G1 ２着
ボードレール Beaudelaire（80 牡 Nijinsky）GB・FR・IRE４勝，モーリスドゲース

ト賞‐G2，Beeswing S‐L，Try My Best S‐L，etc.，種牡馬
サイズシックス Size Six（85 牝 Caerleon）不出走

ベイビーシックス Babysix（99 牝 With Approval）BRZ４勝，P. Primavera
‐L ２着
ホットシックス Hot Six（05	 Burooj）FR・GER・BRZ・UAE・SWE３
勝，南米ジョッキーＪＣ＆競馬場協会大賞‐G1，サンパウロ大賞‐G1
２着，ダービーパウリスタ大賞‐G1 ２着，etc.

スーウォーナー SueWarner（88 牝 Forli）不出走
ナジェカムNajecam（93牝 Trempolino）USA６勝，プリンセスＳ‐G2 ２着，

サンクレメンテＨ‐G2 ３着，ハニムーンＨ‐G3 ３着，etc.
アクションジスデイ Action This Day（01牡 Kris S.）USA２勝，ＢＣジ
ュヴェナイル‐G1，種牡馬

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： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

255 ベティボルテクス２０２０ 
・黒鹿 ４／１５

＊

ローマンルーラー Fusaichi Pegasus

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Roman Ruler

�
�
�
�
�
�
�
�
� Silvery Swanマスクゾロ サラヴァティ Giant's Causeway

��
��
�SaravatiUSA 黒鹿 2011 Our Dani

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ジェニュイン ＊クルーピアレディーベティボルテクス
＊ Northern Dancer

��
��
�ワラダー鹿 2002 Bitty Girl

1n
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 フォトジェニック（08鹿 Sinndar）入着３回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５）〕
ストンライティング（13牡鹿 ＊ストーミングホーム）４勝，春日特別（芝 1800），松

籟Ｓ（芝 2400）３着
パシージョ（16牡鹿 ブラックタイド）１勝，障害１勝
エリカフェリーチェ（19牝鹿 キズナ）�未出走

２代母 ＊ピクチャープリンセス（97 GB鹿 Sadler's Wells）FR出走
パーフェクトブレンドPerfect Blend（02牝 Linamix）GB・USA１勝

アローマペルフェイトゥ Aroma Perfeito（08 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）BRZ
３勝，マルシアーヌＡモレイラ大賞‐G2 ２着，ガヴェアオズワルドアラ
ンハ大賞‐G2 ３着
テクスサナ Texxana（17牝 Crafty C. T.）�BRZ２勝，シダーデジャル
ディンディアナ大賞‐G1 ２着

プーシキン Pushkin（13 牡 Lookin At Lucky）�CHI４勝，クリアドレスマチ
ョス賞‐G2 ２着

ヴェリーグッドデイ Very Good Day（07牡 Sinndar）GB３勝，Cocked Hat S
‐L ３着

ビットマップ（13牡 アドマイヤムーン）�３勝��入着３回
ウェディングフォト（15牡 ＊キングズベスト）��２勝

３代母 インシジャーム Insijaam（90 USA栗 Secretariat）FR３勝，P. de la Coche
re‐L，P. Charles Laffitte‐L，P. Rose deMai‐L ２着
アイディアルレイディ Ideal Lady（96牝 Seattle Slew）不出走

ブーブリーナ Bouboulina（03牝 Grand Lodge）GB１勝，Surrey S‐L ２着
モンエイミーチョップMon Amie Chop（15牝 Captain Chop）FR５勝，
P. des Sablonnets‐L ２着

ピクタヴィア Pictavia（02 牝 Sinndar）GB・IRE・ITY・USA５勝，セレクトＳ
‐G3，Drumtop S‐L，Upavon Fillies S‐L，etc.

マプートMaputo（10� Cape Cross）GB・FR・IRE・UAE６勝，ロイヤルホイ
ップＳ‐G3，Glasgow S‐L，アルラシディヤ‐G2 ３着，GB障害４勝

販売申込者・所有者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546
生 産 牧 場： 築紫 洋
飼 養 者： 築紫 洋＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3546

256 フォトジェニック２０２０ �・鹿 ２／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

シンダール Grand Lodge

�
�
�
�
�

��
��

�Sinndar Sinntaraフォトジェニック
＊ Sadler's Wells

��
��
�ピクチャープリンセス鹿 2008 Insijaam

25
Northern Dancer M4×S5 Secretariat M4×S5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 フォールメドウ（09栗 アグネスタキオン）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（10）〕
イサミアシ（15牡鹿 ローズキングダム）��未出走�４勝�入着２回
キーシグナル（16牡鹿 トゥザグローリー）入着，��６勝�入着
シャイニングハート（19牡鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 ＊モーメンツオブマジック（95 USA鹿 Danzig）USA４勝，Dowager S‐L，
ロングアイランドＨ‐G2 ２着，ビウィッチＳ‐G3 ２着
ツァン Zann（03牡 Dynaformer）USA３勝，サイテイションＨ‐G1 ２着，オーク

トリーマイルＳ‐G2 ２着，Wickerr H‐R ２着，サーボーフォートＳ‐G3
３着，種牡馬

マジカルシアターMagical Theater（05 牝 Smart Strike）USA３勝，Audubon
Oaks３着
マインズアンドマジックMines and Magic（13 牝 Mineshaft）USA３勝，

Dogwood S‐L，インサイドインフォメイションＳ‐G2 ３着，インディ
アナオークス‐G2 ３着

マジカルシェイプ（06牝 Street Cry）入着，�２勝�
クイックファイア（15牡 ハーツクライ）�３勝，加古川特別，中ノ岳特別２着，

雅Ｓ３着，障害１勝
フィルハーマジック（08牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，北海Ｈ２着，支笏湖特別２着

３代母 カビリアCabiria（88 USA鹿 Raise a Native）USA２勝
ハンサムカブHansom Cab（06牝 Awesome Again）不出走

ペドレーニャ Pedrena（13牝 Mossman）AUS６勝，ＢＲＣグレンローガンパ
ークＳ‐G3，ＶＲＣメイビーマハルＳ‐G3，ＭＲＣノースウッドプルーム
Ｓ‐G3 ２着

４代母 アウトコールドOut Cold（70 USA鹿 Etonian）USA５勝，Quaker City
H，オープンファイアＳ‐G3 ２着，Parlo Turf H２着，ギャロレットＨ‐G3
３着，ブラックアイドスーザンＳ‐G3 ３着，etc.
［子］ テンビロー Ten Below（79牡 Avatar）USA11 勝，エディリードＨ‐G2，

ロレンスリアリゼイションＳ‐G2，Turf Paradise H‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲中本牧場＝新冠町高江 �090-8900-6097
生 産 牧 場： ㈲中本牧場
飼 養 者： ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ＝浦河町西幌別 �090-1524-7706

257 フォールメドウ２０２０ �・栗 ４／３０

＊

＊ Deputy Minister

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フレンチデピュティ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mitterandノボジャック

＊
＊アフリート

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラフォールメドウ
＊ Danzig

��
��
�モーメンツオブマジック栗 2009 Cabiria

1w
Northern Dancer M4×S5 Raise a Native M4×S5

価格： 購買者：



母 ブライトエルフ（09栗 ＊ブライアンズタイム）１勝，�２勝�入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
プライムエルフ（17牝鹿 ワールドエース）�３勝
ヴァンヤール（18牡栗 ＊タートルボウル）�入着
シルヴァンエルフ（19牡栗 ＊シニスターミニスター）�出走

２代母 スウィートエルフ（99栗 タマモクロス）６勝，小倉日経ＯＰ‐L ２着，京洛Ｓ，
有明特別，文月特別，賢島特別２着，etc.
チャームドライフ（07牡 ＊シルバーチャーム）１勝，�11 勝�２勝�
エルフショット（10� フジキセキ）１勝，指宿特別，�１勝�１勝�１勝
ムーンリットエルフ（15� アドマイヤムーン）�３勝	

ルーレットエルフ（17牡 ＊カジノドライヴ）��４勝

３代母 ダンシングエルフ（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，淀屋橋Ｓ，芦屋川特別，
伊万里特別（２回），新春Ｓ２着，足立山特別２着，etc.
ダンシングシャトル（00牝 ＊タイキシャトル）１勝
イーグルドライバー（01牡 マヤノトップガン）４勝，恋路ケ浜特別，和田岬特別３着
グリッターエルフ（04牝 テイエムオペラオー）２勝

シニスターブレイク（13牡 ＊シニスターミニスター）�６勝	
２勝
フェールボー（09牡 マンハッタンカフェ）�２勝�10 勝
ファンタスマゴリア（11牡 ＊ファンタスティックライト）	
２勝

４代母 クラウドナイン（86栗 ＊デイクタス）入着
［子］ ダークフェニックス（94牡 ＊モガミ）３勝，小野特別，芦屋川特別３着

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

クリスマスＳ‐OP，キャピタルＳ‐OP ２着，etc.
［孫］ マイニングプレス（00牡 ＊マイニング）�４勝�13 勝，こまくさ賞，さつ

き賞２着，金杯３着
［曾孫］ エアムートン（02牡 エアジハード）２勝，上総特別，	
２勝�１勝，ブ

ルーバードＣ３着

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

258 ブライトエルフ２０２０ ・栗 ５／ ７
＊

＊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

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayブライトエルフ タマモクロス

��
��
�スウィートエルフ栗 2009 ダンシングエルフ

＊ラガパ 7
Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 フライトオブスワン（07栗 ＊フレンチデピュティ）２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
リヴィングミラクル（12牝鹿 ＊ホワイトマズル）��１勝
カリビアンスタッド（13牡栗 ＊カジノドライヴ）�１勝��１勝
プレミアムフライト（14牝栗 ゴールドアリュール）��３勝��２勝
サバイバルマインド（18牝栗 スマートファルコン）��未出走�出走
モンローテソーロ（19牡栗 イスラボニータ）�未出走

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

２勝�入着�，ＪＢＣスプリント‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，黒船賞‐Jpn3
（２回），群馬記念‐Jpn3（２回），クラスターＣ‐Jpn3，etc.，種牡馬

＊ウォーターゴーラン（99牡 Afternoon Deelites）４勝，マーガレットＳ‐OP ３着，
桜島特別，北摂特別，雪割草特別，高瀬川特別２着，etc.

トーセンブレイク（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，春風Ｓ
トーセンベルファム（05牝 ＊フレンチデピュティ）３勝，苗場特別３着
トーセンディケム（06牡 ＊クロフネ）２勝，��３勝

３代母 インテントリー Intently（83 USA鹿 Drone）USA８勝，Delta Downs Bre
eders' Cup H，Victoria Lass H，Monique Rene H，American Beaut
y S‐L ２着，Moccasin H２着，etc.
ゴーンフォーリアルGone for Real（91 牡 GoneWest）USA６勝，ロイヤルパームＨ

‐G3，カナディアンターフＨ‐G2 ２着，トロピカルターフＨ‐G3 ３着，種牡馬
インテンドトゥウィン Intend toWin（93牝 ＊ハウスバスター）USA４勝，T. V.

Vixen S３着
＊ジョシュズマデリン（01牝 Quiet American）USA８勝，レイヴンランＳ‐G2，

Pan Zareta S，Panthers S，etc.
クラフティバズ Crafty Buzz（94 牝 Crafty Prospector）USA２勝，Jersey Jump

er S
プランタジネット Plantagenet（07 牡 Trade Fair）FR・UAE・NOR・SWE

・SPA・MAR10勝，プラムスメモリアル‐G3，S.F.K. Jubileumslopnin
g‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲谷口牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-5463
生 産 牧 場： ㈲谷口牧場
飼 養 者： ㈲浦河育成センター＝浦河町絵笛 �090-8630-0223

259 フライトオブスワン２０２０ �・鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフライトオブスワン
＊

＊アフリート

��
��
�フライトオブエンジェルス栗 2007 Intently

6d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ブラストスイフト（06鹿 ＊コマンダーインチーフ）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
デルヴォー（10牝鹿 フサイチコンコルド）�４勝�１勝
アルームスクレト（16牡鹿 トーセンホマレボシ）１勝
タカラジマ（18牡鹿 ＊ベーカバド）��１勝�入着
エレウテリア（19牡鹿 ＊ベーカバド）�出走

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

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

信濃川特別，燕特別，府中Ｓ２着，etc.，�２勝

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

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

rial S‐L，Prince John S，etc.，種牡馬
ウィンターズラヴWinters' Love（82牝 Danzig）USA１勝，アスタリタＳ‐G2 ３

着，スカイラヴィルＳ‐G3 ３着，Kilijaro S‐LR ３着，etc.
トランクイリティレイク Tranquility Lake（95牝 Rahy）USA11 勝，ゲイムリ

ーＨ‐G1，イエローリボンＳ‐G1，サンタバルバラＨ‐G2，etc.
アフターマーケット After Market（03 牡 Storm Cat）USA８勝，チャー
ルズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，エディリードＨ‐G1，デルマ
ーＨ‐G2，etc.，種牡馬

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

販売申込者・所有者： 福岡 駿弥＝新ひだか町静内田原 �0146-42-0074
生 産 牧 場： 福岡 駿弥
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

260 ブラストスイフト２０２０ �・栗 ４／１７

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊
＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�バルチックチル鹿 2006 Cold Hearted

3n
Roberto M4×S5 Northern Dancer M4×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ブリズデロートンヌ（05黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（12）〕
シュシュブリーズ（11牝黒鹿 フジキセキ）２勝
グランユニヴェール（13牡栗 ネオユニヴァース）��３勝�７勝，京浜盃
（Ｄ1700）２着，ハイセイコー記念（Ｄ1600）２着，平和賞（Ｄ1600）３着

サツキユニヴァース（14牝栗 ネオユニヴァース）１勝
ワンダースピリッツ（16牝青 エイシンフラッシュ）�１勝
ナムラナーダム（17�黒鹿 キズナ）��１勝�

２代母 オータムブリーズ（98鹿 ＊ティンバーカントリー）２勝，障害１勝
マエストラーレ（06牝 ネオユニヴァース）４勝，江戸川特別，三陸特別２着

ルヴァンスレーヴ（15牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，チャンピオンズＣ‐G1，
ユニコーンＳ‐G3，etc.，��２勝�１勝，マイルＣｈＳ南部杯‐Jpn1，
ジャパンＤダービー‐Jpn1，全日本２歳優駿‐Jpn1，etc.，優ダート，Ｄ
Ｇ特別，種牡馬

チュウワブロッサム（07牝 デュランダル）３勝，瀬波温泉特別，柳都Ｓ３着，�１勝
チュウワウィザード（15牡 キングカメハメハ）�６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，

	１勝��３勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，ダイオ
ライト記念‐Jpn2，名古屋ＧＰ‐Jpn2，etc.，UAE・SAU入着，優ダート

コルポディヴェント（08牡 フジキセキ）５勝，丹沢Ｓ，総武Ｓ，桃山Ｓ２着
アイアンテーラー（14牝 ゴールドアリュール）５勝，平城京Ｓ，インディアＴ，

��１勝，クイーン賞‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着
アイキャンテーラー（16牡 フリオーソ）�２勝

３代母 セプテンバーソング（91鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，三面川特別，寺泊特別２
着，逢坂山特別３着

４代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
［子］ ローゼンカバリー（93牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，目黒記念‐Jpn2，

日経賞‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2，etc.，種牡馬
サマーサスピション（92牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，青葉賞‐Jpn3，
種牡馬

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �0146-44-2764
生 産 牧 場： 田中 裕之
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

261 ブリズデロートンヌ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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayブリズデロートンヌ ＊ティンバーカントリー

��
��
�オータムブリーズ黒鹿 2005 セプテンバーソング

＊フアンシミン 9f
Roberto M4×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 プリティーサンサン（97鹿 ＊リンドシェーバー）出走
〔産駒馬名登録数：13，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－６（14）〕
ランダムシード（02牡黒鹿 ＊グラスワンダー）４勝，中ノ岳特別（Ｄ1800），秋嶺Ｓ
（Ｄ1600）３着

シルクシャンゼリゼ（05牝栗 ＊マリエンバード）１勝，対馬特別（芝 1700）２着，湯
川特別（芝 2000）２着

イージーウイン（07牡鹿 ＊アルカセット）１勝，障害１勝
ラカンパーナ（08牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）��３勝，東京プリンセス賞（Ｄ1800）３着
ココリコマキアート（10牝栗 ＊アルデバランⅡ）��１勝
トークトゥハー（12牝鹿 カネヒキリ）��２勝
アタックプラン（14�栗 ＊バトルプラン）��６勝
プレストレジーナ（18牝栗 エスポワールシチー）���１勝
プリンセスカーリ（19牝黒鹿 カレンブラックヒル）��１勝

２代母 キャリイアウト（89栗 ＊ノーアテンシヨン）４勝，津軽海峡特別，ローズマリ
ー賞，中津川特別２着，初茜賞２着，クレマチス賞２着
アペックスプライド（95牝 ＊アレミロード）２勝，湯沢特別２着
サクセスストレイン（98牝 ＊ティッカネン）３勝，クイーンＣ‐Jpn3，フェアリーＳ

‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，秋華賞‐Jpn1 ４着
ゴールドストレイン（05� ゴールドアリュール）１勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着

マイネルウッズ（99牡 ＊ティンバーカントリー）１勝，�１勝��入着２回
マイネエアウエイ（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝，摩周湖特別３着，かもめ島特

別３着

３代母 ポトマツクチエリー（81鹿 ＊ノーザンテースト）入着５回
バリアントウイナー（90牡 ニホンピロウイナー）３勝，クリスタルＣ‐Jpn3 ２着，

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ３着，アメジストＳ‐OP
ネイティヴハート（98牡 ＊スターオブコジーン）４勝，オーシャンＳ‐Jpn3，オーシャ

ンＳ‐L，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ３着，etc.，�３勝���，ＮＡＲ優短距，種牡馬

４代母 ＊サンサン（69 USA黒鹿 Bald Eagle）FR・USA５勝，凱旋門賞，ヴェルメイ
ユ賞，P. de Psyche，ノネット賞２着，P. de la Calonne２着，etc.

販売申込者・所有者： 中田 浩美＝新ひだか町静内川合 �090-3111-1456
生 産 牧 場： 中田 浩美
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

262 プリティーサンサン２０２０ �・鹿 ４／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Alydar

�
�
�
�
�

��
��

�リンドシェーバー ＊ベーシイドプリティーサンサン ＊ノーアテンシヨン

��
��
�キャリイアウト鹿 1997 ポトマツクチエリー

＊サンサン 7c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プリンセス（14黒鹿 ＊キングズベスト）�入着
初仔

２代母 ソリッドプラチナム（03黒鹿 ステイゴールド）３勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
マーメイドＳ‐G3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３着，白百合Ｓ‐OP ２着，オリオ
ンＳ２着，etc.
レジーナ（10牝 ジャングルポケット）１勝
スティルウォーター（13牝 キングカメハメハ）３勝，鳴滝特別，高雄特別３着，�２勝
ウスベニノキミ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，西海賞２着，日田特別２着，四

国新聞杯３着

３代母 リザーブシート（95鹿 ＊クリエイター）入着７回
アスクレピアス（02牝 ＊ヘクタープロテクター）入着

セラミックガール（10牝 ダイワメジャー）�１勝�１勝��，ジュニアＧＰ
タイソウ（18牡 モーリス）�２勝，プリンシパルＳ‐L ３着，メルボルンＴ

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

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

ホッテストチケット（04牝 ＊ゼンノエルシド）１勝
マウイノカオイ（10牡 キングカメハメハ）２勝，知床特別，八雲特別２着，境

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

特別３着，etc.
ボードウォーク（15牝 オルフェーヴル）３勝，津軽海峡特別，釜山Ｓ２着，夏

至Ｓ３着
スマートリバティー（08牡 ステイゴールド）４勝，小牧特別，積丹特別，ムーンラ

イトＨ２着，etc.，障害２勝
アロンザモナ（14牝 ＊ストリートセンス）２勝，紅梅Ｓ‐OP

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

アーリントンＣ‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，障害１勝，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433
生 産 牧 場： ㈲橋本牧場
飼 養 者： ㈲橋本牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-2077-2433

263 プリンセス２０２０ �・芦 ５／ ４

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaプリンセス ステイゴールド

��
��
�ソリッドプラチナム黒鹿 2014 リザーブシート

＊インヴァイト 2f
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ブルーデライト（06栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（12）〕
ブルーオラーリオ（14牡青鹿 ＊パイロ）���８勝
スモールキングダム（15牡栗 ローズキングダム）�１勝
ギンザロッソ（17�鹿 ＊モンテロッソ）���３勝

２代母 ＊ニアーザゴールド（91 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
ロードプラチナム（96牡 ＊トニービン）５勝，函館記念‐Jpn3，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ２

着，産経大阪杯‐Jpn2 ２着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，サンシャインＳ，etc.
ゴールドヘイロー（97牡 ＊サンデーサイレンス）��５勝，種牡馬
モエレゴールド（01牝 ＊サンデーサイレンス）出走

モエレマリーア（09牝 Scat Daddy）１勝，閃光特別３着
マサノマリリン（11牝 キングカメハメハ）１勝，雄国沼特別３着
モエレコネクター（16牡 エイシンフラッシュ）２勝，ハッピーエンドＣ３着，

���２勝
モエレニアネス（05牝 ＊マジックマイルズ）�３勝�入着�
モエレモンスター（07牡 フジキセキ）��５勝

３代母 ＊ニヤー（85 USA栗 Northern Dancer）USA３勝
ゼンノキャスパー（97牡 Cox's Ridge）３勝，瀬戸特別３着，筑前特別３着
ウインディアナ（00牝 ＊サンダーガルチ）�１勝

ゼンノスサノヲ（11牡 ゼンノロブロイ）３勝，わらび賞２着
アルクトゥルス（03牝 アドマイヤベガ）�２勝�，のじぎく賞３着

チキウミサキ（09牝 メイショウボーラー）２勝，立川特別２着

４代母 ファー Far（79 USA鹿 Forli）USA４勝，June Darling S３着
［子］ ヨンダー Yonder（87 牡 Seattle Slew）USA４勝，ジャージーダービー

‐G2，レムゼンＳ‐G2，World Appeal S，etc.，種牡馬
アゴー Ago（92牡 Danzig）USA５勝，Jefferson C‐L，Tri‐State
H‐L ３着，種牡馬

［孫］ ワキノエクセル（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，灘Ｓ，江戸川特別，
唐津特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈲田原橋本牧場＝新ひだか町静内田原 �080-1974-5195
生 産 牧 場： ㈲田原橋本牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

264 ブルーデライト２０２０ 	・鹿 ３／２０

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラブルーデライト
＊ Seeking the Gold

��
��
�ニアーザゴールド栗 2006 ＊ニヤー

1s
Northern Dancer S4×M4 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 ブルーブルチャンネ（06栗 ステイゴールド）�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（９）〕
ミスノブタ（11牝栗 コパノフウジン）�１勝��４勝�，若鮎賞（芝 1600）２着
シゲルドーベルマン（14牡栗 エイシンデピュティ）�１勝
ミイダッシュ（15牝鹿 ＊バトルプラン）��１勝
ダルバート（16牝栗 ストロングリターン）��１勝�入着
アメツチカミ（17牡鹿 パドトロワ）��出走�１勝��入着５回
タイセイコマンド（18牡鹿 ＊バトルプラン）�１勝
ハナサクモリノミチ（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 タガノニューソング（97鹿 ＊デインヒル）２勝，犬山特別
コスモカンタービレ（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝，燧ヶ岳特別，栗子特別，犬吠

埼特別２着，芦ノ湖特別３着，支笏湖特別３着，etc.

３代母 ヤギリハッピー（89黒鹿 ＊リアルシヤダイ）１勝

４代母 ニツシヨウカオリ（76黒鹿 アローエクスプレス）不出走
［子］ ニッショウアトム（87牡 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，勝浦特別，�４勝
［孫］ コスモトップオー（88牡 ＊マナード）２勝，��２勝，戸塚記念２着

５代母 シヨウロン（67黒鹿 ＊パーソロン）１勝
［孫］ タガジョーリュウ（93牡 ＊リアルシヤダイ）４勝，不知火特別，湯川特別，

石和特別２着，etc.
タガジョーアレス（89牡 ＊スリルシヨー）２勝，二王子特別，朝日岳特別
２着，セレブレイションＣ２着，etc.

スーパードラゴン（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，相馬特別，若鮎賞
２着，月岡特別３着，etc.

タガジョージップ（96牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，桐花賞，若鮎賞３着
タガジョーバード（88牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，浄土平特別
エステイオー（86牡 メジロテイターン）�１勝�９勝��，栄城賞
タガジョーウルフ（99牡 ネーハイシーザー）３勝，はなのき賞２着，有田
特別３着

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

265 ブルーブルチャンネ２０２０ 	・鹿 ３／ １
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュブルーブルチャンネ ＊デインヒル

��
��
�タガノニューソング栗 2006 ヤギリハッピー

＊ダルモーガン 12g
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 プレイリースター（10栃栗 マヤノトップガン）�７勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
スウィングアロング（18牝栗 ヴィクトワールピサ）��１勝
ヴェーチェル（19牝栗 イスラボニータ）�未出走

２代母 ＊カーロッサ（95 IRE 栗 Caerleon）出走
チャクラ（00牡 マヤノトップガン）３勝，目黒記念‐Jpn2，ステイヤーズＳ‐Jpn2，

京都新聞杯‐Jpn2 ２着，セントライト記念‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.，
障害１勝，種牡馬

ターラ（01牝 フジキセキ）１勝
クンダリーニ（02牡 ＊デヒア）３勝
ザリーン（04牝 メイショウオウドウ）３勝，矢車賞，中京スポニチ賞３着，丹波特

別３着，花見小路特別３着，摂津特別３着，etc.
プレイリードリーム（16牡 ドリームジャーニー）�２勝，稲佐山特別２着

シャローム（05牡 マヤノトップガン）３勝，皿倉山特別，金山特別，香住特別３着，
障害１勝

３代母 プレイリーダーリング Prairie Darling（84 IRE 栗 Stanford）GER１勝，F
esta‐Rennen‐L ２着
プラティニ Platini（89 牡 Surumu）出走，GB・FR・GER・ITY９勝，ミラノ大賞

‐G1，メルクフィンク銀行賞‐G1，ヴィルトシャフト大賞‐G2，独２０００ギニー
‐G2，etc.，種牡馬

パープルレイン Purple Rain（91 牝 Acatenango）GER５勝，ドイツ牝馬賞‐G3 ３着
パオリニ Paolini（97 牡 Lando）GB・FR・GER・ITY・USA・CAN・AUS・UA

E・HKG・SIN５勝，ミラノ大賞‐G1，伊共和国大統領賞‐G1，ドバイデュー
ティフリー‐G1，etc.，種牡馬

プリンツ Prinz（04� Lando）FR・GER４勝，Kolner Sommer Trophy‐L ２
着，Neue Bult Fruhjahrspreis‐L ２着，Bremen Derby‐Trial‐L ２着，etc.

パンユ Panyu（06牡 Monsun）FR・GER２勝，ウニオンレネン‐G2 ３着，G.P. de
r Stadtsparkasse Dortmund‐L ２着，P. von Dahlwitz‐L ３着

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

266 プレイリースター２０２０ �・鹿 ４／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�マヤノトップガン ＊アルプミープリーズプレイリースター
＊ Caerleon

��
��
�カーロッサ栃栗 2010 Prairie Darling

1e
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Red God M5×M5

価格： 購買者：



母 プレシャスペスカ（09黒鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ネクストドリーム（18牝青鹿 ホッコータルマエ）��入着６回
ブリラーノ（19牝鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊マイシェリープレイメイト（98 USA鹿 Woodman）USA１勝
スタールーセント（05牡 スペシャルウィーク）障害１勝，�１勝��１勝��入着２回
キタイセユニバース（06牡 ネオユニヴァース）�９勝�３勝�２勝�入着３回��，

百万石賞２着，北國王冠２着，スプリングＣ３着
ヒットメーカー（07牡 マンハッタンカフェ）２勝，小倉城特別，志賀島特別２着，

大森浜特別３着，湯川特別３着，あやめ賞３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.
ゲイムフェアーGame Fair（09 牝 Quiet American）USA３勝，ドクタ
ージェイムズペニーメモリアルＨ‐G3 ２着

＊エポカブラヴァ（04牝 Point Given）出走
レッドゲルニカ（13	 ＊カジノドライヴ）６勝，欅Ｓ‐L ３着，バレンタイ
ンＳ‐OP，銀嶺Ｓ，etc.，���出走�入着

＊スプリンターキャット（92牝 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，etc.
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
ダイアモンズスパークルDiamonds Sparkle（01 牝 Skip Away）不出走

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

267 プレシャスペスカ２０２０ 
・栗 ４／ ５
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサープレシャスペスカ
＊ Woodman

��
��
�マイシェリープレイメイト黒鹿 2009 My Cherie Amour

16a
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 フローラルジュノー（03芦 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－６（16）〕
オオシマミナト（09牝芦 サクラプレジデント）��１勝
ハッピーメモリーズ（11牡芦 ＊アルカセット）２勝，��１勝�入着��
ミューズデュナミス（12牝芦 リンカーン）�１勝
セラグリーン（13牝鹿 ＊ベーカバド）�８勝�入着３回
ミヤラビランド（14牝鹿 スズカマンボ）１勝，���１勝・２勝�
マイネルグリージョ（15牡芦 ブラックタイド）�２勝
ソラン（17牡黒鹿 アドマイヤムーン）�２勝

２代母 ＊ダイヤモンドスノー（95 USA芦 Dayjur）１勝
スリーダイヤスノー（00牡 ＊ラストタイクーン）１勝
スリージェム（01牡 ＊フォーティナイナー）６勝，霜月Ｓ‐L ３着，仁川Ｓ‐L ３着，

橿原Ｓ，安芸Ｓ，ジャニュアリーＳ，etc.
スリースノーグラス（04牝 ＊グラスワンダー）	２勝�１勝

マイネルフロスト（11牡 ブラックタイド）４勝，毎日杯‐G3，福島民報杯‐L，
日本ダービー‐G1 ３着，七夕賞‐G3 ２着，新潟大賞典‐G3 ２着，etc.

３代母 アンシャンレジーム Ancient Regime（78 USA芦 Olden Times）GB・FR
３勝，モルニー賞‐G1，ロベールパパン賞‐G1 ２着，セーネオワーズ賞‐G3 ２
着，グロシェーヌ賞‐G3 ２着，プティクヴェール賞‐G3 ３着
ラグランドエポック La Grande Epoque（84牝 Lyphard）GB・FR・SWE２勝，

P. Yacowlef‐L，アベイドロンシャン賞‐G1 ２着，プティクヴェール賞
‐G3 ２着，etc.
マトロMatelot（90 牡 Riverman）GB・FR・UAE６勝，P. Cor de Chasse

‐L，P. du Pont‐Neuf‐L，モーリスドゲースト賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
ラーミ Rami（87 牡 Riverman）GB・IRE・SAF５勝，コンコルドＳ‐G3，Leice

stershire S‐L，クイーンアンＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
クラックレジメント Crack Regiment（88 牡 El Gran Senor）FR・ITY・USA・H

KG・SPA３勝，エクリプス賞‐G3，G.P. de la Hispanidad‐L，クリテリヨ
ムドメゾンラフィット‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ダンシングマエストロDancing Maestro（96 牡 Nureyev）GB・FR１勝，P. Yac
owlef‐L ３着，Criterium de Vitesse‐L ３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

268 フローラルジュノー２０２０ 
・青鹿 ２／１５
＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンフローラルジュノー
＊ Dayjur

��
��
�ダイヤモンドスノー芦 2003 Ancient Regime

15a
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ペイシャプレゼント（15黒鹿 ＊ノヴェリスト）出走
初仔

２代母 ＊プレザントケイプ（06 GB鹿 Cape Cross）不出走
ペイシャフェリス（11牝 スペシャルウィーク）４勝，朱鷺Ｓ‐L，アネモネＳ‐LR，

六甲Ｓ‐LR ２着，ニューイヤーＳ‐L ２着，市川Ｓ，etc.
ペイシャフェリシタ（13牝 ハーツクライ）６勝，春雷Ｓ‐L，キーンランドＣ‐G3 ３

着，カーバンクルＳ‐OP ２着（２回），浜松Ｓ，神奈川新聞杯，etc.

３代母 フェリシティ Felicity（00 IRE 鹿 Selkirk）GB・FR・IRE２勝，ゴールデンダ
ッフォディルＳ‐G3，ブルーウインドＳ‐G3 ３着，ノネット賞‐G3 ３着，Gill
ies Fillies' S‐L ３着，Newbury Fillies' Trial S‐L ３着
ゲイトウッドGatewood（08牡 Galileo）GB・FR・AUS８勝，リュー賞‐G3，ジ

ャロングＣ‐G3，Buckhounds S‐L，etc.

４代母 ラスフローレス Las Flores（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・ITY１勝，伊
オークス‐G1 ３着，Lingfield Oaks Trial S‐L ２着
［子］ スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・

FR・USA６勝，英チャレンジＳ‐G2，ハンガーフォードＳ‐G3，
Dubai Duty Free C‐L，etc.，種牡馬

エイケン Aiken（08牡 Selkirk）GB・FR・IRE６勝，シャンティー大賞
‐G2，Buckhounds S‐L，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G3 ２着，
種牡馬

ラパス La Paz（99牝 Nashwan）GB・FR２勝，P. Belle de Nuit‐L
ナショナリズムNationalism（07� Pivotal）GB・UAE３勝，Midsu
mmer S‐L

スパニッシュスパー Spanish Spur（98� Indian Ridge）GB・USA５勝，
John's Call S‐R，Cape Henlopen S２着

ハリスコ Jalisco（97牝 Machiavellian）GB・USA１勝，Harvest S
‐L ２着

［孫］ カスペレンコ Kasperenko（14� Archipenko）�GB・IRE４勝，Floo
dlit S‐L

販売申込者・所有者： ㈲友田牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2206
生 産 牧 場： ㈲友田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

269 ペイシャプレゼント２０２０ 牡・栗 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
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�
�
�

＊ウインドインハーヘアワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonペイシャプレゼント
＊ Cape Cross

��
��
�プレザントケイプ黒鹿 2015 Felicity

8i
Surumu S4×M5

価格： 購買者：



母 ベルゲン（13黒鹿 ヴァーミリアン）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ホウオウベルタ（17牡鹿 トランセンド）��３勝�１勝
ハタノシーム（18牝鹿 ホッコータルマエ）��入着２回

２代母 ファストフレンド（94栗 アイネスフウジン）７勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，��
７勝�１勝�，東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，東海菊花賞‐Jpn2，エンプレ
ス杯‐Jpn2（２回），etc.
ルックアミリオン（03牝 ＊フレンチデピュティ）２勝

テーオートマホーク（10牡 アドマイヤムーン）２勝，平ヶ岳特別３着
ダイヤモンドハイ（11牝 アドマイヤムーン）３勝
メイショウササユリ（14牝 スズカマンボ）�４勝，福島放送賞，伊勢Ｓ２着，

三条Ｓ２着，アレキサンドライトＳ２着，招福Ｓ３着，etc.
ポートナイトサイト（15牝 ダノンシャンティ）�３勝，有田特別，驀進特別２着
テーオーターゲット（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，コーラルＳ‐L ３着，

アハルテケＳ‐OP ２着，ポラリスＳ‐OP ３着，貴船Ｓ，�３勝
コメンテーター（04牡 ＊クロフネ）１勝
フォーティファイド（05牡 ＊フォーティナイナー）４勝，��４勝，金盃，大井記念，

金盃２着，金盃３着，勝島王冠３着
ドラゴンメッシュ（07牡 ＊クロフネ）�１勝
ファストメモリー（09牝 ゴールドアリュール）��３勝
ディグニファイド（12	 ネオユニヴァース）３勝，天草特別
アレッタ（17牝 トランセンド）���４勝

３代母 ザラストワード（87鹿 ＊ノーザンテースト）４勝，銀嶺Ｓ‐OP ３着，麒麟山特
別，東雲賞，阿武隈Ｓ２着，春風Ｓ２着，etc.
パープルコート（95牝 ＊アレミロード）１勝，出雲崎特別３着

カツラダンスオー（00牡 ダンスインザダーク）１勝，白鷺特別２着
エクセシヴワード（97牡 ＊ジェイドロバリー）７勝，マリーンＳ‐L，灘Ｓ，節分賞，etc.

４代母 グロリアウエーブ（78黒鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝
［孫］ アマノサクシード（01牡 ＊トワイニング）３勝，祇園特別，あやめ賞，八

幡特別３着

販売申込者・所有者： 中前牧場＝日高町豊郷 �090-7646-8416
生 産 牧 場： 中前牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

270 ベルゲン２０２０ 
・鹿 ２／２５

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディベルゲン アイネスフウジン

��
��
�ファストフレンド黒鹿 2013 ザラストワード

＊ブルーウエーブ 2b
Deputy Minister S4×S5 ノーザンテーストM4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ホウヨウジーナス（15黒鹿 トランセンド）�２勝�入着２回
初仔

２代母 マイディアダーリン（05黒鹿 フジキセキ）�１勝�１勝
ビクターウィナー（13牡 ソングオブウインド）�10 勝

３代母 タニノダーリン（95鹿 ＊アレミロード）５勝，城崎特別
マイネルセグメント（09牡 ＊アグネスデジタル）�７勝��入着２回�，東海ダービ

ー，新緑賞，ライデンリーダー記念

４代母 ＊アングシヤスフレンド（86 USA栗 Mr. Prospector）USA３勝
［子］ ブルーソックス（07牡 アドマイヤドン）４勝，飯坂温泉特別，樅の木賞，

早鞆特別２着，etc.
トーホウライデン（02牡 ＊ブライアンズタイム）�20 勝��１勝�，青藍
賞，岩鷲賞

タニノアトラテック（91牝 ＊サウスアトランテイツク）３勝，播磨特別２
着，火の山特別２着，伊丹特別３着

［孫］ タニノディキディキ（03牡 ＊オペラハウス）４勝，明石特別，高山特別，
但馬Ｓ２着，etc.

［曾孫］ レッドペリグリン（11牡 ＊ボストンハーバー）�13 勝，エトワール賞，グ
ランシャリオ門別スプリント２着，エトワール賞３着

５代母 リーヴミーアローン Leave Me Alone（73 USA栗 Northern Dancer）US
A８勝，クリサンシマムＨ‐G3 ２着，ロングアイランドＨ‐G3 ２着，Queen C
harlotte H２着，ロングアイランドＨ‐G3 ３着，Flower Bowl H３着
［子］ リーチザゴールド Reach the Gold（90牡 Slew o' Gold）USA２勝，

Swynford S‐L，Marine S‐L ２着，Coronation Futurity‐R
２着，etc.，種牡馬

［孫］ ウィニングチャンスWinning Chance（99牝 Alphabet Soup）USA７
勝，Belle Mahone S‐L，Ontario Matron H‐L，メイプルリー
フＳ‐G3 ２着，etc.

［曾孫］ チャンスオヴラック Chance of Luck（14牡 Skipshot）USA２勝，In
augural S，Pasco S２着

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

271 ホウヨウジーナス２０２０ �・黒鹿 ２／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
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�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�トランセンド シネマスコープホウヨウジーナス フジキセキ

��
��
�マイディアダーリン黒鹿 2015 タニノダーリン

＊アングシヤスフレンド 21a
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ボンセジュール（11栗 ダイワメジャー）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ブリリアドロ（18牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）��３勝�入着４回
ピースキーパー（19牝栗 ＊エスケンデレヤ）�未出走

２代母 ＊マウンテンミステリー（02 CAN栗 Mt. Livermore）USA・CAN１勝
メイショウナガマサ（12牡 マンハッタンカフェ）１勝，花見山特別３着，��入着

５回��
ティープラズマ（13牝 ＊エンパイアメーカー）２勝
ダブルミステリー（14牝 ダイワメジャー）１勝，��３勝�
サージュミノル（15牡 ＊エンパイアメーカー）２勝，樅の木賞２着，もちの木賞２着
レクスミノル（16牡 ヴィクトワールピサ）１勝

３代母 サーチザシー Search the Sea（92 CAN栗 Seeking the Gold）USA５勝，
Ontario Damsel S‐R，Mazarine S‐L ２着，Fort Erie Breeders' Cup S
３着，Natalma S３着
テーラノヴァ Terra Nova（98牝 Mt. Livermore）USA１勝，ShadyWell S‐R

２着
アトランティクフュリー Atlantic Fury（99 牝 Wild Again）USA３勝，Cup and

Saucer S‐R，Carotene S‐R ２着，Green River S‐L ３着
エンドレスシーEndless Sea（00牝 Mt. Livermore）不出走

シルヴァーオーシャン Silver Ocean（08� Silver Train）GB・FR・GER・I
TY・UAE・NOR・SWE12勝，プラムスメモリアル‐G3，ポーラーＣ
‐G3，P. Pisa‐L，etc.

オーヴァージオーシャンOver the Ocean（10牡 Rockport Harbor）UAE・
NOR・SWE７勝，Jagersro Sprint‐L（２回），ザワウィＣ‐G3 ２着，
Jagersro Sprint‐L ２着，etc.

４代母 シーリージェント Sea Regent（77 CAN鹿 Vice Regent）USA３勝，On
tario Damsel S‐R，Ontario Lassie S‐R ２着
［子］ デザートウェイヴズDesert Waves（90� Alysheba）USA15 勝，キングエ

ドワードＨ‐G2，ナイアガラＨ‐G3（２回），Seagram C‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308
生 産 牧 場： ㈲高橋ファーム
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

272 ボンセジュール２０２０ 牡・鹿 ３／２３
＊トニービン

体高
胸囲
管囲
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� ジャングルポケット
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�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊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ボンセジュール
＊ Mt. Livermore

��
��
�マウンテンミステリー栗 2011 Search the Sea

A4
ノーザンテースト S3×M4 Northern Dancer S4×S5×M5
Mr. Prospector S5×M5 Crimson Satan M5×M5
価格： 購買者：



母 マウントフジ（08鹿 Orientate）２勝，��１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ダイヤモンドフジ（19牡鹿 ミッキーアイル）�未出走

２代母 ＊カクテル（01 GB鹿 MostWelcome）ITY７勝，P. Cancelli‐L，P. Ca
ncelli‐L ３着，P. Certosa‐L ３着
スペシャルエディション Special Edition（07牝 ＊ファンタスティックライト）ITY３勝
ジャストザブレイン（09牡 デュランダル）２勝
レイアロハ（10牡 ＊アルデバランⅡ）２勝，�６勝��
ジャストザヨコハマ（12牡 ＊プリサイスエンド）２勝，��１勝
ゴブレット（13牝 ＊ホワイトマズル）１勝

３代母 コカトリスCockatrice（96 GB鹿 Petong）GB出走

４代母 ノーブルペレグリンNoble Peregrine（89 GB鹿 Lomond）FR・ITY２勝
［子］ デュバイズタッチDubai's Touch（04牡 Dr Fong）GB・GER・ITY・T

UR・SAU６勝，Easter S‐L，Goodwood Thoroughbred S
‐L，Washington Singer S‐L，etc.

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

ノーベリストNobelist（95� Bering）GB・FR・UAE６勝，P. de Pont
arme‐L ２着，ジョンシェール賞‐G3 ３着

ワナビーアラウンドWannabe Around（98� Primo Dominie）GB・
NOR３勝，ダイオメドＳ‐G3 ３着，On the House S‐L ３着，
Royal Windsor S‐L ３着

５代母 ノーブルダストNoble Dust（82 USA鹿 ＊ダストコマンダー）不出走
［子］ ノ－ブルバレリ－ナNoble Ballerina（87 牝 Shareef Dancer）FR５勝，

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

［孫］ ヘッドオーヴァヒールズ Head Over Heels（94 牝 Pursuit of Love）G
B・FR・USA３勝，St. Hugh's S‐L，P. de la Vallee d'Auge‐L
２着，Firth of Clyde S‐L ２着

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

273 マウントフジ２０２０ �・黒鹿 ４／１２
＊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

オリエンテイト Mt. Livermore

�
�
�
�
�

��
��

�Orientate Dream Teamマウントフジ
＊ MostWelcome

��
��
�カクテル鹿 2008 Cockatrice

21a
Halo S4×S5

価格： 購買者：



母 マグナカルタ（11黒鹿 ＊ルールオブロー）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ガッサンノリュウ（16牡栗 フリオーソ）���２勝�１勝
マグナジャパン（17牝黒鹿 アドマイヤジャパン）��出走�１勝
アサキ（18牡鹿 パドトロワ）���１勝

２代母 ＊ライフストーリー（01 USA鹿 Capote）不出走
タマノリテラシー（07牝 ＊マリエンバード）２勝
タイソンバローズ（08牡 ＊ファンタスティックライト）１勝
クイーンズライフ（09牝 キングヘイロー）入着，��２勝�３勝，佐賀皐月賞３着
ショートストーリー（13牡 アドマイヤムーン）４勝，福島放送賞，木古内特別，花の

みちＳ２着，花見山特別２着，etc.，�４勝��入着２回��，白鷺賞３着，etc.
デスティネイション（14� ＊ストリートセンス）１勝，��３勝

３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.

＊アウトラスティング（88牝 Seattle Slew）USA２勝，ボニーミスＳ‐G2 ３着
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

エイヴィスカロAvice Caro（89牝 Caro）GB２勝
アクトリス Actoris（94 牝 Diesis）FR１勝，P. de la Seine‐L ３着

＊センセーション（93牝 ＊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
スピリオリティ Superiority（96� ＊アラジ）GB・IRE・USA・UAE11 勝，Natio

nal Day Cup‐L，ジェベルハッタ‐G3 ３着
ザーフィラZaafira（99 牝 A.P. Indy）USA入着

サファリカラマリ Safari Calamari（12 牝 Half Ours）USA７勝，Delta Do
wns Magnolia S‐R ２着，Red Camelia S‐R ２着，Louisiana Cu
p Distaff S‐R ２着，etc.

販売申込者・所有者： 渋谷牧場＝新冠町大狩部 �080-5599-2534
生 産 牧 場： 渋谷牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

274 マグナカルタ２０２０ 牡・青鹿 ４／ ８
＊

＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ルールオブロー Crystal Crossingマグナカルタ
＊ Capote

��
��
�ライフストーリー黒鹿 2011 Outstandingly

1s
Mr. Prospector M4×S5 Nureyev S5×M5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 マツリダワルツ（04栗 ＊チーフベアハート）�７勝，ひまわり賞（Ｄ1900），ビュ
ーチフル・ドリーマーＣ（Ｄ1900）２着，不来方賞（Ｄ2000）２着，岩手ダービーダ
イヤモンドＣ（Ｄ2000）２着，日高賞（Ｄ1600）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（６）〕
マツリダノブ（11牡鹿 マツリダゴッホ）�４勝
ビップヘラクレス（12牡栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着，��１勝
ロードクエスト（13牡鹿 マツリダゴッホ）４勝，スワンＳ‐G2，京成杯オータムＨ

‐G3，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，ホープフルＳ‐G2 ２着，
スプリングＳ‐G2 ３着，パラダイスＳ‐L（芝 1400）２着，カーバンクルＳ‐OP
（芝 1200）３着，���出走�１勝，せきれい賞（芝 2400）

ヴァルツァー（14牝栗 ジャングルポケット）１勝
ロードトレジャー（15牡鹿 ＊プリサイスエンド）１勝
スティルネス（16牝鹿 ゴールドヘイロー）１勝，新潟２歳Ｓ‐G3 ３着
ウィスク（18牝黒鹿 マツリダゴッホ）��入着
クランプ（19牝鹿 マツリダゴッホ）�未出走

２代母 ユキノワルツ（93鹿 ＊リアルシヤダイ）��５勝
フェルマータ（99牝 ＊テンビー）１勝，コスモス賞‐OP ３着
ヨシキンハマユリ（00牝 トウカイテイオー）�１勝
アイシャルレガシー（01牡 ＊トワイニング）１勝

３代母 ダイナクレアー（83黒鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
ゲンパチミラクル（99牡 ＊ウォーニング）３勝，喜多方特別，知多特別，清洲特別２

着，etc.

４代母 ＊クレアーブリツジ（67 USA鹿 Quadrangle）USA入着４回
［孫］ サクラチトセオー（90牡 ＊トニービン）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，ＡＪＣ

Ｃ‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，優古牡，種牡馬
サクラキャンドル（92牝 サクラユタカオー）５勝，エリザベス女王杯
‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，etc.

［曾孫］ サクラメガワンダー（03牡 ＊グラスワンダー）７勝，金鯱賞‐G2，鳴尾記
念‐G3，鳴尾記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲様似堀牧場＝様似町緑町 �0146-36-3037
生 産 牧 場： ㈲様似堀牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

275 マツリダワルツ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 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartマツリダワルツ ＊リアルシヤダイ

��
��
�ユキノワルツ栗 2004 ダイナクレアー

＊クレアーブリツジ 13c
Hail to Reason S5×M5 In Reality S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 マロンコート（15栗 ＊ハービンジャー）出走
初仔

２代母 フローリッドコート（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着４回
アドマイヤウイナー（03牡 ＊クロフネ）１勝
フロールデセレッソ（04牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝

ポトマックリバー（12牡 ＊ハービンジャー）４勝，グレイトフルＳ，オリエンタ
ル賞，夏木立賞３着

ハナゴロモ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着
ロケットボール（11牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��１勝�８勝，

桂樹杯３着，かきつばた賞３着
ミッキードリーム（07牡 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，毎日王冠‐G2

３着，中京記念‐G3 ２着（２回），毎日杯‐G3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.
ブジーア（08牝 キングカメハメハ）�１勝
カールトンガーデン（12牡 ＊スニッツェル）��７勝
アドマイヤロマン（13牡 キングカメハメハ）１勝，こぶし賞２着，羊ヶ丘特別３着，

城崎特別３着，��５勝
レヴェンスホール（14牡 ＊クロフネ）�７勝�

３代母 スプリングコート（91鹿 ＊トニービン）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，ジャ
ニュアリーＳ，北大路特別，奥尻特別，白嶺Ｓ２着，etc.
パーシャンブルー（99牝 ＊サンデーサイレンス）出走

アドマイヤベルナ（07牡 ＊ファルブラヴ）２勝，三木特別，�２勝
オリオンザジャパン（10	 ＊クロフネ）５勝，ブラジルＣ‐LR ２着，七夕賞

‐G3 ３着，ベテルギウスＳ‐OP ２着，etc.
コンドルクエスト（01牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，ＳＴＶ杯，ＨＴＢ賞，タマモ

クロスメモリアル，etc.

４代母 サクラハゴロモ（84鹿 ＊ノーザンテースト）２勝
［子］ サクラバクシンオー（89牡 サクラユタカオー）11勝，スプリンターズＳ

‐Jpn1（２回），スワンＳ‐Jpn2，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，etc.，優
短距，種牡馬

［孫］ リビアーモ（05牝 アドマイヤベガ）６勝，オーロＣ‐L，秋風Ｓ，若潮賞，etc.

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

276 マロンコート２０２０ 
・鹿 ４／２７
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlマロンコート ＊サンデーサイレンス

��
��
�フローリッドコート栗 2015 スプリングコート

＊クリアアンバー 4m
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊マンチャ（06 USA鹿 ＊キングズベスト）�３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（６）〕
アッコルド（14牡鹿 トランセンド）��１勝�５勝�
ワールドヒーロー（18牡鹿 ワールドエース）��出走

２代母 ＊テスラー（99 IRE 鹿 Fayruz）IRE 出走
テルタイムTelltime（04牝 Danetime）GB２勝
チュウワストライク（09牡 Smart Strike）１勝
ベストブレーン（10牡 ダイワメジャー）入着２回，�２勝�１勝
フジヤマテスラ（11牝 ゼンノロブロイ）�２勝
ワショウ（17牡 ＊キングズベスト）��５勝
ライヴマカロン（18牡 ＊マクフィ）��	１勝

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

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

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

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

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

レースパイロット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ‐Jpn2 ２着，エ
ルフィンＳ‐OP ３着，ミモザ賞

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

４代母 パイロットバード Pilot Bird（83 GB鹿 Blakeney）GB１勝，Sir Charles C
lore Memorial S‐L

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

277 マンチャ２０２０ 牡・栗 ５／２１

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaマンチャ
＊ Fayruz

��
��
�テスラー鹿USA 2006 ＊マンファス

22d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ミティーク（05鹿 ＊ムーンバラッド）２勝，こでまり賞（芝 1200）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ライクアエンジェル（14牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝
アストニッシュ（15牡栗 ＊バゴ）��３勝
ヘヴンプレミア（17牡黒鹿 ＊クロフネ）��２勝��
ジェステミニョン（18牝鹿 リヤンドファミユ）��入着
アップトゥザナイン（19牡栗 リヤンドファミユ）�出走

２代母 リニアミューズ（98鹿 ＊トニービン）２勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，黄菊賞３着
ケルビック（04牝 ＊アフリート）１勝，��２勝
フライフューチャー（07牡 ＊ボストンハーバー）入着２回，��４勝
ムーブアロング（08牡 ノーリーズン）��６勝
アップトゥデイト（10牡 ＊クロフネ）２勝，障害８勝，中山大障害‐JG1，中山グラ

ンドジャンプ‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2，etc.，���入着２回，全
日本２歳優駿‐Jpn1 ３着，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2 ２着，優障害

３代母 ＊スリリングディ（90 AUS鹿 Prego）AUS・NZ４勝，Lindauer Guineas Tri
al‐L，ＮＺ１０００ギニー‐G1 ２着，Bay of Plenty Classic‐L ２着，Soliloq
uy S‐L ３着
マイネルシュトルム（06牡 ＊チーフベアハート）４勝，高雄特別，琵琶湖特別，烏丸

Ｓ２着，etc.
マイネルカリバーン（07牡 デュランダル）４勝，宇治川特別，宝ケ池特別２着，晩

春Ｓ３着，etc.

４代母 ライカプリテンダー Leica Pretender（85 NZ鹿 Sir Tristram）不出走
［子］ ナッシンライカデインNothin' Leica Dane（92牡 ＊デインヒル）FR・A

US６勝，ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1，ＡＴＣスプリングチャン
ピオンＳ‐G1，ＡＴＣホーバートヴィルＳ‐G2，etc.，種牡馬

デュエルドDuelled（02牡 Redoute's Choice）AUS１勝，ＭＶＲＣムー
ニーヴァリーヴァーズ‐G2，ＶＲＣヴィクトリアダービー‐G1 ２着，
ＡＴＣスプリングチャンピオンＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ デインリヴァーDane River（97� ＊デインヒル）AUS７勝，Seymour
C‐L

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

278 ミティーク２０２０ �・栗 ５／２８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュリヤンドファミユ メジロマックイーン

��
��
�オリエンタルアート鹿 2010 エレクトロアート

＊ Singspiel

�
�
�
�
�

��
��

�ムーンバラッド Velvet Moonミティーク ＊トニービン

��
��
�リニアミューズ鹿 2005 ＊スリリングディ

8k
Halo S4×M5 ノーザンテースト S4×S5

価格： 購買者：



母 ミヤジレイナ（11黒鹿 キングカメハメハ）�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ダンツウィザード（17牡鹿 ＊マジェスティックウォリアー）１勝，�地方未出走
ダンツソアラ（18牡芦 ＊クリエイターⅡ）�入着
メイショウサミダレ（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�地方未出走

２代母 パッショナルダンス（02青鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，山国川特別，犬山
特別３着
ガリャルダ（10牡 ＊フレンチデピュティ）��11 勝
ウインクルサルーテ（13牝 ＊ハービンジャー）５勝，フラワーＣ‐G3 ３着，中京２

歳Ｓ‐OP ３着，寿Ｓ，四国新聞杯，青島特別，etc.
オオイリ（15牡 ルーラーシップ）入着，���３勝
ナンヨーコウゼン（17牡 エイシンフラッシュ）��２勝

３代母 ＊ランバダスタイル（88 IRE 黒鹿 ＊ダンシングブレーヴ）GB１勝
キングフィーバー（95牡 ＊リンドシェーバー）１勝，��７勝�４勝��，とちぎ大

賞典，太平記記念，ばん阿賞，etc.
アタラクシア（97牡 ＊デインヒル）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，すみれＳ‐OP，

あすなろ賞
トリッキーアイズ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）２勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3 ３着
サンフラワーガール（00牝 ＊タイキシャトル）不出走

ダンツキッスイ（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3，萩
Ｓ‐OP ２着，	入着，サマーＣｈ‐Jpn3 ２着

４代母 サンタズシスタ－Santa's Sister（71 USA鹿 Middle Brother）GB４勝
［子］ マイシスタ－My Sister（78牝 ＊ノノアルコ）IRE・USA１勝，マルカイＳ‐G3
［孫］ ティプシークリーク Tipsy Creek（94牡 Dayjur）GB・USA６勝，テンプ

ルＳ‐G2，英ノーフォークＳ‐G3，Hopeful S‐L，etc.，種牡馬
アブナウワス Abunawwas（00牡 In TheWings）IRE・SAU４勝，バ
リーコーラスＳ‐G3，Glencairn S‐L，Woodlands S‐L，etc.，
種牡馬

オンテオジエセンプリOntemhojeesempre（03牝 Vettori）BRZ２勝，
マリアノプロコピオ大賞‐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

279 ミヤジレイナ２０２０ 
・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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスミヤジレイナ ＊サンデーサイレンス

��
��
�パッショナルダンス黒鹿 2011 ＊ランバダスタイル

9h
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ミヤビセラヴィ（16鹿 ＊アルデバランⅡ）��入着２回
初仔

２代母 ミヤビアルカディア（08鹿 ネオユニヴァース）出走
タイセイマライカ（13牝 ＊バゴ）１勝，�２勝
サマーダイアリー（14牝 ＊ケイムホーム）�１勝��６勝
マースインディ（15牡 ＊カジノドライヴ）���７勝

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

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

浦Ｓ２着，etc.

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

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

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

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

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

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

ガ・クイーン賞３着

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

280 ミヤビセラヴィ２０２０ 牡・栗 ５／１６

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�ミヤビアルカディア鹿 2016 アステオン

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 ミスパッション（14鹿 ディープブリランテ）出走
初仔

２代母 ウィルパワー（07鹿 キングカメハメハ）４勝，新発田城特別２着，浦安特別３
着，女池特別３着，下北半島特別３着
インディチャンプ（15牡 ステイゴールド）�８勝，安田記念‐G1，マイルＣｈＳ‐G1，

マイラーズＣ‐G2，東京新聞杯‐G3，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，etc.，優短距
アウィルアウェイ（16牝 ジャスタウェイ）�４勝，シルクロードＳ‐G3，オパールＳ‐L，

スプリンターズＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ２着，ＣＢＣ賞‐G3 ３着，etc.

３代母 ＊トキオリアリティー（94 USA栗 Meadowlake）３勝，フローラＳ‐OP ２着，
鈴鹿特別，春嶺Ｓ３着
プレシャスワン（01� ダンスインザダーク）２勝，洛東特別
アイルラヴァゲイン（02牡 ＊エルコンドルパサー）７勝，オーシャンＳ‐Jpn3，福島

民友Ｃ‐L，マーガレットＳ‐L，etc.，�入着���
アドマイヤフッキー（03牝 フジキセキ）３勝，稲妻特別，稲妻特別２着

アンフィトリテ（15牝 ロードカナロア）３勝，マーガレットＳ‐LR，さざんか賞
フサイチリニモ（04牝 ジャングルポケット）１勝

アペルトゥーラ（11牡 マツリダゴッホ）５勝，ルミエールオータムダッシュ
‐LR，稲妻Ｓ，驀進特別，etc.，�３勝�３勝�

リアルメンテ（05牝 フジキセキ）出走
ショーウェイ（14牝 メイショウボーラー）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着

リアルインパクト（08牡 ディープインパクト）４勝，安田記念‐G1，阪神Ｃ‐G2
（２回），etc.，AUS１勝，ＡＴＣジョージライダーＳ‐G1，etc.，種牡馬

ネオリアリズム（11牡 ネオユニヴァース）７勝，中山記念‐G2，札幌記念‐G2，etc.，
UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，etc.，種牡馬

レアリスタ（12牡 ステイゴールド）５勝，キャピタルＳ‐L ３着，府中Ｓ（２回），オ
リエンタル賞

４代母 ホワットアリアリティWhat a Reality（78 USA栗 In Reality）USA３勝
［子］ クリキティ Krikiti（87 牡 Kris S.）USA６勝，Criterium Breeders' Cup

S，Chief's Crown S‐L ２着，Turnberry Isle S‐L ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

281 ミスパッション２０２０ �・栗 ３／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

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

��
��
�オリエンタルアート栗 2008 エレクトロアート

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�ディープブリランテ ＊ラヴアンドバブルズミスパッション キングカメハメハ

��
��
�ウィルパワー鹿 2014 ＊トキオリアリティー

3l
サンデーサイレンス S3×M4 ノーザンテースト S4×S5

価格： 購買者：



母 ミラクルステイ（11黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
グランツエクラ（18牡黒鹿 ホッコータルマエ）�出走

２代母 キョウワミラクル（00鹿 メジロライアン）�６勝�入着�
キョウワオリオン（08牡 キングヘイロー）入着２回，��１勝
キョウワアマテラス（09牝 ＊チーフベアハート）入着，�６勝
キョウワミラージュ（10牝 キングヘイロー）�４勝�

３代母 ホノオノオンナ（91黒鹿 Seattle Slew）１勝

４代母 ＊スプリームクィーン（81 USA鹿 Alydar）USA２勝，Gardenia S‐R ２着，
Tampa Bay Debutante S‐R ３着
［子］ キラーディラー Killer Diller（87	 Pleasant Colony）USA９勝，アソ

ールトＨ‐G3，トレントンＨ‐G3，ガーデンステイトＳ‐G3，etc.
アサカディフィート（98	 ＊パラダイスクリーク）11勝，小倉大賞典‐Jpn3
（２回），中山金杯‐Jpn3，アンドロメダＳ‐L（２回），etc.，�入着��

アラブノオウジ（94牡 ＊ナスルエルアラブ）２勝，荒川峡特別
［曾孫］ ピートザタイガー Pete the Tiger（12 牡 The Leopard）ARG６勝，P

. Gobierno de la Ciudad de Buenosaires‐L ３着，P. Irineo Leguis
amo‐L ３着

５代母 ナイトリーベル Knightly Belle（69 USA芦 Knightly Manner）USA10 勝，
Brentwood S，サスケハナＨ‐G2 ３着，パカラップＨ２着，Tuscarora H
２着，ホワイトマーシュＨ‐G3 ３着，etc.
［子］ ドクタールートDr. Root（87 牡 Slew o' Gold）USA５勝，ソードダン

サーＨ‐G1，Noble Dancer H‐L，パンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

セイヴィ Savy（75牝 Tom Rolfe）USA13 勝，Tuscarora H（２回），
New Castle H，Susquehanna H，etc.

［孫］ オークブルックレイディOakbrook Lady（81牝 Exceller）USA８勝，
Honey Fox S，Herecomesthebride S，ゴールデンハーヴェ
ストＨ‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部＝新冠町西泊津 �0146-49-0200
生 産 牧 場： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部 協和牧場
飼 養 者： ㈲協和牧場＝新冠町西泊津 �090-7641-3884

282 ミラクルステイ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１８
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュミラクルステイ メジロライアン

��
��
�キョウワミラクル黒鹿 2011 ホノオノオンナ

＊スプリームクィーン 16
ノーザンテーストM5×M5

価格： 購買者：



母 ミラクルモーメント（08栗 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：６〕
スカイフェニックス（18牝栗 ラブリーデイ）���入着
シューマッハ（19牡栗 エピファネイア）��出走

２代母 ホイッスル（93栗 ＊ジェイドロバリー）不出走
ピッチサイドトーク（01牡 ＊ウォーニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ３着，お

けさ特別２着，霞ヶ浦特別２着，塩沢特別３着

３代母 ゴールデンサッシュ（88栗 ＊デイクタス）入着
ステイゴールド（94牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，日経新春杯‐Jpn2，目黒記念

‐Jpn2，etc.，UAE・HKG２勝，香港ヴァーズ‐G1，ドバイシーマクラシッ
ク‐G2，特別賞，種牡馬

レイサッシュ（96牝 ＊パラダイスクリーク）３勝，道新スポーツ賞２着，袖ケ浦特別３着
レディーノパンチ（06牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
カラテ（16牡 トゥザグローリー）�５勝，東京新聞杯‐G3，若潮Ｓ，八丈
島特別

グレースランド（98牝 ＊トニービン）入着２回
ドリームパスポート（03牡 フジキセキ）３勝，神戸新聞杯‐Jpn2，きさらぎ賞

‐Jpn3，ジャパンＣ‐G1 ２着，etc.
ラウンドワールド（10牡 ディープインパクト）３勝，アンドロメダＳ‐L，札幌

２歳Ｓ‐G3 ２着，コスモス賞‐OP
フロンティア（15牡 ダイワメジャー）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ファルコンＳ

‐G3 ３着
レクレドール（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，ローズＳ‐Jpn2，クイーンＳ

‐Jpn3，札幌記念‐Jpn2 ２着，etc.
ベルーフ（12牡 ＊ハービンジャー）３勝，京成杯‐G3，チャレンジＣ‐G3 ２着，

小倉記念‐G3 ２着（２回），etc.
キューティゴールド（04牝 ＊フレンチデピュティ）入着２回

ショウナンパンドラ（11牝 ディープインパクト）５勝，ジャパンＣ‐G1，秋華
賞‐G1，オールカマー‐G2，etc.，優古牝

メルヴェイユドール（07牝 フジキセキ）３勝，マーメイドＳ‐G3 ３着，壇之浦特別，
紫竹山特別，etc.

販売申込者・所有者： �小泉学＝新冠町朝日 �0146-47-2644
生 産 牧 場： �小泉学
飼 養 者： 萬牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5676

283 ミラクルモーメント２０２０ 牡・栗 ４／１３
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーミラクルモーメント ＊ジェイドロバリー

��
��
�ホイッスル栗 2008 ゴールデンサッシュ

＊ロイヤルサツシユ 1t
ノーザンテースト S4×M5 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ミルキークォーツ（14黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着２回
初仔

２代母 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２着
ヴィッテルスバッハ（16牡 ルーラーシップ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2 ３着，武

庫川Ｓ２着，節分Ｓ３着

３代母 ＊ケイティーズファースト（87 USA鹿 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du
Cercle‐L，Remembrance Day S‐L
ゴーステディ（97牡 ＊トニービン）６勝，中山金杯‐Jpn3 ３着，白富士Ｓ‐OP ２着，

日本海Ｓ，etc.
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走

アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚記念
‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，年代
表，優古牡，種牡馬

プレイ（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）１勝，弥生賞‐G2 ２着，京都２歳Ｓ
‐L ２着，京成杯‐G3 ３着，etc.

トールハンマー（00牡 ＊エリシオ）６勝，ＵＨＢ杯‐L ２着，札幌日刊スポーツ杯‐L
２着，尾張Ｓ‐OP ２着，etc.

ケイティーズギフト（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝
ケイティープライド（10牡 ディープインパクト）５勝，函館記念‐G3 ２着，チ

ャレンジＣ‐G3 ３着，ＴＶｈ賞，etc.
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
ケイティーズハート（09牝 ハーツクライ）３勝，羊蹄山特別２着，エリモハリアー

Ｃ３着
エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�４勝，皐月賞‐G1，共同通信杯‐G3，

日本ダービー‐G1 ２着，etc.

４代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲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

284 ミルキークォーツ２０２０ �・黒鹿 ３／ ３
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayミルキークォーツ ディープインパクト

��
��
�ケイティーズジェム黒鹿 2014 ＊ケイティーズファースト

7f
Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ミルトス（06鹿 サクラバクシンオー）入着，熊本城特別（芝 1200）３着，�３勝�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－４（６）〕
イザ（13牡鹿 ＊パイロ）２勝，��１勝��入着
トリプルセブン（14牝鹿 ビービーガルダン）�１勝��入着�
マートルリース（15牝黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，��２勝�	１勝

ミルメルシー（16牝鹿 ダノンシャンティ）１勝，���未出走�	１勝
ゴールドハーレー（17牡芦 ゴールドシップ）���入着４回�
ウォーターイグアス（18牡鹿 トーセンラー）�入着４回
デルマシルフ（19牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�未出走

２代母 タケショウティアラ（91鹿 ニホンピロウイナー）４勝，苗場特別，湯沢特別，
仲冬Ｓ３着
エプソムパラダイス（98牝 メジロライアン）入着３回，��４勝
スペルノレジーナ（99牝 マヤノトップガン）１勝
アルフェッカ（00牝 ＊ダンシングブレーヴ）４勝，河北新報杯，南総特別２着，高尾

特別２着，若水賞３着，鷹巣山特別３着
ロベルクランツ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，二本松特別２着

タケショウレジーナ（01牝 ダンスインザダーク）５勝，アネモネＳ‐L ３着，サロマ
湖特別，初風特別，須賀川特別，月岡特別２着，etc.
タケショウメーカー（13牝 ＊エンパイアメーカー）�１勝��３勝，桜花賞３着
タケショウベスト（14牝 ＊キングズベスト）４勝，ダリア賞‐OP ３着，初風特

別２着，飯豊特別２着，雪うさぎ賞２着，浜松Ｓ３着，etc.
アイラブテーラー（16牝 トーセンラー）�５勝，淀短距離Ｓ‐L，京阪杯‐G3 ２

着，桂川Ｓ，舞子特別
カピターノ（04牡 ＊キャプテンスティーヴ）２勝，火打山特別３着，障害１勝
タケショウオージ（05� ＊コマンダーインチーフ）３勝，エーデルワイスＳ，山中湖

特別２着，神奈川新聞杯２着，ひいらぎ賞２着，豊栄特別３着，��１勝�
タケショウボルト（08牡 ＊ファンタスティックライト）１勝
ワンダーエターナル（11牡 ＊アルカセット）�３勝�入着
サブノエガオ（13牝 ＊マイネルラヴ）��２勝�２勝

３代母 ベストプリンセス（84鹿 モンテプリンス）４勝，ジュニアＣ‐OP ３着，ジュ
ーンＳ，樽前山特別，ユートピアＳ３着

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ㈱白井牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

285 ミルトス２０２０ 牡・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 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモミルトス ニホンピロウイナー

��
��
�タケショウティアラ鹿 2006 ベストプリンセス

＊星旗 16h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミルファンティ（12芦 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：３〕
ミルサクセサー（18�芦 ショウナンカンプ）��未出走�入着４回
ハーピーブロッサム（19牝鹿 トーセンジョーダン）���入着２回

２代母 ミルフィオリ（00鹿 ＊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.
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，弥彦特別，梅花賞，etc.
サトノバリアント（11牡 キングカメハメハ）３勝，北國新聞杯２着，もちの木賞３着
ロライマ（13� キングカメハメハ）�３勝，祇園特別，日高Ｓ２着，新春Ｓ２着，

長岡京Ｓ２着，斑鳩Ｓ２着，etc.

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.

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

286 ミルファンティ２０２０ 牡・鹿 ４／１９

＊

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューミルファンティ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミルフィオリ芦 2012 ＊ミルレーサー

22d
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 ムーンライトソング（06鹿 ステイゴールド）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（13）〕
メイショウケンザン（12牡鹿 メイショウボーラー）���５勝
メイショウクロス（14牡鹿 ＊タイキシャトル）入着４回，�１勝
ミコジェンヌ（15牝栗 ＊プリサイスエンド）１勝，�１勝�５勝��入着
ミコムーンライト（16牝栗 ＊ケイムホーム）��出走�１勝
アオイナギサ（18牝鹿 メイショウサムソン）��入着

２代母 スリーピングヒル（97鹿 ＊デインヒル）出走
マリーエンジェル（02牝 トウカイテイオー）入着３回，�１勝
サツマヒメ（05牝 トウカイテイオー）	５勝
センノカガヤキ（07牡 ＊プリサイスエンド）��２勝

３代母 ＊スリーピーラグーン（90 GB鹿 Sadler's Wells）不出走
オーロブライト（01牡 ＊ジョリーズヘイロー）４勝，舞浜特別

４代母 ベンプトンBempton（76 GB鹿 Blakeney）GB入着３回
［子］ ガルヌークGull Nook（83牝 Mill Reef）GB・FR２勝，リブルズデイルＳ‐G2

ミスターピンティップスMr. Pintips（84 牡 Kris）GB・FR・IRE４勝，オ
ーモンドＳ‐G3，P. Scaramouche‐L，愛セントレジャー‐G1 ２
着，etc.

バンケット Banket（85 牝 Glint of Gold）GB・FR２勝，プリンセスロ
イヤルＳ‐G3，パークヒルＳ‐G2 ２着，Galtres S‐L ３着

［孫］ ＊ペンタイア（92牡 Be My Guest）GB・FR・IRE・UAE８勝，Ｋジョー
ジ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，愛チャンピオンＳ‐G1，グレイトヴォ
ルティジュールＳ‐G2，etc.，種牡馬

スプリング Spring（89 牝 Sadler's Wells）GB・FR・ITY３勝，ローマヴェ
ッキア賞‐G3，ポモーヌ賞‐G2 ２着，ロワイヤリュー賞‐G2 ３着，etc.

プライムグレイド Prime Glade（89
 Green Forest）FR・GER・ITY
・USA２勝，P. Giuseppe deMontel‐L，モエエシャンドンレネン
‐G2 ３着，P. Zeddaan‐L ３着

ティヴォリオ Tivolio（93 牡 Cricket Ball）FR７勝，Le Vase d'Argent‐L

販売申込者・所有者： ㈲松栄牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1237
生 産 牧 場： ㈲松栄牧場
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

287 ムーンライトソング２０２０ �・鹿 ５／ ３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊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ムーンライトソング ＊デインヒル

��
��
�スリーピングヒル鹿 2006 ＊スリーピーラグーン

1l
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 メイショウイザナミ（15鹿 ＊パイロ）１勝
初仔

２代母 ＊キュームレイト（96 USA黒鹿 GoneWest）GB入着
ジャックスリトルガール Jack's Little Girl（02 牝 Broad Brush）USA１勝

カリズマータ Charismata（11牝 Curlin）USA２勝，Barbara Shinpoch S
３着

リトルダンサー Little Dancer（14 牝 Successful Appeal）�USA・CAN６勝，
Washington Oaks，Emerald Distaff H２着

プリンセスタイセ Princess Taise（04 牝 Cozzene）GB・FR１勝，スイートソレラ
Ｓ‐G3 ２着

オムニバス（10牡 Authorized）２勝，積丹特別，呼子特別２着
アルティメイタム（11牡 ディープスカイ）１勝
シンダーズ（12牝 ＊パイロ）３勝，由布院特別２着

３代母 オノリア Honoria（86 USA鹿 Danzig）GB・FR・IRE２勝，レイルウェイ
Ｓ‐G3，モイグレアスタッドＳ‐G1 ２着，愛１０００ギニー‐G1 ４着，チェリーヒ
ントンＳ‐G3 ３着，クイーンメアリーＳ‐G3 ３着，etc.
コンポーザー Composer（92 牡 Easy Goer）USA８勝，ジムダンディＳ‐G2，R

emington Park H‐L，Tampa Bay Derby‐L ２着，種牡馬
コロニアルパワー Colonial Power（94牡 Pleasant Colony）USA10 勝，Independe

nce H‐L，Buffalo Bayou S，Independence H‐L ３着，etc.
ステイディア Stadia（09 牝 Teuflesberg）不出走

コンテイジョン Contagion（16� Fed Biz）�USA６勝，Robert Dupret De
rby２着

４代母 ロイヤルオノリーRoyal Honoree（73 USA黒鹿 Round Table）USA３勝
［孫］ キングアイヴァー King Ivor（93 牡 Fairy King）AUS６勝，ＡＴＣプレ

ミアＳ‐G2，ＭＲＣサンダウンギニーズ‐G2，ＡＴＣシーアマークス
Ｓ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

スネイクアイズ Snake Eyes（90� Dixieland Band）USA16 勝，スター
ズ＆ストライプスＨ‐G3，ラウンドテイブルＳ‐G3，ホーソーンダー
ビー‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

288 メイショウイザナミ２０２０ 牡・鹿 ３／１８
＊ Halo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
�
�
�
� WishingWellマツリダゴッホ

＊ Bel Bolide

��
��
�ペイパーレイン鹿 2003 ＊フローラルマジック

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionメイショウイザナミ
＊ GoneWest

��
��
�キュームレイト鹿 2015 Honoria

16g
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 モスコーオペラ（10黒鹿 ハーツクライ）�20 勝�，黒潮菊花賞（Ｄ1900）２着，建
依別賞（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
シタゴコロ（19牡黒鹿 イスラボニータ）�未出走

２代母 ＊モスコーバーニング（00 USA鹿 Moscow Ballet）USA11 勝，シープスヘッドベ
イＨ‐G2，Sunshine Millions Filly &Mare Turf S‐R，Pro Or Con H‐R，Cali
fornia Cup Distance H‐R（２回），Fran's Valentine S‐R，etc.
バーニングジール（09牡 ハーツクライ）入着４回，�２勝�入着５回
サウンドバーニング（12牡 ハーツクライ）�４勝，洞爺湖特別，蓬莱峡特別２着，

近江特別２着，高山特別２着，オーストラリアＴ３着，etc.
バーニングヒーロー（13牡 ダイワメジャー）�６勝
ゴールドパドル（15牡 ダイワメジャー）��１勝��

３代母 バーニングディザイア Burning Desire（91 USA鹿 Mr. Leader）USA６勝，
Black Swan S‐L，Woodside S‐L ３着
ティズアファイア Tiz Afire（01� Cee's Tizzy）USA８勝，Ferdinand H‐L

２着

４代母 クレームパフェCreme Parfait（80 USA黒鹿 Bold Bidder）不出走
［孫］ ヴロニラパフェ Vronilla Parfait（13 牝 Vronsky）�USA８勝，Bear F

an S‐R ２着，California Governor's Cup H３着
［曾孫］ ディンカーズプライドDinkers Pride（00 牝 Yeti）USA９勝，Glacial

Princess S‐R ２着，Emerald Necklace S‐R ２着，Tougalo
o S‐R ３着

５代母 オフィスクイーンOffice Queen（67 USA黒鹿 Fair Ruler）USA16 勝，マザ
ーグースＳ，コティリオンＨ，ベッドオーロージズＨ，ブラックアイドスーザンＳ，
ミモサＳ，etc.
［孫］ カルヴァリーチャージ Calvary Charge（83牡 Light Cavalry）USA８

勝，Super Moment H‐L，Happy New Year H‐LR，Fresno
Harvest H，etc.

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

289 モスコーオペラ２０２０ 牡・黒鹿 ３／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスラブリーデイ ダンスインザダーク

��
��
�ポップコーンジャズ黒鹿 2010 グレイスルーマー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスモスコーオペラ
＊ Moscow Ballet

��
��
�モスコーバーニング黒鹿 2010 Burning Desire

3i
サンデーサイレンスM3×S4 トニービン S4×M4 Nijinsky M4×S5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 モリヤッコ（09鹿 ＊アジュディケーティング）��３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
モッコスファイター（15牡鹿 ＊モンテロッソ）�２勝
マリンニャン（19牝栗 スマートファルコン）�地方未出走

２代母 イシノラピド（99栗 ＊ブライアンズタイム）��４勝，東京プリンセス賞２着，
ローレル賞３着
エスプリカントリー（06� ＊ティンバーカントリー）��１勝
ヴァイタルバラード（07牝 ＊ムーンバラッド）��２勝�１勝
フレームエンゼル（10牝 ブラックタイド）�３勝�２勝
ヴァイタルプリンス（12牡 ＊アルデバランⅡ）��２勝
ビジョヒメ（13牝 ＊サウスヴィグラス）��１勝
ラブミーファルコン（14牝 スマートファルコン）	５勝�２勝
４勝��，フルー

ルＣ２着
ダンシャク（15牡 アッミラーレ）��３勝

３代母 ＊ジェフォリー（87 USA栗 Alydar）USA３勝，ニジャナＳ‐G3，ハリウッド
オークス‐G1 ２着，モンマスオークス‐G2 ３着
アリダースルー（92� Seattle Slew）５勝，ウェルカムＳ，立冬特別，ＳＴＶ杯，etc.
イシノサンデー（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，皐月賞‐Jpn1，京都金杯

‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，�１勝��入着，種牡馬
ロイヤルエンデバー（98牡 ＊ラムタラ）��６勝�，全日本３歳優駿‐Jpn2 ２着，

ＴＶ埼玉杯，埼玉新聞杯，etc.
イシノダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）��16 勝，スパーキングサマーＣ
イシノゼフィルス（01牡 ＊ブライアンズタイム）入着，��12 勝�入着３回�，九

州記念３着

４代母 ジェフォ Jeffo（71 USA栗 Ridan）USA３勝，ブラインモールＳ‐G3
［子］ メイデイエイティMay Day Eighty（79 牝 Hoist the Flag）USA８勝，

デラウェアＨ‐G1，メイトロンＨ‐G2，Cicada S，etc.
［孫］ リスキーバイ Risky Buy（95牡 Well Decorated）USA４勝，Huntin

gton S‐L，Whirlaway S‐L ２着，Count Fleet S‐L ２着，etc.

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

290 モリヤッコ２０２０ �・芦 ３／２８

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディケーティング Resolverモリヤッコ ＊ブライアンズタイム

��
��
�イシノラピド鹿 2009 ＊ジェフォリー

20
Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 モルフェワイン（11黒鹿 ソングオブウインド）�４勝��１勝�14 勝
初仔

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

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

３代母 ハセノグッドダンス（01鹿 ダンスインザダーク）出走

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

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

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

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

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

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

メイショウアーリー（05牡 ＊ラムタラ）入着３回，�８勝�
メイショウチヨ（10牝 メイショウオウドウ）�７勝
リッカビクトリー（05牝 ＊ジョリーズヘイロー）入着，２勝
ポッピングシャワー（10牝 オレハマッテルゼ）��１勝�

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

291 モルフェワイン２０２０ �・青鹿 ３／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ソングオブウインド メモリアルサマーモルフェワイン ＊モルフェデスペクタ

��
��
�モルフェキイ黒鹿 2011 ハセノグッドダンス

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



母 モーディッシュ（01黒鹿 Singspiel）�１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－６（22）〕
ボルトポーズ（07牡栗 ＊グランデラ）��３勝�入着２回
クーデター（09牡黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�４勝�入着
ミッキーボクサー（11牡黒鹿 トウカイワイルド）１勝，��５勝�
スティンライクビー（12�青鹿 ＊キンシャサノキセキ）３勝，ＮＳＴ賞‐OP
（Ｄ1200）２着，越後Ｓ（Ｄ1200）３着，鎌倉Ｓ（Ｄ1400）３着，�	６勝�入着

���，赤松杯（Ｄ1600）２着，白銀争覇（Ｄ1400）２着

カミノライデン（13�鹿 ニューイングランド）１勝，�２勝��入着	
ダイヤモンドベガ（15牝栗 ＊ハードスパン）入着２回，���１勝	１勝�
フミタツラブリイ（19牝黒鹿 イスラボニータ）�地方未出走

２代母 ＊モテック（95 FR鹿 ＊ラストタイクーン）FR４勝，フロール賞‐G3，P. Char
les Laffitte‐L，コリーダ賞‐G3 ３着，P. des Tourelles‐L ３着
ブラックルーラー（05牡 フジキセキ）２勝
テクニカルラン（06牝 アグネスタキオン）３勝，南港特別，舞浜特別３着

セイイーグル（14� ローエングリン）�１勝，豊川特別２着，寺泊特別２着，
青島特別３着，刈谷特別３着

サンテミリオン（07牝 ゼンノロブロイ）４勝，オークス‐G1，フローラＳ‐G2，フ
ラワーＣ‐G3 ３着，若竹賞

モータウンサウンド（08牡 ネオユニヴァース）入着３回，�３勝�
レコンダイト（10牡 ハーツクライ）５勝，目黒記念‐G2 ２着，大阪―ハンブルクＣ

‐L ２着，中日新聞杯‐G3 ３着，但馬Ｓ，北野特別，etc.
コケット（15牝 ダイワメジャー）１勝
モードフランス（16牝 アサクサキングス）入着，���５勝

３代母 スダカ Sudaka（86 FR鹿 Garde Royale）FR１勝，クレオパトル賞‐G3

４代母 ディディアクララDidia Clara（78 FR栗 Sea Break）FR６勝，P. des Chenett
es‐L ２着，H. de l'Essonne‐L ２着，P. des Belles Filles‐L ２着
［子］ ラファヴォリータ La Favorita（89 牝 Nikos）FR・USA４勝，P. de la

Calonne‐L，Ladyhawke Ranch H‐R，オペラ賞‐G2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ワールドファーム＝青森県八戸市 �0178-82-2210
生 産 牧 場： ワールドファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

292 モーディッシュ２０２０ �・鹿 ４／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songモーディッシュ
＊

＊ラストタイクーン

��
��
�モテック黒鹿 2001 Sudaka

16g
Halo S4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5 Mill Reef M5×M5

価格： 購買者：



母 モーニングムーン（10栗 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別（芝 1000）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
フライア（16牝栗 ヴィクトワールピサ）�２勝�
モーニングレイン（17牝栗 エピファネイア）��３勝�
ビギニング（18牝栗 ＊アイルハヴアナザー）出走，�地方未出走
リュカイオス（19牡栗 ＊ハービンジャー）�未出走

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

オープンザゲート（04牡 ＊ボストンハーバー）３勝，�１勝
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

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： ㈲小島牧場＝浦河町東栄 �090-8707-3187
生 産 牧 場： ㈲桑田ファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

293 モーニングムーン２０２０ 
・栗 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ミッキーアイル
＊

＊ロックオブジブラルタル

��
��
�スターアイル鹿 2011 ＊アイルドフランス

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズモーニングムーン
＊ Seeking the Gold

��
��
�モーニングタイド栗 2010 Eastern Dawn

5g
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 モシモシ（10黒鹿 ジャングルポケット）１勝，出雲崎特別（芝 2400）３着，�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
メロディーフラッグ（18牝鹿 メイショウサムソン）��出走

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

３代母 ＊メロンパン（93 USA鹿 Theatrical）出走
ロロ（97牡 フジキセキ）４勝，遠州灘Ｓ，香嵐渓特別，�１勝
モットヒカリヲ（98牝 ＊アフリート）２勝，こけもも賞

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

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

両賞３着，���入着３回
オジャッタモンセ（03牝 ＊クロフネ）入着２回

メデタシ（08牝 ディープインパクト）１勝，チューリップ賞‐G3 ３着，桜花賞
‐G1 ４着

４代母 ボーダードーンBorder Dawn（76 IRE 鹿 ＊ピツトカーン）GB５勝
［子］ クリスクリングル Kris Kringle（85 牡 Kris）FR・IRE３勝，愛ダービート

ライアルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G2，ガリニュールＳ‐G2 ３
着，etc.，種牡馬

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

スターアライト Star Alight（94 牝 Kenmare）AUS５勝，ＡＴＣアドリ
アンノックスＳ‐G3，ＡＴＣオーストラリアンオークス‐G1 ３着

スラップスティック Slapstick（91� Rory's Jester）AUS１勝，MRC
Debutant S‐L，ATC Canonbury S‐L ２着

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

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

294 モシモシ２０２０ 牡・鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーモシモシ フジキセキ

��
��
�ワナ黒鹿 2010 ＊メロンパン

14c
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev M4×M5

価格： 購買者：



母 ヤマノカントリー（06栃栗 ＊ティンバーカントリー）�18 勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ダンシングヘイロー（16牡栗 キングヘイロー）�１勝�２勝�入着
マルケイヘイロー（17牡栗 キングヘイロー）�４勝，スプリングＣ（Ｄ1600）２着
ヴィルベッピンサン（19牝栗 キングヘイロー）�地方未出走

２代母 ヤマノセンプー（95栗 ＊キンググローリアス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，
忘れな草賞‐OP ２着
ヤマノルドルフ（01牡 トウカイテイオー）６勝，ジャニュアリーＳ‐OP ２着，内房

Ｓ，浦安特別，フルーツラインＣ，鶴ヶ城特別２着，etc.
ヤマノチェイサー（03牝 メジロライアン）�２勝�
ヤマノフェロー（04牡 バブルガムフェロー）入着，�２勝
ヤマノコンコルド（10牡 フサイチコンコルド）�１勝

３代母 ホーマンプリンセス（83鹿 タケシバオー）入着
ヤングオトヒメ（89牝 ＊ラツキーソブリン）４勝，有明特別

ヤングフォード（97牡 ＊サンシャインフォーエヴァー）１勝
ヒカリシャトル（90牡 ホスピタリテイ）１勝

４代母 ミヤジタイガー（71鹿 ＊ミンシオ）１勝
［子］ ラツクヒアロー（81牡 ＊ネプテユーヌス）４勝，宇治川特別

５代母 タカミヤジ（60黒鹿 ＊キンコウ）５勝，四歳中距離特別，障害 19勝，障碍Ｓ，
障碍特別（４回），障碍特ハン
［子］ ミヤジマレンゴ（73牡 ＊フオルテイノ）９勝，小倉大賞典，小倉記念，北

九州記念，etc.，種牡馬
ミヤジマルコー（79牡 ＊フオルテイノ）８勝，京都４歳特別３着，朱雀特
別，加古川特別，etc.

ミヤジモアー（68牡 ＊テユーダーペリオツド）３勝，帆柱山特別，萩特別，
障害２勝，�１勝

［孫］ グランドジャガー（85牡 ＊ノーアテンシヨン）３勝，木曽川特別３着，木
曽駒特別３着，生田特別３着，etc.，�１勝�３勝

［曾孫］ ヒカルランナー（09牡 ＊スクワートルスクワート）２勝，八海山特別３着

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

295 ヤマノカントリー２０２０ 牡・栗 ４／２４
＊

＊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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenヤマノカントリー ＊キンググローリアス

��
��
�ヤマノセンプー栃栗 2006 ホーマンプリンセス

＊ダーセタ C2
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ユウキエナージー（12黒鹿 オンファイア）入着，�９勝，兵庫クイーンＣ
（Ｄ1700）２着，園田ＣｈＣ（Ｄ1400）３着
初仔

２代母 ユウキビバ（99栗 ＊フォーティナイナー）１勝
ユウキタイティ（04牡 ＊カリズマティック）５勝，門司Ｓ，雅Ｓ２着，舞浜特別３着
チキリテンダリー（05牝 ＊オペラハウス）�１勝
ユウキグッドラン（06牡 ＊クロコルージュ）入着，�１勝
ユウキマリアッチ（08牝 ＊ブラックホーク）３勝，岩国特別２着
ユウキタカラオー（09牡 ＊カリズマティック）�３勝，不来方賞２着
ランドキングスター（15牡 トーセンホマレボシ）入着２回，��１勝��入着３回
ユウキラフェール（17牝 ディープスカイ）��９勝，園田オータムＴ２着，兵庫ク

イーンＣ３着
ニコニコチャンス（18牝 タイセイレジェンド）��出走	１勝

３代母 ユウキビバーチェ（92栗 ＊トニービン）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，オークス
‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ５着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着，うぐいす賞，etc.
ユウキアヴァンセ（01牡 ＊フォーティナイナー）４勝，糺の森特別，咲花特別，清津

峡特別，etc.

４代母 メルシーサンライズ（85鹿 マルゼンスキー）不出走
［子］ ドラゴンマックス（97牡 ＊フォーティナイナー）６勝，上賀茂Ｓ，ゴール

デンスパーＴ，アカシヤ特別，etc.，�２勝
トーホウサンダー（98
 ＊エルハーブ）３勝，羊蹄山特別２着，鶴見特別
３着，しゃくなげＳ３着

［孫］ マルヨスーパーラブ（04牝 ＊マイネルラヴ）�11 勝�入着���，オッズ
パーク・ファンセレクションｉｎ笠松，東海クイーンＣ２着，サラ・
クイーンＣ２着，etc.

５代母 マサコサン（72栗 ＊バウンテイアス）入着３回，障害２勝
［子］ マンノタロ（80牡 ＊エルセンタウロ）５勝，北九州記念‐Jpn3，有明特別，

川西特別，etc.
マンノパワー（84牡 ＊ダンサーズイメージ）２勝，英彦山特別２着

販売申込者・所有者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561
生 産 牧 場： トモファーム
飼 養 者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561

296 ユウキエナージー２０２０ 牡・黒鹿 ３／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オンファイア ＊ウインドインハーヘアユウキエナージー ＊フォーティナイナー

��
��
�ユウキビバ黒鹿 2012 ユウキビバーチェ

＊ベリストリーム 6e
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ユキハナ（13芦 マンハッタンカフェ）入着，�２勝��
〔産駒馬名登録数：１〕
ユキノオウジサマ（19牡芦 ＊ドレフォン）�未出走

２代母 セイランクイーン（99芦 メジロマックイーン）３勝，遊楽部特別，相馬特別
ヒカルキング（06牡 ダンスインザダーク）�１勝
セイランダンス（07牝 ダンスインザダーク）入着，�１勝�１勝��
ブルザンインディゴ（11牝 フジキセキ）１勝

３代母 ケイシュウミリオン（90鹿 ＊マグニテユード）��１勝�６勝
ヒカルキラキラボシ（00牝 フサイチコンコルド）	５勝
ウインクルスパーク（02牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝
ヒカルヨゾラ（03牡 フサイチソニック）	１勝

４代母 マーサリンドン（80鹿 ＊リマンド）不出走
［子］ ニッポーファイター（84牡 ＊マグニテユード）５勝，マリーンＳ‐OP，垂

水Ｓ，知多特別，etc.
カノヤセイラン（93牡 ＊マークオブディスティンクション）３勝，梅花賞３着

５代母 セイランホーク（73芦 ＊シーホーク）３勝，駒草賞，たんぽぽ賞
［子］ ソルテイテイアー（83牡 ＊ターゴワイス）３勝，長良川特別，もくれん賞

２着，菜の花賞３着，��１勝�入着
セイランワイズ（82牝 ＊ターゴワイス）２勝
アイズレンポー（78牡 ＊モバリツズ）１勝

［孫］ カノヤワイズ（96牝 トウカイテイオー）３勝，巌流島特別，鈴鹿特別２着
ミスレベッカ（87牝 ＊ストラダビンスキー）１勝，
�１勝
ボールドシャドウ（97牡 ＊クリスタルグリツターズ）１勝

［曾孫］ ヒカルボシ（96� ＊スリルシヨー）２勝，障害４勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，
東京オータムジャンプ‐JG3 ３着，��１勝�

タケイチビューティ（00牝 メジロマックイーン）３勝，若戸特別，和田岬
特別２着（２回），白鷺特別３着，etc.

ニッポーゲッター（94牡 ニツポーテイオー）２勝，長久手特別，陸奥湾特
別２着，ゆきつばき賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲笹川大晃牧場＝森町白川 �01374-2-3318
生 産 牧 場： ㈲笹川大晃牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

297 ユキハナ２０２０ 牡・芦 ５／ ９
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 ＊サトルチェンジユキハナ メジロマックイーン

��
��
�セイランクイーン芦 2013 ケイシュウミリオン

＊モーガイス 8c
Mill Reef S5×M5 リマンドM5×M5

価格： 購買者：



母 ラインクローバー（15栗 ゴールドアリュール）��１勝
初仔

２代母 レインオアシャイン（06栗 キングカメハメハ）�２勝
マーベラスゴールド（11牝 マーベラスサンデー）�２勝��１勝�１勝
トキノディライト（13牝 ＊ワイルドラッシュ）入着，�２勝��２勝
シゲルクロヒョウ（14牡 ヴァーミリアン）�１勝
フレフレシャイン（16牝 ブラックタイド）��１勝��入着５回
サザンレインボー（17牡 ＊サウスヴィグラス）２勝

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
アズマサンダース（01牝 ＊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，etc.
グリエルマ（15牝 ロードカナロア）１勝，紅梅Ｓ‐LR ３着

ベストクローン（08牝 ディープインパクト）３勝，シンガポールＴＣ賞，ニセコ特別

４代母 コランデアガール（80栃栗 ＊ネヴアービート）不出走
［子］ マジックキス（92牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，北九州記念‐Jpn3，サンス

ポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ３着，etc.
オートラディア（88牡 ＊パドスール）４勝，阿賀野川特別，木曽川特別，
中京スポーツ杯２着，etc.

ミスディファレンス（89牝 ＊モガミ）４勝，是政特別，胎内川特別，別府
特別２着，etc.

トニージャスティ（95牡 ＊トニービン）３勝，青島特別，鳳来寺山特別，
北大路特別２着，etc.

マックスハンター（86牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，露草賞，節分賞２着，
弥彦特別３着，�２勝

［孫］ ヒラボクマジック（08牡 ＊アグネスデジタル）５勝，ポルックスＳ‐OP ３
着，総武Ｓ，初日の出賞，etc.

［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： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011

298 ラインクローバー２０２０ 	・鹿 ５／１１

＊

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤラインクローバー キングカメハメハ

��
��
�レインオアシャイン栗 2015 オースミシャイン

＊コランデイア 9e
Halo S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ラヴザットマスタング（12 USA黒鹿 Candy Ride）USA３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ジェムメイカーGemmaker（18 USA牝鹿 Gemologist）�USA入着
ロジマスタング（19牝芦 Frosted）�未出走

２代母 プロポーズド Proposed（02 USA黒鹿 Benchmark）USA７勝，ミレイディ
Ｈ‐G2，エルエンシノＳ‐G2，B. Thoughtful S‐R，サンタマリアＨ‐G1 ２着，
California CupMatron H‐R ３着，etc.
フローラルロマンス Floral Romance（09牝 After Market）USA３勝，エンデヴ

ァーＳ‐G3 ３着，Swingtime S‐R ３着
エビーカルヴァンラルーシュEbbycalvin Laloosh（10牝 Candy Ride）USA４勝
モマタイガーMoma Tiger（17 牝 Smiling Tiger）�USA２勝

３代母 クワイエトロマンスQuiet Romance（96 USA黒鹿 Bertrando）不出走
ウィンタローズWinterose（00 牝 Benchmark）不出走

ウィンターキャンプWinter Camp（07� Forest Camp）USA９勝，Bill T
homas Memorial S，Iowa Sprint H‐L ２着

サイレントサイス Silent Sighs（01 牝 Benchmark）USA４勝，サンタアニタオー
クス‐G1，Ocala Stud Oaks‐R，California Breeders' Champion S‐R，etc.
クリアーアテンプト Clear Attempt（08 牡 A.P. Indy）USA３勝，ポーカーＳ

‐G3，種牡馬
カプリアティ Capriati（16 牝 Brethren）USA入着３回，Desert Vixen S‐R

３着
プロスペクトパーク Prospect Park（12 牡 Tapit）USA４勝，ラホヤＨ‐G3，サン

フェリペＳ‐G2 ２着，ロスアラミトスダービー‐G2 ２着，etc.

４代母 ブリサデマール Brisa de Mar（88 USA黒鹿 Pirate's Bounty）USA６勝，
BayMeadows Lassie S‐L ２着，Sonoma H‐R ２着，Autumn Days H
‐L ３着，Burlingame S‐L ３着
［孫］ アールエルジェフ R El Jefe（07� Benchmark）USA10 勝，A.T.B.A.

Fall Sales S‐R，Lost In the Fog Juvenile S２着
ベラカルドナ Bella Cardona（06牝 Bertrando）USA２勝，A.T.B.A.
Fall Sales S‐R

販売申込者・所有者： ㈲アラキファーム＝新冠町万世 �0146-49-5218
生 産 牧 場： ㈲アラキファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

299 ラヴザットマスタング２０２０ �・黒鹿 ３／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlラヴザットマスタング プロポーズド Benchmark

��
��
�Proposed黒鹿USA 2012 Quiet Romance

5h
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ラフォルトゥナ（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－６（39）〕
ナックルパート（04牡鹿 ＊クロフネ）３勝，立川特別（Ｄ1400），シャングリラ賞
（Ｄ1400）２着

トップランナー（06牡鹿 ＊フレンチデピュティ）入着２回，三条特別（Ｄ1800）３着，
�１勝�４勝�

ラセーヌ（07牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝�入着３回
ウインラーニッド（08牡黒鹿 キングカメハメハ）４勝，室町Ｓ‐OP（Ｄ1200）２着，

越後Ｓ（Ｄ1200），八海山特別（Ｄ1200）２着，あずさ賞（芝 1600）３着
ディンプル（09牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）��１勝�７勝�５勝，福山３歳牝

馬特別（Ｄ1600）３着
ゼンノアロウ（10�鹿 ＊ストラヴィンスキー）�13 勝
ミュゼキングダム（11牡鹿 キングカメハメハ）入着，	
１勝�２勝
コージェント（13牡鹿 ＊ファスリエフ）２勝，障害１勝
テルプシコレ（15牝鹿 ＊タートルボウル）��１勝�１勝
アベックフォルス（17牡鹿 ＊エスケンデレヤ）�２勝，いわき特別（Ｄ1700）３着
パー（19牝鹿 セレスハント）�地方未出走

２代母 ミスティーグリーン（89黒鹿 トウシヨウボーイ）１勝，兵庫特別３着，桑折特
別３着
ウィズダム（96牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，種牡馬
ロケットブースター（00牡 ＊ラムタラ）１勝
アミリス（02牝 ＊フレンチデピュティ）３勝

ペガサスフラッシュ（08牡 サンライズペガサス）２勝，フィリピンＴ２着，飯
坂温泉特別３着

センターピース（12牡 ネオユニヴァース）４勝，新涼特別，箕面特別２着，播
磨Ｓ３着

ビューティーパール（03牝 スペシャルウィーク）１勝，黄梅賞２着

３代母 ストール（83鹿 ＊ミルジヨージ）	
２勝

販売申込者・所有者： ㈱神話＝東京都新宿区 �03-5338-2102
生 産 牧 場： ㈲大作ステーブル
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

300 ラフォルトゥナ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１２

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellラフォルトゥナ トウシヨウボーイ

��
��
�ミスティーグリーン青鹿 1999 ストール

＊ゴールデンフイズ 21a
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 ラブリーアイ（11鹿 ダイワメジャー）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
モリトシュン（16牡青鹿 ＊モンテロッソ）��２勝

２代母 ＊ファイナルキス（96 USA鹿 Danzig）１勝，フローラＳ‐OP ２着，りんどう
賞３着，�１勝
ファイナルレザルト（02牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，��２勝
キストゥクラウン（06牝 ＊クロフネ）１勝
コウギョウネルソン（15牡 ＊ヨハネスブルグ）��７勝��

３代母 ＊クラシッククラウン（85 USA鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，ガゼルＨ‐G1，ベルダムＳ‐G1 ２着，ラフィアンＨ‐G1 ２着，テストＳ
‐G1 ３着，etc.

＊レディダンズ（91牝 Danzig）USA１勝
＊エーシンエフダンズ（04牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ‐G3 ２着，船橋Ｓ，

江差特別，etc.，�１勝�２勝	１勝
入着６回�
＊エーシンジーライン（05牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典‐G3，朝日Ｃｈ

Ｃ‐G3 ２着，etc.，障害３勝，�入着，名古屋大賞典‐Jpn3 ３着，種牡馬
＊ルールオブライト（95牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着
クラウンピース（97牝 Seattle Slew）１勝

クラウンプリンセス（04牝 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ‐L，
米子Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ３着，etc.

リーチザクラウン（06牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ‐G2，きさ
らぎ賞‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

４代母 シックスクラウンズ Six Crowns（76 USA栗 Secretariat）USA５勝，Me
adowQueen S，レイディーズＨ‐G1 ３着，Miss Liberty H２着，Queen
Charlotte H２着，Athenia H３着，etc.
［子］ チーフズクラウン Chief's Crown（82牡 Danzig）USA12 勝，ＢＣジュヴ

ェナイル‐G1，トラヴァーズＳ‐G1，フラミンゴＳ‐G1，etc.，種牡馬
［孫］ シルクフェニックス（93牝 ＊アジュディケーティング）３勝，��２勝，

エンプレス杯‐Jpn2（２回），クイーン賞‐Jpn3 ２着，スパーキング
ＬＣ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

301 ラブリーアイ２０２０ 牡・鹿 ５／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラブリーアイ
＊ Danzig

��
��
�ファイナルキス鹿 2011 ＊クラシッククラウン

23b
サンデーサイレンス S3×M3 Danzig M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ランダムトーク（07鹿 ジャングルポケット）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（７）〕
アローズ（13牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��出走��４勝�
ブラウンアジタート（14牡鹿 ＊ハービンジャー）�１勝��
ラブリートーク（15牝鹿 ＊タートルボウル）��入着４回
アサケボス（16牡栗 ＊ハービンジャー）�１勝
ディーレクタ（18牝黒鹿 リーチザクラウン）���１勝

２代母 カラフルトーク（99鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，飯豊特別２着
アサクサマジック（09	 ＊ホワイトマズル）１勝
ドラゴントーク（10牝 ＊ホワイトマズル）１勝
カラフルマーメイド（12牝 ＊ハービンジャー）入着，�２勝
プランスシャルマン（13	 ジャングルポケット）２勝，芙蓉Ｓ‐LR ２着，百日草特別
デルマウーゾ（15牡 ＊タートルボウル）�２勝�入着
グランクロワ（17	 ジャングルポケット）��入着
１勝��

３代母 シングライクトーク（92鹿 ＊ノーザンテースト）７勝，サンスポ阪神牝馬特別
‐Jpn2 ２着，マーメイドＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ３着，薫風Ｓ，船橋Ｓ
セイレーンズソング（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着，

水仙賞
ジュークジョイント（01牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，福島放送賞，竜飛崎特別２

着，etc.，�２勝
１勝�入着２回，北上川大賞典
シングライクバード（05牝 ＊シンボリクリスエス）５勝，フラワーＣ‐Jpn3 ３着，

博多Ｓ，陣馬特別，etc.
シングウィズジョイ（12牝 マンハッタンカフェ）４勝，フローラＳ‐G2，ター

コイズＳ（重賞）‐L，エリザベス女王杯‐G1 ２着，etc.
シングフォーユー（16牝 ジャスタウェイ）�３勝，スイートピーＳ‐L ２着，テ

レ玉杯，江の島Ｓ２着，etc.
プレミアムトーク（12牡 ＊トワイニング）�１勝��１勝，イノセントＣ３着

４代母 フリートーク（85鹿 ＊リアルシヤダイ）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，フラワーＣ
‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，オークス‐Jpn1 ４着，うぐいす賞２着

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

302 ランダムトーク２０２０ �・鹿 ４／２７
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーランダムトーク ＊サンデーサイレンス

��
��
�カラフルトーク鹿 2007 シングライクトーク

＊ロイヤルレジナ 3d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ランフォーイット（06 USA芦 El Prado）USA２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（24）〕
デスティーノトップ（12牡鹿 Corinthian）�２勝�４勝
スカイムーヴァー（13牡青鹿 ディープインパクト）入着，��５勝
ストラギスト（14牝芦 ステイゴールド）��１勝�入着
ハッピークラッカー（16牝芦 マンハッタンカフェ）���入着�２勝�６勝�
ホワイトブライド（18牝芦 ルーラーシップ）��４勝
ノックスコースト（19牡鹿 ディープブリランテ）��入着

２代母 シーハウシーランズ See How She Runs（99 USA芦 Maria's Mon）USA
８勝，セリーニＳ‐G1，ファンタジーＳ‐G2，Saylorville S‐L，Valid Expe
ctations S‐L，シンガポールプレイト‐G3 ２着，etc.
クロフターCrofter（07� Forestry）USA８勝
トライトゥキャッチハーTry to Catch Her（09 牝 Broken Vow）USA１勝

ユニークファクターUnique Factor（16 牝 ＊ザファクター）�USA４勝，M
cConnell Springs S２着

ステイインディクシー Stay in Dixie（10 牡 Dixie Union）USA・SAU２勝
ドントリーヴミーDon't Leave Me（12牝 Lemon Drop Kid）USA・CAN５勝，

ブルボネットオークス‐G3，オンタリオコリーンＳ‐G3，セリーニＳ‐G3 ２
着，La Lorgnette S‐L ２着

３代母 ボークーガー Beau Cougar（79 USA鹿 Cougar）USA５勝，Rare Perfu
me S３着，Miss Cavandish S３着
ヘイスントゥアド Hasten to Add（90牡 Cozzene）GB・USA５勝，ローレルタ

ーフＣ‐G3，ロスマンズインターナショナル‐G1 ３着，エルクホーンＳ‐G2
２着，etc.，種牡馬

イツアキャット It's a Cat（91 牝 Believe It）不出走
パジャマズ Pajamas（98牝 Cherokee Run）USA１勝，ハニービーＳ‐G3 ３着

キャットアンドザフィドルCat and the Fiddle（98 牝 Maria's Mon）USA入着
ウィニングモーションWinningmotion（06牡 More Than Ready）USA・P

R１勝，C. Jose Celso Barbosa‐L ３着，C. Angel T. Cordero Jr.‐L
３着，種牡馬

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

303 ランフォーイット２０２０ 	・黒鹿 ３／ １
＊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

＊

エルプラード Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�El Prado Lady Capuletランフォーイット シーハウシーランズ Maria's Mon

��
��
�See How She Runs芦USA 2006 Beau Cougar

23b
Caro S4×M5

価格： 購買者：



母 リキアイノキセキ（02青鹿 フジキセキ）�１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キタノエイカン（17牡黒鹿 フリオーソ）��２勝�入着５回
リキノキセキ（19牝青鹿 ＊ダノンレジェンド）�未出走

２代母 リキアイノーザン（85黒鹿 ＊ノーザンディクテイター）７勝，京都牝馬特別
‐Jpn3（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn3，中山牝馬Ｓ
‐Jpn3 ２着，漁火特別，etc.
リキアイワンダー（93牝 ＊クリスタルグリツターズ）２勝，清滝特別３着

テイエムメガロ（98牡 ホリスキー）１勝，��３勝
アクティブワンダー（00牝 ＊アサティス）�４勝�，楠賞，園田ジュニアＣ３着
キャプテンマジン（05牡 ＊キャプテンスティーヴ）４勝，��入着 11回，由布岳

賞３着，はがくれ大賞典３着
リキアイタイヨー（94牡 ＊ヘクタープロテクター）３勝，伊丹特別２着，御嶽特別３

着，タイランドＣ３着
リキアイトニーオー（95牡 ＊トニービン）１勝，�４勝��
リキアイフォーティ（97牡 ＊フォーティナイナー）入着４回，	１勝�２勝

リキアイセイザ（00牡 ＊フォーティナイナー）１勝
リキアイアチーブ（04牝 ＊ボストンハーバー）�５勝
アクトオブグレイス（05牝 ＊スキャン）入着，�２勝
ランギット（08牡 リキアイワカタカ）入着２回，�３勝

３代母 サミースパータン（72鹿 ＊サミーデイヴイス）出走
タカノカイウン（79牡 ＊オーバーサーブ）３勝，下鴨特別，葉牡丹賞
サミーテンリユウ（80牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，アメジストＨ
マイスパータン（84牡 ＊マイスワロー）１勝，新涼特別，飛騨特別２着，	５勝�３

勝�入着�，農林水産大臣賞典２着，etc.
リキアイエイカン（86牡 ＊ノーザンディクテイター）４勝，洲本特別，恵那特別，犬

山特別３着

４代母 チトセワンダー（64黒鹿 ＊ズクロ）出走
［子］ スパータンエイト（73牡 ＊サミーデイヴイス）５勝，短距離特別，須磨特別

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

304 リキアイノキセキ２０２０ �・黒鹿 ２／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーリキアイノキセキ ＊ノーザンディクテイター

��
��
�リキアイノーザン青鹿 2002 サミースパータン

＊フラッタリー 14f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ルナルナ（01栗 ＊アフリート）�１勝��入着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－７（24）〕
タイセイアドミラル（07牡鹿 ミラクルアドマイヤ）��１勝��１勝・５勝�入着�
ドリームリフター（10牡鹿 ＊ゼンノエルシド）�１勝��１勝
ライトサーパス（11牡栗 ＊ファンタスティックライト）�２勝
クインズメモリア（12牝鹿 ステイゴールド）�７勝
マイゴルゴンゾーラ（13牡栗 ディープスカイ）�２勝�入着，飛燕賞（Ｄ1800）３着
ルナフェスタ（15牝鹿 ナカヤマフェスタ）�１勝��入着３回
キティマグネット（17牡栗 ジャングルポケット）	�３勝
オースミキャスト（18牡鹿 フェノーメノ）	�出走

２代母 オースミサツキ（93栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
フリーバード（00牝 ＊アフリート）�１勝

スイリンカ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）３勝，こぶし賞
イエスプリーズ（04牝 スペシャルウィーク）�２勝

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

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

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

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

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

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

‐Jpn1 ２着，羊ヶ丘特別，etc.

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

305 ルナルナ２０２０ 牡・鹿 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyルナルナ ＊ブライアンズタイム

��
��
�オースミサツキ栗 2001 ルナパーク

＊サイクラス 13c
ノーザンテースト S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ルージェリティ（12 IRE 鹿 Dubawi）GB入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シャイニングルキア（18牝鹿 スズカコーズウェイ）��１勝

２代母 マッチファスターMuch Faster（01 IRE 鹿 ＊ファスリエフ）GB・FR４勝，
ロベールパパン賞‐G2，ボワ賞‐G3，P. La Fleche‐L，モルニー賞‐G1 ２着
シュガーフリー Sugar Free（06 牝 Oasis Dream）GB・IRE２勝，Land O'Burn

s S‐L，フライイングファイヴＳ‐G3 ３着
ハイトゥエルヴHigh Twelve（07� Montjeu）GB・UAE・OMN３勝
アペイスApace（08牝 Oasis Dream）GB２勝

ビョルン Bjorn（18牡 Acclamation）�ITY３勝，P. Gardone‐L，P. Ru
mon‐L ３着

カレンダーCallender（14 牡 Exceed And Excel）�GB・IRE・SIN８勝

３代母 ＊インターラプション（95 GB栗 Zafonic）不出走
トーセンアーチャー（04牡 Barathea）５勝，トパーズＳ‐L ３着，観月橋Ｓ，etc.，

��入着２回，京成盃グランドマイラーズ２着，KOR１勝

４代母 インターミッション Intermission（73 GB栗 Stage Door Johnny）GB３勝，
Cambridgeshire H‐L
［子］ インテリム Interim（91牝 Sadler's Wells）GB・FR・USA５勝，ラプレヴ

ォワイヤントＨ‐G2，リヴァーシティーズＳ‐G3，Waya H‐L，etc.
インターヴァル Interval（84 牝 Habitat）GB・FR４勝，モーリスドゲー
スト賞‐G2，Hackwood S‐L，英１０００ギニー‐G1 ３着，etc.

［孫］ ミッドシップスMidships（05 牡 Mizzen Mast）GB・USA５勝，チャー
ルズホイッティンガムメモリアルＨ‐G1，サンフアンカピストラーノ
Ｈ‐G2，サンルイスレイＨ‐G2，etc.，種牡馬

インヴァイテドゲスト Invited Guest（84 牝 Be My Guest）GB・FR・I
RE・USA10 勝，フィリーズマイル‐G2，サンゴルゴニオＨ‐G2，ゴ
ールデンポピーＨ‐G3，etc.

ボンポワン Bon Point（90 牡 ＊ソヴィエトスター）FR・USA９勝，カー
ネルＦＷケスターＨ‐G2，クインシー賞‐G3，Grand Flotilla H‐L，etc.，
種牡馬

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

306 ルージェリティ２０２０ �・芦 ５／１８
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊

デュバウィ Dubai Millennium

�
�
�
�
�

��
��

�Dubawi Zomaradahルージェリティ マッチファスター ＊ファスリエフ

��
��
�Much Faster鹿IRE 2012 ＊インターラプション

1p
Mr. Prospector S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 レインボーマリーン（06鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
プレアデスマリーン（12牝黒鹿 スペシャルウィーク）�１勝
デヴァター（19牝鹿 トーセンラー）�地方未出走

２代母 ＊スーパーバレリーナ（94 CAN鹿 Storm Bird）入着
シングルプレイヤー（99牡 ＊アフリート）２勝
ウインバリアシオン（08牡 ハーツクライ）４勝，日経賞‐G2，青葉賞‐G2，日本ダ

ービー‐G1 ２着，有馬記念‐G1 ２着，菊花賞‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ガーランドワルツ（14牝 ハーツクライ）１勝
ビップベリンダ（15牝 ハーツクライ）１勝

３代母 ＊カウントオンアチェンジ（87 USA栗 Time for a Change）USA６勝，Et
obicoke H‐L（２回），George C. Hendrie H‐L ２着，Ontario Matron S
‐R ３着，Ontario Matron H‐R ３着
ナイスチェンジNice Change（95牝 Gulch）USA入着２回

シドカップ Sidcup（02� Running Stag）USA４勝，Prairie Bayou S，
Tejano Run S２着

ロックゴールド Rock Gold（04� El Prado）USA５勝，Don Ciccio S３着
バーニーファイフBarnie Fife（96 牝 Deputy Minister）USA入着

アメリカンクラシック American Classic（04� Distorted Humor）USA10 勝，
Budweiser S，Bill Thomas Memorial S２着，K.L.A.Q. H２
着，etc.

ニコネリーNiconellie（12� West Acre）USA４勝，Prized S‐R ３着，
Gulfstream Park Unbridled S‐R ３着

４代母 カウントオンキャシー Count On Kathy（78 USA芦 Dancing Count）US
A４勝，Flirtation S２着，Politely S‐R ２着，Miss Delaware S３着，
Windfall H‐R ３着，Caesar's Wish H‐R ３着，etc.
［孫］ カウンテスダイアナ Countess Diana（95牝 Deerhound）USA７勝，ス

ピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1，スカイラヴ
ィルＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： 鹿戸 和幸＝日高町幾千世 �01456-2-6767
生 産 牧 場： 鹿戸 和幸
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

307 レインボーマリーン２０２０ �・鹿 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモレインボーマリーン
＊ Storm Bird

��
��
�スーパーバレリーナ鹿 2006 ＊カウントオンアチェンジ

19c
Northern Dancer M4×S5×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 レオキラメキ（07黒鹿 ＊アルカセット）入着３回，��２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ラルムオブダリア（18牝鹿 ナムラタイタン）���１勝
パワースレイヴ（19牝栗 エスポワールシチー）���出走

２代母 ユーワテイクワン（95青鹿 ＊ヒシマサル）１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，長岡特別２着
レオシュガー（02牝 ＊トワイニング）１勝
レオエンジェル（03牝 ＊ムタファーウエク）�４勝
レオスマイル（04牝 トーホウエンペラー）１勝，��３勝
レオプログレス（05牡 ステイゴールド）３勝，九十九里特別，瓢湖特別，陣馬特別

２着，鹿野山特別２着，潮来特別２着，etc.，�２勝
アルメナーラ（08牝 ＊ルールオブロー）入着，�１勝��
ハチミツ（09牝 アドマイヤマックス）�１勝�３勝
ロッカビアンカ（11牡 スリーロールス）�１勝�３勝	入着４回

３代母 ＊トライアンフアンドジョイ（84 USA鹿 Mari's Book）USA出走
クイーンオヴトライアンフQueen of Triumph（89牝 King of the North）USA

５勝，ブシャーＨ‐G3，New York Stallion S‐R，マザーグースＳ‐G1 ３
着，etc.

リリースラッガー（97牡 ウイニングチケット）３勝，城崎特別３着，雪割草特別３着

４代母 レイディアブラ Lady Abla（72 ARG栗 Alsina）USA・ARG６勝，P. Man
uel F. Gnecco，P. Clemente Benavides，P. Nereida３着
［子］ キュープコイズジョイ Cupecoy's Joy（79 牝 ＊ノーザリー）USA６勝，

エイコーンＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1，Montauk S‐LR，etc.
［孫］ シシリアンボーイ Sicilian Boy（01牡 Senor Speedy）USA９勝，Kin

gston H‐R ２着
［曾孫］ スイートリッキー Sweet Ricky（98牡 Astudillo）USA・PAN５勝，Alex

M. Robb H‐R，New York Derby‐R，Mike Lee S‐R ２着
ウィンドブローズWind Blows（97牝 Senor Speedy）USA１勝，Ea
st View S‐R ２着

シークレットバンドル Secret Bundle（90 牝 ＊セクレト）USA１勝，K
entucky Breeders' Cup S３着

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621

308 レオキラメキ２０２０ 牡・栗 ４／１９
＊ 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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナレオキラメキ ＊ヒシマサル

��
��
�ユーワテイクワン黒鹿 2007 ＊トライアンフアンドジョイ

4h
Mr. Prospector S3×M4 Bold Ruler S5×M5

価格： 購買者：



母 レチャーダ（09鹿 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５）〕
ゲンパチケンシン（14牡芦 ＊クロフネ）３勝，萌黄賞（芝 1200）２着，会津特別
（芝 1200）３着，小樽特別（芝 1200）３着

バケットリスト（15牝鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，衣笠特別（芝 1800）２着，若
竹賞（芝 1800）２着

シゲルヤマザクラ（19牝鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 ドゥルセデレーチェ（03栗 ＊フレンチデピュティ）出走
メイラード（10牡 アグネスタキオン）��１勝�入着
エコロディバイン（18牡 ドゥラメンテ）��２勝

３代母 ＊ポトリザリス（95 ARG栗 Potrillazo）USA・ARG・PER・UAE４勝，ナシ
オナル大賞‐G1，亜オークス‐G1
ディアデラノビア（02牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，フローラＳ‐Jpn2，愛知杯

‐G3，京都牝馬Ｓ‐G3，etc.
ディアデラマドレ（10牝 キングカメハメハ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，愛知杯

‐G3，マーメイドＳ‐G3，etc.
クラヴェル（17牝 エピファネイア）�３勝，マーメイドＳ‐G3 ２着，中京
記念‐G3 ３着，三面川特別，etc.

ディアデルレイ（11牡 キングカメハメハ）７勝，福島民友Ｃ‐L，マーチＳ‐G3
２着，師走Ｓ‐OP，etc.，��１勝�

サンマルティン（12� ＊ハービンジャー）６勝，都大路Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ２
着，むらさき賞，etc.，��３勝��

ドレッドノータス（13� ＊ハービンジャー）６勝，京都大賞典‐G2，Ｒ－ＮＩＫ
ＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.

ディオスバリエンテ（18牡 ロードカナロア）�１勝，プリンシパルＳ‐L ２着
イグアス（08牡 ディープインパクト）３勝，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，高雄特別，

かきつばた賞，etc.

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

309 レチャーダ２０２０ �・栗 ５／ ８
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレチャーダ ＊フレンチデピュティ

��
��
�ドゥルセデレーチェ鹿 2009 ＊ポトリザリス

2u
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 レッドクリフ（09栗 ＊タップダンスシチー）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ヴィーヴォ（17牡栗 キングヘイロー）��２勝�１勝
アプリ（18牝栗 キングヘイロー）��１勝��
ハマショー（19牝栗 キングヘイロー）�地方未出走

２代母 エンジェルファタル（00栗 ＊フォーティナイナー）入着
スモールキング（08牡 キングヘイロー）３勝，中京競馬場グランドＯＰ記念３着
ベルガド（15牡 スズカフェニックス）１勝，若菜賞２着，�１勝
ノースキング（18牡 キングヘイロー）���１勝

３代母 サクセスウーマン（86青 ハイセイコー）入着２回
ダンディリーフ（91牡 ＊サウスアトランテイツク）��３勝，黒潮盃２着，ニューイ

ヤーＣ２着，ゴールドジュニアー
シゲノタイトル（92牝 ニチドウアラシ）�５勝

アサティスダイオー（99牡 ＊アサティス）�３勝��２勝�１勝，京浜盃３着，
栄冠賞

アサティスジョオー（02牝 ＊アサティス）��３勝，東京２歳優駿牝馬
ガルシーズン（09牝 タヤスツヨシ）�３勝��入着２回�，ル・プランタ
ン賞２着

マイネルマックス（94牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，マイラ
ーズＣ‐Jpn2，京成杯３歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡，種牡馬

マイネルサクセス（96牡 ＊ステートリードン）２勝，すみれＳ‐OP ２着，飯坂特別，
�１勝	

ダンシングホーク（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝，ＴＶ埼玉杯３着

４代母 ヤマノセーハ（80栗 ＊ダンデイルート）２勝

５代母 ＊トリーソング（61 GB青 Buisson Ardent）不出走
［曾孫］ トシザブイ（96牡 ＊ヴィジョン）６勝，目黒記念‐Jpn2（２回），ダイヤモ

ンドＳ‐Jpn3 ３着（２回），万葉Ｓ‐OP，etc.
インターシュプール（89
 ＊ワツスルタツチ）５勝，新潟記念‐Jpn3，北九州
記念‐Jpn3 ３着，ＢＳＮオープン‐OP ３着，etc.，��入着���

販売申込者・所有者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605
生 産 牧 場： ㈲サンコウ牧場
飼 養 者： ㈲サンコウ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-9523-3605

310 レッドクリフ２０２０ �・栗 ４／２２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊ Pleasant Tap

�
�
�
�
�

��
��

�タップダンスシチー All Danceレッドクリフ ＊フォーティナイナー

��
��
�エンジェルファタル栗 2009 サクセスウーマン

＊トリーソング 9h
Mr. Prospector M4×S5×S5 Stage Door Johnny S5×M5

価格： 購買者：



母 レッドメイヴ（11鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（10）〕
メイクアノイズ（16牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�３勝�１勝��入着３回
ランテーナモア（17牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�出走，�３勝��２勝
オリエンタルメラク（18牝鹿 ＊マクフィ）��１勝
タイセイデザイナー（19牝鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ＊シンディ（00 USA鹿 A.P. Indy）GB・FR１勝
シンデレラロマンス（05牝 Elusive Quality）２勝，�１勝

レッドカーラ（12牝 マンハッタンカフェ）２勝，タイランドＣ，鷹巣山特別２
着，久多特別２着

イノセントリーサム（07牡 ネオユニヴァース）２勝，�２勝
ツクバコガネオー（08� キングカメハメハ）５勝，マリーンＳ‐LR ３着（２回），ラジオ

日本賞‐OP ２着，ラジオ日本賞‐OP ３着，師走Ｓ，釧路湿原特別，etc.，�１勝
モンシュシュ（10牝 スペシャルウィーク）２勝，滝桜賞，沈丁花賞２着，��入着，

関東オークス‐Jpn2 ３着
アオイオンリーワン（12牡 ネオユニヴァース）３勝

３代母 ダンスディザインDance Design（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・FR・IR
E・GER・USA７勝，愛オークス‐G1，愛プリティポリーＳ‐G2（２回），タタソ
ールズゴールドＣ‐G2，Mooresbridge S‐L，Debutante S‐L，etc.
ダンストゥザバンドDance to the Band（03牝 Kingmambo）IRE出走

マーラデスピナMara Despina（10牝 Oratorio）TUR５勝，Ayasofya S
‐L ３着

サルサステップス Salsa Steps（04 牝 Giant's Causeway）GB２勝
スパイシーダル Spicy Dal（10 牝 Dalakhani）GB１勝，Ballymacoll Stud S

‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 �0146-47-2502
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6699-0027

311 レッドメイヴ２０２０ 牡・栗 ５／ ９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアレッドメイヴ
＊ A.P. Indy

��
��
�シンディ鹿 2011 Dance Design

23a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レディクローリス（01鹿 ＊フォーティナイナー）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－６（22）〕
エーブマンテン（08牡鹿 ＊ファンタスティックライト）�２勝
フレイムミーティア（10牝鹿 ＊ファンタスティックライト）�１勝�４勝
ノルウェーノモリ（11牝栗 ディープスカイ）入着，�３勝
ブルーパラダイス（15牝鹿 ロードカナロア）�１勝��２勝
テンプテーション（16牡鹿 ジャスタウェイ）入着，���３勝�４勝
クローリスノキセキ（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）�入着２回，すずらん賞‐OP
（芝 1200）２着，しゃくなげ賞（芝 1200）２着，�２勝

２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，北海道新聞杯，立冬特別２着，etc.
レディミューズ（97牝 ＊ティンバーカントリー）３勝，チューリップ賞‐Jpn3 ２着，

オークス‐Jpn1 ４着，千葉ＴＶ杯，江の島特別２着，八ケ岳特別２着，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，ダリア賞‐OP ２着，��１勝，関東オークス‐Jpn2
フェリス（10牝 ジャングルポケット）出走
ロードマイウェイ（16牡 ジャスタウェイ）�６勝，チャレンジＣ‐G3，ポ
ートアイランドＳ‐L，キャピタルＳ‐L ２着，長岡Ｓ，八ヶ岳特別，etc.

トレジャー（98牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，都大路Ｓ‐L，目黒記念‐Jpn2 ２着，
セントライト記念‐Jpn2 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3 ２着，東風Ｓ‐L
２着（２回），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，ユートピアＳ２着，八雲特別２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，町田特別，青嵐賞，etc.
ロードアルファード（03牡 ＊エルコンドルパサー）３勝，ゴールデンブーツＴ２着，

石和特別２着，稲荷特別２着，小牧特別２着，北洋特別２着，etc.

３代母 ＊ハッピートレイルズ（84 IRE 鹿 ＊ポツセ）IRE入着

販売申込者・所有者： 山際 智＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0360
生 産 牧 場： 山際 智
飼 養 者： ㈲ヤマダステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-8111

312 レディクローリス２０２０ �・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileレディクローリス
＊ Caerleon

��
��
�シンコウラブリイ鹿 2001 ＊ハッピートレイルズ

4d
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊レディーロックフォード（09 IRE 鹿 Invincible Spirit）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（24）〕
タイガーバローズ（14牡鹿 ＊アグネスデジタル）��１勝�５勝
ミスベル（15牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）��５勝
ロックスピリット（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）入着３回，��６勝�５勝���入

着２回
マーブルレディー（17牝鹿 ダイワメジャー）入着，��２勝
パルマフレイバー（19牡黒鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 シーザレイディ Sheezalady（97 GB黒鹿 Zafonic）不出走
ファストカンパニー Fast Company（05牡 Danehill Dancer）GB２勝，エイコム

Ｓ‐G3，デューハーストＳ‐G1 ２着，種牡馬

３代母 ＊カナディアンミルⅡ（84 USA青鹿 Mill Reef）GB１勝，チヴァリーパークＳ
‐G1 ２着
ハワジス Hawajiss（91 牝 Kris）GB・IRE４勝，英ナッソーＳ‐G2，ミュージドラ

Ｓ‐G3，メイヒルＳ‐G3，etc.
ロイヤルキッスRoyal Kiss（98 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）GB入着
ナッシュヴィルNashville（08	 Darci Brahma）AUS・NZ15勝，オタキマ
オリ馬齢Ｓ‐G1（２回），チャーチルＳ‐G2，ＣＪＣウインターＣ‐G3，etc.

レストフルプレイスRestful Place（92 牝 Polish Precedent）不出走
トルンバ Torumba（96	 Marscay）AUS５勝，MRCChristmas S‐L，

VATCMercedes‐Benz S‐L
ウィーヴァーオヴワーズWeaver ofWords（96 牝 ＊デインヒル）GB１勝

ダーティDirty（04 牝 Hussonet）AUS４勝，BRC Vo Rogue Plate‐L
ホイットラムWhitlam（08	 Elusive Quality）AUS６勝，SAJC City of Ma

rion S‐L，ＳＡＪＣスプリングＳ‐G3 ２着，Oakbank RC Hills Railw
ay S‐L ２着

エティモロジー Etymology（12	 New Approach）AUS５勝，ATC Austr
alia Day Cup‐L，VRC Bagot H‐L，ＳＡＪＣＳＡダービー‐G1 ２
着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

313 レディーロックフォード２０２０ 牡・鹿 ４／１５

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊

インヴィンシブルスピリット Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Invincible Spirit Rafhaレディーロックフォード シーザレイディ Zafonic

��
��
�Sheezalady鹿IRE 2009 ＊カナディアンミルⅡ

52
Danzig S3×M4 GoneWest S4×M4

価格： 購買者：



母 ロイヤルクリッパー（06栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（８）〕
クリッパールート（12牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）３勝
クリッパークラス（16牝栗 スクリーンヒーロー）�２勝，横手特別（芝 1200），�２勝
サラコナン（18牡青鹿 シビルウォー）��３勝�３勝，兵庫ユースＣ（Ｄ1400）

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.

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
ティーパーティー（90牝 ＊リアルシヤダイ）不出走

ツルマルブラボー（98牝 ダンスインザダーク）２勝，国東特別，�４勝��入着�
アッサムヒル（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： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

314 ロイヤルクリッパー２０２０ 牡・栗 ５／１３
＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラロイヤルクリッパー ＊トニービン

��
��
�ティークリッパー栗 2006 テイーブレーク

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

価格： 購買者：



母 レモンイエロー（12鹿 サクラバクシンオー）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
セサミン（18牝鹿 オーシャンブルー）��入着３回�

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

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

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

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

［孫］ シンネン（10牡 ステイゴールド）２勝，あすなろ賞

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

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

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

［曾孫］ バイラ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP ３着，
ポラリスＳ‐OP ３着，etc.，��１勝��

フェリシアルチア（14牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�	８勝
，日本海
スプリント，徽軫賞３着

販売申込者・所有者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334
生 産 牧 場： �カケハムポニークラブ
飼 養 者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334

315 レモンイエロー２０２０ �・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

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモレモンイエロー フジキセキ

��
��
�ルーシーショー鹿 2012 タガノヴィヴィアン

＊ダンスチャーマー 11g
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 レモンリーフ（01黒鹿 ＊リンドシェーバー）１勝，福島２歳Ｓ‐OP（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－５（14）〕
フェロダークベイ（07牝黒鹿 アドマイヤドン）入着，�１勝
リッシンロケット（10牡芦 アドマイヤコジーン）２勝，�３勝
ヨシミツクン（12牡鹿 エイシンデピュティ）�１勝�
ムッシュレノ（14牡鹿 トランセンド）��２勝�５勝
ルールシェーバー（17牡鹿 ストロングリターン）�１勝
レディブラウン（18牝青鹿 フリオーソ）���１勝�１勝，桜花賞（Ｄ1600）３着，

リリーＣ（Ｄ1200）２着

２代母 レースミストレス（96黒鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
スタイリッシュラブ（04牝 ジャングルポケット）�２勝�４勝��１勝�
マーチインパクト（05牡 ＊ムーンバラッド）入着，胎内川特別２着，�４勝�
キャンディアップル（06牝 ＊フレンチデピュティ）	２勝
ピンクジャスミン（07牝 ＊シンボリクリスエス）入着，障害１勝，�１勝�入着
サンスカーラ（09牡 ＊ファルブラヴ）�５勝
オクターヴ（10牝 ＊ファルブラヴ）�１勝�入着５回�
カシノキングダム（12牡 ＊サウスヴィグラス）１勝
プリンセスミオ（14牝 フリオーソ）�８勝��１勝

３代母 ＊ドッフ（82 USA鹿 Mr. Prospector）USA２勝
ドレスDress（88 牝 Topsider）USA４勝

アンスエプトUnswept（00
 ＊エンドスウィープ）USA９勝，Damon Runy
on S‐R ２着，Fred Cappy Capossela S‐L ３着

ブランズウィック Brunswick（89 牡 Private Account）USA８勝，ホイットニーＨ
‐G1，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1 ３着，Hialeah Sprint Championsh
ip H‐L ２着，種牡馬

ビストロドゥパリ（93牝 ＊フレンチグローリー）１勝
サイレントベッド（03牝 ＊ソウルオブザマター）入着２回
ディアセオリー（17牡 サムライハート）�２勝，プリンシパルＳ‐L ３着，
姫川特別，ホンコンＪＣＴ３着

ナムラマース（04牡 ＊チーフベアハート）４勝，毎日杯‐Jpn3，札幌２歳Ｓ
‐Jpn3，日経新春杯‐G2 ２着，etc.，�４勝

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �090-3125-8387
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

316 レモンリーフ２０２０ 牡・鹿 ４／２９
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�リンドシェーバー ＊ベーシイドレモンリーフ ＊サンデーサイレンス

��
��
�レースミストレス黒鹿 2001 ＊ドッフ

1n
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M5 Raise a Native S4×M4×M5
Nashua S5×S5
価格： 購買者：



母 レディマスグレイヴ（12鹿 ＊コマンズ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
シントーミリアン（16牡黒鹿 ＊モンテロッソ）���２勝
モダンライフ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）���１勝

２代母 ＊ロシャーニ（97 IRE 鹿 Kris）GB２勝
ザインゼン Zayn Zen（02牝 Singspiel）GB３勝，Fleur de Lys S‐L，プリンセ

スエリザベスＳ‐G3 ３着
エンナード Ennaadd（13牡 ＊キングズベスト）GB４勝，Kempton Hyde S

‐L，Paradise S‐L ２着
ザーフラン Zaafran（03牝 Singspiel）GB・UAE３勝，Cape Verdi S‐L ３着

ザフィーズプライド Zaffy's Pride（18 牝 Pride Of Dubai）�GB・IRE２勝，
Star Appeal S‐L，アサシＳ‐G3 ２着，キラヴランＳ‐G3 ２着

ロハインRohain（05 牝 Singspiel）不出走
オージーレインズ Aussie Reigns（10� Aussie Rules）GB・IRE・UAE４勝，

Wild Flower S‐L，ヘンリー二世Ｓ‐G3 ３着，ウィンターダービー
‐G3 ３着，Floodlit S‐L ３着，IRE障害１勝

アイサレジョウズ（10牝 Refuse to Bend）１勝
ハクサンエガオ（18牝 ハクサンムーン）��２勝，ノトキリシマ賞３着

グランツ（11牡 ＊コマンズ）１勝

３代母 マラトーナMaratona（79 GB鹿 Be My Guest）FR出走
エンプロイフォース Employ Force（84 牝 Alleged）GB・ITY入着，P. Fausta

‐L ３着
アーリントンエイトArlington Eight（87 牝 Saratoga Six）USA３勝

エイドリアン Adrian（00� Glory of Dancer）IND１勝，Maharaja's Cup
‐L，Bangalore Derby‐LR ２着

バックルBuckle（96 牝 Common Grounds）GB・FR２勝
ウォーターウェイズWaterways（03 牝 Alhaarth）GB・IRE３勝，Marble H

ill S‐L，Swordlestown Stud Sprint S‐L ２着，Tipperary S‐L
２着，etc.

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

317 レディマスグレイヴ２０２０ �・栗 ３／２２

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲
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�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseレディマスグレイヴ
＊ Kris

��
��
�ロシャーニ鹿 2012 Maratona

9c
Northern Dancer S5×M5×M5 His Majesty S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ロアジス（11 USA鹿 Medaglia d'Oro）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
テーオープラトン（17牡栗 ゼンノロブロイ）��２勝
アラメア（18牝鹿 ドゥラメンテ）��１勝

２代母 コーネリア（07鹿 ＊フォーティナイナー）不出走
＊グラブザフラッグ（12� Tapit）１勝，浄土平特別２着，唐戸特別２着，セントポー

リア賞３着
＊ソウルセイバー（15� ＊ストリートセンス）２勝

３代母 ＊キャットクイル（90 CAN鹿 Storm Cat）GB入着
ファレノプシス（95牝 ＊ブライアンズタイム）７勝，桜花賞‐Jpn1，秋華賞‐Jpn1，

エリザベス女王杯‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優３牝，優古牝
アディアフォーン（06牝 ダンスインザダーク）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３

着，対馬特別３着
ラナンキュラス（07牝 スペシャルウィーク）２勝，フィリーズレビュー‐G2 ２

着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ４着，りんどう賞
アランダ（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，さざんか賞３着

ネイキッド（04牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，エルムＳ‐G3 ２着，平安Ｓ
‐G3 ３着，ベテルギウスＳ‐OP ３着，etc.

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

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

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，

有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬
ビワハヤヒデ（90牡 ＊シャルード）10勝，菊花賞‐Jpn1，天皇賞（春）
‐Jpn1，宝塚記念‐Jpn1，etc.，年代表，優３牡，優古牡，種牡馬

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

318 ロアジス２０２０ 牡・黒鹿 ３／３０

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayロアジス ＊フォーティナイナー

��
��
�コーネリア鹿USA 2011 ＊キャットクイル

13a
Mr. Prospector S4×M4 Damascus M5×M5

価格： 購買者：



母 ロッタ（04鹿 ＊ティンバーカントリー）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（33）〕
カッサイ（11牡鹿 スクリーンヒーロー）１勝，��１勝・17勝��入着３回���，

建依別賞（Ｄ1400），黒潮スプリンターズＣ（Ｄ1300），珊瑚冠賞（Ｄ1900）２
着，園田ＦＣスプリント（Ｄ0820）２着（２回），だるま夕日賞（Ｄ1600）２着，
黒潮マイルＣｈＳ（Ｄ1600）２着，建依別賞（Ｄ1400）２着，トレノ賞（Ｄ1300）
２着，トレノ賞（Ｄ1300）３着，福永洋一記念（Ｄ1600）３着，etc.

ムゲット（12牝黒鹿 ＊ホワイトマズル）�５勝�１勝�２勝��
ウインイノベーター（15牡鹿 ナカヤマフェスタ）１勝
タイニークイーン（16牝栗 タイムパラドックス）	��３勝
タイニーキング（17牡栗 アンライバルド）	��入着�４勝�
ザヴォーグ（19牡栗 ネオユニヴァース）	未出走

２代母 タイランツフェイム（93鹿 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，織姫賞２着
ミススズラン（01牝 バブルガムフェロー）�11 勝
マイネルアラバンサ（03牡 スペシャルウィーク）２勝，青葉賞‐Jpn2 ２着，毎日杯

‐Jpn3 ３着，すみれＳ‐OP ２着，弥彦特別，�７勝�１勝，マーチＣ，etc.
シーキングフェイム（07牝 ダンスインザダーク）３勝，忘れな草賞‐OP ３着，壇之

浦特別，遊楽部特別，八雲特別２着，日田特別２着，etc.
オギノシュタイン（08牝 ディープインパクト）�２勝��入着２回�

シンボ（17牡 ＊ベーカバド）	１勝，横津岳特別，
１勝�１勝�，北海優駿２
着，金杯，寒菊賞２着，知床賞２着，etc.

タイセイローマン（09牡 アドマイヤドン）２勝，ホープフルＪＳ２着，�１勝
��

３代母 フロリンダ（87鹿 ミスターシービー）１勝
ゴールドバニー（96牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別

マルモリバニー（10牝 ダンスインザダーク）��入着
セイウンヴィーナス（17牝 カレンブラックヒル）	３勝，クイーンＣ‐G3
３着，八丈島特別２着，カーネーションＣ２着，etc.

４代母 フジタカレデイ（78芦 ＊バーバー）入着
［子］ マツクスビユーテイ（84牝 ＊ブレイヴエストローマン）10勝，オークス

‐Jpn1，桜花賞‐Jpn1，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

319 ロッタ２０２０ 牡・黒鹿 ５／２１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenロッタ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�タイランツフェイム鹿 2004 フロリンダ

＊タイランツクヰーン 14f
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 ロンドインディ（02栃栗 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－４（13）〕
セレスロンディー（07牡青 ＊プリサイスエンド）３勝，シンザン記念‐G3 ３着，こ

ぶし賞（芝 1600）３着，千両賞（芝 1600）３着
トリックスター（09牡黒鹿 ＊プリサイスエンド）�４勝�入着
タカオホース（10牡鹿 ＊プリサイスエンド）��４勝
レーサーズエッジ（11牝青 ＊プリサイスエンド）��１勝
スプリングブレンド（13牝栗 ＊プリサイスエンド）��４勝
チョウナイス（17牝青 メイショウボーラー）��出走�出走

２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，ホープフルＳ‐OP，オーシャンＳ‐OP ２着，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，筑前特別３着，

ホンコンＪＣＴ３着，�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
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，�	入着�３勝��

フェイディアス（00牡 ＊マイニング）１勝

３代母 シヤダイアンブリー（76黒鹿 ＊モデルフール）��１勝
サクラギヤル（83牝 ＊ノーザンテースト）１勝，おけさ特別３着

サクラエキスパート（93牡 サクラチヨノオー）６勝，愛知杯‐Jpn3，函館記念
‐Jpn3 ２着，カブトヤマ記念‐Jpn3 ２着，etc.

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.

ダイナプリズム（84牝 ＊ノーザンテースト）２勝，さくらんぼ賞３着
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.
バロール（87牡 ＊ノーザンテースト）３勝，豊後特別３着

販売申込者・所有者： 沢井 義一＝様似町田代 �0146-36-4608
生 産 牧 場： 沢井 義一
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

320 ロンドインディ２０２０ 牡・鹿 ３／２６

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Seeking the Gold

�
�
�
�
�
�
�
�
� Con Gameロードアルティマ セクレターム Secretariat

��
��
�SecrettameUSA 黒鹿 2000 Tamerett

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーロンドインディ ＊ノーザンテースト

��
��
�アンブローシア栃栗 2002 シヤダイアンブリー

＊アンブリー 7
Tom Fool S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ロールラフィネ（16鹿 Medaglia d'Oro）出走
初仔

２代母 ＊レニーズゴットジップ（09 USA栗 City Zip）USA８勝，サンタイネスＳ
‐G2，ランチョベルナルドＨ‐G3，C.E.R.F. S‐R（２回），Skillful Joy S，
サンタアニタオークス‐G1 ２着，etc.
ストリクトコード（17牝 ディープインパクト）�３勝，横津岳特別
スプリングイズヒア（18牝 キングカメハメハ）���２勝

３代母 ノードレスコードNo Dress Code（00 USA栗 Distorted Humor）USA１勝
フーウェアーズザパンツWhowearsthepants（06 牝 Congaree）USA・CAN２勝
オーヴィルガットイーヴンOrville Got Even（08� Stephen Got Even）CAN２勝
エルエーフリーウェイ L. A. Freeway（11� Run Away and Hide）�USA10 勝
カムアズユーアーCome as You Are（12牡 Run Away and Hide）USA１勝
セヴンスセンス Seventh Sense（13 牡 City Zip）�USA・TUR８勝

４代母 ウェストフォールドヴェイルWestfold Vale（89 USA栗 Flying Paster）U
SA８勝，La Primavera H
［子］ エマリア Emmaria（97 牝 ＊ハンセル）USA４勝，Miss Houston S２

着，Bayou City S３着
ペストPesto（99� Prospector Jones）USA６勝
ロージーリヴァーRosey River（96 牝 River Special）USA２勝
ウェスタンシルヴァーWestern Silver（09 牝 Silver Season）USA１勝
シルヴァーブレットマン Silver Bullet Man（08� Silver Season）USA１勝

［孫］ ジムソン Jimson（03� Prospector Jones）USA７勝
ドゥーダットDoodat（05� Silver Season）USA３勝

５代母 インホープス In Hopes（82 USA鹿 Affirmed）USA１勝，Straight Deal S
‐R ２着
［子］ ビッグジャグ Big Jag（93� Kleven）USA・UAE・HKG13勝，パロスヴ

ェルデスＨ‐G2，サンカルロスＨ‐G2，ポトレログランデＨ‐G2，etc.
［曾孫］ ファーライト Far Right（12 牡 Notional）USA４勝，サウスウェストＳ

‐G3，Smarty Jones S‐L，アーカンソーダービー‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： ベルサイユステーブル㈱
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

321 ロールラフィネ２０２０ 牡・栗 ４／１１
＊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

メダーリアドーロ El Prado

�
�
�
�
�

��
��

�Medaglia d'Oro Cappucino Bayロールラフィネ
＊ City Zip

��
��
�レニーズゴットジップ鹿 2016 No Dress Code

A4
Halo S4×S5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ラブルビー（07栃栗 ＊ティンバーカントリー）�13 勝�入着４回��
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
ボンテン（15牡鹿 アッミラーレ）１勝
ザセイシュンズモウ（16牝栗 スマートファルコン）�２勝
ラブマリリン（17牝鹿 トゥザグローリー）�１勝
イントゥザワールド（18牡鹿 ワールドエース）�１勝

２代母 スカイスケイプ（01栗 ＊フォーティナイナー）出走
ジェジェジェ（11牝 ＊ボストンハーバー）�１勝��入着２回
フジマサドリーム（13牝 メイショウボーラー）��１勝

３代母 ＊カウンティングレインボーズ（85 USA黒鹿 Halo）不出走
リターンオヴマム Return of Mom（91牝 Deputy Minister）USA５勝，Coral

Gables H‐L ２着，Capades Breeders' Cup H２着
アリトルポークA Little Poke（03牝 Pleasant Tap）USA出走
トリプルナイン Triple Nine（12牡 Ecton Park）UAE・KOR15勝，Ko
rea President's Cup‐LR（２回），Korea Grand Prix‐L，Korea O
wner's Cup‐LR，etc.，種牡馬

レモンドロップマム Lemon Drop Mom（04牝 Lemon Drop Kid）USA６勝，
Go for Wand S‐L，Winter Melody S，Ghost & Goblins S，etc.

マジェスティックイクスプレスMajestic Express（08� Express Tour）USA
10 勝，Montbrook S‐R ３着

サラガロ Saraguaro（12牡 Express Tour）USA３勝，Foolish Pleasure S
‐R，Millions Classic Preview S‐R，Millions Classic Preview S‐R
３着

４代母 シュヴィー Shuvee（66 USA栗 Nashua）USA16 勝，ジョッキークラブゴール
ドＣ（２回），エイコーンＳ，マザーグースＳ，ＣＣＡオークス，ベルダムＳ，etc.
［子］ トムスイフト Tom Swift（73 牡 Tom Rolfe）USA３勝，セネカＨ‐G3，

種牡馬
ベネフィス Benefice（78 牡 Damascus）IRE１勝，アシュフォードカー
スルＳ‐G3，種牡馬

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

322 ラブルビー２０２０ 	・栗 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenラブルビー ＊フォーティナイナー

��
��
�スカイスケイプ栃栗 2007 ＊カウンティングレインボーズ

9f
Halo S4×M4 Mr. Prospector M4×M4

価格： 購買者：



母 モエルア（12黒鹿 ＊エンパイアメーカー）�６勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊リリーポンド（01 USA鹿 Grand Slam）不出走
ピエナリリー（06牝 タニノギムレット）１勝
ビービーボンド（09牡 デュランダル）��３勝
ベルウッドテラス（10� ステイゴールド）４勝，オーロラ特別，門司Ｓ３着，丹沢

Ｓ３着，招福Ｓ３着，�８勝
シガリロ（13牝 ナカヤマフェスタ）入着，��２勝
ドストライク（15牡 ディープブリランテ）入着３回，�２勝���

３代母 ハッシュトグッドバイ Hushed Goodbye（94 USA黒鹿 Secret Hello）US
A８勝，Sugar & Spice H‐R，Merrillville H‐R ２着，Sugar & Spice H
‐R ３着
リプローリアスRiproarious（03� High Yield）USA９勝
ヘイナウHey Now（05� Forestry）USA・CAN23勝

４代母 アワクラウドOur Crowd（83 USA芦 Al Hattab）USA１勝

５代母 アワダックリングOur Duckling（76 USA鹿 Quack）USA出走
［子］ スワジガール Swazi Girl（80 牝 Hatchet Man）USA８勝，Fairway Fun

S，Jeanne d'Arc S‐L ２着，Cleopatra H２着，etc.
ダックリングパークDuckling Park（85 牝 Highland Park）FR・USA３
勝，仏１０００ギニー‐G1 ２着，P. Imprudence‐L ２着

［孫］ スワジズモーメント Swazi's Moment（90 牝 Moment of Hope）USA４
勝，Palo Alto H‐L，Gowell S‐L，プリンセスＳ‐G2 ２着

ビークリーク Bee Creek（89� Darby Creek Road）USA12 勝，Ohio
Heritage S‐R ３着，Cleveland Kindergarten S‐R ３着

［曾孫］ カフワイン Kafwain（00 牡 Cherokee Run）USA４勝，ノーフォークＳ
‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，ベストパルＳ‐G3，etc.，種牡馬

アルケン Al Ken（04牡 Kendor）FR13 勝，P. Delahante‐L
シャンティヒルロード Shanty Hill Road（02� Friendly Lover）USA
１勝，Illinois Sales Graduate S‐R ３着

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ㈱白井牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

323 モエルア２０２０ 牡・黒鹿 ４／１２

＊

＊ 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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudモエルア
＊ Grand Slam

��
��
�リリーポンド黒鹿 2012 Hushed Goodbye

4d
GoneWest S4×M4 El Gran Senor M4×M5 Mr. Prospector S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤジュノー（07黒鹿 ゼンノロブロイ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
カフジドラゴン（12牡栗 ＊バゴ）入着，�１勝
ハンキードーリ（13牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）��５勝
サノリュウ（14牡鹿 ＊クロフネ）�３勝
クールギャルド（17牝黒鹿 ＊ダンカーク）��出走
ファイナルネイア（18牝鹿 エピファネイア）��入着２回�１勝�
フレンドオパール（19牝青鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ＊リッチアフェアー（00 GB青 Machiavellian）GB１勝，Lady Godiva Fillies
S‐L ３着
プチノワール（05牝 Singspiel）不出走

ローブティサージュ（10牝 ＊ウォーエンブレム）３勝，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ‐G1，キーンランドＣ‐G3，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，函館スプリント
Ｓ‐G3 ２着，ファンタジーＳ‐G3 ２着，etc.，優２牝

ステイオンザトップ（14牡 ステイゴールド）�３勝，六波羅特別，道頓堀Ｓ２
着，蓬莱峡特別２着，鷹巣山特別２着，オリエンタル賞２着，etc.

ブランノワール（16牝 ロードカナロア）�４勝，エルフィンＳ‐L ２着，京都牝
馬Ｓ‐G3 ３着，うずしおＳ，夕月特別

アドマイヤロケット（12牡 ゼンノロブロイ）４勝，ブラジルＣ‐LR ２着，白川郷Ｓ

３代母 マッチトゥーリスキーMuch Too Risky（82 GB栗 Bustino）GB２勝
＊ホワイトウォーターアフェア（93牝 Machiavellian）GB・FR・IRE４勝，ポモーヌ

賞‐G2，ジョンポーターＳ‐G3，Lupe S‐L，etc.
＊アサクサデンエン（99牡 Singspiel）８勝，安田記念‐G1，京王杯スプリングＣ

‐G2，安田記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬
ヴィクトワールピサ（07牡 ネオユニヴァース）７勝，有馬記念‐G1，皐月賞‐G1，etc.，

FR・UAE１勝，ドバイワールドＣ‐G1，優３牡，優古牡，種牡馬
リトルロック Little Rock（96牡 ＊ウォーニング）GB・FR・IRE・GER・ITY６勝，

プリンセスオヴウェイルズＳ‐G2，ゴードンリチャーズＳ‐G3，James Se
ymour S‐L，etc.，種牡馬

ショートスカート Short Skirt（03 牝 ＊ディクタット）GB・FR・ITY４勝，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： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

324 アドマイヤジュノー２０２０ �・黒鹿 ５／ ９

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルアドマイヤジュノー
＊ Machiavellian

��
��
�リッチアフェアー黒鹿 2007 Much Too Risky

8d
Halo M4×M5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドイマージュ（06黒鹿 ＊ワイルドラッシュ）入着，��３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－６（30）〕
スイートアリッサム（12牝黒鹿 ＊サウスヴィグラス）入着２回，�４勝��入着
ディーエスワイルド（13牡栗 スマートボーイ）��１勝
スーパーステション（14牡栗 カネヒキリ）��18 勝�１勝��，道営記念（Ｄ2000），

ダービーＧＰ（Ｄ2000），瑞穂賞（Ｄ1800）（２回），旭岳賞（Ｄ2000）（２回），星雲賞
（Ｄ1600）（２回），赤レンガ記念（Ｄ2000）（２回），コスモバルク記念（Ｄ1800）
（２回），王冠賞（Ｄ1800），サッポロクラシックＣ（Ｄ1200）３着，栄冠賞（Ｄ1200）
３着

ノットユーアゲイン（15牝鹿 スズカマンボ）�１勝�２勝��入着２回
ボーダーライン（17牝栗 ＊ヴィットリオドーロ）��入着７回�１勝��
ビッグブラザー（18牡栗 ダブルスター）���１勝�１勝
クリノウイニング（19牡鹿 コパノリッキー）�地方未出走

２代母 ＊ドラマチックローズ（98 USA鹿 Theatrical）１勝
ポールシャトル（04牡 ＊タイキシャトル）１勝，�２勝
カクテルローズ（07牝 タニノギムレット）１勝
エキゾチックローズ（10牝 ダイワメジャー）�４勝�入着
マイネルヴィグール（12牡 ＊サウスヴィグラス）	３勝���
セイユウボーイ（13牡 ＊サウスヴィグラス）入着，�３勝��入着２回
�

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

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

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

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

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

325 ワイルドイマージュ２０２０ �・栗 ４／１３
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊ Wild Again

�
�
�
�
�

��
��

�ワイルドラッシュ Rose Parkワイルドイマージュ
＊ Theatrical

��
��
�ドラマチックローズ黒鹿 2006 ＊ミンデンローズ

23b
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ワタリラッシュ（10鹿 アドマイヤマックス）�３勝，ハヤテスプリント（Ｄ1000）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ダイチャン（15�青鹿 ＊プリサイスエンド）���４勝
シェヴン（18牝鹿 ＊モンテロッソ）���入着

２代母 エフケーサクラ（04栃栗 ＊キンググローリアス）不出走
フジノフェアリー（08牡 ＊コマンダーインチーフ）��12 勝�１勝�９勝�入着２回，

シアンモア記念２着
シェアースマイル（09牝 ＊プリサイスエンド）２勝，�１勝	，エーデルワイス賞‐Jpn3
スマイルピース（11牡 ＊プリサイスエンド）�１勝��５勝，黒潮盃，東京ダービー２着
アースボーン（14牡 ゼンノロブロイ）��４勝
ケンヴィーナス（16牝 ＊プリサイスエンド）��１勝

３代母 イズミケリー（85鹿 ＊インターメゾ）入着
シマノユキヒメ（94牝 マルゼンスキー）３勝，尾頭橋特別２着，逢坂山特別２着，

対馬特別３着，etc.
タマルファイター（95牡 ＊キンググローリアス）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，吾

妻小富士ＯＰ‐OP，ダリア賞‐OP，etc.，
�９勝，ＮＡＲ優２歳

４代母 ダイセダン（79芦 ＊セダン）不出走
［子］ フジギニー（88牝 ＊ネヴアーダンス）
�14 勝��，スプリンターズ賞（２回）

タケカヴィーナス（92牝 ＊ルション）１勝，３歳抽せん馬特別３着
［曾孫］ ハッコー（08牝 ＊シーロ）�１勝�１勝�入着	，金の鞍賞

５代母 ＊シルバーギニー（65 GB芦 Grey Sovereign）GB３勝，Strensall S３着
［子］ タケデン（75牡 ＊セダン）９勝，安田記念，スプリングＳ，京成杯３歳Ｓ，etc.，

種牡馬
［曾孫］ トミケンライデン（94牡 ワカオライデン）入着，アンタレスＳ‐Jpn3 ３

着，�16 勝�入着２回���，全日本サラブレッドＣ‐Jpn3，東海ゴ
ールドＣ（２回），etc.，ＮＡＲ優３歳

モエレエスポワール（01牡 ＊マジックマイルズ）１勝，札幌２歳Ｓ‐Jpn3，
コスモス賞‐OP ２着，�４勝

販売申込者・所有者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633
生 産 牧 場： ㈲加野牧場
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

326 ワタリラッシュ２０２０ 牡・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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤマックス ダイナシユートワタリラッシュ ＊キンググローリアス

��
��
�エフケーサクラ鹿 2010 イズミケリー

＊シルバーギニー 19b
Mr. Prospector S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ワンダフルバディ（11芦 ハーツクライ）�３勝
〔産駒馬名登録数：２〕
セイランクロフネ（19牝芦 ＊クロフネ）�地方未出走

２代母 カノヤロマン（92芦 マルゼンスキー）３勝
カノヤチカラ（98牡 ヤマニンゼファー）３勝，白藤賞，鷹ケ峰特別２着，長篠特別

２着，豊明特別２着，衣笠特別２着，etc.，�１勝
カノヤバトルクロス（99牡 タマモクロス）４勝，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着，マー

ガレットＳ‐OP ２着，立冬特別，中京スポーツ杯，但馬Ｓ２着，etc.
カノヤウイナバトル（00牡 サニーブライアン）�１勝
カノヤストロング（01牡 ＊キンググローリアス）�６勝
カノヤツバメ（02牝 バブルガムフェロー）�15 勝
カノヤバトルスター（03牡 タマモクロス）１勝
カノヤキラリ（05牝 フジキセキ）�３勝
カノヤグッドラック（06牝 フジキセキ）入着，�３勝

コウエイユキチャン（15� ＊ストラヴィンスキー）１勝，ひまわり賞‐OP ２着
カノヤキャプテン（08牝 ＊ボストンハーバー）１勝，�１勝
カノヤミノリ（09牡 アドマイヤコジーン）１勝，舞子特別２着，萌黄賞３着

３代母 シルバーナイキ（78芦 ＊ドン）出走
ワイドセイコー（82牡 ハイセイコー）２勝，嵯峨野特別，尾張特別２着，etc.，�

��	18 勝，東海桜花賞
エイシンウイザード（86牝 ＊ノーザリー）７勝，スワンＳ‐Jpn2 ３着，サンスポ阪

神牝馬特別‐Jpn3 ２着（２回），中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.
エイシンウインザー（94牡 ＊トニービン）３勝，初茜賞，アザレア賞２着，ふき

のとう特別２着，etc.
シルバーガーネット（87牝 ＊プルラリズム）１勝

サマーシャドウ（96牡 ＊ダミスター）
�３勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３
着，スーパーＣｈＳ２着，羽田盃３着，etc.

サクラササヤキ（88牝 ＊ノーアテンシヨン）出走
トーホウドリーム（97牡 メジロライアン）６勝，産経大阪杯‐Jpn2，北九州記

念‐Jpn3 ３着，福島民友Ｃ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 青藍牧場＝登別市来馬町 �0143-85-5883
生 産 牧 場： 青藍牧場
飼 養 者： 青藍牧場＝登別市来馬町 �0143-85-5883

327 ワンダフルバディ２０２０ 牡・芦 ５／１０
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スウェプトオーヴァーボード

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

��
��
�ベルモット芦 2011 ＊レガシーオブストレングス

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスワンダフルバディ マルゼンスキー

��
��
�カノヤロマン芦 2011 シルバーナイキ

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンス S3×M3

価格： 購買者：



母 アグネスマクシム（12栗 ＊アグネスデジタル）１勝，横津岳特別（芝 2600）２着，
金山特別（芝 2200）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 アグネスタラリア（04栗 アグネスタキオン）１勝
アグネスビスタ（09牡 ＊アグネスデジタル）�３勝

３代母 アグネスヒロイン（92鹿 アンバーシヤダイ）４勝，須磨特別，箕面特別，帆柱
山特別２着，壬生特別２着，都井岬特別２着，etc.
アグネスシルキー（00牝 ＊ホワイトマズル）入着４回

アグネスミヌエット（05牝 アグネスフライト）３勝，衣笠特別，花園Ｓ２着，
障害１勝

アグネスローザ（09牝 アグネスフライト）１勝
アグネスエーデル（12牡 ＊アグネスデジタル）２勝，西部日刊スポーツ杯２着，

大山崎特別３着，��１勝
アグネスクール（02牝 ＊アグネスワールド）入着，�５勝
アグネスネクタル（03牡 アグネスタキオン）４勝，金蹄Ｓ２着，愛宕特別２着，梅

田Ｓ３着，etc.
アグネスハイヤー（06牡 アグネスタキオン）２勝，御嶽特別３着，障害１勝，京都

ジャンプＳ‐JG3 ３着

４代母 ダイナサマンサ（82鹿 ＊ハンターコム）３勝，フクニチ新聞杯，ひよどり越特
別２着
［子］ マジックレディー（89牝 アスワン）３勝，九重特別，えのき賞，クリスマ

スキャロル賞２着，etc.
タバサ（96牝 ＊ホワイトマズル）２勝，遠野特別，岡崎特別２着，巌流島
特別３着，etc.

キョウエイミヤビ（93牝 ＊ノーザンテースト）１勝，べにばな賞２着，ガ
ーベラ賞３着

［孫］ リッツィースター（07� ＊スターオブコジーン）４勝，古都Ｓ，ＨＴＢ賞，
臥牛山特別，etc.

マジックスクエア（98牡 ＊ティンバーカントリー）２勝，尾頭橋特別２着，
�９勝�入着７回�，マーチＣ３着

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

328 アグネスマクシム２０２０ 牡・栗 ３／２８
＊ 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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawアグネスマクシム アグネスタキオン

��
��
�アグネスタラリア栗 2012 アグネスヒロイン

＊パラミナ 13e
Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 アイチャンルック（01栗 ＊ジェネラス）��３勝，ロジータ記念（Ｄ2100），ＴＣ
Ｋディスタフ（Ｄ1800）２着，黒潮盃（Ｄ1800）２着，東京プリンセス賞（Ｄ1800）
２着，トゥインクルレディ賞（Ｄ1600）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（９）〕
アイチャンストック（07牝鹿 ＊ストラヴィンスキー）�３勝
ミステリーキー（08牝栗 タニノギムレット）�３勝
タガノアムール（10牝鹿 ＊クロフネ）�３勝
タガノハヤテ（11牡栗 ゴールドアリュール）４勝，濃尾特別（Ｄ1800），もちの木

賞（Ｄ1800）２着

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

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

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

トポーリア賞２着
オペラアイ（00牝 ＊オペラハウス）�２勝

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

ミッキーラブ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝
ローザレーヌ（06牝 マンハッタンカフェ）３勝
アムールエテルネル（07牝 ＊アルカセット）入着，�４勝
アイファインバンド（08牝 ＊タップダンスシチー）�６勝	２勝

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

豊連峰特別

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

青函Ｓ‐OP，��12 勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： ㈲岡牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

329 アイチャンルック２０２０ ・鹿 ３／ ５
＊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

＊ Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�ジェネラス Doff the Derbyアイチャンルック トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ栗 2001 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイルビーファイン（08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－２（８）〕
ケイツーシリング（15牝鹿 ＊タートルボウル）��１勝�４勝�入着２回
ディーズマヌーバー（16牝芦 ＊クロフネ）���１勝�２勝
フォーネリー（19牝栗 アドマイヤムーン）�出走

２代母 ＊ヴァージニー（94 BRZ鹿 Legal Case）USA・BRZ９勝，ビヴァリーヒルズＨ
‐G1，ガヴェアディアナ大賞‐G1，エンリケポソーロ大賞‐G1，マルシアーヌＡモレ
イラ大賞‐G1，フランシスコＶパウラマシャド大賞‐G2，ローシャファリア大賞‐G2，etc.
ステップトゲザー Step Together（03 牝 Danzig）不出走

マリシーMaricy（07 牝 ＊ケイムホーム）ARG５勝，P. Omnium‐L ２着
レディカーニバル（04牝 Giant's Causeway）入着２回，�２勝

ブリュネット（10牝 ダイワメジャー）３勝，フローラＳ‐G2 ３着，精進湖特別，
野島崎特別２着，富里特別２着，太宰府特別２着

トニフィカーレ（09牝 スペシャルウィーク）�１勝��２勝�３勝�９勝，黒潮マ
イルＣｈＳ

３代母 ミスティムーンMisty Moon（86 BRZ黒鹿 Baronius）BRZ１勝
オールウェイズラッキー Always Lucky（95牝 Westheimer）BRZ２勝，ゼリアゴ

ンザガペイショトディカストロ大賞‐G1 ２着
＊ビーフェアー（96牝 Fast Gold）USA・BRZ５勝，エンリケポソーロ大賞‐G1，マ

ルシアーヌＡモレイラ大賞‐G1，ガヴェアディアナ大賞‐G1，etc.
ビーソーフェア Be So Fair（04 牝 ＊ストラヴィンスキー）BRZ３勝，エルナー

ニＡシルヴァ会長大賞‐G2 ３着，P. Presidente Luiz Oliveira de Barros
‐L ２着
ヴェリーナイスムーン Very Nice Moon（13牝 Nedawi）BRZ５勝，イ
メンシティ大賞‐G1，ジョゼアントニオＰアンドラデ会長大賞‐G2，ギ
レェルミエリス会長大賞‐G3，etc.

ムーンドリーMoon Dolly（01 牝 Kris S.）USA・CAN４勝，Claire Marine S，
North Broadway S３着，USA障害１勝

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

330 アイルビーファイン２０２０ 	・黒鹿 ２／２７

＊

プルピット A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアイルビーファイン
＊ Legal Case

��
��
�ヴァージニー鹿 2008 Misty Moon

8g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アウロラプラネット（05鹿 アグネスタキオン）１勝，�３勝，読売レディス杯
（Ｄ1500），スプリングＣ（Ｄ1900）３着
〔産駒馬名登録数：４〕
リブラソナチネ（19牝黒鹿 シルバーステート）出走，�地方未出走

２代母 グリーンプラネット（95鹿 ＊ダンシングブレーヴ）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3
２着，奥多摩Ｓ，フリーウェイＳ，夏至Ｓ２着，甲斐路特別３着，etc.
ウルトラボルケーノ（03牡 ダンスインザダーク）２勝，紫川特別，ハッピーエンド

Ｃ２着，�３勝��
ハートフルボディ（07牝 アグネスフライト）１勝，�２勝�
スーパージェット（15� カネヒキリ）��３勝�１勝	３勝
１勝���，ロータス

クラウン賞，高知優駿，九州ダービー栄城賞，九州大賞典２着，中島記念３着

３代母 ＊カディザデー（88 IRE 黒鹿 Darshaan）GB・IRE入着２回
サニングデール（99牡 ＊ウォーニング）７勝，高松宮記念‐Jpn1，ＣＢＣ賞‐Jpn2，

阪急杯‐Jpn3，etc.，��入着，種牡馬
クレンデスターン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，Ｒたんぱ賞‐Jpn3 ２着，

野路菊Ｓ‐OP，木津川特別２着
セイウンヒメラギ（01牝 ＊コマンダーインチーフ）出走

ニシノスタイル（09牡 デュランダル）２勝，クローバー賞‐LR ２着，橘Ｓ‐OP
３着，フローラルウォーク賞

４代母 カディッシア Kadissya（79 USA鹿 Blushing Groom）FR２勝，P. de la T
heve
［子］ カヒアシ Kahyasi（85 牡 ＊イルドブルボン）GB・FR・IRE５勝，英ダー

ビー‐G1，愛ダービー‐G1，リングフィールドダービートライアルＳ
‐G3，etc.，種牡馬

＊カリアナ（94牝 Slip Anchor）GB・FR３勝，セントサイモンＳ‐G3，
Galtres S‐L，Aphrodite S‐L ２着

［孫］ カサーニ Kassani（92 牡 Alleged）FR・AUS５勝，ケルゴルレイ賞‐G2，
P. La Moskowa‐L，P. Vulcain‐L，etc.

カサーナ Kassana（94牝 Shernazar）FR１勝，ミネルヴ賞‐G3，マルレ
賞‐G2 ３着，ロワイヤリュー賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652

331 アウロラプラネット２０２０ �・黒鹿 ３／１６
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 スクリーンヒーロー

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

��
��
�ヘイロンシン青鹿 2011 ハッピーヒエン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラアウロラプラネット ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�グリーンプラネット鹿 2005 ＊カディザデー

5e
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アバンダント（13鹿 ＊ハービンジャー）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
スマートドラフト（19牝鹿 キズナ）�未出走

２代母 ワイルドラズベリー（07鹿 ＊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，紅梅Ｓ‐OP，白菊賞２着
ビギン（14牡 キングカメハメハ）�２勝
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，麦秋Ｓ，鈴鹿特別２着

３代母 ディアアドマイヤ（97鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ラハトケレブ（13牡 ＊ファルブラヴ）１勝，あすなろ賞２着，�１勝
ドレーク（15牡 ルーラーシップ）２勝，メルボルンＴ，九十九里特別２着，ゆりか

もめ賞２着

４代母 ＊マリスターⅡ（91 USA鹿 Baldski）USA５勝，Sweetest Chant S‐L，P
atricia S，デルマーオークス‐G1 ２着，リンダヴィスタＨ‐G3 ２着，ハニムー
ンＨ‐G3 ２着，etc.
［子］ ベッラレイア（04牝 ナリタトップロード）３勝，フローラＳ‐Jpn2，オー

クス‐Jpn1 ２着，エリザベス女王杯‐G1 ３着，etc.
マルロス（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，ダ
リア賞‐OP

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

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.

［孫］ 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.

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
ジュンヴァルカン（13牡 ネオユニヴァース）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，桃
山Ｓ，松籟Ｓ，etc.，��出走��出走

［曾孫］ 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

販売申込者・所有者： ㈲いとう牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2419
生 産 牧 場： ㈲いとう牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

332 アバンダント２０２０ 牡・鹿 ５／１５
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlアバンダント ＊ファルブラヴ

��
��
�ワイルドラズベリー鹿 2013 ディアアドマイヤ

＊マリスターⅡ 3o
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 アプレレクール（08青鹿 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（５）〕
タガノクロシェット（16牝鹿 ＊タートルボウル）��４勝�
アイヅオイワケ（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��１勝�入着６回
アウグスト（19牡鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊チアフル（98 IRE 鹿 Caerleon）不出走
グレースバニヤン（03牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ミッキーチアフル（05牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，若葉Ｓ‐L ３着，三年坂特別，

三田特別，ぶっぽうそう特別，常総Ｓ２着，etc.
アドマイヤリアル（13牡 マンハッタンカフェ）４勝，新潟日報賞
ウインジョイフル（17牡 リアルインパクト）�入着３回，�６勝

３代母 カルタジャナ Kartajana（87 IRE 鹿 Shernazar）GB・FR・GER・USA６勝，
ガネー賞‐G1，バイエリシェスツフトレネン‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，
英ナッソーＳ‐G2，Newbury Fillies' Trial S‐L，etc.

＊タムヒード（97牝 Caerleon）FR２勝
ケイアイエリザベス（03牝 ＊フレンチデピュティ）不出走
コウエイタケル（11牡 ステイゴールド）５勝，マーガレットＳ‐LR ２着，
朱鷺Ｓ‐L ３着，信越Ｓ‐OP ２着，etc.，��２勝��入着６回

ピンホエリーPinwherry（00 牝 Selkirk）不出走
ギーガズGigas（06 牝 Dubai Destination）AUS３勝，ＭＲＣアンガスアルマ

ナスコＳ‐G2 ２着
ベルハマーゲ Belhamage（12牝 Exceed And Excel）AUS１勝，SAJC Cin

derella S‐L ２着
フローチャート Flow Chart（03 牝 ＊ジェイドロバリー）FR・USA４勝，P. Urba

n Sea‐L ２着

４代母 カラミタ Karamita（77 IRE 鹿 Shantung）GB４勝，プリンセスロイヤルＳ
‐G3，Extel H，Virginia S２着
［孫］ カザバイーン Kazabaiyn（90牡 ＊シャーラスタニ）FR・USA５勝，イク

スプロージヴビッドＨ‐G3，G.P. de Rouen‐L，Fair Grounds B
reeders' Cup H‐L ２着，etc.，種牡馬

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

333 アプレレクール２０２０ 牡・鹿 ３／ ２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊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プレレクール
＊ Caerleon

��
��
�チアフル青鹿 2008 Kartajana

16d
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5 Nijinsky M4×S5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 アイランドリリー（10黒鹿 タイムパラドックス）��４勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ハウメニーローズ（17牝栗 スターリングローズ）���入着�１勝�１勝
サツキスカイ（19牝栗 ディープスカイ）�地方未出走

２代母 アイランドダリア（97鹿 ＊カーネギー）３勝
アイランドジーラ（04牡 アイランドゴールド）��１勝
ジーニアスマアナ（13牡 ビービーガルダン）��12 勝

３代母 アイランドゴツテス（82鹿 ＊リイフオー）９勝，京王杯オータムＨ‐Jpn3，関
屋記念‐Jpn3，スワンＳ‐Jpn2 ３着，京王杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，牝馬東タ
イ杯‐Jpn3 ２着，etc.
アイランドブルース（91牝 ＊キンググローリアス）３勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ３着，

サフラン賞

４代母 フジノビート（70栗 ＊ネヴアービート）２勝，湯の川特別
［子］ フジノスカーレツト（76牝 ＊サンシー）５勝，船橋Ｓ，支笏湖特別，新春

牝馬特別，etc.
ニッポーラッキー（79牡 ＊マイスワロー）５勝，筑波山特別，関ヶ原特別

［孫］ ミヤノスカーレット（89牝 ＊パークリージエント）５勝，ＮＳＴ賞
キクノリージェント（84牡 ＊パーソナリテイ）２勝，長篠特別，高湯特別
２着，なでしこ賞２着，etc.

ヤガミドリーム（90牡 ニツポーテイオー）３勝，常陸特別２着，東雲賞２
着，�３勝�

ニッポーキャプテン（95牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，小石原特別２着
［曾孫］ アドマイヤペガサス（96牡 アンバーシヤダイ）２勝，能勢特別，�３勝	

入着９回
エピソードシチー（00牡 ＊ティンバーカントリー）２勝，黒竹賞３着

５代母 フクリヨウ（60鹿 ＊ヒンドスタン）４勝，障害５勝，障碍特別
［孫］ プリテイフエアリー（84牝 ＊ボールドコンバタント）入着，
５勝�１勝

	入着，北日本オークス２着，信濃川賞
［曾孫］ モガミホース（84牡 ＊クラウンドプリンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： 神島 芳仁＝日高町幾千世 �01456-7-2436
生 産 牧 場： 神島 芳仁
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

334 アイランドリリー２０２０ �・栗 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤスマートファルコン ＊ミシシツピアン

��
��
�ケイシュウハーブ栗 2005 キヨウエイシラユキ

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タイムパラドックス ＊ジョリーザザアイランドリリー ＊カーネギー

��
��
�アイランドダリア黒鹿 2010 アイランドゴツテス

＊レピダ 20d
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 ワイルドテイル（14青鹿 ＊ケイムホーム）�１勝��１勝
初仔

２代母 オーマイクリス（07鹿 ＊シンボリクリスエス）出走
シナノパワー（17牡 トゥザグローリー）���３勝
マイヴァルキリー（18牝 ＊マジェスティックウォリアー）��２勝

３代母 オーバルカット（00鹿 ＊エリシオ）不出走
ホワイトピルグリム（05牡 ＊クロフネ）５勝，金鯱賞‐G2 ３着，都大路Ｓ‐L ３着，

寿Ｓ，etc.

４代母 セシルカット（92栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，栗子特別
［子］ ピアチェヴォーレ（01牝 ＊オペラハウス）４勝，磐梯山特別，原町特別，

燕特別２着，etc.
ゴッドエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）３勝，仲春特別
リヴィエラブルー（04� ＊ホワイトマズル）２勝，瓢湖特別，九十九里特
別２着，南武特別３着，etc.

ジェシカ（99牝 ＊トニービン）３勝，原町特別
ゴダール（10� ＊ウォーエンブレム）３勝，舞鶴特別３着，妙高特別３着

［孫］ アイムユアーズ（09牝 ＊ファルブラヴ）５勝，フィリーズレビュー‐G2，
クイーンＳ‐G3（２回），ファンタジーＳ‐G3，etc.

トーセンアルニカ（10牝 メイショウサムソン）５勝，エリザベス女王杯
‐G1 ４着，迎春Ｓ，いわき特別，etc.

ジェシー（15牡 エイシンフラッシュ）４勝，西宮Ｓ，千里山特別，湯川特
別，etc.

ゼアブラヴ（14牡 ＊ファルブラヴ）１勝，万両賞３着，��２勝

５代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �0146-28-1629
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584
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＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayワイルドテイル ＊シンボリクリスエス

��
��
�オーマイクリス青鹿 2014 オーバルカット

＊パロクサイド 8f
Mr. Prospector M4×S5 Secretariat S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ワールドムーン（13鹿 アドマイヤムーン）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ニシノラフカット（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）�出走

２代母 ＊シャディーナ（05 IRE 鹿 Dubai Destination）FR・USA２勝
ブルーホール（11牡 Harlan's Holiday）１勝，西郷特別，�３勝
シャワーブーケ（14牝 ゴールドアリュール）２勝，�２勝

３代母 シャマダラ Shamadara（93 IRE 鹿 Kahyasi）GB・FR・IRE２勝，マルレ賞
‐G2，愛オークス‐G1 ２着
シャムダラ Shamdara（98牝 ＊ドクターデヴィアス）FR２勝，マルレ賞‐G2 ３着，

P. Petite Etoile‐L ２着
シャムディナン Shamdinan（04牡 Dr Fong）FR・IRE・USA２勝，セクレタ

リアトＳ‐G1，ＢＣターフ‐G1 ２着，仏ダービー‐G1 ３着，種牡馬
シャーワルディ Shahwardi（06� Lando）GB・FR・IRE・AUS４勝，ＭＲＣ

ハーバートパワーＳ‐G2，P. Turenne‐L，モーリスドニュイユ賞‐G2
３着，etc.

シャムダラ Shamdala（02 牝 Grand Lodge）GB・FR・ITY・HKG６勝，ミラノ大
賞‐G1，ヴィコンテッスヴィジェ賞‐G2，ユベールドショードネイ賞‐G2，etc.

シムラナ Shimrana（04牝 Daylami）不出走
シムラノ Shimrano（12� Monsun）FR・GER・AUS３勝，ウニオンレネン

‐G2，Hannover‐Derby Trial‐L
シャマキヤ Shamakiya（06牝 Intikhab）FR２勝，P. de Thiberville‐L，マルレ

賞‐G2 ３着，ロワイヨモン賞‐G3 ２着
シャムカラ Shamkala（11 牝 Pivotal）FR３勝，クレオパトル賞‐G3
シャムシャッド Shamshad（13� Sea The Stars）�FR・ITY１勝，P. Ro

ma Vecchia‐L ２着，P. U.N.I.R.E.‐L ３着
シャマノヴァ Shamanova（07牝 Danehill Dancer）FR３勝，P. La Moskowa

‐L，マルレ賞‐G2 ２着，モーリスドニュイユ賞‐G2 ３着，etc.

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

336 ワールドムーン２０２０ �・栗 ４／ ９

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズワールドムーン
＊ Dubai Destination

��
��
�シャディーナ鹿 2013 Shamadara

9c
Mr. Prospector S5×S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アラビアンパール（09黒鹿 フジキセキ）�１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アラビアンゴールド（16牝栗 ＊サウンドボルケーノ）�１勝

２代母 ビワアラビアン（93栗 Nijinsky）不出走
リクオウ（99牡 ＊アフリート）１勝
ワンマンシャチョウ（01牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，長久手特別，二王子特別，

睦月賞２着，初夢賞２着，熱田特別２着，etc.
フォーマルハウト（06牝 ＊クロフネ）出走

ワイエスキャンサー（17牝 ネオユニヴァース）��３勝，ラブミーチャン記念３着

３代母 ＊アラビアⅡ（77 USA鹿 Damascus）USA３勝
ファラウェイサンズ Faraway Sands（84 牝 Stop the Music）USA２勝

ポリッシュミュージック Polish Music（97� Polish Numbers）USA６勝，
HBPA City of Ranson H３着

ファーオエイシス Far Oasis（86 牝 Key to Content）GB出走
サンセットコード Sunset Code（93� Lost Code）USA９勝，John Henry

H２着

４代母 クリスマスウィンドChristmasWind（67 CAN鹿 Nearctic）USA２勝
［子］ ウィンターズテイルWinter's Tale（76� Arts and Letters）USA14 勝，サ

バーバンＨ‐G1（２回），ブルックリンＨ‐G1，マールボロＣ‐G1，etc.
［孫］ ホリデイミュージック Holiday Music（95� Prospector's Music）USA

14 勝，Mr. Nickerson H‐L，Wild andWonderful H‐L，C. E
dmund O'Brien S‐R，etc.

ボビーバーンズ Bobby Burns（82� Roberto）USA３勝，New York
Turf Writers H‐L，ロレンスリアリゼイションＳ‐G2 ４着，ニッカ
ボッカーＨ‐G3 ４着

ミスタースクルージMr. Scrooge（90� Silver Ghost）USA12 勝，Ol
d Rosebud S，Florence S‐L ３着

プリンスヘヴン Prince Heaven（93牡 Proper Reality）USA・PAN５
勝，P. Alberto de Obarrio‐L，P. Dia del Trabajo‐L，P. Ra
ul Arango G. y Raul Baby Arango G.‐L，etc.

販売申込者・所有者： 江谷牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-0702
生 産 牧 場： 江谷牧場
飼 養 者： 江谷牧場＝浦河町絵笛 �0146-22-0702
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＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーアラビアンパール Nijinsky

��
��
�ビワアラビアン黒鹿 2009 ＊アラビアⅡ

6b
Northern Dancer S4×M4 Halo M4×S5 Wild Risk S5×M5
Nearctic S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 アリュマージュ（15栃栗 ハーツクライ）入着５回
初仔

２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
ヒカルアモーレ（04牝 ＊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
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

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，甲斐路Ｓ２着
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，ニューイヤーＳ‐L ３着，春興Ｓ，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，

青島特別２着，アルメリア賞２着
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，初音Ｓ，北大路特別，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

３代母 マイグレイトホープMy Great Hope（86 GB栗 Simply Great）FR入着２回

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.
＊ミュンシー（92牝 Sadler's Wells）FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ペネロ

ープ賞‐G3
［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

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

338 アリュマージュ２０２０ �・鹿 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアリュマージュ
＊ Kaldoun

��
��
�グレイトフィーヴァー栃栗 2015 My Great Hope

1p
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 アマルフィターナ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，豊橋特別（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
ガゼボ（15牡青 ダイワメジャー）�４勝，洛陽Ｓ‐L（芝 1600）２着，２０２０ファイナ

ルＳ（芝 1400），祇園特別（芝 1400），彦根Ｓ（芝 1400）２着，心斎橋Ｓ
（芝 1400）２着，猪名川特別（芝 1400）２着，道頓堀Ｓ（芝 1400）３着

ティレニア（16牝栗 ジャスタウェイ）入着４回，�１勝��

２代母 ＊ホワットケイティーディド（89 USA鹿 Nureyev）GB・FR・GER３勝，P.
Tantieme‐L，P. von Koln‐L ２着，P. Lovelace‐L ３着，P. du Point
du Jour‐L ３着
アドマイヤライト（96牝 Kris S.）３勝

アドミラルシップ（11牡 ゼンノロブロイ）１勝，若駒Ｓ‐LR ３着
ベルーガ（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，ファンタジーＳ‐G3，信越Ｓ‐L ３着

ベビーグランド（97牝 ＊トニービン）３勝，矢作川特別，千倉特別３着
トゥルーライズ（98牡 ＊トニービン）４勝，青嵐賞，火打山特別，赤倉特別２着，立

冬特別２着，山中湖特別２着，etc.
スリープレスナイト（04牝 ＊クロフネ）９勝，スプリンターズＳ‐G1，ＣＢＣ賞‐G3，

北九州記念‐Jpn3，栗東Ｓ‐L，高松宮記念‐G1 ２着，etc.，優短距
リュシオル（06牝 ＊クロフネ）３勝，鎌ケ谷特別２着，皆生特別３着
スクワドロン（10牡 ＊クロフネ）２勝，�４勝���，黒潮スプリンターズＣ

３代母 ケイティーズ Katies（81 IRE 黒鹿 ＊ノノアルコ）GB・IRE４勝，愛１０００ギニ
ー‐G1，コロネイションＳ‐G2，クイーンエリザベス二世Ｓ‐G2 ２着，チャイル
ドＳ‐G3 ２着，プリンセスエリザベスＳ‐G3 ３着

＊ケイティーズファースト（87牝 Kris）GB・FR・IRE・ITY４勝，P. du Cercle‐L，
Remembrance Day S‐L
マイケイティーズ（98牝 ＊サンデーサイレンス）不出走
アドマイヤムーン（03牡 ＊エンドスウィープ）９勝，ジャパンＣ‐G1，宝塚
記念‐G1，etc.，UAE・HKG１勝，ドバイデューティフリー‐G1，etc.，
年代表，優古牡，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈲アクセス・ワン＝宮崎県宮崎市 �0146-28-7777
生 産 牧 場： ㈲平野牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

339 アマルフィターナ２０２０ 牡・青鹿 ２／ ９
＊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アマルフィターナ
＊ Nureyev

��
��
�ホワットケイティーディド黒鹿 2007 Katies

7f
Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Nearctic M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アルシッペ（04 USA鹿 Seeking the Gold）USA出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），海外－１（７），地方－４（38）〕
ケイティズキティKaty's Kitty（08 USA牝鹿 Osidy）USA７勝
クレバーペガサス（09牡鹿 Stormy Atlantic）１勝，���１勝・４勝��３勝
ヤマタケデュック（11牝鹿 マンハッタンカフェ）�22 勝
ラブオーディーン（12牡鹿 ダイワメジャー）１勝
コスモアリエス（13牡鹿 アドマイヤムーン）����１勝・５勝
マテンロウスパーク（17牡黒鹿 ハーツクライ）�３勝，ラジオ福島賞（Ｄ1800），

丹沢Ｓ（Ｄ2100）２着
オルディネール（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）���２勝

２代母 スモレンスク Smolensk（92 USA鹿 Danzig）GB・FR・USA３勝，アスタ
ルテ賞‐G2，サンドリンガム賞‐G3，コロネイションＳ‐G1 ２着，P. Imprude
nce‐L ２着
ラピッドトランザクションRapid Transaction（03牝 A.P. Indy）FR・USA２勝

ファスティディアス Fastidious（15 牡 Zanzibari）�FR３勝，P. Marchand
d'Or‐L ２着，P. Yacowlef‐L ２着，P. Saraca‐L ３着，P. d
es Jouvenceaux et Jouvencelles‐L ３着

マリブロードMalibu Road（07牝 Malibu Moon）不出走
インディペンデントロード Independent Road（16� ＊デクラレーションオブウォー）

�AUS４勝，VRC Super Impose Plate‐L ２着
スプリームルーラー Supreme Ruler（08 牡 Don't Get Mad）USA・CAN６勝
マーサズムーンMartha's Moon（10牝 Malibu Moon）USA３勝，Blue Hen S

‐L，Catcharisingstar S
キャンザマン Can the Man（11牡 Into Mischief）USA３勝，アファームドＳ

‐G3，Speakeasy S，デルマーフュチュリティ‐G1 ３着，種牡馬
レーヴダムールReve d'Amour（12 牝 Warrior's Reward）不出走

マンデイコールMundaye Call（17 牝 Into Mischief）�USA３勝，Audub
on Oaks，Memorial Day Sprint S２着

３代母 ブラッシュウィズプライド BlushWith Pride（79 USA栗 Blushing Groom）
USA６勝，ケンタッキーオークス‐G1，サンタスサーナＳ‐G1，アシュランドＳ
‐G2，ゴールデンハーヴェストＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ミリオンファーム＝浦河町上向別 �0146-22-8688
生 産 牧 場： ㈱ミリオンファーム
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

340 アルシッペ２０２０ 牡・鹿 ５／３１
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊

シーキングザゴールド Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�Seeking the Gold Con Gameアルシッペ スモレンスク Danzig

��
��
�Smolensk鹿USA 2004 BlushWith Pride

8f
Mr. Prospector M3×S5

価格： 購買者：



母 アルテミシア（10鹿 ＊クロフネ）１勝，障害１勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
メトリカ（18牝黒鹿 トーセンジョーダン）��１勝

２代母 エイシンアイノウタ（96鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，文知摺特別２着
ブラックウージ（01牡 ＊ミシエロ）�１勝�11 勝�入着
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，紅梅
Ｓ‐OP ３着

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，京成杯オータムＨ‐G3 ３着，ジュニアＣ‐OP

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，粟島特別２着，�２勝�５勝�

２勝�入着，福山牝馬特別，マイル争覇，摂津盃，兵庫大賞典２着，etc.
トーホウガーベラ（15牝 ＊ハービンジャー）１勝

３代母 ＊エイシンララミー（92 USA鹿 Time for a Change）不出走
エイシンベリンダ（01牝 ＊エルコンドルパサー）１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

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： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478
生 産 牧 場： 岡田スタッド
飼 養 者： 岡田スタッド＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1478

341 アルテミシア２０２０ 	・黒鹿 ４／１５

＊

レモンドロップキッド Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Lemon Drop Kid

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

��
��
�Bashful BertieUSA 黒鹿 2013 Clever Bertie

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアルテミシア ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイシンアイノウタ鹿 2010 ＊エイシンララミー

2n
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 アレグレメンテ（15鹿 ステイゴールド）出走
初仔

２代母 スキッフル（98鹿 ＊トニービン）出走
フラガラッハ（07牡 デュランダル）８勝，中京記念‐G3（２回），米子Ｓ‐L，阪神Ｃ

‐G2 ３着，鳴尾記念‐G3 ３着，阪急杯‐G3 ３着，etc.
イリュミナンス（10牝 マンハッタンカフェ）４勝，クイーンＳ‐G3 ３着，クイーン

Ｃ‐G3 ３着，堀川特別，糺の森特別，パールＳ２着，etc.
クロミナンス（17牡 ロードカナロア）�３勝，東雲賞

フェルメッツァ（11牡 ディープインパクト）５勝，福島民報杯‐L ２着，小倉記念
‐G3 ３着，アーリントンＣ‐G3 ３着，萩Ｓ‐LR ３着，初富士Ｓ，etc.

エスティタート（13牝 ドリームジャーニー）５勝，シルクロードＳ‐G3 ２着，京都
牝馬Ｓ‐G3 ３着，ききょうＳ‐OP ２着，桂川Ｓ，心斎橋Ｓ，etc.

アルディテッツァ（16牡 オルフェーヴル）�１勝，�２勝
エレヴァテッツァ（17牝 ディープインパクト）�２勝，蓬莱峡特別２着，西尾特別

２着，千里山特別３着，弥彦特別３着

３代母 ＊ザスキート（91 USA鹿 Nureyev）USA出走
パシフィックベル（99牝 ＊アフリート）�１勝��１勝�，２歳優駿若駒賞３着

メジロチャンプ（06牡 メジロライアン）３勝，サロベツ特別，ひいらぎ賞，札
幌スポニチ賞３着

ヒカルラフィーネ（03牝 メジロマックイーン）出走
レッドサヴァージ（12牡 ステイゴールド）入着，�２勝，ダービーＧＰ３着

４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.
［孫］ ＊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，etc.，種牡馬
＊バトルライン（93牡 ＊オジジアン）７勝，エルム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，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

342 アレグレメンテ２０２０ 牡・黒鹿 ６／ ５

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュアレグレメンテ ＊トニービン

��
��
�スキッフル鹿 2015 ＊ザスキート

11d
Nureyev S3×M4 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 アンジェラスベル（10鹿 Oratorio）３勝
初仔

２代母 ＊マヤノダンシャラ（03 NZ鹿 Montjeu）FR３勝
ヴェネツィア（12牝 マヤノトップガン）��４勝�３勝
マヤノハンパネー（16牡 ゼンノロブロイ）��４勝

３代母 ダンシャラDunshara（98 USA黒鹿 Dayjur）不出走
＊トップモンジュー（04牡 Montjeu）１勝，障害１勝，��１勝���入着５回
ゴーランダーGolander（05 牡 Golan）NZ２勝

４代母 マグニフィセントスタ－Magnificent Star（88 USA鹿 Silver Hawk）GB・
FR２勝，ヨークシャーオークス‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Goodw
ood Glorious S‐L ２着
［子］ シャインスター Shine Star（07 牝 Leroidesanimaux）RUS１勝

５代母 グラナ－ルGulanar（74 IRE 鹿 Val de Loir）FR・ITY５勝，P. Agnano
，P. Alberto Zanoletti di Rozzano，レニャーノ賞‐G3 ２着，P. Mario Per
retti２着，P. Verziere２着，etc.
［子］ ミステリュ－ズエトワ－ルMysterieuse Etoile（80 牝 Northern Dancer）

FR２勝，グロット賞‐G3，仏１０００ギニー‐G1 ２着，マルセルブサッ
ク賞‐G1 ２着

ビラル Bilal（84 牡 Green Forest）FR・ITY・USA３勝，P. de l'Avre
‐L ２着，カッシーネ賞‐G3 ３着，P. President Bourjaillat‐L
３着

サンウォーダンサー SunWar Dancer（83 牡 Northern Dancer）FR・
USA３勝，Somers Point S３着，種牡馬

［曾孫］ ビーマイヴィクター Be My Victor（00� Be My Guest）ITY６勝，
P. Gardone‐L ２着，P. Campobello‐L ２着

オープンクレディットOpen Credit（94 牝 Magical Wonder）GB１勝，
Doncaster S‐L ２着

アイリッシュステイニー Irish Stainy（94� Robellino）GER６勝，Sa
chsen Preis‐L ３着

販売申込者・所有者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673
生 産 牧 場： オークツリーファーム
飼 養 者： オークツリーファーム＝平取町二風谷 �080-5582-8673

343 アンジェラスベル２０２０ 	・鹿 ４／２５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

オラトリオ ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Oratorio Mahrahアンジェラスベル
＊ Montjeu

��
��
�マヤノダンシャラ鹿 2010 Dunshara

9c
Danzig M4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 アンプレショニスト（06栗 エアジハード）１勝，アネモネＳ‐L（芝 1600）２着，サ
フラン賞（芝 1400）２着，春菜賞（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（２）〕
ロンバルディア（12牡鹿 マンハッタンカフェ）１勝
アルジャントゥイユ（14牡栗 ダイワメジャー）１勝，���入着９回
ラヴァクール（15牝栗 ダイワメジャー）入着３回，�１勝�入着
アンプレロッソ（17牝鹿 ＊モンテロッソ）��入着�
デルマヤクオウ（18牡栗 スクリーンヒーロー）��１勝

２代母 アグネスチーアフル（97鹿 Mtoto）２勝
アグネストカチ（04牡 アグネスタキオン）４勝，五泉特別
チェイニーウォーク（07牝 ＊シンボリクリスエス）�４勝�２勝
チアフルウェルカム（09牡 アグネスタキオン）入着５回，	４勝
ザラブスプリム（11牡 ゼンノロブロイ）
４勝
アシャカラウマ（13牝 ダイワメジャー）入着３回，	１勝
ハッピーチアフル（15牡 ゼンノロブロイ）�１勝�

３代母 ＊シュームーズ（85 IRE 鹿 Habitat）不出走
シャーミット Shaamit（93 牡 Mtoto）GB・FR・IRE２勝，英ダービー‐G1，Ｋジ

ョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ３着，種牡馬
ムーンダンサー（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着

リュウノポップス（16牡 ＊タートルボウル）���１勝�１勝�入着２回，寒菊
賞３着

４代母 エピセット Epithet（79 GB鹿 Mill Reef）GB・FR２勝，チェシャーオーク
ス‐G3 ２着，ロワイヨモン賞‐G3 ２着，Galtres S３着
［曾孫］ ツィートリー Zietory（00 牝 Zieten）GB・FR・ITY４勝，Atalanta S

‐L，P. de Lieurey‐L，P. Coronation‐L ２着，etc.
ヴェレンスカWelenska（99� Danzig Connection）GB・ITY・HKG
６勝，P. Gardone‐L ２着

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： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

344 アンプレショニスト２０２０ 牡・栗 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�エアジハード アイシーゴーグルアンプレショニスト Mtoto

��
��
�アグネスチーアフル栗 2006 ＊シュームーズ

1l
Busted M4×S5

価格： 購買者：



母 アースウィンド（11青鹿 ディープスカイ）１勝，きんもくせい特別（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（20）〕
アースグロウ（15牝鹿 オルフェーヴル）��14 勝�４勝�２勝��，だるま夕日賞

（Ｄ1600）３着，黒潮スプリンターズＣ（Ｄ1300）３着，二十四万石賞（Ｄ1900）３着
ブルーグローブ（16牝黒鹿 オルフェーヴル）１勝，サフラン賞（芝 1600）３着
ムーンピラー（17牡青鹿 カレンブラックヒル）��出走

２代母 ベストオブチャンス（01鹿 サクラローレル）�２勝��５勝
ビップセレブアイ（08牡 ゼンノロブロイ）３勝，エクセル浜松開設記念３着
デンコウチャレンジ（09牝 マンハッタンカフェ）�13 勝	１勝�，兵庫クイーンＣ２着
メイショウハバネラ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）１勝
メイショウモチヅキ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�入着２回，�３勝

３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
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，etc.

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

４代母 ロニイ（74鹿 ＊シルバーシヤーク）２勝
［子］ 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
サガミリンドウ（81牝 シンザン）２勝，黄菊賞
サガミジヨーブ（86牡 ＊ハードツービート）３勝，青葉城特別２着
サガミタイクーン（89牡 ＊ワツスルタツチ）１勝，清津峡特別２着

［孫］ トラストミュウツー（96牡 タマモクロス）５勝，ノベンバーＳ，信濃川特
別，立川特別，etc.

販売申込者・所有者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522
生 産 牧 場： ㈱レジェンドファーム
飼 養 者： ㈱レジェンドファーム＝新冠町古岸 �090-5220-5522

345 アースウィンド２０２０ 牡・青鹿 ４／１３
＊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

アグネスタキオン

�
�
�
�
�

��
��

�ディープスカイ ＊アビアースウィンド サクラローレル

��
��
�ベストオブチャンス青鹿 2011 サガミコトブキ

＊カデンザゼセカンド 8f
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 キタサンアカツキ（12鹿 メイショウサムソン）�１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
タキコーケンジ（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���出走
ゴールドアクセル（18牡鹿 ＊アジアエクスプレス）���入着
ナインバイパー（19牡鹿 ホッコータルマエ）���１勝

２代母 ノースサンデー（93黒鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，京都
牝馬特別‐Jpn3 ３着，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，アネモネＳ‐OP，ききょうＳ‐OP
フォーティサンデー（99牝 ＊フォーティナイナー）�５勝
ノースダンシング（00牡 ＊ダンシングブレーヴ）�12 勝�11 勝，九州記念
シルバーゴッドレス（01牝 タマモクロス）�１勝�１勝
アサクサアミイゴ（06牡 ＊クロフネ）入着３回，��４勝
マイクロドーズ（08牡 ジャングルポケット）�２勝
アブサンラバー（09牡 ＊フレンチデピュティ）��２勝
フルーツサンデー（10牝 ＊クロフネ）��４勝
エスケイサンデー（15牡 ＊アポロキングダム）��４勝

３代母 ＊ノースオブダンジグ（83 USA鹿 Danzig）USA２勝，Heavenly Cause S
‐R ２着，Toddler S‐R ２着
ノースショアー（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，フロ

ーラＳ‐OP ３着
ノースサファイア（94牝 ＊ジェイドロバリー）２勝

ヤマノサファイア（08牡 ＊ワイルドラッシュ）４勝，妙高特別，羅生門Ｓ２着，
桶狭間Ｓ２着，etc.

マチカネアカツキ（99牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，日本ダービー‐Jpn1 ３着，
Ｒたんぱ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，etc.

ホーマンソレイユ（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，庄内川特別２着，はなのき賞３着
メイショウヨリトモ（05牡 マンハッタンカフェ）２勝，はやぶさ賞３着

４代母 ノースアングルNorth Angle（79 USA鹿 Quadrangle）USA２勝
［子］ ノ－スワッチNorthWatch（85牝 Cannonade）USA４勝，Tri‐Stat

e Futurity‐R，Blue Delight H‐L ２着，Politely S‐LR ２着，etc.

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

346 キタサンアカツキ２０２０ 牡・鹿 ３／２０

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンキタサンアカツキ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ノースサンデー鹿 2012 ＊ノースオブダンジグ

3n
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ヴィリア（13黒鹿 ディープインパクト）�１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ショウナンナダル（19牝黒鹿 ロードカナロア）�入着

２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，さわらび賞２着，こぶし賞３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，ウェルカムＳ３着，明石特別３着，障害１勝
トップエクセレント（04牝 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
アグネスファスト（05牝 アグネスタキオン）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，三条特別３着，こうやまき賞３着

３代母 ビユーテイマリヤ（80黒鹿 ＊トライバルチーフ）��１勝
ミホグレース（87牝 アスワン）不出走

グレースマリヤ（96牝 ＊グルームダンサー）不出走
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.

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.

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.

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，ＮＡＲ優ターフ

ナリタレッドバード（88牝 マルゼンスキー）１勝
ナリタフローラ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
トーコーニーケ（11牝 キングカメハメハ）�７勝�２勝��入着，関東オ
ークス‐Jpn2 ２着，園田金盃，のじぎく賞，etc.，ＮＡＲ優３牝

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.

販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

347 ヴィリア２０２０ 牡・黒鹿 ３／ ３

＊

ダンシリ ＊デインヒル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dansili

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

��
��
�Penang PearlGB 鹿 2006 Guapa

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアヴィリア ダイナガリバー

��
��
�ファイトガリバー黒鹿 2013 ビユーテイマリヤ

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

価格： 購買者：



母 ＊ウエスタンイヴ（11 USA黒鹿 ＊エンパイアメーカー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕

２代母 ＊サウスヒューマー（04 USA鹿 Distorted Humor）３勝，秋元湖特別
＊ピュアリーソリッド（12牝 Bluegrass Cat）２勝，飛竜特別
＊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，Office Queen S
，Begonia S，Azalea 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： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087
生 産 牧 場： ㈱ウエスタンファーム
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

348 ウエスタンイヴ２０２０ 
・鹿 ２／２６

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudウエスタンイヴ
＊ Distorted Humor

��
��
�サウスヒューマー黒鹿USA 2011 Torchera

5i
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エイシンヴァルハラ（12鹿 ヴァーミリアン）�１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ボブテイル（19牡黒鹿 エイシンヒカリ）���出走

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

３着，�３勝�
エイシンルンディー（10牝 ゴールドヘイロー）�８勝�１勝	入着����，ル・

プランタン賞，留守杯日高賞２着，プリンセス特別２着，岐阜金賞３着
エイシンローリン（11牝 ＊サウスヴィグラス）５勝，ＮＳＴ賞‐L，室町Ｓ‐OP ２着，

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

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

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

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

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

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

New York Stallion S‐R ２着

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

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

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

349 エイシンヴァルハラ２０２０ �・鹿 ３／３１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊エルコンドルパサー

�
�
�
�
�

��
��

�ヴァーミリアン スカーレットレディエイシンヴァルハラ
＊ Peaks and Valleys

��
��
�バーリンスワン鹿 2012 Cozumel Kitty

14a
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 エイシンウィチタ（13鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
チョウジュクムスメ（19牝鹿 ベルシャザール）�未出走

２代母 ＊カンザスガール（98 USA栗 ＊サンダーガルチ）２勝，葛飾特別
エーシンヴァーゴウ（07牝 ＊ファルブラヴ）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビスサマ

ーダッシュ‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ３着，アイビスサマーダッシュ‐G3
３着，北九州記念‐G3 ３着，etc.

エーシンジョイフル（08牝 ＊オペラハウス）１勝
エイシンエンジョイ（15牡 ＊サウスヴィグラス）��６勝�３勝��２勝�３勝

��，笠松ＧＰ，兵庫ゴールドＣ，園田ＦＣスプリント，白銀争覇，園田
ＣｈＣ，etc.

アルマドラーゴ（10牡 フサイチリシャール）１勝

３代母 スピークストレイト Speak Straight（87 USA栗 In Reality）不出走
サイレントグリーティング Silent Greeting（93 牝 Secret Hello）USA７勝，マー

サワシントンＳ‐G3，Hilltop S‐L，Bensalem S，etc.
ナイトブリーズNight Breeze（99 牝 Two Punch）USA３勝，MarylandM

illion Lassie S‐R，Toddler S
アーリースター Early Star（06	 Successful Appeal）USA６勝，Aul
d Lang Syne S‐L ３着

トロフィコレクター Trophy Collector（06 牝 Strong Hope）USA４勝，C
olonial Downs Oakley S‐R，HBPA Jefferson County Municipalities S
２着，ミスプリークネスＳ‐G3 ３着

マイアミドリームズMiami Dreams（95牝 Secret Hello）USA２勝
マイアミデコーMiami Deco（07	 Limehouse）USA・CAN３勝，Breed

ers' S‐R，シカモアＳ‐G3 ３着，ケンタッキーＣターフＳ‐G3 ３着
イフティタン Iftitan（99牝 ＊サザンヘイロー）不出走

ファレス Fares（04	 Mark of Esteem）GB・ITY・UAE・OMN５勝，Int
ernational Trial S‐L

販売申込者・所有者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011
生 産 牧 場： スウィングフィールド牧場
飼 養 者： スウィングフィールド牧場＝日高町富川東 �01456-2-2011

350 エイシンウィチタ２０２０ 
・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 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightエイシンウィチタ
＊

＊サンダーガルチ

��
��
�カンザスガール鹿 2013 Speak Straight

4c
Northern Dancer M4×S5 Special S5×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 エイシンルーデンス（96青鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，チ
ューリップ賞‐Jpn3，サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2 ２着，京都牝馬特別‐Jpn3
２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－４（12），地方－４（12）〕
エイシンイダテン（03牡黒鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，千葉ＴＶ杯（Ｄ1800）３

着，�８勝��
エーシンラージシー（06牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝

エイシンヴァラー（11牡 ＊サウスヴィグラス）６勝，ジャニュアリーＳ‐OP，西
陣Ｓ，横手特別，etc.，�２勝��１勝・８勝�入着����，黒船賞
‐Jpn3，笠松ＧＰ２着，etc.

エイシンバッケン（12牡 ＊ヨハネスブルグ）７勝，欅Ｓ‐L，欅Ｓ‐L ２着，根岸
Ｓ‐G3 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ４着，オータムリーフＳ‐OP，etc.

エーシンリジル（07牝鹿 ＊フレンチデピュティ）５勝，北九州記念‐G3 ２着，鞍馬Ｓ
‐OP（芝 1200）２着，船橋Ｓ（芝 1200），淀屋橋Ｓ（芝 1200），西部日刊スポーツ杯
（芝 1200），尾瀬特別（芝 1200）３着，�１勝，兵庫クイーンＣ（Ｄ1700）３着

エーシンエムディー（09牝黒鹿 キングカメハメハ）３勝，鳥羽特別（芝 1200），壬
生特別（芝 1200）２着，芦屋川特別（芝 1200）２着，秋元湖特別（芝 1200）２着，
マカオＪＣＴ（芝 1200）３着

エイシンエレガンス（15牝青鹿 ＊ハービンジャー）１勝
エイシンオルデン（16牝青鹿 ショウナンカンプ）	�２勝

２代母 エイシングレシャス（84黒鹿 トウシヨウボーイ）３勝，吹田特別，垂水Ｓ３着，
うずしおＳ３着，大日岳特別３着，えのき賞３着
エイシンデイリー（91牝 ＊ナグルスキー）不出走

ウインク（05牝 ミラクルアドマイヤ）３勝，白馬岳特別２着，
�入着２回，
中日杯３着

キタサンサイレンス（92牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3 ２着
エイシンフージン（93牡 ＊ビシヨツプボブ）１勝，マロニエ賞３着，障害１勝
エイシンヤング（00牡 ＊スターオブコジーン）１勝，
２勝�入着
エイシングレース（03牝 ＊エイシンワシントン）�７勝


３代母 ＊チーフネル（69 USA黒鹿 Jacinto）USA出走
ハルーダ（81牝 ＊シヤトーゲイ）４勝，多摩川特別，サフラン賞，豊明特別２着，etc.

販売申込者・所有者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531
生 産 牧 場： 川端 英幸
飼 養 者： 川端 英幸＝新ひだか町三石美野和 �0146-35-3531

351 エイシンルーデンス２０２０ 牡・鹿 ５／２０

＊

テイルオヴザキャット Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tale of the Cat

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

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellエイシンルーデンス トウシヨウボーイ

��
��
�エイシングレシャス青鹿 1996 ＊チーフネル

8f
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 エニーデイ（07青 Arch）入着，��３勝�
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（１）〕
ロードアクシス（15牡黒鹿 ＊ブレイクランアウト）�４勝，若葉Ｓ‐LR（芝 2000）３

着，ラジオ日本賞‐OP（Ｄ1800）２着，韓国馬事会杯（Ｄ1800），ひめさゆり賞
（芝 2000），薩摩Ｓ（Ｄ1700）２着，宮崎特別（芝 2000）３着

ディーエニー（17牝黒鹿 トーセンホマレボシ）��１勝

２代母 ＊ゴールドデイ（96 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA入着２回
ウインルキア（08牝 ディープインパクト）１勝
レナータ（15牝 ＊ブレイクランアウト）１勝，���１勝�

３代母 ケリーズデイ Kelley's Day（77 USA鹿 Graustark）USA５勝，ガゼルＨ
‐G2 ３着

＊ブライアンズタイム（85牡 Roberto）USA５勝，フロリダダービー‐G1，ペガサス
Ｈ‐G1，ジムダンディＳ‐G2，etc.，種牡馬

リバウンディングスリル Rebounding Thrill（87 牡 Raise a Native）USA９勝，
Sunshine Breeders' Cup S３着，種牡馬

フローラミラ Floramera（91牝 Seattle Slew）USA４勝，ヴァージニアＨ‐G3 ３
着，Dispute S‐R ３着
バウンドレスクエストBoundless Quest（99 牝 GoneWest）USA１勝
ボニーアンドクライド Bonny and Clyde（06牝 Auguri）CHI６勝，ミル
ギニーズ‐G1，サルバドルヘスリべロス大賞‐G2，カルロスＡナバロ賞
‐G3，etc.

オーシャンクエストOcean Quest（07 牝 Ocean Terrace）CHI２勝，ミ
ルギニーズ‐G1

ストームデイ Storm Day（97牡 Storm Cat）USA４勝，ターフウェイフォールＣ
ｈ‐G3 ２着，Governor's H‐L ３着，Warfield S‐R ３着，種牡馬

エリーズモーメント Ellie's Moment（98 牝 Kris S.）USA６勝，Rare Treat H
‐L，ネクストムーヴＨ‐G3 ２着，レイディーズＨ‐G3 ２着，etc.
タイムアンドモーション Time and Motion（13牝 Tapit）USA５勝，Ｑエリ

ザベス二世チャレンジＣ‐G1，レイクプラシドＳ‐G2，Wonder Again
S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 西野 春樹
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

352 エニーデイ２０２０ �・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グレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

アーチ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�Arch Auroraエニーデイ
＊ Seeking the Gold

��
��
�ゴールドデイ青 2007 Kelley's Day

4r
Danzig S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 エビスシハーブ（12栗 ハーツクライ）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ドームサウナ（19牝栗 フリオーソ）�地方未出走

２代母 フォーマルハウト（06栗 ＊クロフネ）出走
ヒトシレズ（11牝 ゼンノロブロイ）�４勝
ルーナデラセーラー（14牝 ハーツクライ）１勝
ワイエスキャンサー（17牝 ネオユニヴァース）��３勝，ラブミーチャン記念３着

３代母 ビワアラビアン（93栗 Nijinsky）不出走
ワンマンシャチョウ（01牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，長久手特別，二王子特別，

睦月賞２着，etc.

４代母 ＊アラビアⅡ（77 USA鹿 Damascus）USA３勝
［孫］ サンセットコード Sunset Code（93� Lost Code）USA９勝，John H

enry H２着
ポリッシュミュージック Polish Music（97� Polish Numbers）USA６
勝，HBPA City of Ranson H３着

５代母 クリスマスウィンドChristmasWind（67 CAN鹿 Nearctic）USA２勝
［子］ ウィンターズテイルWinter's Tale（76� Arts and Letters）USA14 勝，サ

バーバンＨ‐G1（２回），ブルックリンＨ‐G1，マールボロＣ‐G1，etc.
［孫］ ホリデイミュージック Holiday Music（95� Prospector's Music）USA

14 勝，Mr. Nickerson H‐L，Wild andWonderful H‐L，C. E
dmund O'Brien S‐R，etc.

ボビーバーンズ Bobby Burns（82� Roberto）USA３勝，New York
Turf Writers H‐L，ロレンスリアリゼイションＳ‐G2 ４着，ニッカ
ボッカーＨ‐G3 ４着

ミスタースクルージMr. Scrooge（90� Silver Ghost）USA12 勝，Ol
d Rosebud S，Florence S‐L ３着

プリンスヘヴン Prince Heaven（93牡 Proper Reality）USA・PAN５
勝，P. Alberto de Obarrio‐L，P. Dia del Trabajo‐L，P. Ra
ul Arango G. y Raul Baby Arango G.‐L，etc.

販売申込者・所有者： 山口 義彦＝浦河町絵笛 �0146-22-0715
生 産 牧 場： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

353 エビスシハーブ２０２０ �・鹿 ５／ １
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスエビスシハーブ ＊クロフネ

��
��
�フォーマルハウト栗 2012 ビワアラビアン

＊アラビアⅡ 6b
サンデーサイレンスM3×S4 Damascus S5×M5

価格： 購買者：



母 エメラルハヤブサ（10鹿 ＊タイキシャトル）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（５）〕
キタノタカワシ（17牡黒鹿 ＊エスケンデレヤ）��５勝��
アクセル（18牡黒鹿 キズナ）�１勝
フェスティヴベッラ（19牝栗 ＊マクフィ）�未出走

２代母 トウヨウロイヤル（95鹿 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）出走
マイネルシュラーク（00牡 ＊サンダーガルチ）１勝，�２勝����
マイケルバローズ（01牡 ＊タイキシャトル）７勝，富士Ｓ‐G3 ２着，富士Ｓ‐G3 ３

着，関屋記念‐G3 ３着，朱鷺Ｓ‐OP，湘南Ｓ，etc.
セレナダンス（02牝 ＊ジョリーズヘイロー）１勝
サクラダモン（04牝 ＊ボストンハーバー）入着，	３勝
サトノプログレス（05牡 ＊タイキシャトル）３勝，ＮＺトロフィー‐Jpn2
テイエムフィーバー（06牡 ＊タイキシャトル）
６勝
スマートパタカ（07牡 キングカメハメハ）��１勝
ロイヤルグラッセ（11牝 ＊タイキシャトル）入着，	１勝�
ウインドロイヤル（14牡 マツリダゴッホ）�３勝	
パドクロア（16牝 パドトロワ）��１勝�５勝�１勝
エスプロジオーネ（17 マツリダゴッホ）���入着�１勝

３代母 ＊オーミディア（90 USA黒鹿 Riverman）FR１勝
トウヨウレディー（96牝 ＊ラストタイクーン）出走

ライトグローリー（04牡 カリスタグローリ）１勝，礼文特別２着

４代母 タイアボーTie a Bow（79 USA鹿 Dance Spell）USA入着２回
［子］ チャッケンラック Chuck n Luck（83牡 Stalwart）USA21 勝，Late Ac

t S，Governor's H，Alliance H，etc.
［孫］ ＊ニコールファーリー（94牝 Pharly）GB・ITY５勝，伊オークス‐G1，伊１

０００ギニー‐G2
［曾孫］ レイディズアイランド Lady's Island（14牝 Greatness）�USA18 勝，シ

ュガースワールＳ‐G3（２回），Bob Umphrey Turf Sprint‐L，L
adies' Turf Sprint S，etc.

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

354 エメラルハヤブサ２０２０ 牡・鹿 ５／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンエメラルハヤブサ ＊ロイヤルアカデミーⅡ

��
��
�トウヨウロイヤル鹿 2010 ＊オーミディア

5e
Halo S4×M4 Riverman S4×M4 Nijinsky M4×M5

価格： 購買者：



母 イエスマイダーリン（07鹿 キングカメハメハ）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ディアデイジー（17牝鹿 トーセンジョーダン）入着，�１勝��
バッカ（19牝鹿 ＊ベーカバド）�地方未出走

２代母 ＊スポーティングラダー（97 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
ソンモントゥーノ SonMontuno（04牡 Tale of the Cat）USA２勝
ユメヒマワリ（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着，��４勝�４勝
カトルラポール（13牝 ＊グラスワンダー）２勝，春菜賞
キョウエイロゼッタ（14牝 ＊パイロ）��１勝

３代母 リダラ Lydara（90 USA鹿 Alydar）USA２勝

４代母 スティックトゥビューティ Stick to Beauty（73 USA黒鹿 Illustrious）USA
３勝，Busanda S，Rosetown S２着
［子］ ゴールドビューティGold Beauty（79 牝 Mr. Prospector）USA８勝，テ

ストＳ‐G2，フォールハイウエイトＨ‐G2，トルーノースＨ‐G3，etc.
ザプライムミニスター The Prime Minister（87 牡 Deputy Minister）U
SA５勝，米グッドウッドＨ‐G2，種牡馬

ストームビューティ Storm Beauty（95 牝 Storm Cat）USA５勝，Mis
s Preakness S‐L，Wilma C. Kennedy S

ミラローマMiraloma（93牝 Deputy Minister）USA２勝，Kentucky
Breeders' Cup S‐L

［孫］ ダイジュールDayjur（87 牡 Danzig）GB・FR・USA７勝，ナンソープ
Ｓ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，etc.，
種牡馬

＊メイプルジンスキー（85牝 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

アイアンマスク Iron Mask（98牡 Danzig）FR・USA・SIN５勝，アラ
ンベール賞‐G3，P. de la Vallee d'Auge‐L，KrisFlyer Sprint
‐L，etc.，種牡馬

バッファム Buffum（08牡 Bernardini）USA・UAE４勝，ボールドルー
ラーＨ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

355 イエスマイダーリン２０２０ 牡・鹿 ５／ ４

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスイエスマイダーリン
＊ Danzig

��
��
�スポーティングラダー鹿 2007 Lydara

1g
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5 Raise a Native M5×M5

価格： 購買者：



母 イナーシャ（15栗 ＊ハードスパン）��出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ケイアイバラード（93栗 ＊リヴリア）３勝，��１勝
ケイアイウンリュー（01牡 タマモクロス）３勝，浅草特別，ノエル賞２着
セルゲイエフ（04牡 テイエムオペラオー）�８勝�
コスモセンサー（07牡 キングカメハメハ）６勝，アーリントンＣ‐G3，ニューイヤ

ーＳ‐L（２回），ファイナルＳ‐L，安田記念‐G1 ３着，マイラーズＣ‐G2 ３着，etc.，
�１勝

クレバーバラード（09牡 ＊クロフネ）１勝
ミヤジカールソン（11牡 キングカメハメハ）１勝
ツインフルムーン（13牝 アドマイヤムーン）��11 勝

３代母 ハナサキメグロ（81鹿 ＊トランスアランテイツク）不出走
メグロヒカリ（85牝 ＊サンシヤインシテイ）不出走

メグロディジョン（89牡 ＊リトルリヴア）１勝
シンザンメグロ（86牝 シンザン）４勝，駒場特別，富良野特別，ＳＴＶ賞２着，etc.

アタックレジェンド（97牝 ＊ゴールデンフェザント）２勝
リープフローグ（99牡 ジェニュイン）入着３回，��１勝�１勝

メグロインスパイヤ（88牝 ＊テリオス）不出走
ライブリシルバー（93牡 ＊コインドシルバー）�６勝
ミナモトエスパルス（94牡 ＊ノーアテンシヨン）１勝
ヴェスペラル（96牝 ＊キンググローリアス）２勝
イリオス（99牝 ＊シアトルダンサーⅡ）�１勝��１勝
バトルブルーリボン（00牝 ＊オジジアン）１勝

エールスキー（90牡 ＊イルドブルボン）４勝，青函Ｓ‐OP ２着，大通り特別，真駒
内特別２着，etc.，	１勝
６勝

タヤスアストラル（94牡 ＊エブロス）１勝，ゆきつばき賞，��１勝�１勝，瀬波特別

４代母 オカテスコ（74鹿 ＊テスコボーイ）１勝
［孫］ デザートローズ（87牝 ＊ペンシルプツシヤー）３勝，湯沢特別，ラジオ福

島賞３着，葉牡丹賞３着
ゼネラリダンサー（88牡 ＊ゼネラリゼーシヨン）２勝，山吹賞２着，�３勝

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

356 イナーシャ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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystイナーシャ ＊リヴリア

��
��
�ケイアイバラード栗 2015 ハナサキメグロ

＊サリーランド 16f
Mr. Prospector S5×S5 Roberto S5×M5 Nearctic M5×M5
NatalmaM5×M5
価格： 購買者：



母 ヴェアリアスローズ（10栗 スターリングローズ）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（４）〕
クリノマンジェリカ（16牝青鹿 パドトロワ）�４勝�
クリノニキータ（17牝鹿 ヴァンセンヌ）�１勝
ロイヤルスカッシュ（19牡鹿 ＊シニスターミニスター）�地方未出走

２代母 ネローリ（01栗 ＊ラムタラ）��５勝
シークロム（12牡 ローレルゲレイロ）��８勝�１勝��８勝，青藍賞，イーハト

ーブマイル，スプリングＣ，はまなす賞２着，北斗盃２着，etc.
イワバシル（13牝 スターリングローズ）�３勝�入着
シンシン（14牡 ＊ベーカバド）��２勝�１勝�入着２回
ブラックネロ（18牡 ホッコータルマエ）���１勝

３代母 ファビラスターン（94黒鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，矢車賞３着，�１勝
シャドウゲイト（02牡 ＊ホワイトマズル）６勝，中京記念‐G3，中山金杯‐G3，etc.，

��入着，GB・IRE・HKG・SIN２勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，種牡馬
ファビュラスセンス（06牝 ＊グラスワンダー）１勝，鳥屋野特別３着

シゲルオテンバ（18牝 ロードカナロア）�１勝，デイジー賞２着
サトノタイガー（08牡 キングカメハメハ）５勝，カペラＳ‐G3 ２着，etc.，��３

勝��入着３回，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ２着，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ５
着，etc.，ＮＡＲ優短距

４代母 カッティングエッジ（86栗 ＊フアバージ）６勝，クイーンＣ‐Jpn3，ＴＶ東京
３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，ニューイヤーＳ‐OP，クリスマス
Ｓ‐OP（２回）
［子］ テーオーギャング（04牡 スペシャルウィーク）３勝，須賀川特別，筑紫特

別，桂川Ｓ２着，etc.
マイネルスパーダ（03牡 ＊マイネルラヴ）２勝，遠賀川特別２着，湯浜特
別２着，白藤賞３着

［孫］ ハノハノ（08牡 アドマイヤコジーン）６勝，バーデンバーデンＣ‐L ２着，
京洛Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ３着，etc.

［曾孫］ イコピコ（06牡 マンハッタンカフェ）４勝，神戸新聞杯‐Jpn2，菊花賞
‐Jpn1 ４着，白百合Ｓ‐OP

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793

357 ヴェアリアスローズ２０２０ 	・栗 ２／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズヴェアリアスローズ ＊ラムタラ

��
��
�ネローリ栗 2010 ファビラスターン

＊ナイトライト 22d
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ウィステリアカフナ（11黒鹿 スペシャルウィーク）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
ランドヘルメース（15牡鹿 ＊タートルボウル）入着４回，�３勝
インナート（17牡黒鹿 ストロングリターン）�１勝
カオリナイト（18牝栗 ペルーサ）出走，�地方未出走
ゼアズノープレイス（19牡黒鹿 アスカクリチャン）�未出走

２代母 ウインキナウ（06鹿 キングカメハメハ）�２勝
アオテン（13牡 ヴァーミリアン）１勝，�３勝
ジェイケイステラ（14牝 ＊ベーカバド）���４勝�４勝
セイレーン（18牝 オルフェーヴル）�１勝

３代母 ストレイキャット（99鹿 Storm Cat）出走
マルセイユキャット（04牝 ＊フレンチデピュティ）出走

ナリタスーパーワン（09牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，エニフＳ‐L ３着，京都
オータムリーフプレミアム‐OP ２着，大沼Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着

ナリタキングパワー（05� ＊ブライアンズタイム）４勝，札幌日経ＯＰ‐L ３着，北
海Ｈ，木曽川特別，etc.

タガノエリザベート（07牝 スペシャルウィーク）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3
キャットコイン（12牝 ステイゴールド）３勝，クイーンＣ‐G3，ひいらぎ賞
ワンブレスアウェイ（13牝 ステイゴールド）６勝，愛知杯‐G3，マーメイドＳ‐G3

２着，オクトーバーＳ‐L ３着，etc.
ロックディスタウン（15牝 オルフェーヴル）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3

４代母 ＊ローミンレイチェル（90 USA鹿 ＊マイニング）USA９勝，バレリーナＨ‐G1，
ボーモントＳ‐G2，ブラウン＆ウイリアムソンＨ‐G3，Princess Rooney H
‐L，Queen BC S‐L，etc.
［子］ ゼンノロブロイ（00牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ジャパンＣ‐G1，有馬記

念‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，GB入着，年代表，優古牡，種牡馬
［孫］ ヘヴンリーラヴ Heavenly Love（15牝 Malibu Moon）USA２勝，アル

シバイアディズＳ‐G1，リグレットＳ‐G3 ３着
＊フォエヴァーダーリング（13牝 Congrats）USA２勝，サンタイネスＳ

‐G2，Angels Flight S‐L ２着

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

358 ウィステリアカフナ２０２０ 	・鹿 ４／１８

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールウィステリアカフナ キングカメハメハ

��
��
�ウインキナウ黒鹿 2011 ストレイキャット

＊ローミンレイチェル 2b
Mr. Prospector S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ヴェルテュ（09鹿 ＊ファスリエフ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
パルトネール（14牝栗 ＊カジノドライヴ）１勝
ブチャコ（15牝青鹿 ＊ホワイトマズル）入着，�１勝��
ローダンテ（17牝鹿 ノーザンリバー）���未出走�６勝
サミュエル（19牝栗 スクリーンヒーロー）�未出走

２代母 ペイルローズ（01栗 フジキセキ）１勝
テイエムトップガン（10牡 マヤノトップガン）�１勝
クアトロマエストロ（11牡 ＊ケイムホーム）�３勝
エリーティアラ（12牝 ＊ケイムホーム）４勝，吾妻小富士賞，芦屋川特別，郡山特別，

雪うさぎ賞２着，醍醐Ｓ３着，etc.，�１勝
ベルウッドスワロー（15牡 ＊バトルプラン）���２勝�２勝
シゲルキャッツアイ（16牝 フリオーソ）	３勝

３代母 オレンジカラー（93栗 サクラユタカオー）１勝
ライトハートリー（99牝 ＊パラダイスクリーク）１勝

キクノルア（14
 カネヒキリ）５勝，招福Ｓ，姫路特別，瀬戸特別２着
トーセンヤマト（10牡 デュランダル）２勝，葉牡丹賞，百日草特別３着，��２勝

４代母 ノーザンハマナス（84鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
［子］ マヤノデンプシー（92牡 サクラユタカオー）７勝，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ３

着，陽春Ｓ‐OP ３着，北九州短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
デジタルホース（97牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，相模特別２着
ノーザンスター（01牝 ＊カーネギー）３勝，長岡特別３着，白河特別３着，
勝浦特別３着

［孫］ プレイザゲーム（13牡 ＊パイロ）�１勝��１勝�，東京ダービー２着，
クラウンＣ２着，東京湾Ｃ３着，etc.

マリーズケイ（11牝 アッミラーレ）２勝，隅田川特別２着，古作特別２着
アモール（01牝 ＊ティンバーカントリー）��３勝�入着，ひまわり賞２着

［曾孫］ ミキノモナコ（04牝 ＊ディアブロ）３勝，苗場特別２着，呉竹賞２着

販売申込者・所有者： 山岡ファーム＝新冠町西泊津 �090-2698-9011
生 産 牧 場： 山岡ファーム
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

359 ヴェルテュ２０２０ �・栗 ３／１１
＊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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ファスリエフ Mr. P's Princessヴェルテュ フジキセキ

��
��
�ペイルローズ鹿 2009 オレンジカラー

＊ハマナスⅡ 17b
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev M3×S4 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 リュミエールゲラン（08鹿 ＊ロックオブジブラルタル）�８勝��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アヴグラン（17牡鹿 ワールドエース）�１勝�
モッツアフィアート（18牝鹿 ブラックタイド）��出走

２代母 メガミゲラン（92鹿 ＊シエイデイハイツ）７勝，北九州記念‐Jpn3 ３着，ア
ンドロメダＳ‐OP，北九州短距離Ｓ‐OP，桶狭間Ｓ，パールＳ，etc.
レーヴドゲラン（99牝 ＊リアルシヤダイ）出走

ニュアージゲラン（09牝 オンファイア）入着３回，�１勝��１勝�２勝，英
彦山賞２着，長月賞２着

ペイシャゲラン（14牝 ダノンシャンティ）１勝，飛竜特別２着，	４勝�１勝��
シャルルゲラン（00牡 フサイチコンコルド）５勝，伊勢特別，日向特別３着
チリエージェ（01牝 サクラバクシンオー）５勝，鳥羽特別，久多特別，別府特別，

伊吹山特別２着，河北新報杯３着，etc.
ハクサンムーン（09牡 アドマイヤムーン）７勝，セントウルＳ‐G2，アイビス

サマーダッシュ‐G3，京阪杯‐G3，スプリンターズＳ‐G1 ２着，高松宮
記念‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ウォーリングステイツWarring States（14 牡 ヴィクトワールピサ）�FR・GE
R・QAT２勝，バヴァーリアンクラシック‐G3

スズカゲラン（03牝 ＊ブラックホーク）１勝
ラティエラ（04牝 ＊スキャターザゴールド）�	入着７回

ローデルバーン（13牡 デュランダル）２勝，白川特別３着
キャナレット（05牝 ナリタトップロード）入着，�２勝
クランドールゲラン（09牡 フジキセキ）２勝
クリノダイコクテン（11牡 ハーツクライ）１勝，障害２勝，�１勝
入着
ラヴィーゲラン（12牝 スペシャルウィーク）入着，�３勝

３代母 モガミゲラン（88鹿 ＊モガミ）不出走
アンビシャス（93牡 ＊クリエイター）４勝，春日特別，知多特別，但馬Ｓ２着，etc.
ヒダカゲラン（95牝 ＊ミルジヨージ）出走

ピエナオンリーワン（01� フサイチコンコルド）３勝，長良川特別，つばき賞
２着，あすなろ賞２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737
生 産 牧 場： ㈱白井牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

360 リュミエールゲラン２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�ロックオブジブラルタル Offshore Boomリュミエールゲラン ＊シエイデイハイツ

��
��
�メガミゲラン鹿 2008 モガミゲラン

＊ミスブゼン 18
Hail to Reason S5×S5 Lyphard S5×M5 Northern Dancer M5×M5
Bold Lad M5×M5
価格： 購買者：



母 レッドベリル（04青鹿 スペシャルウィーク）�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（２）〕
オトコギマサムネ（11�鹿 ジャングルポケット）３勝，医王寺特別（芝 1200），福

島中央ＴＶ杯（芝 1200）２着，祇園特別（芝 1200）３着
アンカットジュエル（13�黒鹿 ＊パイロ）��２勝
イノセントディーノ（19牡青鹿 ＊ロージズインメイ）��出走

２代母 ＊レッドヴェルベット（95 USA鹿 Avenue of Flags）USA３勝，Mountain
view S３着，San Jose S３着
オーシャンカレント（06牡 ＊タイキシャトル）３勝，北九州短距離Ｓ２着，浜松Ｓ３

着，門司Ｓ３着，越後Ｓ３着，�３勝

３代母 エクセレントレイディExcellent Lady（86 USA黒鹿 Smarten）USA４勝
ジェネラルチャレンジGeneral Challenge（96� General Meeting）USA９勝，

サンタアニタダービー‐G1，サンタアニタＨ‐G1，パシフィッククラシック
‐G1，ストラブＳ‐G2，サンタカタリーナＳ‐G2，etc.

ジュエルドレイディ Jeweled Lady（97牝 General Meeting）不出走
＊ジュエルオブザナイト（02牝 Giant's Causeway）USA出走

＊イブニングジュエル（07牝 Northern Afleet）USA７勝，アシュランドＳ
‐G1，デルマーオークス‐G1，サンクレメンテＨ‐G2，etc.

ペティションザレイディ Petition the Lady（05牝 Petionville）USA６勝，Fern
Sawyer H，Zia Park Distaff S２着，Bold Ego H２着，etc.

ソーシーイヴニング Saucey Evening（06牝 More Than Ready）USA・CA
N４勝，Starine S‐R，California Cup Juvenile Fillies S‐R，Cali
fornia Breeders' Champion S‐R，etc.

ジュリーズジューエリー Julie's Jewelry（11 牝 Distorted Humor）USA４勝，
Pink Ribbon S２着

ノータブルキャリアーNotable Career（98 牝 Avenue of Flags）USA３勝，オーク
リーフＳ‐G1，ランダルースＳ‐G3，デルマーデビュタントＳ‐G1 ２着，etc.

ウェスタンヘミスフィアWestern Hemisphere（01 牝 General Meeting）USA４
勝，Kalookan Queen H‐L，Fleet Treat S‐R，ハニムーンＨ‐G2 ２着，etc.
ギャラクティックプリンセスGalactic Princess（14 牝 Ready's Image）�US

A10 勝，Gold Rush Futurity３着

販売申込者・所有者： 渋谷牧場＝新冠町大狩部 �080-5599-2534
生 産 牧 場： 渋谷牧場
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

361 レッドベリル２０２０ 牡・鹿 ４／１６

＊

アフリートアレックス Northern Afleet

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Afleet Alex

�
�
�
�
�
�
�
�
� Maggy Hawkセイントアレックス ＊アサティス

��
��
�フェスティバルUSA 鹿 2007 ノースケープ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールレッドベリル
＊ Avenue of Flags

��
��
�レッドヴェルベット青鹿 2004 Excellent Lady

16g
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アイリーデイ（15鹿 ＊モンテロッソ）出走
初仔

２代母 ＊ワイズドリーム（06 USA栗 Yes It's True）３勝
サウンドワイズ（17牝 ＊クロフネ）�２勝，��１勝

３代母 シャピー Shappy（94 USA鹿 Really Secret）USA１勝
フィーラインストーリー Feline Story（01 牝 Tale of the Cat）USA５勝，フロー

ラルパークＨ‐G3，ソロリティＳ‐G3，Legal Light S‐L，etc.
ダンクDunk（15� Brethren）�USA４勝，Dr.Fager S‐R ２着

ストーリーアントールド Story Untold（11 牝 Old Fashioned）不出走
アリーラロックスター Arella Rockstar（14 牝 Astrology）USA２勝，メイト

ロンＳ‐G3

４代母 ソルトインマイスチュー Salt In My Stew（83 USA栗 Dr. Blum）USA１勝
［子］ パトゥーイ Patooie（90 牝 Strike Gold）USA５勝，Foxy J. G. S‐R，

Holly S３着
ソルティシークレット Salty Secret（93 牝 Really Secret）USA１勝，
Somethingroyal H‐R ２着

マイネセシティMy Necessity（89 牝 Ziggy's Boy）USA４勝，Lovel
y Claire S‐L ３着

［孫］ ＊エイシンキャメロン（96牡 With Approval）４勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，
アーリントンＣ‐Jpn3，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬

コープラントゥー Copelan Too（95牡 Copelan）USA５勝，ケンタッ
キーＣスプリントＳ‐G2 ２着，種牡馬

ロストウィザウトユー LostWithout You（05牝 Mutakddim）USA３勝，
Jack Betta Be Rite S‐R ２着，P. G. Johnson S３着

コマンダーパット Commander Pat（02� Deputy Commander）USA
・CAN４勝，Victoria Park S‐L ３着

［曾孫］ ノットアキャットバットアラーマNotacatbutallama（10� Harlan's Holiday）
USA８勝，ホールオヴフェイムＳ‐G3，ヒルプリンスＳ‐G3，Inc
urable Optimist S‐L，etc.

販売申込者・所有者： 漆原牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1574
生 産 牧 場： 漆原 武男
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

362 アイリーデイ２０２０ �・鹿 ４／１３
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スウェプトオーヴァーボード

�
�
�
�
�
�
�
�
� Sheer Iceパドトロワ フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2007 スターバレリーナ

＊ Dubawi

�
�
�
�
�

��
��

�モンテロッソ Porto Rocaアイリーデイ
＊ Yes It's True

��
��
�ワイズドリーム鹿 2015 Shappy

8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 アルマシェダル（11黒鹿 フジキセキ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
スターシューター（18牡青鹿 ＊トビーズコーナー）���２勝

２代母 ＊ティリオブストラッフォード（95 USA鹿 Deputy Minister）USA入着２回
メイショウエイシ（01牡 Honour and Glory）４勝，ＴＶＱ杯，愛宕特別２着，Ｔ

ＶＱ杯３着，唐津特別３着
タマモコンチェルト（02牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝
アスカノヒミコ（03牝 ＊タバスコキャット）１勝

アスカノロマン（11牡 ＊アグネスデジタル）７勝，東海Ｓ‐G2，平安Ｓ‐G3，チ
ャンピオンズＣ‐G1 ３着，フェブラリーＳ‐G1 ３着，etc.，��入着�
�，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，etc.

ベルシャルル（06牝 ＊コロナドズクエスト）２勝，ラベンダー賞‐OP ２着
プレタポルテ（07牝 キングカメハメハ）１勝，村上特別２着
コウユーネガイ（08牝 ゼンノロブロイ）�４勝�２勝���，荒炎賞３着
サラファン（09牝 アグネスタキオン）１勝
アルマシャウラ（10牝 アドマイヤムーン）１勝

３代母 デヴィルタントDeviltante（86 USA黒鹿 Devil's Bag）USA１勝
レイディトーリ Lady Tori（91 牝 Fappiano）USA２勝

ビンザベスト Binthebest（97� Binalong）USA５勝，ガルフストリームスプ
リントＣｈ．Ｈ‐G2 ２着，チャーチルダウンズＨ‐G2 ３着，デピュティ
ミニスターＨ‐G3 ２着，etc.

ティンカー Tinker（99 牡 Binalong）USA４勝，Spectacular Bid S‐L ３着
グラニーケリーGranny Kelly（94 牝 Irish River）IRE 入着

シックスヒッター Six Hitter（99� Boundary）GB・ITY・USA６勝，P. To
scana‐L，Criterium Varesino‐L ３着

４代母 ボーンナレイディ Born a Lady（81 USA鹿 Tentam）USA４勝，Pearl N
ecklace S‐R，DropMe A Note S‐R ２着
［孫］ アントニオバローズ（06牡 マンハッタンカフェ）２勝，シンザン記念‐G3，

日本ダービー‐Jpn1 ３着，プリンシパルＳ‐L ２着

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

363 アルマシェダル２０２０ 	・鹿 ４／２６

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーアルマシェダル
＊ Deputy Minister

��
��
�ティリオブストラッフォード黒鹿 2011 Deviltante

2d
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×M5 In Reality S5×M5

価格： 購買者：



母 イエローサブマリン（11栗 スズカフェニックス）��１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
シスコキッド（17牝鹿 スマートボーイ）���入着��入着６回
ケネベックテソーロ（19牝栗 ＊ヴィットリオドーロ）�未出走

２代母 スズカブルーム（02鹿 ＊スキャターザゴールド）３勝
テイエムシシオー（09牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�５勝，新涼賞，耶馬溪賞２着，

カンナ賞２着
テイエムシングン（10牡 サクラバクシンオー）１勝
スマートアヴァロン（12牡 ＊サウスヴィグラス）７勝，コーラルＳ‐L，すばるＳ‐L，

根岸Ｓ‐G3 ３着，すばるＳ‐L ３着，ポラリスＳ‐L ３着，etc.，��１勝
メイショウダッサイ（13牡 スズカマンボ）�１勝，障害９勝，中山グランドジャン

プ‐JG1，中山大障害‐JG1，阪神スプリングジャンプ‐JG2，東京ハイジャンプ
‐JG2，小倉サマージャンプ‐JG3，etc.，優障害

ピンクドッグウッド（14牝 ＊サウスヴィグラス）�３勝��１勝�２勝，エーデルワイ
ス賞‐Jpn3 ３着，東京２歳優駿牝馬，京浜盃２着，フルールＣ，ＮＡＲ優２牝

ノーズオブゴールド（15牡 ＊サウスヴィグラス）�７勝�
クリスマスベル（16牝 ロジユニヴァース）�１勝�２勝
ジェセニア（18牝 ＊サウスヴィグラス）�２勝

３代母 イエローブルーム（89栗 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，樅の木賞２着，寒桜賞３着
インターアプローズ（97牡 ＊トニービン）５勝，神鍋特別，伊丹特別，洲本特別２着，etc.
テイエムミシルオー（99牡 ＊ミシル）３勝，摩周湖特別２着，ポプラ特別３着
ホワイトカーニバル（00牝 ＊ミシル）２勝，フェアリーＳ‐Jpn3，クイーンＣ

‐Jpn3 ３着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ２着
ホワイトクルーザー（06牝 ＊クロフネ）２勝
スズカホワイト（14� ブラックタイド）１勝，大寒桜賞３着，障害１勝
ハヤブサナンデクン（16牡 ゴールドアリュール）�３勝，鳳雛Ｓ‐L ３着，
香嵐渓特別，咲花特別２着

サンビスタ（09牝 スズカマンボ）６勝，チャンピオンズＣ‐G1，etc.，��３勝
�１勝�１勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，Ｌプレリュード‐Jpn2，etc.

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

364 イエローサブマリン２０２０ 	・栗 ４／２４
＊ 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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカフェニックス ＊ローズオブスズカイエローサブマリン ＊スキャターザゴールド

��
��
�スズカブルーム栗 2011 イエローブルーム

＊エリモルーシー 16h
Northern Dancer S5×M5 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 アンジュデュバン（11黒鹿 ハーツクライ）２勝，ミモザ賞（芝 2000）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
シゲルサカモリ（19牡青鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 マイネレーヌ（06鹿 ＊マイネルラヴ）入着
アカラナータ（14牡 マンハッタンカフェ）１勝
スピアーノ（15牝 ヴィクトワールピサ）２勝
ジャスタクイーン（16牝 ジャスタウェイ）��未出走�７勝

３代母 グレースマリヤ（96鹿 ＊グルームダンサー）不出走
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.
マイネボヌール（09牝 ＊ロージズインメイ）４勝，紅梅Ｓ‐OP ２着，朝日岳特

別，志摩特別（２回），etc.
マイネルウィルトス（16牡 スクリーンヒーロー）�５勝，福島民報杯，壇
之浦Ｓ，紫野特別，etc.

ウインベントゥーラ（12牡 ディープインパクト）１勝，相馬特別２着，��出
走�４勝

ウインハピネス（15牡 ＊アイルハヴアナザー）���５勝�１勝�５勝�１勝，
笠松ＧＰ３着，オータムＣ

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.
ウインティアラ（12牝 ＊ハービンジャー）１勝，石打特別３着，�１勝
ウインラナキラ（15牝 キングカメハメハ）２勝，知床特別２着，城崎特別３着

トーセンミネルバ（08牝 キングカメハメハ）１勝
ハレルヤボーイ Hallelujah Boy（13牡 トーセンファントム）２勝，神奈川新

聞杯３着，AUS３勝，BRC Tails Quality S‐L，ゴールドコーストＡＤ
ホリンデイルＳ‐G2 ３着

４代母 ミホグレース（87鹿 アスワン）不出走
［子］ イグゼキュティヴ（06牡 ＊チーフベアハート）１勝，京都２歳Ｓ‐L，札幌

２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，コスモス賞‐OP ２着，etc.，	２勝�２勝，Ｎ
ＡＲ優ターフ

販売申込者・所有者： 荒井ファーム＝日高町豊郷 �01456-7-2408
生 産 牧 場： 荒井ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

365 アンジュデュバン２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ハーツクライ アイリッシュダンスアンジュデュバン ＊マイネルラヴ

��
��
�マイネレーヌ黒鹿 2011 グレースマリヤ

＊アストニシメント 7c
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 エスケイミネルバ（12青 メイショウボーラー）�２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ハイラブハンター（18牡鹿 メイショウサムソン）�１勝

２代母 メイショウシスタス（99栗 バブルガムフェロー）４勝，新涼特別
メイショウアサギリ（08牡 ＊オペラハウス）�11 勝�１勝
メイショウソラーレ（10牡 メイショウサムソン）５勝，東大路Ｓ，日吉特別，ＢＳ

イレブン賞３着，上賀茂Ｓ３着，響灘特別３着，障害３勝

３代母 ブラッシングロマン（91鹿 ＊ブレイヴエストローマン）出走
メイショウトンボ（03牡 ＊オペラハウス）２勝，唐津特別２着

４代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
［子］ テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬

記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優３牡，年代表，優古牡，種牡馬
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2
２着，阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.

タガノコウテイ（99牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，
�４勝�入着�

キャプテンクック（97牡 ＊デインヒル）４勝，室町特別，醍醐特別２着，
壬生特別３着

ビクトリーマッハ（89牝 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特
別２着

［孫］ テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

［曾孫］ ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３
着，七夕賞‐G3 ２着，etc.

ビッグリバティ（09牡 ＊スタチューオブリバティ）５勝，妙見山Ｓ，夏至
Ｓ２着，麦秋Ｓ２着，etc.，�１勝�６勝

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

スマートルビー（13牝 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別，テレ玉杯２着
ムーンライト（17牝 ハーツクライ）�２勝，豊橋特別２着

販売申込者・所有者： ㈲鮫川ファーム＝浦河町野深 �0146-27-4276
生 産 牧 場： ㈲鮫川ファーム
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

366 エスケイミネルバ２０２０ 牡・鹿 ５／１８

＊

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

＊タイキシャトル

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウボーラー ＊ナイスレイズエスケイミネルバ バブルガムフェロー

��
��
�メイショウシスタス青 2012 ブラッシングロマン

＊ワンスウエド 4m
Deputy Minister S4×S5 Blushing Groom S5×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 エミリア（00黒鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－５（16）〕
マイステージ（10牝鹿 サクラバクシンオー）�３勝�
ファイアボール（11牡鹿 サクラバクシンオー）入着，��１勝
パーソナルベスト（12牝鹿 ＊アルデバランⅡ）�２勝�６勝��
エミノマユアク（13牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝，��３勝
カフジバンガード（15牡鹿 ＊ハービンジャー）３勝，能勢特別（芝 2000），こうやま

き賞（芝 1600），西部スポニチ賞（芝 1800）２着，博多Ｓ（芝 2000）３着，長久手
特別（芝 1600）３着

サンコンコード（16牝黒鹿 トーセンジョーダン）��１勝

２代母 ＊ダジルミージョリエ（88 USA鹿 Carr de Naskra）USA７勝，レアパフュー
ムＳ‐G2，Blue Sparkler S，Dearly Precious S，Candy Eclair S，S
ome for All S，etc.
メイクアスメリー（94牝 Easy Goer）１勝

レストオブセール（98牡 ＊エルハーブ）３勝，成田特別３着，�１勝
プリストマジック（95牝 ＊コマンダーインチーフ）３勝，勝浦特別，御宿特別２着，

ＳＴＶ賞３着，サロマ湖特別３着，道新スポーツ杯３着
マルブツエルハーブ（96牡 ＊エルハーブ）３勝，小名浜特別，障害１勝，京都ハイジ

ャンプ‐JG2 ３着
アッミラーレ（97牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，春待月Ｓ‐OP，欅Ｓ‐OP，みちの

くＳ，伊良湖特別，種牡馬
ペリウィンクル（98牝 ＊フォーティナイナー）出走

リバルドホープ（08牡 キングカメハメハ）入着２回，�10 勝，尾張名古屋杯２
着，尾張名古屋杯３着

ケイアイカルディナ（03牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�７勝���入着３回	，
スプリント，オータムスプリントＣ２着，サマーＣ３着

マキノジョリエ（04牝 ＊カリズマティック）１勝

３代母 モーグリットMawgrit（78 USA鹿 Hoist the Flag）USA１勝
モーキシュMawkish（82牝 Alydar）不出走

レアーピック Rare Pick（88 牝 Rare Brick）USA３勝，フェアグラウンズオー
クス‐G3

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

367 エミリア２０２０ 牡・鹿 ５／ ８

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellエミリア
＊ Carr de Naskra

��
��
�ダジルミージョリエ黒鹿 2000 Mawgrit

9c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊エリカオンヒル（05 USA鹿 Century City）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－６（16）〕
メイクイットホーム（11牡青鹿 ＊ケイムホーム）�３勝��４勝
リーデルオンザヒル（12牡鹿 ＊アグネスデジタル）��２勝
マストワン（13牡栗 サムライハート）障害１勝，�４勝
シゲルイノシシ（14牡栗 マツリダゴッホ）�１勝
シンカンゴッホ（15牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝
ポンドグロウ（16牡鹿 トゥザグローリー）��１勝
エイムダウンサイト（19牡栗 エスポワールシチー）���入着

２代母 バッカリナBuckarina（81 USA栗 Buckaroo）USA２勝
ペナインウェイ PennineWay（86� Castle Green）USA２勝，South Bound S

２着
コッパウィナー Coppawinner（88� Arts and Letters）USA６勝，Richmond

S３着，Burnaby S３着
バッキーズソルーション Buckys Solution（89牝 Tiffany Ice）USA６勝，Nata

lma S‐L，Colin S‐L，Ontario Debutante S‐R，Glorious Song S
‐R ３着

＊マルターズホビー（02牝 ＊スピニングワールド）４勝，長岡特別，袖ケ浦特別，湯沢
特別，斑鳩Ｓ２着，白秋Ｓ２着，etc.

３代母 ディッキーラドウィグDickie Ludwig（76 USA鹿 T.V. Commercial）USA
１勝
フィルアップ Fill Up（83牡 Full Out）USA・MEX21 勝，Independencia H，

Seabiscuit H‐R，C. de Campeones‐L，etc.
バックウィグ Buckwig（84 牝 Buckfinder）ITY10 勝，バグッタ賞‐G3，ブオンタレ

ンタ賞‐G3，P. Allevamento‐L，etc.
カルヴィス Karvis（90 牝 Be My Guest）ITY４勝，P. Alberto Zanoletti di R

ozzano‐L ２着
＊シェンク（96牝 Zafonic）FR・ITY・USA３勝，伊１０００ギニー‐G2，P. Sereg

no‐L，P. Alessandro Perrone‐L ２着，etc.
シャラン Challant（98� Deploy）ITY４勝，P. Campobello‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2446
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

368 エリカオンヒル２０２０ �・鹿 ５／２０

＊

＊ 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

＊

センチュリーシティ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�Century City Alywowエリカオンヒル バッカリナ Buckaroo

��
��
�Buckarina鹿USA 2005 Dickie Ludwig

4m
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 エーシンウェンディ（10栗 ネオユニヴァース）２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
グランヴェルソー（17�鹿 ＊ノヴェリスト）��３勝
エイシンチッタ（18牝鹿 エイシンフラッシュ）���出走�１勝
ハルノトゥーリ（19牝鹿 エイシンフラッシュ）�未出走

２代母 ＊ワイオミングガール（97 USA栗 Supremo）３勝
エーシンウェーブス（04牝 エイシンサンディ）１勝
エーシンウドウィン（05牡 ＊ホワイトマズル）入着，�１勝�２勝
エーシンタウォーズ（06牡 トウカイテイオー）�８勝�入着２回
エーシンアマゾーン（07牝 ＊ファルブラヴ）１勝，�１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

エーシングッドマン（09牡 ゴールドアリュール）�３勝�入着４回
エイシンハルカス（12牝 ＊シンボリクリスエス）�３勝���

３代母 アバヴザソルトAbove the Salt（88 USA栗 Master Derby）USA11 勝
＊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.
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，ＵＨ

Ｂ賞‐OP ３着，南総Ｓ，etc.
デトロイトカフェ（12牝 マンハッタンカフェ）入着３回，�２勝
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

＊マシロンガール（03牝 With Approval）３勝，登別特別３着

４代母 ソルトインマイスチュー Salt In My Stew（83 USA栗 Dr. Blum）USA１勝
［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： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈲大北牧場
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

369 エーシンウェンディ２０２０ 牡・栗 ４／１５
＊ Mr. Prospector

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アフリート

�
�
�
�
�
�
�
�
� Polite Ladyバンブーエール

＊ Rainbow Quest

��
��
�レインボーウッド栗 2003 Priceless Fame

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスエーシンウェンディ
＊ Supremo

��
��
�ワイオミングガール栗 2010 Above the Salt

8f
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 エーシンミモザ（08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：地方－３（19）〕
フクノバイオレット（14牝黒鹿 トーセンホマレボシ）��５勝�２勝��１勝�入

着２回
サンゲーリー（15�鹿 スマートファルコン）���６勝
カガノホマレ（17牡鹿 トーセンホマレボシ）���未出走��１勝・４勝	，サラ

ブレッド大賞典（Ｄ2000），石川ダービー（Ｄ2000）３着
ナムラワンチーム（18牡鹿 リアルインパクト）��出走�入着

２代母 ＊モンタナガール（98 USA鹿 ＊デインヒル）１勝
エーシンティーエム（04牡 アグネスタキオン）１勝，�１勝

＊エーシンカメンシズ（05牡 Cat Thief）１勝，障害１勝
エーシンマンターナ（07牝 Mr. Greeley）出走

エイシンアンカー（12牡 ブラックタイド）�１勝
１勝��２勝，初夏賞２着，
夏至賞３着

エーシンモナコ（10牝 ＊サウスヴィグラス）�８勝�

３代母 アウトウィズジオールドOutWith the Old（92 USA鹿 Time for a Change）
USA２勝
ポートシー Portsea（02牝 More Than Ready）USA４勝，Meafara Breeders'

Cup S‐L，Sandpiper S，Just Smashing S

４代母 マーサクイーンMartha Queen（83 USA鹿 Nijinsky）USA入着２回
［孫］ スパルタクス Spartacus（00 牡 ＊デインヒル）GB・FR・IRE・ITY３勝，

フィーニクスＳ‐G1，伊グランクリテリウム‐G1，アングルシーＳ
‐G3 ２着，種牡馬

ヨハンクライフ Johan Cruyff（94 牡 ＊デインヒル）IRE・HKG６勝，ガ
リニュールＳ‐G2，ベレスフォードＳ‐G3，Hong Kong Classic Tri
al‐L，etc.，種牡馬

ストラザム Stratham（03牡 Mozart）GB・USA４勝，ウィルロジャーズ
Ｓ‐G3，La Puente S‐L，Pinjara S‐R，種牡馬

ミーティアシャワーMeteor Shower（03 牡 ＊デインヒル）IRE・SAF７
勝，チェアマンズＣ‐G3，種牡馬

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

370 エーシンミモザ２０２０ �・鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアグレーターロンドン ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ロンドンブリッジ鹿 2012 ＊オールフオーロンドン

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスエーシンミモザ
＊

＊デインヒル

��
��
�モンタナガール鹿 2008 OutWith the Old

26
Danzig S4×M4 Damascus S5×M5

価格： 購買者：



母 エンドレストライ（11黒鹿 ゼンノロブロイ）２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ナンベイコー（19牝鹿 ルーラーシップ）�出走

２代母 エンドレスガール（06青鹿 ＊プリサイスエンド）不出走
フジマサグランプリ（10牡 ゼンノロブロイ）�１勝�

３代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞

＊エミネントガール（92牝 Nashwan）出走
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府
中牝馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，
マイラーズＣ‐G2 ３着，etc.

シンコウシングラー（95牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３着，
セントライト記念‐Jpn2 ３着，ニューマーケットＣ，etc.，種牡馬

ウィンヒストリー（96牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝
ナイキトライアンフ（04牝 ＊ボストンハーバー）出走
レジーナフォルテ（14牝 ＊アルデバランⅡ）６勝，ルミエールオータムダッ
シュ‐L，春雷Ｓ‐L ２着，ルミエールオータムダッシュ‐L ２着，etc.

シャインプレジャー（06牝 ＊アグネスデジタル）出走
ウインフェニックス（11牡 スズカフェニックス）４勝，いちょうＳ‐LR ２
着，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3 ３着，２０１５ＷＡＳＪ第４戦，etc.

ライジングサンデー（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
エトレーヌ（04牝 ＊ブライアンズタイム）出走
シゲルスダチ（09牡 ＊クロフネ）３勝，マーガレットＳ‐LR，北九州記念
‐G3 ２着，フェニックス賞‐OP ２着，etc.

サノイチ（11牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，霜月Ｓ‐L ３着，オアシスＳ‐L
３着，白嶺Ｓ，etc.，�６勝�

エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，春
雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441
生 産 牧 場： ㈱アスラン
飼 養 者： ㈱アスラン＝苫小牧市樽前 �0144-68-0441

371 エンドレストライ２０２０ 牡・鹿 ４／１３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルエンドレストライ ＊プリサイスエンド

��
��
�エンドレスガール黒鹿 2011 タレンテイドガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ガランティサーダ（08黒鹿 ゼンノロブロイ）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
アポロフレンズ（14牝栗 ＊アポロキングダム）�２勝
サンアニストン（15�黒鹿 ローレルゲレイロ）�４勝�入着４回
ストールシャイン（18牝鹿 ノーザンリバー）��１勝
スターゲルニカ（19牡鹿 パドトロワ）�地方未出走

２代母 ＊エスペラーダ（03 USA鹿 Fusaichi Pegasus）出走
トーセンファースト（09牝 ＊クロフネ）１勝
トーセンアスリート（12牡 ＊フレンチデピュティ）入着３回，��１勝
ブレイドフォース（13牡 ヴィクトワールピサ）�２勝
エメラルドザオー（14牝 ディープブリランテ）�１勝�	入着２回

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

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

レッドカーペット（13牡 ダノンシャンティ）３勝，もみじＳ‐OP ２着
レイナソフィア（06牝 スペシャルウィーク）２勝，春日山特別，浦佐特別２着

レイエスプランドル（15牡 ＊ハービンジャー）２勝，山吹賞，三田特別２着，白
川特別２着，etc.

エイシンオスマン（08牡 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，ＮＺトロフィー‐G2，Ｎ
ＨＫマイルＣ‐G1 ４着，障害２勝

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

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

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

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

372 ガランティサーダ２０２０ �・黒鹿 ４／２９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルガランティサーダ
＊ Fusaichi Pegasus

��
��
�エスペラーダ黒鹿 2008 ＊ゲルニカ

9g
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 クラリン（07鹿 キングヘイロー）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（１）〕
クラヴィスオレア（16�黒鹿 レッドスパーダ）３勝，クローバー賞‐OP（芝 1500）

３着，日高Ｓ（芝 1500），鎌ケ谷特別（芝 1600），多摩川Ｓ（芝 1400）３着，キャ
ンドルライト賞（芝 1600）３着，��１勝

２代母 バトルサンサシオン（98鹿 ＊オジジアン）出走
ザバトルアスラン（06牡 ＊ティンバーカントリー）�２勝�１勝
エイユーバトル（10� ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝
タケマルワンダー（11牡 アドマイヤジャパン）�６勝
ゴッデスオブエッジ（15牝 スクリーンヒーロー）�２勝
タケマルビクトリー（16牡 ローズキングダム）��３勝

３代母 ＊ザカリフ（88 IRE 鹿 Lomond）不出走
シロキタロベルト（96牡 ＊リアルシヤダイ）１勝，かきつばた賞２着
フミノアンタレス（99牝 ＊ジェイドロバリー）２勝，�５勝�１勝�入着

ジョーオリオン（09牡 ダイワメジャー）４勝，立春賞，新発田城特別，高尾特
別２着，etc.，�	１勝
入着

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

373 クラリン２０２０ �・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイロークラリン ＊オジジアン

��
��
�バトルサンサシオン鹿 2007 ＊ザカリフ

1l
Halo S4×S4×M4 Lyphard M4×S5 Northern Dancer M5×M5
Sir Ivor M5×M5
価格： 購買者：



母 オウカランブ（13鹿 スターリングローズ）��３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ラントゥザヒル（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 シーブルー（06黒鹿 マンハッタンカフェ）入着２回，��１勝
キングシーバード（15牡 ＊シニスターミニスター）���５勝
フェノワール（16牡 グランプリボス）��６勝��入着５回

３代母 ＊カントニーズ（95 USA鹿 Easy Goer）GB１勝
レディティアラ（01牝 ＊キングオブキングス）入着７回，恵庭岳特別３着，�１勝�

入着２回

４代母 クイーンオヴソングQueen of Song（79 USA黒鹿 His Majesty）USA14 勝，
シュヴィーＨ‐G2，シクスティセイルズＨ‐G3，Sixty Sails H‐L，Kentu
ckiana S，Marica H，etc.
［子］ レイディアゴー Ladyago（87牝 Northern Dancer）USA６勝，Audu

bon Oaks，American Beauty S２着，Ellis Park H‐L ３着，etc.
［孫］ エミュラス Emulous（07 牝 Dansili）GB・IRE・USA７勝，愛メイトロンＳ

‐G1，リッジウッドパールＳ‐G3（２回），ブラウンズタウンＳ‐G3，etc.
ファーストシッティング First Sitting（11� Dansili）�GB・FR・IRE７
勝，ゴントービロン賞‐G3，Goodwood Festival S‐L（２回），ゴ
ントービロン賞‐G3 ２着，etc.

デアリングディーヴァDaring Diva（03牝 Dansili）FR２勝，Criteriu
m de Vitesse‐L

［曾孫］ ブローチ Brooch（11牝 ＊エンパイアメーカー）IRE４勝，リッジウッドパ
ールＳ‐G2，ラヴァラック＆ランウェイズフィリーズＳ‐G3，Rub
y S‐L，etc.

アルーナク Alounak（15� Camelot）�GB・FR・GER・USA・CAN
５勝，フィナンツグルペ賞‐G3，Dusseldorf Derby‐Trial‐L，
Junioren Preis‐L，etc.

スプリングメドー Spring Meadow（99牝 Meadowlake）USA６勝，ラ
スフローレスＨ‐G3，Stonerside S‐L，Bangles and Beads S，etc.

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621

374 オウカランブ２０２０ �・栗 ４／２０
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊アフリート

�
�
�
�
�

��
��

�スターリングローズ ＊コマーズオウカランブ マンハッタンカフェ

��
��
�シーブルー鹿 2013 ＊カントニーズ

5j
アフリート S3×M3 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 オタカラハッケン（13芦 ＊オペラハウス）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
シナノシルキー（19牝芦 シルバーステート）���１勝

２代母 スナークサクセス（95芦 ＊ブライアンズタイム）５勝
マイグローリアス（02牡 ＊キンググローリアス）２勝，指宿特別２着，唐津特別３着，

久留米特別３着
テイエムアンコール（04牡 ＊オペラハウス）６勝，産経大阪杯‐G2，中山記念‐G2

２着，垂水Ｓ，長久手特別，筑後川特別，etc.
エイシンサクセス（06牡 ＊オペラハウス）５勝，中山ウインタープレミアム，立川特

別，明石特別２着，釜山Ｓ３着，鴨川特別３着
シルバーチーフ（08牡 ＊チーフベアハート）１勝
セカイノカナ（10牝 キングヘイロー）１勝

セカイノホシ（18牝 カレンブラックヒル）��４勝���入着２回�，ローレ
ル賞２着，留守杯日高賞２着，フルールＣ３着

トーセンカフェ（11牡 ＊オペラハウス）１勝

３代母 ＊ニジンスキーセンチメント（81 USA芦 Nijinsky）GB１勝
メサーフィMesaafi（89 牝 Slip Anchor）GB１勝，プレスティージＳ‐G3 ２着
サツマリーベ（92牝 ＊カコイーシーズ）１勝

トシメロディー（98牝 ＊マイニング）３勝
トシザコジーン（05牝 アドマイヤコジーン）３勝，舞子特別
トシザグレイト（09牡 アドマイヤコジーン）３勝，犬山特別，高尾特別２
着，ガーベラ賞３着

サンルイビル（15牝 スウィフトカレント）���８勝�４勝，東京シンデ
レラマイル３着

トシザサンサン（03牝 ＊ブラックタイアフェアー）３勝，葵Ｓ‐L ３着，月岡温
泉特別，雪うさぎ賞
サンシェリダン（18牝 マコトスパルビエロ）��５勝��入着２回��，
東海クイーンＣ２着，ル・プランタン賞２着

トシザカイモン（04牡 ＊オジジアン）２勝，利根川特別３着
ファーストアロー（94牡 ＊エブロス）４勝，西日本スポーツ杯，etc.，�１勝��入

着，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲様似共栄牧場＝様似町岡田 �0146-36-4676
生 産 牧 場： ㈲坂本牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

375 オタカラハッケン２０２０ 	・栗 ５／１０
＊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

＊ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�オペラハウス Colorspinオタカラハッケン ＊ブライアンズタイム

��
��
�スナークサクセス芦 2013 ＊ニジンスキーセンチメント

7
ブライアンズタイム S3×M3 Northern Dancer M4×S5×M5
Hail to Reason S5×S5×M5 Special S5×M5
価格： 購買者：



母 オヒナサマ（14栗 ＊カジノドライヴ）�３勝��，花吹雪賞（Ｄ1800），ル・プラ
ンタン賞（Ｄ1800）２着，西日本ダービー（Ｄ2000）３着，九州ダービー栄城賞
（Ｄ2000）３着，九州ジュニアＣｈ（Ｄ1750）３着
初仔

２代母 バンデリータ（03鹿 メイショウオウドウ）不出走
アマクサマンボ（10牡 ＊ルールオブロー）��５勝
ソフィアブラッキー（13牝 ＊マイネルラヴ）�２勝
リュウノレイリー（17牡 タニノギムレット）���１勝

３代母 リトルバンデーラ（94栗 ダイゼンキング）不出走
セイントメロディ（98牝 ＊アサティス）��１勝
トゥービー（99牝 ラジヤマハール）��５勝
トレローニー（00牝 ミスターダンデイ）不出走

クロエチャン（08牝 スパイキュール）��４勝
ミックベンハー（15牡 スマートボーイ）３勝，シャングリラ賞，カトレア
賞２着

アネゴ（16牝 レッドスパーダ）�２勝�２勝
クロッチ（17� アーネストリー）�２勝，三浦特別３着

バンディット（01牡 ミスターダンデイ）��１勝

４代母 ＊ラバンデーラ（78 GB栗 Morston）GB１勝
［子］ ロックシンガー（92牡 ダイゼンキング）��11 勝

サクラサミット（93牡 ダイゼンキング）��８勝
ダイナマイトメール（95牡 ダイナレター）��４勝，種牡馬

５代母 パトワPatois（71 GB黒鹿 I Say）GB出走
［子］ ディウ－ル－ル－Diouloulou（83牡 Formidable）FR・BEL５勝

ルイ－ズ Louise（76 牝 Royal Palace）GB２勝
プラメンカPlamenka（89牝 Midyan）YUG１勝

［孫］ ナジトゥーNaj Too（94牡 Ron's Victory）ITY10 勝
キュ－ムルキングKummel King（88� Absalom）GB４勝

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

376 オヒナサマ２０２０ �・芦 ３／２５

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourオヒナサマ メイショウオウドウ

��
��
�バンデリータ栗 2014 リトルバンデーラ

＊ラバンデーラ 8k
A.P. Indy S3×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 オフショア（09鹿 ＊アルカセット）入着 10回，�２勝��
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ゴーアヘッド（16牝鹿 ＊アイルハヴアナザー）�１勝�
タックスオフィサー（17牝黒鹿 ＊ベーカバド）��入着２回�１勝

２代母 タックスシェルター（98黒鹿 フジキセキ）１勝，赤松賞２着
ヘヴンリークルーズ（05牝 ＊ファルブラヴ）４勝，ターコイズＳ‐L ３着，朝日岳特

別，火打山特別３着
ノーチカルチャート（16牡 ジャスタウェイ）�２勝，安房特別，淡路特別２着，

江坂特別２着，淡路特別３着，グッドラックＨ３着，�１勝�入着��
ツルマルスピリット（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，北國新聞杯２着，和布刈特

別２着，灘Ｓ３着，花背特別３着，西日本スポーツ杯３着，etc.
アルバタックス（10牡 キングカメハメハ）５勝，東風Ｓ‐L ２着，オーロＣ‐L ２着，

谷川岳Ｓ‐L ３着（２回），オーロＣ‐OP ２着，信越Ｓ‐OP ２着，etc.
イーストオブザサン（13牡 キングカメハメハ）４勝，加古川特別，中ノ岳特別，御

陵Ｓ２着，米沢特別３着
アトミックフォース（16牡 ＊ワークフォース）�４勝，新潟大賞典‐G3 ２着，メイ

Ｓ‐OP ３着，アメジストＳ，精進湖特別，フリージア賞

３代母 タックスヘイブン（91鹿 Alydar）４勝，クイーンＣ‐Jpn3 ３着，紅葉特別，
背振山特別，きんせんか賞
ヒシアトラス（00牡 ＊ティンバーカントリー）10勝，エルムＳ‐Jpn3，マーチＳ

‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，���入着２回
アクロスザヘイブン（03牝 フジキセキ）４勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，檜原湖特別，

うずしおＳ２着
ルミナスハーバー（04牝 アグネスタキオン）４勝，マーガレットＳ‐L，阪神ジュベ

ナイルフィリーズ‐Jpn1 ３着，飯豊特別，etc.
アットザシーサイド（13牝 キングカメハメハ）４勝，桜花賞‐G1 ３着，フィリ

ーズレビュー‐G2 ２着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ５着，etc.
アグネスエナジー（05牡 アグネスタキオン）２勝，精進湖特別，習志野特別２着，

白井特別３着，�２勝
グレナディーン（07牝 スペシャルウィーク）３勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ３着，紫

川特別，乙訓特別２着，etc.

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

377 オフショア２０２０ 	・鹿 ３／２８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナオフショア フジキセキ

��
��
�タックスシェルター鹿 2009 タックスヘイブン

＊タックスペイヤーズフォリー A1
Kingmambo S3×M3 サンデーサイレンス S3×M4 Raise a Native S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 オムスビ（11栗 オレハマッテルゼ）�３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ユキプロスパー（18牡青鹿 ＊アラムシャー）��２勝，中京ペガスターＣ（Ｄ1600）３着

２代母 ゲッケイジュ（01鹿 ＊エンドスウィープ）入着，�７勝，兵庫クイーンＣ３着
イツモジョウキゲン（08牝 ＊ファンタスティックライト）１勝
ピーナツ（09牝 ゼンノロブロイ）�１勝
ニイラゴンゴ（10牡 オレハマッテルゼ）�２勝

３代母 ウラカワミユキ（81鹿 ＊ハビトニー）３勝，チューリップ賞‐OP，もくれん賞
ナイスネイチャ（88牡 ＊ナイスダンサー）７勝，高松宮杯‐Jpn2，鳴尾記念‐Jpn2，

京都新聞杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
グラールストーン（89牡 ＊ノーリユート）５勝，神戸新聞杯‐Jpn2 ３着，ＴＶ愛知

ＯＰ‐OP ２着，若草Ｓ‐OP ３着，etc.，�３勝
ジンシリウス（91牝 リードワンダー）４勝，ムーンライトＨ，野分特別，矢車賞，etc.

ダンツフローラ（98牝 ＊ダンツシアトル）入着３回，ひまわり賞‐OP ３着，�
１勝�入着

デリマ（04牡 マックロウ）�２勝�２勝�	２勝
ケイウンルビー（07牝 ＊リンドシェーバー）�３勝�４勝

ヒミノマチョウ（92牡 ＊プルラリズム）１勝
ナイスエース（93牡 ＊ナイスダンサー）�８勝
リンデンレオ（95牡 ＊ダハール）�２勝
レオタイシン（97
 マルゼンスキー）１勝，�３勝�入着
ターフエクシード（98牡 ＊ペルジノ）�３勝�	�
コユキ（99牝 ＊フォーティナイナー）１勝

ケイウンショウリ（05牡 アグネスゴールド）�２勝�１勝
ケイウンコユキ（07牝 トウカイテイオー）�６勝
エイアイファン（08牡 オンファイア）�	８勝
ケイウンネイチャー（09牝 オンファイア）�２勝

４代母 ケンマルミドリ（71鹿 ケンマルチカラ）�６勝
［子］ ジエイムズ（78牡 ＊ツイツグ）�14 勝，サラブレッド大賞典，北国王冠，

中日杯２着

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

378 オムスビ２０２０ �・黒鹿 ３／ ３

＊

マッチョウノ Holy Bull

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Macho Uno

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

＊ Storm Cat

��
��
�マイグッドネスUSA 黒鹿 2010 Caressing

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルオムスビ ＊エンドスウィープ

��
��
�ゲッケイジュ栗 2011 ウラカワミユキ

＊ヴエルヴエツト 20c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 オリヅル（07鹿 ＊クロフネ）�１勝��５勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（８）〕
ピンクダンサー（16牝鹿 ナカヤマフェスタ）��入着�２勝
オーケービーナイト（17牡黒鹿 トーセンホマレボシ）��２勝
ピンクローズ（18牝黒鹿 ローズキングダム）���４勝

２代母 オリガミ（99鹿 ＊シャンハイ）�２勝��入着３回，フロイラインＣ，北海優
駿２着，華月賞２着，北斗盃２着，フローラルＣ２着，etc.
カミヒコーキ（05牝 ＊マイネルラヴ）１勝，�３勝，フローラルＣ

サノラブ（14牝 ＊サウスヴィグラス）１勝，�８勝��１勝，徽軫賞，金沢スプ
リントＣ３着，日本海スプリント３着

マーガレットスカイ（15牝 ディープブリランテ）２勝，中ノ岳特別３着，��３勝
カミフブキ（06牝 ナリタトップロード）�２勝��２勝
カミデッポー（08牡 タニノギムレット）�１勝��１勝
カミヒトエ（09牡 キングヘイロー）�１勝��
ヘンゲンジザイ（10牝 ＊タイキシャトル）�１勝
カミカザリ（11牝 ダンスインザダーク）�２勝���入着６回
ジェットスタート（13牝 ヴァーミリアン）��１勝	１勝�入着２回�
ビッグショウ（16牡 ＊カジノドライヴ）�１勝��１勝

３代母 ラプソディスター（89鹿 アスワン）入着
ラプソディスキー（97牡 マルゼンスキー）�５勝��２勝，王冠賞２着

４代母 キヨクトウルンルン（81鹿 ＊ハンターコム）��８勝
［子］ ホワイトアロー（87牡 ベストブラツド）４勝，金杯‐Jpn3，愛知杯

‐Jpn3，日経新春杯‐Jpn2 ２着，etc.
プリンスアロー（90牡 アスワン）３勝，恵庭岳特別，企救丘特別，ポプラ
Ｓ３着，etc.

ベストシルバー（91牝 ＊シヤカプール）１勝，漁火特別３着
［孫］ オーゴンヒリツ（08牝 ＊イーグルカフェ）�３勝��１勝，東京プリンセ

ス賞２着
ナリタサクラオー（97牡 サクラバクシンオー）２勝，恵那特別，中京日経
賞２着，飛竜特別２着，etc.

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

379 オリヅル２０２０ 牡・鹿 ４／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘア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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューオリヅル ＊シャンハイ

��
��
�オリガミ鹿 2007 ラプソディスター

＊インタグリオ 2i
Riverman S4×M5

価格： 購買者：



母 オンザウインド（13鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝�５勝
初仔

２代母 ＊ジュリエット（00 IRE 鹿 Sadler's Wells）GB・IRE・USA２勝，Give Tha
nks S‐L，Noblesse S‐L ２着，Finale S‐L ３着
ベストアンサー（07牡 アグネスタキオン）２勝，浦佐特別，稲村ヶ崎特別３着
ロザライン（09牝 ゴールドアリュール）�１勝
ジェットソング（10牡 マンハッタンカフェ）入着，�12 勝�
アロングマイハート（11牝 ダイワメジャー）�２勝
ヴィヴァント（12牝 ハーツクライ）�１勝��入着

フューリアス（18牡 ＊バトルプラン）��４勝�，北日本新聞杯２着，石川ダー
ビー３着，金沢ヤングＣｈ３着

ラブリージュリ（15牝 ジャングルポケット）��２勝��１勝
トロペジェンヌ（16牝 ブラックタイド）���１勝

３代母 アルトゥアArutua（93 USA黒鹿 Riverman）不出走
プラトー Plato（97 牡 Lure）IRE・USA３勝，ベルモントレキシントンＳ‐G3 ２着，

種牡馬
ファーハ Farha（98牝 Nureyev）GB２勝

サザンルーラー Southern Ruler（16 牡 Saamidd）�IND１勝，Mysore Der
by‐LR，Breeders' Juvenile Colts' Championship‐LR ２着，Ban
galore 2000 Guineas‐LR ３着

ウォームウェルカムWarmWelcome（08牝 Motivator）不出走
ダニエルズフライアーDanielsflyer（14	 Dandy Man）�GB・IRE４勝，

Woodcote S‐L ２着

４代母 オールアロング All Along（79 FR鹿 ＊ターゴワイス）入着，GB・FR・USA
９勝，ロスマンズインターナショナル‐G1，凱旋門賞‐G1，ヴェルメイユ賞‐G1，
ターフクラシックＳ‐G1，ワシントンＤＣ国際‐G1，etc.
［子］ ＊アロングオール（86牡 Mill Reef）FR２勝，グレフュール賞‐G2，シェー

ヌ賞‐G3，仏グランクリテリヨム‐G1 ２着，種牡馬
アルナキュール Arnaqueur（95 牡 Miswaki）FR３勝，P. Lord Seymour
‐L，エドゥヴィル賞‐G3 ２着，ラロシェット賞‐G3 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： 山野牧場＝新ひだか町三石蓬栄 �0146-33-2660
生 産 牧 場： 山野牧場
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

380 オンザウインド２０２０ 牡・鹿 ４／１８
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ヴィクトワールピサ ＊ホワイトウォーターアフェアオンザウインド
＊ Sadler's Wells

��
��
�ジュリエット鹿 2013 Arutua

1d
サンデーサイレンス S3×M4 Sadler's Wells M3×S5 Halo S4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ウインプラチナム（05青 ＊ゼンノエルシド）入着，�２勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（16）〕
チタンクレバー（13牝青鹿 ＊ベーカバド）１勝，���出走�１勝�２勝
エケッコ（14牡鹿 ＊ハービンジャー）�１勝�１勝�
デスヨネ（15牡黒鹿 ＊クロフネ）���６勝
ロングイ（17牡鹿 ＊ヨハネスブルグ）��５勝
アシタバ（18牝栗 ＊シニスターミニスター）�入着

２代母 ダイヤモンドビコー（98鹿 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，
ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，エリザベス女王杯
‐Jpn1 ２着，etc.，優古牝
ウインマリアベール（07牝 ＊クロフネ）４勝，彦星賞，利根川特別３着，黄梅賞３着
ウインジュビリー（08牝 ＊シンボリクリスエス）２勝
ペルセヴェランテ（12牡 キングカメハメハ）２勝
ゼンノタヂカラオ（13� キングカメハメハ）２勝，若葉Ｓ‐LR ３着，はなみずき賞，

春日特別３着
ゼンノワスレガタミ（14牡 キングカメハメハ）４勝，西日本スポーツ杯２着，�

��出走

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 佐久間 拓士＝茨城県稲敷郡 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

381 ウインプラチナム２０２０ 牡・鹿 ５／２４
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノエルシド ＊エンブラウインプラチナム ＊サンデーサイレンス

��
��
�ダイヤモンドビコー青 2005 ＊ステラマドリッド

6a
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 エンパイアガール（14黒鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
初仔

２代母 ＊ローズボー（99 USA栗 ＊スピニングワールド）５勝，苫小牧特別（２回），駒
場特別２着，御池特別２着，吹田特別３着，大津特別３着，etc.
トランソニック（06牡 キングカメハメハ）３勝
アンティークカラー（08牝 アグネスタキオン）３勝
ロゼッタストーン（09牡 ディープインパクト）２勝，�４勝��
ナガレボシトリキシ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）�１勝

３代母 ミニスターズソングMinister's Song（91 USA栗 Deputy Minister）不出走
＊ゲイリーラヴソング（96牝 ＊ハウスバスター）１勝

ヴィッキーズソング Vickies Song（02牝 Victory Gallop）USA・CAN１勝，
Liberation H‐R ２着

４代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）USA２勝
［子］ グローリアスソングGlorious Song（76牝 Halo）USA17 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，etc.
デヴィルズバッグDevil's Bag（81牡 Halo）USA８勝，米シャンペインＳ
‐G1，ローレルフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

セイントバラード Saint Ballado（89牡 Halo）USA４勝，アーリントン
クラシック‐G2，シェリダンＳ‐G3，種牡馬

［孫］ シングスピール Singspiel（92 牡 In TheWings）１勝，ジャパンＣ‐G1，
GB・FR・USA・CAN・UAE９勝，ヨークインターナショナルＳ
‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬

スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，
ハリウッドターフカップ‐G1，シネマＨ‐G3，ハリウッドダービー
‐G1 ２着，etc.，種牡馬

ラキーン Rakeen（87牡 Northern Dancer）GB・SAF６勝，アレンスナ
イマンＳ‐G2，ＯＫトライアル‐G3，ロスマンズジュライＨ‐G1 ３
着，etc.，種牡馬

ラヒー Rahy（85牡 Blushing Groom）GB・USA６勝，ベルエアＨ‐G2，
Sirenia S‐L，ミドルパークＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲天羽牧場＝日高町清畠 �01456-5-7530
生 産 牧 場： ㈲天羽牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

382 エンパイアガール２０２０ �・鹿 ３／１８
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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudエンパイアガール
＊

＊スピニングワールド

��
��
�ローズボー黒鹿 2014 Minister's Song

12c
Unbridled M3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5
Northern Dancer M5×M5
価格： 購買者：



母 エルビーローズ（11黒鹿 ＊クロフネ）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ローズピルグリム（15牝青鹿 ＊タイキシャトル）入着，���４勝
ジュンキスピード（17牡芦 ＊ダンカーク）���出走
サンエイグレース（19牝鹿 ＊マジェスティックウォリアー）��出走

２代母 オープンエンド（07青鹿 ＊プリサイスエンド）不出走
アクティブボス（12牡 ＊バゴ）入着３回，�７勝
レイオブシャイン（18牡 ＊ダンカーク）���１勝

３代母 ショウワグローリー（90黒鹿 ホリスキー）��６勝
パープルタロー（98牡 フジキセキ）３勝，帆柱山特別２着
オースミヘネシー（02牡 ＊ヘネシー）５勝，柳都Ｓ，花園Ｓ，御陵特別，etc.，障害１勝
パープルパンチ（04牝 ＊マリエンバード）�１勝�７勝��３勝

オーミポルカ（13牝 キングヘイロー）入着，	１勝�
入着２回
ブラーブサージュ（18牡 マツリダゴッホ）��４勝，佐賀ユースＣ２着

４代母 ヘロイーダ（82黒鹿 ＊ハビトニー）３勝，清里特別
［子］ マチカネギョウセイ（93牡 ニツポーテイオー）３勝，保津峡特別，飯豊特

別３着
ヤマトメロディー（98牝 ＊エルハーブ）３勝，ＳＴＶ賞２着

５代母 サークルカマダ（76栗 ヒデチカラ）４勝，武蔵野Ｓ，牝馬特別，福寿草特別
［子］ サークルシヨウワ（85牝 モンテプリンス）２勝，クイーンＣ‐Jpn3

ツルギテンザン（81牡 ＊コインドシルバー）５勝，和布刈特別，熱田特別
［孫］ アンクルスーパー（97牡 ＊デインヒル）５勝，福島記念‐Jpn3 ２着，中京

記念‐Jpn3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着（２回），etc.，種牡馬
ベルウイナー（92牡 ニホンピロウイナー）７勝，関屋記念‐Jpn3 ２着，
ポートアイランドＳ‐OP，朱鷺Ｓ‐OP，etc.，障害１勝

エバービクトリー（91牡 アンバーシヤダイ）４勝，周防灘特別，恵庭岳特
別，二見ケ浦特別２着，etc.

ツルギシンプウ（89牡 サンシヤインボーイ）２勝，企救丘特別２着，北方
特別２着，濃尾特別３着

販売申込者・所有者： 鵜木 唯義＝浦河町杵臼 �0146-28-1629
生 産 牧 場： 鵜木 唯義
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

383 エルビーローズ２０２０ 牡・鹿 ３／３１

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューエルビーローズ ＊プリサイスエンド

��
��
�オープンエンド黒鹿 2011 ショウワグローリー

＊キングスサークル 1n
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 カールブライトリー（07青 チアズブライトリー）�８勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ダバイマリチック（17�栗 ストロングリターン）��入着��２勝
カールグリン（18牝栗 ローエングリン）��１勝�
アイノエクスプレス（19牡栗 トゥザワールド）�出走

２代母 カールホールレデイ（83黒鹿 ＊アラナス）５勝，日吉特別，阿寒湖特別２着，
大倉山特別３着
カールラック（92牝 ＊ワツスルタツチ）２勝
カールカナ（96牝 ビワハヤヒデ）１勝
カールチャイナ（97牝 ダイナガリバー）１勝
カールプリンセス（99牝 メジロパーマー）�７勝�
ミヤコドリーム（06牡 ニューイングランド）�３勝

３代母 カールホールクイン（73鹿 ＊ハーケン）��７勝

４代母 ＊シヤノンクイーン（68 GB黒鹿 ＊スーパーサム）GB出走
［子］ ミスミネタカ（76牝 ＊ネプテユーヌス）��12 勝，北海優駿，北海道３才

優駿，栄冠賞，etc.
ダイニミネタカ（78牝 ＊ホイスリングウインドⅡ）��５勝，栄冠賞３着

５代母 パーシャンギャルPersian Gal（62 GB鹿 Persian Gulf）IRE 出走
［曾孫］ キングズアカデミー King's Academy（94牡 Shareef Dancer）IND20勝，

Calcutta Derby‐LR，Queen Elizabeth II Cup‐L，Calcu
tta St. Leger‐LR，etc.

ストレリツィア Strelitzia（06 牝 Razeen）IND６勝，Fillies' andMares
' S‐L，C. N. Wadia Gold Cup‐L ２着，Bangalore Oaks
‐LR ３着

スターホープフル Star Hopeful（02� Razeen）IND５勝，Golconda
Derby‐LR，C. N. Wadia Gold Cup‐L ３着

アンバーリージェント Amber Regent（99 牡 Razeen）IND７勝，Ban
galore Derby‐LR

販売申込者・所有者： ㈲一珍棒牧場＝浦河町上向別 �090-3113-3208
生 産 牧 場： ㈲一珍棒牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

384 カールブライトリー２０２０ 	・青鹿 ４／１４
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

�
�
�
�
�

��
��

�チアズブライトリー チアズダンサーカールブライトリー ＊アラナス

��
��
�カールホールレデイ青 2007 カールホールクイン

＊シヤノンクイーン 1e
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 カイミラ（11鹿 ＊パイロ）�３勝���
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
アンスリウムシンヤ（18牡黒鹿 シビルウォー）��１勝�

２代母 ＊トリプルアクト（00 USA鹿 Theatrical）GB・USA１勝
インフットライツ In Footlights（06 牡 Elusive Quality）GB１勝
クルーリーダー Crew Leader（07� Pulpit）USA・CAN７勝，S. W. Randall Plate

，ブリティッシュコロンビアダービー‐G3 ２着，S. W. Randall Plate２着，
Lieutenant Governor's H２着，Sir Winston Churchill H３着

トライユーン Triune（08牝 E Dubai）USA２勝，Tropical Park Oaks３着
ショーンワシントン ShaunWashington（09� Elusive Quality）USA５勝
ジャイロスコープ（12牡 ＊パイロ）１勝
ヒトノワドリーム（14� ＊ストーミングホーム）１勝，���３勝
リンシャンカイホウ（15� アドマイヤムーン）２勝，カンナＳ‐OP ２着，飛翼特別

２着，飛翔特別２着，稲光特別２着，驀進特別３着，��入着２回
バイシクルキック（18牡 ディープブリランテ）�１勝

３代母 マルティプライMultiply（92 USA鹿 Easy Goer）不出走
デザートヒーローDesert Hero（96牡 Sea Hero）USA３勝，サンラファエルＳ

‐G2，サンタアニタダービー‐G1 ３着，アファームドＨ‐G3 ２着
コリンシアン Corinthian（03牡 Pulpit）USA６勝，メトロポリタンＨ‐G1，ガル

フストリームパークＨ‐G2，Breeders' Cup Dirt Mile‐L，etc.，種牡馬
ビーフルートフルBe Fruitful（05 牝 Pulpit）USA１勝

プレイドフォー Prayed For（11 牝 Dynaformer）USA４勝，Panama City S

４代母 アード Add（85 USA鹿 Spectacular Bid）USA４勝，Mademoiselle S
３着
［子］ リザードアイランド Lizard Island（05牡 Danehill Dancer）GB・IRE・

UAE１勝，レイルウェイＳ‐G2，ヴィンテージＳ‐G2 ２着，種牡馬
［孫］ シックスオヴハーツ Six of Hearts（04� Pivotal）GB・IRE９勝，バリ

ーコーラスＳ‐G3，Navigation S‐L ３着

販売申込者・所有者： 庄野牧場＝日高町美原 �01456-5-2807
生 産 牧 場： 庄野牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

385 カイミラ２０２０ �・鹿 ４／１７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionカイミラ
＊ Theatrical

��
��
�トリプルアクト鹿 2011 Multiply

5h
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カカアデンカ（10栗 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ユメノハジマリ（16牝栗 ストロングリターン）���２勝�４勝
エスメルーナ（18牝栗 ＊カジノドライヴ）���入着３回�１勝
ウォークル（19牝栗 ＊マスクゾロ）�未出走

２代母 スパイシークラウン（00栗 ＊タバスコキャット）３勝，岡崎特別，長岡特別２着
ジルコニア（07牝 ＊タイキシャトル）３勝，千葉日報杯，房総特別３着

オパールシャルム（17牝 ダイワメジャー）�３勝，高尾特別
リーサムアンサー（08牡 ＊ワイルドラッシュ）�１勝�１勝
レオンビスティー（09牡 サクラバクシンオー）４勝，ファルコンＳ‐G3 ２着，クリ

スマスローズＳ‐OP，ＵＨＢ賞‐OP ２着，サンライズＳ，道新スポーツ杯２
着，etc.，�１勝

スパイスシャワー（11牝 フジキセキ）１勝
ジュエルアラモード（12牝 ダイワメジャー）２勝

３代母 ＊ウエストバイノースウエスト（95 USA栗 GoneWest）不出走

４代母 スターインザノース Star in the North（71 USA鹿 Northern Dancer）GB
２勝，ミュージドラＳ‐G3 ３着
［子］ クール Cool（81 牡 Bold Bidder）FR・USA６勝，マンハッタンＨ‐G1，ア

ップルトンＨ‐G3，ユナイテドネイションズＨ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
マウンテンキングダムMountain Kingdom（84牡 Exceller）GB・FR・
USA・UAE６勝，ヨークシャーＣ‐G2，オーモンドＳ‐G3，Chest
er S‐L，etc.，GB障害３勝

ヘヴンアンドアース Heaven and Earth（88 牡 Stop the Music）USA
４勝，Wiley Post H

［孫］ ビューティブラッシュ Beauty Brush（95牝 Broad Brush）USA５勝，
Cicero H‐L，Spinning World S‐L ２着，WishingWell S
‐L ２着，etc.

ウィニングポイントWinning Point（04 牝 Point Given）USA４勝，
AmCapable S‐R，デラウェアオークス‐G2 ２着，カムリーＳ‐G2
２着，etc.

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

386 カカアデンカ２０２０ 牡・栗 ３／３１

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュカカアデンカ ＊タバスコキャット

��
��
�スパイシークラウン栗 2010 ＊ウエストバイノースウエスト

1s
Storm Cat S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カネトシルメルシェ（12栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：４〕
ラストチケット（18牡栗 ＊フレンチデピュティ）��入着
アルメンドゥラ（19牝芦 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 エイシンスイレン（00栗 ＊サンデーサイレンス）�４勝
ロータスボール（06牝 ＊エイシンキンボール）�１勝�２勝�２勝
サマーロータス（09牝 ＊ファルブラヴ）�４勝

３代母 ＊エイシンバーモント（91 USA黒鹿 Cozzene）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，
ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ２着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ５着，カーネーショ
ンＣ‐OP ２着，フローラＳ‐OP ２着，etc.

４代母 スランテド Slanted（82 USA黒鹿 Sir Wimborne）USA１勝
［子］ ブラッシングジュリアン Blushing Julian（90牡 Mt. Livermore）USA６

勝，ジェネラルジョージＳ‐G2，フィラデルフィアパークＢＣＨ‐G3，
Broad Street S‐R，etc.

ヴァイキングフュリー Viking Fury（88 牡 Dr. Blum）USA６勝，Cap
ital City S‐R ３着

［孫］ シェフェール Scheffer（01 牡 Elusive Quality）FR・USA３勝，Impr
essive Luck II H‐L ３着

［曾孫］ ファビュラスフローレンス Fabulous Florence（06牝 Gold Token）US
A１勝，Lady Fingers S‐R ２着

５代母 プロングホーンPronghorn（65 USA黒鹿 Jaipur）USA１勝
［子］ アロハハワイ Aloha Hawaii（80 牡 Hawaii）USA３勝，Damon Runy

on S，ホープフルＳ‐G1 ３着，種牡馬
［孫］ マイニングミスハリエットMining Missharriet（96 牝 ＊マイニング）US

A２勝，Ellis Park Magnolia S‐L，Ellis Park Debutante S‐L
２着

［曾孫］ アイスフェスティヴァル Ice Festival（12 牝 Awesome Again）USA・
CAN４勝，メイプルリーフＳ‐G3，メイプルリーフＳ‐G3 ２着，オ
ンタリオメイトロンＳ‐G3 ２着，etc.

販売申込者・所有者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334
生 産 牧 場： �カケハムポニークラブ
飼 養 者： �カケハムポニークラブ＝浦河町野深 �080-5105-2334

387 カネトシルメルシェ２０２０ �・栗 ３／２０

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスカネトシルメルシェ ＊サンデーサイレンス

��
��
�エイシンスイレン栗 2012 ＊エイシンバーモント

4m
Literat S5×S5

価格： 購買者：



母 ケイズビーナス（04栗 ＊タイキシャトル）�５勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
シュムカネ（13牝栗 マヤノトップガン）�２勝��
シェリーアモール（16牝栗 ＊グラスワンダー）��３勝�１勝��２勝，プリンセ

スＣ（Ｄ1400），フローラルＣ（Ｄ1600）３着
サブノユウゼン（19牝栗 カレンブラックヒル）��１勝

２代母 チアズスミレ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）不出走
マイソールサウンド（99牡 タマモクロス）８勝，阪神大賞典‐G2，マイラーズＣ

‐G2，京都記念‐Jpn2，京都金杯‐Jpn3，中日新聞杯‐Jpn3，etc.
ホッコーロバリー（00牡 ＊ジェイドロバリー）１勝，君子蘭賞３着
ワンダータイトル（01牡 ＊コマンダーインチーフ）入着２回，	６勝�入着
マイハッピークロス（02牡 タマモクロス）５勝，比叡Ｓ，ＨＴＢ賞，駒ケ岳特別，

寒狭川特別２着，ＴＶｈ賞３着
チアズアブソーブ（05牡 サクラバクシンオー）入着，
２勝�３勝
アクアブルーコナー（08牡 マヤノトップガン）１勝

３代母 グリーンスミレ（85鹿 ＊ノーザリー）２勝，若戸特別，北海Ｈ２着，甲東特別２着
グッバイチアズ（92牝 シンボリルドルフ）不出走

トゥインチアズ（99牝 ＊シャーディー）１勝，もみじＳ‐OP，ダリア賞‐OP ３
着，�13 勝
１勝��，百万石賞，etc.

チアズサイレンス（93牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，スプリングＳ‐Jpn2 ２着，
谷川岳Ｓ‐OP，オーシャンＳ‐OP，etc.，障害１勝，	１勝���，種牡馬

チアズシャイニング（99牡 ＊コマンダーインチーフ）１勝，障害３勝，中山グランド
ジャンプ‐JG1 ２着

チアズボニート（00牡 ＊アフリート）２勝，障害１勝，�４勝，椿賞２着

４代母 エリモスミレ（75黒鹿 ＊テスコボーイ）不出走
［孫］ メイショウアムール（91牡 ＊ワツスル）８勝，�２勝	１勝����入着

３回�，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，浦和記念‐Jpn2 ２着，オグリキ
ャップ記念‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： 長田ファーム
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

388 ケイズビーナス２０２０ ・栗 ４／１５
＊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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンケイズビーナス ＊サンデーサイレンス

��
��
�チアズスミレ栗 2004 グリーンスミレ

＊オズモース 9c
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 キャンドルアイス（02栗 ＊フォーティナイナー）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（３）〕
リュウシンマリリン（08牝栗 ＊チーフベアハート）�３勝
カワキタシャウト（10牡鹿 ＊ファスリエフ）３勝
フォックススリープ（18牡鹿 カレンブラックヒル）�１勝

２代母 ブルーベイブリッジ（88栗 ＊リーフアーマツドネス）２勝，ＴＶ東京３歳牝馬
Ｓ‐Jpn3，福島３歳Ｓ‐OP ３着
ブルーハイウェイ（95牡 ＊リファーズウィッシュ）４勝，鹿野山特別，安房特別，長

良川特別，スピカＳ３着
スナークグランプリ（96� ＊グルームダンサー）２勝，�１勝
チーキーガールズ（01牝 ＊トワイニング）３勝，飛竜特別，こでまり賞２着，小郡特

別３着
アイラブリリ（09牝 ＊ストラヴィンスキー）５勝，淀短距離Ｓ‐L，京阪杯‐G3

２着，淀短距離Ｓ‐L ３着，桂川Ｓ，西部日刊スポーツ杯，etc.
ゲンパチフォルツァ（18牡 ＊ヘニーヒューズ）�３勝，青竜Ｓ‐OP

スマートグレイス（12牝 ヤマニンセラフィム）４勝，戸畑特別，淀屋橋Ｓ２着，
皆生特別２着，紫川特別２着，佐世保Ｓ３着，etc.

ホーマンブレーク（03牡 ＊アフリート）�１勝��
フジマサマックス（04牡 ＊デヒア）入着４回，��１勝
ブルーフォーチュン（06牝 ＊ホワイトマズル）�３勝
ウォーターメイ（08牡 ＊グランデラ）入着，	１勝
アジャストメント（10牡 ＊マイネルラヴ）１勝

３代母 オオミリーガル（80栗 ＊ヴアイスリーガル）１勝，
３勝，みちのく賞３着，
月岡賞
クレアールカイコマ（89牡 ＊ゲイメセン）２勝，出雲崎特別２着

４代母 ＊フライングシヤツトル（67 USA栗 Loom）USA３勝
［子］ オオミシヤダイ（76牝 ＊リマンド）６勝，北九州記念，衣笠特別，祇園特

別，etc.
［曾孫］ マルカキセキ（01牡 フジキセキ）７勝，アンドロメダＳ‐L，セントウルＳ

‐Jpn3 ３着，淀短距離Ｓ‐L ３着，etc.，�３勝�

販売申込者・所有者： ㈲ラッキー牧場＝新冠町高江 �0146-47-2635
生 産 牧 場： ㈲ラッキー牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

389 キャンドルアイス２０２０ �・栗 ５／３０
＊タイキシャトル

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 メイショウボーラー

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ナイスレイズニシケンモノノフ ＊アフリート

��
��
�グリーンヒルコマチ栗 2011 ツネノコトブキ

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナー Fileキャンドルアイス ＊リーフアーマツドネス

��
��
�ブルーベイブリッジ栗 2002 オオミリーガル

＊フライングシヤツトル 1s
Mr. Prospector M3×S4

価格： 購買者：



母 キュリオスティー（11鹿 ディープインパクト）２勝，燕特別（芝 2200）３着
初仔

２代母 ＊キュー（97 USA栗 ＊フレンチデピュティ）USA７勝，ロングアイランドＨ
‐G2，New Castle H‐L，Going Up S，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着，S
earching S‐L ２着，etc.

＊ルシルク（04牝 Dynaformer）USA１勝
クロムレック（10牡 Smart Strike）３勝，端午Ｓ‐OP ３着
グランシルク（12牡 ステイゴールド）５勝，京成杯オータムＨ‐G3，ＮＺトロ

フィー‐G2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，中京記念‐G3 ２着，
ニューイヤーＳ‐L ２着，etc.，種牡馬

クードラパン（13牝 ダイワメジャー）４勝，潮騒特別，ＨＢＣ賞，サフラン賞，
セプテンバーＳ２着

ヴァンクールシルク（14� ヴィクトワールピサ）�３勝，燕特別，本栖湖特別
２着，荒川峡特別２着

ラソワドール（15牝 ゴールドアリュール）１勝，菜の花賞３着，���入着
＊ブレイクランアウト（06牡 Smart Strike）２勝，共同通信杯‐G3，朝日杯フューチュリ

ティＳ‐Jpn1 ３着，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
キスショット（07牝 Fusaichi Pegasus）入着

フーズサイド（16牡 シビルウォー）�２勝，舞浜特別３着
ラキ（17牝 ジャスタウェイ）�２勝，礼文特別，立待岬特別３着

エネアド（09牡 ディープインパクト）４勝，外房特別，由比ヶ浜特別，黄梅賞２着，
若竹賞２着，若潮賞３着

ブレイクエース（12牡 キングカメハメハ）１勝，�１勝�１勝

３代母 ピージェイフローラル P J Floral（89 USA鹿 Baldski）USA９勝，Gulfstr
eam Park The Very One H‐L，Searching S２着，April Run S２着，Hi
aleah H‐L ３着
ラミアノ Ramiano（98牡 Rubiano）USA６勝，Bruce G. Smith Memorial S３

着，種牡馬
バブルズカシェBubbles Cachet（99 牝 With Approval）USA３勝

タンケラ Tanquera（15 牝 King's Crown）�PR５勝，C. Eugenio Maria de
Hostos‐LR ２着

販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

390 キュリオスティー２０２０ �・鹿 ３／ １

＊

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キュリオスティー
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�キュー鹿 2011 P J Floral

1t
Literat S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 キョウワアマテラス（09鹿 ＊チーフベアハート）入着，�６勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（８）〕
ポインデクスター（16牡青鹿 ゴールドアリュール）��５勝�３勝
キョウワグロリア（18牡黒鹿 キングヘイロー）��入着�
サンオルソーライズ（19牝鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 キョウワミラクル（00鹿 メジロライアン）�６勝�入着�
キョウワオリオン（08牡 キングヘイロー）入着２回，��１勝
キョウワミラージュ（10牝 キングヘイロー）�４勝�

３代母 ホノオノオンナ（91黒鹿 Seattle Slew）１勝

４代母 ＊スプリームクィーン（81 USA鹿 Alydar）USA２勝，Gardenia S‐R ２着，
Tampa Bay Debutante S‐R ３着
［子］ キラーディラー Killer Diller（87	 Pleasant Colony）USA９勝，アソ

ールトＨ‐G3，トレントンＨ‐G3，ガーデンステイトＳ‐G3，etc.
アサカディフィート（98	 ＊パラダイスクリーク）11勝，小倉大賞典‐Jpn3
（２回），中山金杯‐Jpn3，アンドロメダＳ‐L（２回），etc.，�入着��

アラブノオウジ（94牡 ＊ナスルエルアラブ）２勝，荒川峡特別
［曾孫］ ピートザタイガー Pete the Tiger（12 牡 The Leopard）ARG６勝，P

. Gobierno de la Ciudad de Buenosaires‐L ３着，P. Irineo Leguis
amo‐L ３着

５代母 ナイトリーベル Knightly Belle（69 USA芦 Knightly Manner）USA10 勝，
Brentwood S，サスケハナＨ‐G2 ３着，パカラップＨ２着，Tuscarora H
２着，ホワイトマーシュＨ‐G3 ３着，etc.
［子］ ドクタールートDr. Root（87 牡 Slew o' Gold）USA５勝，ソードダン

サーＨ‐G1，Noble Dancer H‐L，パンアメリカンＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

セイヴィ Savy（75牝 Tom Rolfe）USA13 勝，Tuscarora H（２回），
New Castle H，Susquehanna H，etc.

販売申込者・所有者： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部＝新冠町西泊津 �0146-49-0200
生 産 牧 場： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部 協和牧場
飼 養 者： ㈲協和牧場＝新冠町西泊津 �090-7641-3884

391 キョウワアマテラス２０２０ 牡・青 ４／１７

＊

＊ 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

＊ Chief's Crown

�
�
�
�
�

��
��

�チーフベアハート Amelia Bearhartキョウワアマテラス メジロライアン

��
��
�キョウワミラクル鹿 2009 ホノオノオンナ

＊スプリームクィーン 16
Seattle Slew S4×M4 Secretariat S5×M5 Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 クインズラッシュ（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ロードエクスプレス（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，秋明菊賞（芝 1400）３着
レモンソーダ（18牝鹿 ミッキーアイル）��出走
セキトバノゴトク（19牡鹿 ビッグアーサー）��出走

２代母 ケイアイギャラリー（99黒鹿 ＊ウォーニング）５勝，ＨＢＣ賞，白鳥大橋特別，
七重浜特別３着，キーンランドＣ３着
ケイアイデイジー（07牝 ＊クロフネ）３勝，葵Ｓ‐L，淀短距離Ｓ‐L ３着，橘Ｓ‐OP

２着，朱鷺Ｓ‐OP ３着
クインズマラクータ（14牡 ゴールドアリュール）２勝，恵那特別２着
ケイアイターコイズ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）�２勝，端午Ｓ‐OP ２着，

はこべら賞，鳴海特別２着，ドンカスターＣ２着，寒椿賞２着
ケイアイユニコーン（09牡 キングカメハメハ）３勝，刈谷特別，会津特別，皆生特

別２着，etc.，�２勝�１勝��，ＯＲＯターフスプリント，グランシャリオ
門別スプリント

ケイアイウィルゴー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，千種川特別，桑名特別，彦根Ｓ
３着，高砂特別３着
ケイアイサクソニー（16牡 ロードカナロア）�４勝，韋駄天Ｓ‐OP ２着，浜松

Ｓ，皆生特別，あやめ賞，周防灘特別２着，etc.
クインズロンペール（12牡 ＊クロフネ）１勝，�３勝�２勝��
クインズサリナ（14牝 ダノンシャンティ）４勝，マーガレットＳ‐LR ２着，フェニ

ックス賞‐OP，山城Ｓ

３代母 ＊サラトガワールド（87 USA鹿 Saratoga Six）IRE１勝
ケイアイミサイル（03牝 スペシャルウィーク）１勝

ミキノドラマー（13牡 ショウナンカンプ）４勝，ルミエールオータムダッシュ‐L，
ルミエールオータムダッシュ‐L ３着，韋駄天Ｓ‐OP ３着，etc.，種牡馬

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

392 クインズラッシュ２０２０ 牡・芦 ４／２８
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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceクインズラッシュ ＊ウォーニング

��
��
�ケイアイギャラリー芦 2011 ＊サラトガワールド

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

価格： 購買者：



母 グローバルハート（10鹿 ＊クロフネ）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（７）〕
グローバルビジネス（15牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��４勝
グローバルノヴェル（17�鹿 ＊ノヴェリスト）��１勝�１勝��１勝
エスケープ（19牡鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�地方未出走

２代母 グローバルピース（01鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
ドリームセーリング（07牡 ＊クロフネ）５勝，美浦Ｓ，松前特別，白鷺特別２着，etc.，

障害２勝，京都ジャンプＳ‐JG3，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.
ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府中牝馬Ｓ

‐G2，ローズＳ‐G2，東京新聞杯‐G3，クイーンＣ‐G3，etc.
カウントオンイット（14牝 ＊クロフネ）２勝，柏崎特別３着
パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，マイラ

ーズＣ‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，こぶし賞
モルタル（17牡 ＊クロフネ）�３勝

３代母 ＊エミネントガール（92 GB栗 Nashwan）出走
ホシノベストタイム（97� ＊ブライアンズタイム）４勝，阿武隈特別３着
キャトルセゾン（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

クリアソウル（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝
ピースワンパラディ（16牡 ジャングルポケット）�５勝，キャピタルＳ‐L，
青葉賞‐G2 ３着，京都金杯‐G3 ２着，etc.

ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，etc.，�８勝
��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着

グラミスキャッスル（13牝 ＊クロフネ）４勝，稲妻Ｓ，飛翔特別，邁進特別２着，etc.
ブラックランナー（14牡 ＊クロフネ）３勝，秋明菊賞３着，��６勝�入着４回

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝
［曾孫］ シゲルスダチ（09牡 ＊クロフネ）３勝，マーガレットＳ‐LR，北九州記念

‐G3 ２着，フェニックス賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱エクワインレーシング＝むかわ町米原 �0145-42-5522
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

393 グローバルハート２０２０ 牡・鹿 ４／２２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューグローバルハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�グローバルピース鹿 2010 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 クロフネマンボ（04芦 ＊クロフネ）入着３回，��２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（４）〕
アイファーグラマー（12牝芦 ダンシングカラー）�１勝
ビービーグラシアス（13牡芦 ビービーガルダン）�１勝�１勝��
ガルボマンボ（19牡芦 ガルボ）��１勝

２代母 ＊リーガルウェイズ（93 USA鹿 Danzig）不出走
ライトフォーリーガル Light for Regal（97 牝 Majestic Light）USA２勝

イグゼキュティヴサーチ Executive Search（03� Regal Classic）USA７勝，
Hollie Hughe S‐R ２着，Promonroe S‐R ２着，JohnMorris
sey S‐R ２着，Richmond Runner S‐R ２着，Kim's Chance S
‐R ３着

ユーワパンドラ（00牝 ＊アフリート）２勝，うぐいす賞３着
テイエムチカラ（10牡 ＊サウスヴィグラス）２勝，�８勝，水無月賞，九千部山

賞，すみれ賞，春望賞，サイネリア賞，etc.
ピンクジュエル（01牝 ＊ジェイドロバリー）�２勝

イケノナイン（06牝 ＊ジェリ）入着，�５勝��３勝	，平和賞２着，リリーＣ２着
ウインフェイム（03牝 アグネスタキオン）１勝
コチャ（06牝 キングカメハメハ）１勝，��１勝

３代母 ロイヤルソルーションRoyal Solution（82 USA栗 Sir Ivor）不出走
＊リーガルソリューション（90牝 Mr. Prospector）USA４勝，Floral Park H‐L

３着
リーガルグラントRegal Grant（91 牝 Mr. Prospector）不出走

クリュスタセオ Crustaceo（02牡 Royal Anthem）PR・PAN20勝，C. Jose
de Diego‐L，C. Verset's Jet‐L ２着，Copa C.I.T.G.O.‐L ２着，etc.

ディヴァイドアンドコンカーDivide and Conquer（94 牡 Danzig）USA６勝，ケル
ソＨ‐G2 ２着，ディクシーＳ‐G2 ３着，フォースターデイヴＨ‐G3 ２着，etc.

ロイヤルリザーヴズRoyal Reserves（95 牝 ＊フォーティナイナー）USA入着
ライツリザーヴド Rights Reserved（00� With Approval）USA１勝，Co

lin S‐L
マイナーズリザーヴMiner's Reserve（07 牡 Mineshaft）USA２勝，ジムダン

ディＳ‐G2 ２着

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： 原 則夫
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

394 クロフネマンボ２０２０ 牡・鹿 ５／ ４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークロフネマンボ
＊ Danzig

��
��
�リーガルウェイズ芦 2004 Royal Solution

5f
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 クインズカリナン（13鹿 ＊サウスヴィグラス）１勝，��３勝
初仔

２代母 ホクザンパラダイス（04鹿 ＊パラダイスクリーク）�４勝，姫路プリンセスＣ
ホクザンルージュ（10牝 アドマイヤジャパン）�６勝���入着３回���，ル・プ

ランタン賞２着，若草賞２着，クイーンＣ３着，園田クイーンセレクション３着
ホクザンメロディー（18牝 パドトロワ）��１勝

３代母 ホクザンクルール（89鹿 ＊ラシアンルーブル）不出走
ホクザンフィールド（99牡 ライブリマウント）�10 勝�１勝�１勝	入着��，兵

庫ジュニアＧＰ‐Jpn3 ２着，黒船賞‐Jpn3 ３着，新春賞，etc.
ホクザンラブリー（00牝 ＊グランドオペラ）�５勝
ホクザンアスリート（02牡 エイシンサンディ）�２勝
ホクザンアントルメ（05牝 ＊メイショウドトウ）�９勝
ホクザンブリュット（07牡 ＊ティンバーカントリー）�10 勝

４代母 ホクザンラツキー（73栗 ＊フロリバンダ）２勝，すずかけ賞
［子］ ホクザンエンペラー（87牡 ＊ノーザンディクテイター）２勝，小倉３歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，かえで賞，雲仙特別２着，etc.
ホクザンタロー（81牡 ＊ニゾン）３勝，	２勝�入着

［孫］ ホクザンアンドレ（89牡 ＊ラツキーソブリン）４勝，白樺賞‐OP ２着，室
蘭特別，オホーツクＨ２着，etc.

ホクザンダンディー（88牡 ＊ステイールハート）３勝，礼文特別３着，�１勝
ホクザンパワー（94牡 ＊グロウ）１勝
ホクザンプレジャー（99牡 ウイニングチケット）入着，�４勝
プリテージユネス（86牝 サンシヤインボーイ）
３勝
ホクザンミラクル（96牝 ＊グロウ）�２勝
ホクザンヴィアンド（05牝 メジロライアン）�１勝�

５代母 タジマラツキー（65栗 ＊ロイヤルステイング）４勝，４歳抽籤馬特別‐OP，す
ずかけ賞
［曾孫］ カルメンシータ（89牝 ＊ワイズカウンセラー）３勝，すずかけＳ‐OP ３着，

おおぞらＳ，クレマチス賞，etc.

販売申込者・所有者： 風ノ丘ファーム＝青森県むつ市 �090-3125-8387
生 産 牧 場： 風ノ丘ファーム
飼 養 者： ㈲大作ステーブル＝新冠町朝日 �0146-47-3665

395 クインズカリナン２０２０ 牡・鹿 ３／２７

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�Porto RocaGB 鹿 2007 Antelliere

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスタークインズカリナン ＊パラダイスクリーク

��
��
�ホクザンパラダイス鹿 2013 ホクザンクルール

＊アストニシメント 7c
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 グッドプリン（13黒鹿 ブラックタイド）入着，�３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
イナズマエミール（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）���１勝
マクリトップチェコ（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�未出走

２代母 イナズマローレル（01黒鹿 ＊ピルサドスキー）３勝，檜原湖特別，ＴＶｈ賞３着
キョウエイマイン（09牝 キングヘイロー）１勝
ヒュウガミズキ（10牝 ＊ファスリエフ）１勝
ファーストオーサー（11牡 ＊アルデバランⅡ）１勝
アルマワイオリ（12牡 マツリダゴッホ）２勝，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ２着，

ＮＺトロフィー‐G2 ３着，アーリントンＣ‐G3 ２着，バーデンバーデンＣ
‐L ３着，もみじＳ‐OP，etc.

アルマアノン（15牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝，��３勝��入着２回��

３代母 スエヒロジョウオー（90鹿 トウシヨウペガサス）３勝，阪神３歳牝馬Ｓ
‐Jpn1，きんせんか賞，優２牝
スエヒロコマンダー（95牡 ＊コマンダーインチーフ）７勝，鳴尾記念‐Jpn2，小倉大

賞典‐Jpn3，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬
コウエイベラドンナ（96牝 メジロライアン）１勝，野路菊Ｓ‐OP ２着

マイネルロブスト（09牡 ＊ゼンノエルシド）２勝，クローバー賞‐LR，朝日杯フ
ューチュリティＳ‐G1 ２着，京成杯‐G3 ２着，etc.，障害１勝

コウエイブルーム（98牝 ＊ウォーニング）１勝
グッドキララ（04牡 メジロライアン）５勝，佐世保Ｓ，宝ケ池特別２着，西部

日刊スポーツ杯２着，etc.，障害１勝
スエヒロサプライズ（00牝 ＊ラムタラ）出走

コウエイフラッシュ（06� ＊コロナドズクエスト）４勝，黒埼特別，越後Ｓ２着，
プラタナス賞２着，etc.

イナズマイージス（03牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，対馬特別２着，利尻特別２
着，糸魚川特別３着

アドマイヤジュエル（04牝 アドマイヤベガ）入着２回
ゴールデンライオン（16牡 ＊パイロ）�２勝，加古川特別２着，ラジオ福島賞３

着，天白川特別３着，etc.

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

396 グッドプリン２０２０ 牡・黒鹿 ４／ ７
＊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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアグッドプリン ＊ピルサドスキー

��
��
�イナズマローレル黒鹿 2013 スエヒロジョウオー

＊メダリオン 3l
サンデーサイレンスM3×S4 Danzig S5×M5

価格： 購買者：



母 クリンゲルベルガー（06芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）２勝，三河特別
（芝 1200）３着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（８）〕
レンベルガー（13牡青鹿 アンライバルド）入着２回，���１勝�２勝�３勝
テイエムウルトラ（15牡青鹿 トーセンホマレボシ）�１勝
グートエーデル（17牝芦 リアルインパクト）�１勝
キタノサスピション（18牝芦 カレンブラックヒル）出走，�地方未出走
イチローイチロー（19牡鹿 カレンブラックヒル）�１勝

２代母 ダイイチリカー（90黒鹿 ＊リアルシヤダイ）４勝，衣笠特別，鳥羽特別，黒竹
賞，寿Ｓ２着，衣笠特別２着，etc.
ダイイチアピール（96牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホクトスルタン（04牡 メジロマックイーン）５勝，目黒記念‐Jpn2，札幌日経
ＯＰ‐L ２着，みなみ北海道Ｓ‐L ２着，都大路Ｓ‐L ３着，天皇賞（春）
‐G1 ４着，etc.

ドリームシグナル（05牡 ＊アグネスデジタル）２勝，シンザン記念‐Jpn3，京王
杯２歳Ｓ‐Jpn2 ２着，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ４着，朝日杯フューチュリ
ティＳ‐Jpn1 ４着

ダイイチライン（97牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，奥尻特別，紫川特別，淡路特別
２着，野分特別３着，ＳＴＶ杯３着，etc.

ダイイチダンヒル（98牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐OP，若駒Ｓ‐OP ２
着，オーストラリアＴ‐OP ３着，福寿草特別，エリカ賞２着

ダイイチサザン（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ダイイチボタン（00牝 ＊ティンバーカントリー）１勝

ヒロシゲセブン（15牡 ディープブリランテ）�入着，障害３勝，東京ハイジャ
ンプ‐JG2 ２着

３代母 ダイナフエアリー（83鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，オールカマー‐Jpn3，新
潟記念‐Jpn3，エプソムＣ‐Jpn3，牝馬東タイ杯‐Jpn3，京成杯‐Jpn3，etc.
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，セントライト記念‐Jpn2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652
生 産 牧 場： 村上 雅規
飼 養 者： 村上 雅規＝新冠町朝日 �0146-47-2652

397 クリンゲルベルガー２０２０ �・芦 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceクリンゲルベルガー ＊リアルシヤダイ

��
��
�ダイイチリカー芦 2006 ダイナフエアリー

＊フアンシミン 9f
Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 グレートハーベスト（03栗 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（10），地方－７（24）〕
レーザーブレイド（07牡栃栗 キングカメハメハ）１勝，��１勝・５勝，黒潮スプ

リンターズＣ（Ｄ1300）３着
クリップザクロップ（09牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着６回
マイネルクロップ（10牡芦 ＊クロフネ）６勝，マーチＳ‐G3，アルデバランＳ‐OP
（Ｄ1900）２着，若駒Ｓ‐OP（芝 2000）２着，昇竜Ｓ‐OP（Ｄ1800）３着，初夢Ｓ
（Ｄ1800），北山Ｓ（Ｄ1800），花背特別（Ｄ1800），花園Ｓ（Ｄ1900）２着，etc.，
障害２勝，��１勝��，佐賀記念‐Jpn3，佐賀記念‐Jpn3 ２着

ザナイトビフォー（11牝芦 ＊クロフネ）	２勝�入着２回
クロコダイルロック（13牡鹿 ＊ハービンジャー）入着４回，
�３勝	１勝�１勝

��入着
バンパークロップ（14牝栗 ＊クロフネ）３勝，西湖特別（Ｄ1600）３着
ローザーブルー（15牝栗 ＊サウスヴィグラス）
�４勝�３勝��１勝�入着４回，

花吹雪賞（Ｄ1800）
ウォールフラワー（17牝栗 スズカコーズウェイ）�１勝��入着４回�，金杯
（Ｄ1600）３着

カーラミーア（18牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）
出走

２代母 ＊チーター（92 USA栗 Seeking the Gold）３勝，喜多方特別３着，里見特別３着
ナリタヘリオス（99牡 ＊ラムタラ）２勝，新津特別３着
プリモスター（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，大倉山特別，朝里川特別，札幌日

刊スポーツ杯２着，若潮賞２着，おおぞら特別２着，etc.
スザク（11牡 キングカメハメハ）２勝，����入着３回，全日本２歳優駿

‐Jpn1 ２着
バンドマスター（02牡 ＊パントレセレブル）３勝，成田特別３着，甲斐路特別３着，

�４勝�１勝�３勝��入着４回
マイニングゴールド（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，くるみ賞２着，�７勝��

入着�	
タイキジャガー（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，滝桜賞２着

３代母 ステッピングハイ Stepping High（69 USA鹿 No Robbery）USA４勝，メ
イトロンＳ２着，アルシバイアディズＳ３着

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

398 グレートハーベスト２０２０ ・栗 ４／２６
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellグレートハーベスト
＊ Seeking the Gold

��
��
�チーター栗 2003 Stepping High

11g
Mr. Prospector S3×M4 Hail to Reason S4×M4 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 スイートポーラ（11芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�３勝�
〔産駒馬名登録数：１〕
リョウランチャンプ（18牡鹿 カレンブラックヒル）��出走�出走

２代母 スイートアマリリス（99鹿 サクラバクシンオー）２勝
シンボリディスコ（10牡 アドマイヤマックス）３勝，アイビスサマーダッシュ‐G3

２着，韋駄天Ｓ‐OP ２着，ルミエールオータムダッシュ‐OP ３着，吾妻小富
士賞，郡山特別，etc.

シンボリマティス（12牡 デュランダル）�２勝��７勝�７勝

３代母 スイートソフイア（81鹿 ＊ロイヤルスキー）４勝，サンスポ４歳牝馬特別
‐Jpn2 ３着，京成杯３歳Ｓ３着，カーネーションＣ‐OP，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ
‐OP，クローバー賞‐OP
パブロワスイート（88牝 シンボリルドルフ）出走

ハートドラゴン（01牡 エイシンサンディ）�５勝��入着，ウイナーＣ
スイートルイーゼ（89牝 シンボリルドルフ）不出走

ブンブンラリー（94牝 ＊ボーザム）��４勝，スパーキングＬＣ
オグリパートナー（97牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）�４勝��入着
アイファーダイオー（05牡 ＊バトルライン）入着，雪割草特別３着，	１勝
�１勝�２勝，園田ユースＣ２着

スターインチーフ（98牡 ＊コマンダーインチーフ）３勝，鳥栖特別２着，筑前特
別２着，えりも特別２着

ニッポータキオン（92牡 シンボリルドルフ）４勝，江坂特別，etc.，障害１勝，�２
勝，青藍賞２着，みちのく大賞典３着

シマノフリート（97
 ＊アフリート）２勝，西部日刊スポーツ杯３着，兵庫特別３着，
ＴＶｈ賞３着，etc.，�１勝

４代母 スイートシヤネル（74鹿 ＊ヴエンチア）不出走
［子］ サクラガイセン（80牡 ＊パーソロン）８勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，天皇賞（春）

‐Jpn1 ２着，宝塚記念‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ シゲルドントイケ（01牡 ＊トワイニング）４勝，マーガレットＳ‐L，芦屋

川特別，つわぶき賞，etc.，�１勝

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

399 スイートポーラ２０２０ �・芦 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceスイートポーラ サクラバクシンオー

��
��
�スイートアマリリス芦 2011 スイートソフイア

＊スヰート 1s
テスコボーイ S5×M5

価格： 購買者：



母 ケージーフジムスメ（08鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
プリンセスセイコ（13牝栗 カネヒキリ）�３勝
フクネン（18牝栗 カレンブラックヒル）�出走
デカメロン（19牝青鹿 カレンブラックヒル）�出走

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
パインアイランド Pine Island（03牝 Arch）USA４勝，アラバマＳ‐G1，
ガゼルＳ‐G1，マザーグースＳ‐G1 ２着，etc.

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： ㈲岩見牧場＝新冠町万世 �0146-49-5206
生 産 牧 場： ㈲岩見牧場
飼 養 者： 岩見ステーブル＝新冠町万世 �090-8009-9209

400 ケージーフジムスメ２０２０ �・鹿 ３／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ステイゴールド

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

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスケージーフジムスメ
＊ Private Account

��
��
�ケージービューティ鹿 2008 ＊メイプルジンスキー

1g
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ゴールデンリーフ（10鹿 ステイゴールド）入着，�６勝
初仔

２代母 チャレンジセイエン（98栗 ＊シアトルダンサーⅡ）３勝，西部日刊スポーツ杯，
福島中央ＴＶ杯２着，塩屋埼特別２着，大濠特別３着，フルーツラインＣ３着，etc.，
�４勝
レイメイ（08牡 ゼンノロブロイ）�２勝�１勝
カネトシコミット（09牝 ステイゴールド）�１勝
アルミサエル（11牝 ＊ブライアンズタイム）��８勝�
サンボルチモア（14� ＊ジャイアントレッカー）�１勝��３勝�	入着２回

３代母 ラックムゲン（89黒鹿 ＊ミルフオード）２勝，桜花賞‐Jpn1 ３着，小倉３歳
Ｓ‐Jpn3 ２着，アネモネＳ‐OP ３着，筑紫特別，ゴールデンスパーＴ２着，etc.
ウインエストレラ（97牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，三宮特別２着，�１勝
キングオブウィナー（01牡 ＊ジョリーズヘイロー）３勝，聖護院特別，西部スポニチ

賞２着，三条特別３着
ワイエムサチ（02牝 ＊タバスコキャット）３勝，鳥取特別

４代母 プリンセンスラム（79鹿 ＊ラム）�11 勝，サガ・クイーン賞
［孫］ マイネルギルト（01牡 ＊スターオブコジーン）３勝，青梅特別３着

５代母 ヤマホマレ（66鹿 ＊パナスリツパー）不出走
［子］ ヤマボンモ（77牝 ＊ボンモー）３勝，伏拝特別

ラツクオメガー（83牝 トウシヨウボーイ）３勝，初雛賞
ラツクハンター（82牝 ＊ヴアイスリーガル）１勝，有田特別３着，�13 勝

［孫］ ラックダイヤモンド（90牡 ＊ストームオンザルース）５勝，東海Ｓ‐OP ２
着，心斎橋Ｓ，宝塚市制４０周年記念，etc.

ラックマンセル（89牡 ＊ヴイテイージ）５勝，恵那特別，若戸特別２着，
あざみ賞２着

ハーディースワロー（81牡 ＊ステインテイノ）４勝，松川浦特別２着，桧
山特別２着，荒川峡特別３着

ウイングッドラック（96牡 ＊ヴィジョン）入着２回，
４勝�３勝，若草
賞２着

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

401 ゴールデンリーフ２０２０ �・栗 ３／３０
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュゴールデンリーフ ＊シアトルダンサーⅡ

��
��
�チャレンジセイエン鹿 2010 ラックムゲン

＊ダーバリー 12f
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴールドルージュ（02栗 ＊クロコルージュ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－３（７）〕
タイトロープ（08牡栗 ＊トワイニング）２勝
グランデクロコ（09牡鹿 ＊マイネルラヴ）�２勝
テイエムゼッケイ（15牝栗 ＊アグネスデジタル）��１勝�３勝
フジヤマテキサス（17牡栗 ＊プリサイスエンド）��入着��１勝
ラヴィネルージュ（18牝鹿 マツリダゴッホ）��出走

２代母 アグネスフエルテイ（85栗 ＊ノーザンテースト）１勝
アグネスバトラー（91牡 ミルグロリー）１勝
アグネスブライアン（92牡 ＊ブライアンズタイム）２勝
アグネスエンジェル（97牝 ナリタタイシン）１勝
ターフパーチェ（98牝 ＊オジジアン）１勝
ステラマリア（99牝 ＊オジジアン）１勝
チリーウインドヒル（00牡 ＊フォーティナイナー）１勝
シズノオダマキ（01牝 ＊スキャン）入着，��１勝
キーレター（03牝 ＊リンドシェーバー）３勝，	１勝

キースカーフ（12牝 キングヘイロー）１勝，	１勝
キーフェイス（16牝 エスポワールシチー）��６勝

キーポジション（04牡 ＊ヘクタープロテクター）	２勝�入着

３代母 アグネステスコ（78黒鹿 ＊テスコボーイ）４勝，エリザベス女王杯，神戸新聞
杯，阪神４歳牝馬特別２着，日経新春杯３着，京都牝馬特別２着，etc.，優３牝

４代母 ＊ハンサムエタ（66 AUS芦 Grey Ghost）不出走
［子］ コスモフィールド（81牡 ＊ツイツグ）３勝

５代母 ハンサムウィンHandsomeWyn（49 AUS鹿 Halbadier）不出走
［子］ スノーストリームラス Snowstream Lass（60 牝 Snowstream）AUS13 勝，

Bendigo JC Bendigo Cup，Werribee Gold C３着
［孫］ ポントド－ロ Ponte D'Oro（74牡 Paddy Me）AUS９勝，Morn RCM

ornington C‐L ２着，ＴＲＣホーバートＣ‐G3 ３着，Morn RC
Mornington C‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454
生 産 牧 場： ㈲村下農場
飼 養 者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454

402 ゴールドルージュ２０２０ 
・鹿 ４／ ４
＊ 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

＊ Rainbow Quest

�
�
�
�
�

��
��

�クロコルージュ Alligatrixゴールドルージュ ＊ノーザンテースト

��
��
�アグネスフエルテイ栗 2002 アグネステスコ

＊ハンサムエタ 2s
Northern Dancer M4×S5 Herbager S5×M5

価格： 購買者：



母 カリアティード（13鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，�２勝�����
初仔

２代母 リビングデイライツ（97鹿 フジキセキ）５勝，醍醐特別３着
リビングストン（06� タニノギムレット）１勝，熱田特別２着，ＨＢＣ賞３着，�

２勝�１勝

３代母 ＊グリーンポーラ（88 USA鹿 Nijinsky）FR２勝，カルヴァドス賞‐G3
ケープリズバーン（95牝 Bering）４勝，オリオンＳ，鳴滝特別，��１勝，ＴＣＫ

女王盃‐Jpn3
ヴェルデマーレ（98牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，和田岬特別，駒ケ岳特別２着，

尾頭橋特別３着，etc.，�１勝
モビーディック（99� ＊サンデーサイレンス）１勝，白藤賞２着，あやめ賞２着，君

子蘭賞２着，etc.
ジェダイト（02牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，忘れな草賞‐OP，エルフィンＳ‐OP

２着，赤松賞
オージャイト（13牝 キングカメハメハ）３勝，ポプラ特別３着（２回），�入着，

ブリーダーズＧＣ‐Jpn3 ３着
レーヌヴェルト（03牝 ＊フレンチデピュティ）入着

ガイヤースヴェルト（10牡 ダイワメジャー）１勝，毎日杯‐G3 ２着，ＮＨＫマ
イルＣ‐G1 ５着，由比ヶ浜特別２着，etc.

ドレスデングリーン（04牝 アグネスタキオン）１勝
ジェードグリーン（14� カンパニー）１勝，萩Ｓ‐LR ３着

レッドシャガーラ（06牡 ネオユニヴァース）３勝，知床特別，鳴滝特別２着，ＨＢ
Ｃ賞２着，etc.

４代母 アイリッシュヴァリー Irish Valley（82 USA栗 Irish River）FR出走
［子］ アルハールス Alhaarth（93 牡 Unfuwain）GB・FR・IRE８勝，デューハー

ストＳ‐G1，ドラール賞‐G2，愛インターナショナルＳ‐G2，etc.，種牡馬
［孫］ ＊マクフィ（07牡 Dubawi）GB・FR４勝，英２０００ギニー‐G1，ジャックル

マロワ賞‐G1，ジェベル賞‐G3，種牡馬
アカリーム Aqaleem（04牡 Sinndar）GB・AUS２勝，リングフィールドダ
ービートライアルＳ‐G3，英ダービー‐G1 ３着，ゴードンＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲荒谷牧場＝青森県上北郡東北町 �0176-62-2825
生 産 牧 場： ㈲荒谷牧場
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

403 カリアティード２０２０ 	・黒鹿 ３／２６
＊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

＊ Mineshaft

�
�
�
�
�

��
��

�カジノドライヴ Better Than Honourカリアティード フジキセキ

��
��
�リビングデイライツ鹿 2013 ＊グリーンポーラ

16c
サンデーサイレンス S3×M4 Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 キアーロ（05栗 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－５（33）〕
サマーグレース（12牝栗 ＊ケイムホーム）�９勝��
シゲルシマカツオ（13牡鹿 ＊エンパイアメーカー）��３勝
カサマツブライト（14牝鹿 アドマイヤムーン）��２勝�10 勝�入着�
ケンゴッド（16牡栗 ＊パイロ）��入着３回��２勝
セイペイシェンス（17牡黒鹿 ＊ベーカバド）��６勝�１勝

２代母 アローム（90栗 ＊ノーザンテースト）２勝，エルフィンＳ‐OP，紅梅賞‐OP ２着
ヒダカプロテクター（95牡 ＊ヘクタープロテクター）５勝，阿蘇Ｓ，安芸Ｓ，姫路特別
アマーレ（98牝 ＊トニービン）２勝

ブラッシュアップ（05牡 バブルガムフェロー）４勝，舞鶴特別２着，えりも特
別２着，銀蹄Ｓ３着，銀嶺Ｓ３着，神無月Ｓ３着，etc.，�７勝

ユウキュウ（99牡 ＊エリシオ）�13 勝��	入着７回���
��，六甲盃２着，オ
ータムスプリントＣ３着，オータムＣ３着，名古屋記念３着

フローネ（03牝 アグネスタキオン）２勝，あやめ賞３着
キティラ（18牝 ＊バトルプラン）１勝，朱竹賞３着

フェスティヴマロン（04牝 ＊クロフネ）３勝，由比ヶ浜特別３着，クリスマスキャロ
ル賞３着，宝ケ池特別３着

レインボーダリア（07牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，エリザベス女王杯‐G1，エリ
ザベス女王杯‐G1 ５着，五稜郭Ｓ，大倉山特別，摩周湖特別，etc.

クラウディア（08牝 マンハッタンカフェ）入着，��１勝
スターアイリス（15牝 ＊ヨハネスブルグ）�５勝，土佐春花賞，黒潮皐月賞２着

３代母 ＊ストロークト（83 USA栗 Riverman）USA５勝，Eggy S‐R ２着
ロングスターダム（96牝 ＊ノーザンテースト）不出走

トゥインクル（11牡 ステイゴールド）５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，ステイヤー
ズＳ‐G2 ３着，札幌日経ＯＰ‐LR ２着，etc.

ゲームコンパイラ（98牝 メジロライアン）出走
アルマディヴァン（10牝 メジロベイリー）５勝，中京記念‐G3 ２着，幕張Ｓ，

知立特別，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

404 キアーロ２０２０ ・栗 ３／１７
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤキアーロ ＊ノーザンテースト

��
��
�アローム栗 2005 ＊ストロークト

8h
Northern Dancer M4×S5×M5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 キタノタイセツ（13鹿 ＊ヨハネスブルグ）�入着２回
初仔

２代母 ルクールドラメール（97青 ＊サンデーサイレンス）１勝，ニセコ特別２着，お
けさ特別３着
セレストラメール（06牝 ＊コロナドズクエスト）入着，��１勝�
セトノランナー（07牡 ＊ストラヴィンスキー）�11 勝
ソレイユレディー（08牝 タニノギムレット）�５勝
パラッパラッパー（10牡 ＊タイキシャトル）入着，�１勝�１勝��入着２回
ワイルドサプライズ（11牡 ＊ワイルドラッシュ）�２勝�，北海優駿２着

３代母 ＊クリプテイツク（84 GB鹿 TouchingWood）GB入着２回
コスモセイザン（89牡 ＊ワイズカウンセラー）１勝，小石原特別３着
ミートデザイヤー（90牝 ミホシンザン）１勝，松浜特別２着
サンキンヘイロー（98牡 ＊ジョリーズヘイロー）６勝，コーラルＳ‐L，高砂特別，羅

生門Ｓ２着，etc.
サンキンバスター（00牡 ＊ハウスバスター）５勝，橘Ｓ‐OP ２着，雲ヶ畑特別，隅

田川特別，etc.
ストローズティック（02牡 ＊ストローズクリーク）１勝，都井岬特別２着，二王子特

別２着，�２勝

４代母 クリプトメリアCryptomeria（74 GB栗 Crepello）GB２勝
［子］ ＊パーシヤンボーイ（82牡 Persian Bold）５勝，宝塚記念‐Jpn1，谷川岳

Ｓ‐OP ２着，千葉日報杯，etc.，種牡馬
セレネッセ Serenesse（80 牝 ＊ハバツト）ITY７勝，Criterium Labroni
co‐L，P. Ceprano‐L ２着，P. Seregno‐L ３着

［曾孫］ サドラーズクエスト Saddler's Quest（97� Saddlers' Hall）GB４勝，
リングフィールドダービートライアルＳ‐G3

クイズミストレスQuiz Mistress（08 牝 Doyen）GB・FR６勝，P. des
Tourelles‐L（２回），P. Scaramouche‐L，ジョンポーターＳ
‐G3 ２着

セレンヒル Seren Hill（96 牝 Sabrehill）GB・FR５勝，P. Belle de Nuit‐L

販売申込者・所有者： 佐々木 康治＝日高町賀張 �01456-5-2772
生 産 牧 場： 佐々木 康治
飼 養 者： ㈱Ｔホースランチ＝日高町庫富 �090-5227-0181

405 キタノタイセツ２０２０ �・鹿 ４／２８

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythキタノタイセツ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ルクールドラメール鹿 2013 ＊クリプテイツク

14b
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5 Narrate S5×M5

価格： 購買者：



母 ケリーメイ（05栗 ＊アグネスデジタル）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－５（８）〕
ライトシーカー（11牡黒鹿 ＊バゴ）�３勝
タニオブゴッホ（12牝栗 マツリダゴッホ）��１勝
エンドルユーロ（13牝栗 ディープスカイ）�１勝��
キャリアベスト（14牡栗 ＊グラスワンダー）２勝，湯川特別（芝 2000）２着，高山特

別（芝 2000）２着，栄特別（芝 2000）２着
レインボーマックス（17牝栗 アドマイヤマックス）���２勝
タチキチャン（18牝黒鹿 ストロングリターン）��１勝
キャリアアップ（19牡栗 ＊グラスワンダー）�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
ハルダル（07牝 ゴールドアリュール）不出走

ブランオラージュ（14� ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��１勝��，
園田ＦＣスプリント２着

マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）��８勝�４勝

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

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

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

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

406 ケリーメイ２０２０ 牡・栗 ４／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスヤマカツエース ＊グラスワンダー

��
��
�ヤマカツマリリン栗 2012 ＊イクセプトフォーワンダ

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawケリーメイ ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー栗 2005 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Mr. Prospector S4×M4 Danzig S5×M5 Runaway Bride M5×M5

価格： 購買者：



母 ケイアイカミーリア（07鹿 ＊タイキシャトル）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（３）〕
ショーアッシ（14牡鹿 ＊サウスヴィグラス）入着，��１勝�
カズサ（15牡鹿 ＊サウスヴィグラス）��２勝
シャンデリアムーン（16牝鹿 アドマイヤムーン）�４勝，しらかばＳ（芝 1200），

皆生特別（芝 1200），長篠Ｓ（芝 1200）３着，アクアマリンＳ（芝 1200）３着
ハンデンラファール（17牝黒鹿 ＊プリサイスエンド）出走，�地方未出走

２代母 ＊ワンダーキャット（96 USA鹿 Storm Cat）USA１勝
バラードズキャット Ballado's Cat（01 牝 Saint Ballado）USA・ARG４勝，カル

ロスＡメンディテギ賞‐G3 ２着，エウドロＪバルサ賞‐G3 ３着
リンダリンダリンダ Lindalindalinda（08牝 Val Royal）ARG４勝，サンイシ

ドロ２歳牝馬大賞‐G1 ２着，ホアキンＶマケダ賞‐G3 ２着，P. Melgar
ejo‐L ２着，P. Omnium‐L ３着

メアリーズギフトMary's Gift（09 牝 Honour and Glory）ARG２勝，P. Ba
yakoa‐L

グローリアスモーメントGlorious Moment（15 牡 Treasure Beach）�ARG
４勝，サンマルティン将軍大賞‐G1，チャカブコ賞‐G2，ブエノスアイレ
ス州賞‐G3，５月２５日大賞‐G1 ２着，P. Regimiento de Granaderos A C
aballo‐L ２着

ケイアイスウォード（05牡 Smoke Glacken）３勝，道新スポーツ杯３着，�３勝��
ケイアイアポロン（08牡 ネオユニヴァース）２勝，大島特別２着，猪苗代特別３着，

�１勝��
ケイアイホクトセイ（10� ゴールドアリュール）１勝，�５勝��

３代母 ワングレイトレイディOne Great Lady（90 USA芦 Fappiano）USA２勝

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，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.

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

407 ケイアイカミーリア２０２０ �・鹿 ５／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� マンハッタンカフェ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊サトルチェンジジョーカプチーノ フサイチコンコルド

��
��
�ジョープシケ芦 2006 ジョーユーチャリス

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンケイアイカミーリア
＊ Storm Cat

��
��
�ワンダーキャット鹿 2007 One Great Lady

22d
Halo S4×M4 Caerleon S4×M4

価格： 購買者：



母 アストロラーベ（10鹿 ＊クロフネ）��入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（３）〕
マユノサーティー（15牝黒鹿 ディープブリランテ）�１勝
メテオールシャワー（16牡黒鹿 トゥザグローリー）���１勝
アストラルブレイズ（17牝鹿 ＊パイロ）���入着２回
チュラハート（18牝黒鹿 フリオーソ）���１勝
アルグラード（19牝黒鹿 ロゴタイプ）�地方未出走

２代母 サルスエラ（05青 マンハッタンカフェ）不出走
ヴェルステルキング（12牡 サクラバクシンオー）５勝，白秋Ｓ，心斎橋Ｓ，山陽特

別，仲秋Ｓ３着，こぶし賞３着
チカリータ（13牝 ＊クロフネ）２勝
ラバピエス（14牡 ＊タートルボウル）２勝，伊勢特別２着，プラタナス賞２着
トロハ（16牝 ＊ワークフォース）２勝，��２勝�
リーブルミノル（18牡 キングカメハメハ）�２勝，アザレア賞，ゆきやなぎ賞２着

３代母 ＊ハルーワソング（96 USA栗 Nureyev）不出走
ハルーワスウィート（01牝 Machiavellian）５勝，門松Ｓ２着

ヴィルシーナ（09牝 ディープインパクト）５勝，ヴィクトリアマイル‐G1
（２回），クイーンＣ‐G3，オークス‐G1 ２着，etc.

シュヴァルグラン（12牡 ハーツクライ）７勝，ジャパンＣ‐G1，ＡＲ共和国杯
‐G2，阪神大賞典‐G2，etc.，GB・UAE入着，種牡馬

ヴィブロス（13牝 ディープインパクト）３勝，秋華賞‐G1，etc.，UAE・HKG
１勝，ドバイターフ‐G1，ドバイターフ‐G1 ２着，etc.，優古牝

ラスティングソング（07牝 フジキセキ）入着５回，�１勝
インヴィクタ（14牡 ＊ハービンジャー）２勝，若葉Ｓ‐LR ３着，梅花賞，出雲

崎特別３着，etc.
フレールジャック（08牡 ディープインパクト）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3，

神戸新聞杯‐G2 ３着，ニューイヤーＳ‐L ２着，etc.
マーティンボロ（09牡 ディープインパクト）７勝，新潟記念‐G3，中日新聞杯‐G3，

小倉記念‐G3 ２着，etc.，種牡馬
ベルディーヴァ（12牝 ダイワメジャー）３勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，醍醐特別，勝浦

特別２着

販売申込者・所有者： ㈱アフリートファーム＝新ひだか町静内西川 �090-9156-4614
生 産 牧 場： ㈱アフリートファーム
飼 養 者： 福地トレーニングファーム＝新冠町万世 �090-6995-2372

408 アストロラーベ２０２０ 牡・青鹿 ３／１５

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューアストロラーベ マンハッタンカフェ

��
��
�サルスエラ鹿 2010 ＊ハルーワソング

12c
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 オールオールオール（06栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（17）〕
バーンザワールド（11牡栗 ＊ヨハネスブルグ）��出走���１勝・６勝，スパー

キングサマーＣ（Ｄ1600）２着，優駿スプリント（Ｄ1200）２着，川崎マイラー
ズ（Ｄ1600）３着

メイショウアバラガ（12牡鹿 ＊エンパイアメーカー）入着６回，�２勝�２勝�
ワールドフェーマス（13牡栗 ＊タイキシャトル）１勝
トモジャブルーノ（17牡栃栗 ＊ヘニーヒューズ）�６勝
シズヨシ（18牡鹿 ホッコータルマエ）出走，�地方未出走

２代母 ＊スターダーラ（98 USA鹿 Theatrical）GB出走
サンセバスチャン（11牝 ＊プリサイスエンド）�５勝	１勝��
メビウス（12牝 カネヒキリ）�６勝
スターカプリーヌ（14牝 カネヒキリ）�５勝

３代母 リダラ Lydara（90 USA鹿 Alydar）USA２勝

４代母 スティックトゥビューティ Stick to Beauty（73 USA黒鹿 Illustrious）USA
３勝，Busanda S，Rosetown S２着
［子］ ゴールドビューティGold Beauty（79 牝 Mr. Prospector）USA８勝，テ

ストＳ‐G2，フォールハイウエイトＨ‐G2，トルーノースＨ‐G3，etc.
ザプライムミニスター The Prime Minister（87 牡 Deputy Minister）U
SA５勝，米グッドウッドＨ‐G2，種牡馬

［孫］ ダイジュールDayjur（87 牡 Danzig）GB・FR・USA７勝，ナンソープ
Ｓ‐G1，ヘイドックスプリントＣ‐G1，アベイドロンシャン賞‐G1，etc.，
種牡馬

＊メイプルジンスキー（85牝 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

アイアンマスク Iron Mask（98牡 Danzig）FR・USA・SIN５勝，アラ
ンベール賞‐G3，P. de la Vallee d'Auge‐L，KrisFlyer Sprint
‐L，etc.，種牡馬

バッファム Buffum（08牡 Bernardini）USA・UAE４勝，ボールドルー
ラーＨ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

409 オールオールオール２０２０ 牡・栗 ５／２５

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラオールオールオール
＊ Theatrical

��
��
�スターダーラ栗 2006 Lydara

1g
Stick to Beauty S4×M4

価格： 購買者：



母 コンゴウマドンナ（03栗 マーベラスサンデー）２勝，�１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－８（27）〕
ステリーネ（09牝鹿 ＊アジュディケーティング）�２勝��入着２回
フェデリーニ（10牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�４勝
クオレッティ（11牝栗 トーホウエンペラー）�１勝
ジュメーリイ（12牝鹿 ソングオブウインド）�１勝�４勝�３勝��，黒潮皐月賞
（Ｄ1400），土佐春花賞（Ｄ1300）２着

サンゴールドスター（14牡栗 ＊パーソナルラッシュ）�２勝�
レジーナデルーチェ（15牝栗 ＊アポロキングダム）	�３勝
デラウェア（16牝栗 ＊カジノドライヴ）	�５勝
モンゲートラオ（17牡栗 トランセンド）	��２勝

２代母 エクスフィーユ（97栗 ＊スキャン）��１勝
コンゴウザハリアー（04牝 ウイングアロー）�７勝

３代母 トウホウ（87鹿 ハギノカムイオー）出走
トウメイイチバン（92牡 ＊ロードザキヤノンズ）�11 勝，北海優駿３着，王冠賞２着，

北斗盃２着，etc.

４代母 トウメイ（66鹿 ＊シプリアニ）16勝，有馬記念，天皇賞（秋），マイラーズＣ
（２回），牝馬東タイ杯，阪急杯，etc.，年代表，優古牝
［子］ テンメイ（74牡 ＊ルイスデール）６勝，天皇賞（秋），京都大賞典，菊花賞

２着，etc.，�７勝，種牡馬
トウエン（81牝 ＊ミルジヨージ）２勝，あさがお賞
ホクメイ（73
 ＊ルイスデール）２勝，�７勝，道営記念，農林水産大臣
賞典，瑞穂賞，etc.

［孫］ ハヤテバラモン（91牡 ＊インイクストリーミス）４勝，共同通信杯４歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，ジュニアＣ‐OP ２着，犬吠埼特別，etc.

ミルオー（83牡 ＊ミルジヨージ）５勝，麦秋賞，金峰山特別，さくらんぼ
賞，etc.

スーパーノバ（88牡 ＊リーフアーマツドネス）�６勝�入着３回，北斗盃
［曾孫］ ニックバニヤン（05牡 ＊デヒア）��４勝�１勝�２勝�入着，全日本２

歳優駿‐Jpn1 ５着，羽田盃，ハイセイコー記念３着

販売申込者・所有者： 坂本 春信＝新ひだか町静内西川 �0146-46-2675
生 産 牧 場： 坂本 春信
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

410 コンゴウマドンナ２０２０ �・鹿 ４／２９
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

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーコンゴウマドンナ ＊スキャン

��
��
�エクスフィーユ栗 2003 トウホウ

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 コウエイラブリー（12鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ゴールドランタン（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）���１勝
ゴールドレーベン（19牡黒鹿 ＊マクフィ）���入着

２代母 ダイワサンルージュ（06鹿 ＊コロナドズクエスト）出走
グランプリブレイド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝
ローザルージュ（13牝 ＊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 ＊ヨハネスブルグ）�３勝�入着５回�
クールキッズ（15牝 ゴールドアリュール）�２勝

３代母 サンルージュ（92鹿 ＊シエイデイハイツ）不出走
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，etc.，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

４代母 ＊チカノヴァ（83 USA鹿 Northern Dancer）不出走
［子］ 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.

５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

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

411 コウエイラブリー２０２０ �・鹿 ３／１８
＊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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudコウエイラブリー ＊コロナドズクエスト

��
��
�ダイワサンルージュ鹿 2012 サンルージュ

＊チカノヴァ 1l
Mr. Prospector S4×M5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 コウギョウデジタル（10栗 ＊アグネスデジタル）�８勝，ＯＲＯＣディスタフ
（Ｄ1800），フェアリーＣ（Ｄ1800），あすなろ賞（Ｄ1800），不来方賞（Ｄ2000），
ひまわり賞（Ｄ2000），etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
シェイドオヴペイル（17牡栗 ＊カジノドライヴ）��１勝�１勝
クライオジェニック（19牡鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝

２代母 イエスドラゴン（04黒鹿 ダンスインザダーク）出走
マカロンショコラ（11牝 ＊ヨハネスブルグ）�２勝
コウギョウポケット（12牝 ジャングルポケット）�１勝��

３代母 ＊ジャウンティング（94 USA鹿 Seattle Slew）IRE１勝
ユーコーバンベール（00牝 ＊アフリート）出走

サンマルバンベール（07牝 マンハッタンカフェ）出走
サンマルドライヴ（13牡 ＊カジノドライヴ）１勝，�６勝�２勝，如月賞，
吉野ヶ里記念２着，佐賀王冠賞２着

ピサノバンキッシュ（03牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，大雪Ｈ３着

４代母 ＊ジョード（89 USA鹿 Danzig）GB・USA２勝
［子］ フーラエインジェル Hula Angel（96 牝 Woodman）GB・IRE３勝，愛１

０００ギニー‐G1，ロックフェルＳ‐G2，Oh So Sharp S‐L ３着
スケジュール Schedule（01 牝 ＊ブライアンズタイム）USA５勝，Hone
ybee S，Miss Liberty S，Crank It Up S２着，etc.

シーキングアンエインジェル Seeking an Angel（03 牝 Seeking the Gold）
USA４勝，Omnibus S２着

［孫］ ジャジャウマナラシ（12牡 ＊アサクサデンエン）��４勝�１勝，兵庫ジ
ュニアＧＰ‐Jpn2，ＮＡＲ優２牡

オールザットジャズ（08牝 タニノギムレット）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3
（２回），中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，クイーンＳ‐G3 ３着，etc.

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）
�IRE１勝，Polonia S‐L ２着

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

412 コウギョウデジタル２０２０ 
・鹿 ３／２６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawコウギョウデジタル ダンスインザダーク

��
��
�イエスドラゴン栗 2010 ＊ジャウンティング

1s
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M4 Danzig M5×M5

価格： 購買者：



母 コウセイオリーヴ（13鹿 マーベラスサンデー）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
モエヨドラゴン（19牡黒鹿 ＊アジアエクスプレス）�地方未出走

２代母 フラワーフェアリー（07鹿 ＊アルカセット）�入着２回
フジノシバザクラ（11牝 ＊トワイニング）�１勝
ライトフェアリー（12牝 サムライハート）４勝，ＵＨＢ賞‐OP ２着，鞍馬Ｓ‐OP

２着，船橋Ｓ，ＨＢＣ賞，合馬特別，etc.，��２勝

３代母 ＊フリーフォーギブン（99 USA鹿 Unbridled）USA入着２回
アブソリューション（04牝 ＊タイキシャトル）入着

キンシノキセキ（11� フジキセキ）２勝，橘Ｓ‐OP ２着，カンナＳ‐OP ２着，
メイショウカイドウＣ２着，etc.

アンペア（06牝 ＊ワイルドラッシュ）�７勝��入着，エーデルワイス賞‐Jpn3，関
東オークス‐Jpn2 ３着，リリーＣ，etc.，ＮＡＲ優２歳

ダイワモービル（08牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，浦安特別３着，くるみ
賞３着

４代母 レディーマーRedeemer（86 USA鹿 Dixieland Band）USA４勝
［子］ ＊アメリカンボス（95牡 Kingmambo）８勝，中山記念‐Jpn2，ＡＪＣＣ

‐Jpn2，エプソムＣ‐Jpn3（２回），etc.，種牡馬
［孫］ プライヴェトシェフ Private Chef（00� Partner's Hero）USA２勝，ウ

ィルロジャーズＳ‐G3
イクスペクティドプレジャーズ Expected Pleasures（04牝 Allen's Prospect）
USA２勝，MarylandMillion Lassie S‐R ２着，Gin Talking S
‐R ３着

スナークファルコン（02牡 ＊キンググローリアス）５勝，雅Ｓ，甲南Ｓ２着
ブラックゼット（07牡 マンハッタンカフェ）１勝，福寿草特別２着

［曾孫］ イクスペクティドルーラー Expected Ruler（13� Leroidesanimaux）
�USA・CAN４勝，Tyro S

ジャマイカンドン Jamaican Don（15� Freedom Child）�USA５勝，
MarylandMillion Nursery S‐R ２着

販売申込者・所有者： イワミ牧場＝新冠町明和 �0146-49-5166
生 産 牧 場： イワミ牧場
飼 養 者： イワミ牧場＝新冠町明和 �0146-49-5166

413 コウセイオリーヴ２０２０ 牡・鹿 ４／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケカレンブラックヒル

＊ Grindstone

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マーベラスサンデー モミジダンサーコウセイオリーヴ ＊アルカセット

��
��
�フラワーフェアリー鹿 2013 ＊フリーフォーギブン

1s
サンデーサイレンス S3×M3 Unbridled S4×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴシップクイーン（04栗 ＊フレンチデピュティ）入着２回，�１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－６（32）〕
ハネムーンゴシップ（08牝黒鹿 フジキセキ）入着，��３勝�２勝�入着２回
ハッピーウェーブ（09牝栗 ゴールドアリュール）�５勝��10 勝
セルリアンサーロス（10牡栗 ＊ロージズインメイ）３勝，��２勝�３勝
フィリグラーナ（11牡栗 ステイゴールド）入着，障害１勝，��２勝�１勝
ゴシップローズ（13牝鹿 ＊ロージズインメイ）���１勝
セルリアンアラシ（14牡栗 スズカフェニックス）３勝
ウインゼノビア（16牝栗 スクリーンヒーロー）２勝，クローバー賞‐OP（芝 1500）
キクノキング（17牡鹿 トゥザワールド）�	３勝
入着３回

２代母 レディゴシップ（86黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ２着，クイ
ーンＳ‐Jpn3 ２着，新潟大賞典‐Jpn3 ３着，ＵＨＢ杯‐OP，札幌日経賞‐OP，etc.
ファーストゴシップ（93牝 ＊アレミロード）出走

アグネススポーツ（99牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，シドニーＴ３着
ウルトラエナジー（05牝 マヤノトップガン）�８勝�，クイーンＣ，福山ダー

ビー２着，ヤングＣｈ２着
インサイドレポート（94牝 ＊リアルシヤダイ）３勝

ハイオン（04牡 ＊ホワイトマズル）４勝，松戸特別，鎌ケ谷特別，平城京Ｓ３着，
オークランドＲＣＴ３着，垂水Ｓ３着，etc.

アサクサブラボー（03� ＊フレンチデピュティ）２勝
ミラクルフルーツ（06牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，
１勝��

３代母 ＊レデイフランダーズ（69 USA黒鹿 Chieftain）不出走
ダイナフランダース（79牝 ＊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，etc.
センボンザクラ（92牝 サクラユタカオー）４勝，若水賞，蔵王特別，ローズマ

リー賞，etc.
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，etc.

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： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

414 ゴシップクイーン２０２０ ・鹿 ４／１４

＊

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ゴシップクイーン ＊ノーザンテースト

��
��
�レディゴシップ栗 2004 ＊レデイフランダーズ

4r
Northern Dancer M4×S5×M5 Bold Ruler M5×M5

価格： 購買者：



母 スイートカルタゴ（05栗 ＊ヘクタープロテクター）３勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
シンボリラパス（13牡栗 ナカヤマフェスタ）１勝，��２勝
リュウノフェスタゴ（15牡栗 ナカヤマフェスタ）�１勝��
ファシリテータ（17牡青鹿 マツリダゴッホ）��入着３回��入着４回
テーオーブレイブ（18牡黒鹿 リオンディーズ）�入着２回
ミライヘノエール（19牡黒鹿 シルバーステート）�未出走

２代母 スイートアスペン（99栗 シンボリルドルフ）不出走
シンボリハレー（03牡 ＊シャーディー）３勝，古町特別，村上特別２着，相模湖特別

３着，若潮賞３着，ノエル賞３着，�１勝�１勝
シンボリネルソン（11牡 タニノギムレット）１勝，飯盛山特別３着
シンボリダルク（13牝 ＊シンボリクリスエス）入着，障害１勝，�２勝�２勝�入着

３代母 ＊スィートシエロ（87 USA鹿 Conquistador Cielo）不出走
ツルマルツヨシ（95牡 シンボリルドルフ）５勝，京都大賞典‐Jpn2，朝日ＣｈＣ

‐Jpn3，北九州記念‐Jpn3 ３着，etc.

４代母 チェインジウォーターChangeWater（69 USA栗 Swaps）USA１勝
［子］ フォールアスペン Fall Aspen（76牝 Pretense）USA８勝，メイトロンＳ

‐G1，アスタリタＳ‐G3，Prioress S
［孫］ ＊ティンバーカントリー（92牡 Woodman）USA５勝，プリークネスＳ‐G1，

ＢＣジュヴェナイル‐G1，米シャンペインＳ‐G1，etc.，種牡馬
ノ－ザンアスペンNorthern Aspen（82牝 Northern Dancer）GB・FR
・USA５勝，ゲイムリーＨ‐G1，アスタルテ賞‐G2，B. Thoughtfu
l S‐R，etc.

フォ－トウッド Fort Wood（90牡 Sadler's Wells）FR・GER３勝，パ
リ大賞‐G1，ノアイユ賞‐G2，種牡馬

ハマス Hamas（89牡 Danzig）GB５勝，ジュライＣ‐G1，デュークオヴ
ヨークＳ‐G3，Bentinck S‐L，etc.，種牡馬

コロラドダンサ－Colorado Dancer（86 牝 Shareef Dancer）FR・USA３
勝，ポモーヌ賞‐G2，ミネルヴ賞‐G3，ヴェルメイユ賞‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

415 スイートカルタゴ２０２０ 牡・栗 ３／ ７
Singspiel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ローエングリン

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊カーリングロゴタイプ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ステレオタイプ黒鹿 2010 スターバレリーナ

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ヘクタープロテクター Korveyaスイートカルタゴ シンボリルドルフ

��
��
�スイートアスペン栗 2005 ＊スィートシエロ

4m
Halo S4×S5 Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊サイレントセンティネル（04 USA鹿 Silver Hawk）FR１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（21）〕
ストレートシックス（13�鹿 アドマイヤムーン）��１勝
サーストンヒーロー（14牡鹿 ＊ストリートセンス）��８勝�９勝
ムシカリ（15�鹿 ディープスカイ）��１勝，クラウンＣ（Ｄ1600）３着
アビエルト（17牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�１勝，蒲郡特別（芝 1200）２着，千葉日報

杯（芝 1200）２着，周防灘特別（芝 1200）３着，雪うさぎ賞（芝 1200）３着，��１勝
チュートリス（18牝鹿 ＊キンシャサノキセキ）���１勝

２代母 ザケアテイカー The Caretaker（87 IRE 鹿 Caerleon）IRE・USA４勝，K
nockaire S‐L，Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial‐L，Cartier Million
S‐LR，Silver Flash S‐L，Garnet S‐L ２着，etc.

＊ムタファーウエク（96牡 Silver Hawk）GB・IRE・GER・USA・UAE７勝，英セ
ントレジャー‐G1，コロネイションＣ‐G1，カナディアンインターナショナル
Ｓ‐G1，ドイツ賞‐G1，キングエドワード七世Ｓ‐G2，etc.，種牡馬

＊リーヴザマーク（97牝 Kingmambo）FR出走
＊ゴールドルパン（02牡 Singspiel）２勝，牡丹賞，遠賀川特別２着

ディミトロワDimitrova（00牝 Swain）IRE・USA４勝，フラワーボールＳ‐G1，
Leopardstown 1000 Guineas Trial‐L，American Oaks‐L，ガーデン
シティＨ‐G1 ２着，愛１０００ギニー‐G1 ３着

ハーオウンカインドHer Own Kind（02牝 Dubai Millennium）GB１勝
ザラヒーエインジェルThe Rahy Angel（08 牝 Rahy）USA２勝
エヴァーデインジャラス Ever Dangerous（17 牡 Kitten's Joy）�USA３
勝，Bryan Station S，アップルトンＳ‐G3 ３着

エミレーツスカイラインEmirates Skyline（03� ＊サンデーサイレンス）GB・UA
E４勝

３代母 ゴーフェザーゴーGo Feather Go（72 USA鹿 ＊ゴーマーチング）IRE１勝
フェザーズラッド Feathers Lad（76� ＊サンフオードラツド）GB・IRE・USA８

勝，Maher Nursery H，Laurel Turf Sprint H，Sporting Plate H２
着，etc.

ゴーハニーゴーGo Honey Go（83牝 General Assembly）FR・USA５勝，スワ
ニーリヴァーＨ‐G3，Flower Girl H，Aspidistra H‐L ３着，etc.

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

416 サイレントセンティネル２０２０ �・鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊

シルヴァーホーク Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�Silver Hawk Gris Vitesseサイレントセンティネル ザケアテイカー Caerleon

��
��
�The Caretaker鹿USA 2004 Go Feather Go

2s
Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サトノハニー（12鹿 ディープインパクト）不出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ドナヴォルタ（18牝鹿 スズカコーズウェイ）���２勝

２代母 フェスティバル（99鹿 ＊アサティス）２勝，�２勝��，北海道２歳優駿
‐Jpn3，エーデルワイス賞‐Jpn3，USA１勝，ダリアＨ‐G3

＊トゥービーハッピー（10牝 Bernardini）��４勝
ハヤブサザムライ（14牡 ＊サウスヴィグラス）�９勝��３勝�１勝
テイクユアハート（15牝 ＊ヨハネスブルグ）��１勝�３勝��３勝
ハクナマタタ（16牡 ＊ヘニーヒューズ）２勝，��３勝��
ディーエスノレッジ（17牡 ゴールドアリュール）���１勝
スティールストーム（18牡 ＊シニスターミニスター）���２勝�２勝

３代母 ノースケープ（84鹿 ＊クラウンドプリンス）出走
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，etc.，	３勝�３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，etc.

オーバーラップ（94牡 サツカーボーイ）
13 勝�３勝���，中津大賞典，中津記
念２着

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

スリーケープ（97牝 ＊ミシル）１勝
スリーオペレーター（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，etc.
サントシエロ（98� ＊アサティス）２勝，千歳特別３着，�２勝

４代母 イーグランド（72鹿 ＊ヴエンチア）２勝
［子］ カリスタカイザー（83牡 ＊ノーザリー）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，京成杯

３歳Ｓ‐Jpn2 ３着，小倉大賞典‐Jpn3 ３着，etc.，�９勝��入着

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

417 サトノハニー２０２０ 牡・鹿 ４／３０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアサトノハニー ＊アサティス

��
��
�フェスティバル鹿 2012 ノースケープ

＊アマリテユード 2f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サクラピュアハート（08鹿 サクラプレジデント）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
ギガデイン（13牡鹿 ＊アメリカンボス）��２勝
ジューン（14牝栗 サクラメガワンダー）�２勝
ピーベリー（15牝青鹿 ビービーガルダン）�２勝�入着 10回，あやめ賞（Ｄ1400）３着
イナセナロコ（18牝鹿 ＊ロージズインメイ）���出走

２代母 サクラスイートキス（96鹿 ＊アーミジャー）４勝，バレンタインＳ
サクラレイリ（02牝 サクラバクシンオー）１勝

サクラベル（08牝 サクラプレジデント）２勝，クローバー賞‐L，葵Ｓ‐LR ２着
サクラシェンロン（10牡 サクラプレジデント）１勝，�２勝��５勝��
サクラカレント（18牝 ブラックタイド）�１勝

サクラアーバン（03牝 ＊スキャターザゴールド）１勝，�１勝	１勝�12 勝
１勝
サクラスウィープ（04牝 ＊グラスワンダー）１勝
サクラフォルトゥナ（05牝 ＊サウスヴィグラス）１勝

テイエムオーラコ（15牝 アドマイヤオーラ）１勝
スペロデア（17牝 エスポワールシチー）�３勝

フミタツジュディ（10牝 サクラプレジデント）�１勝��
サクラヴァローレ（11牡 サクラプレジデント）２勝，�８勝�

３代母 サクラメグミ（86黒鹿 マルゼンスキー）３勝，ＴＶ東京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３
着，フローラＳ‐OP，アイビーＳ‐OP
サクラティガー（98� ＊アーミジャー）５勝，鎌倉特別
ジルニーナ（04牝 ＊オジジアン）��出走

アビリティラヴ（10牡 ＊マイネルラヴ）４勝，オルフェーヴルＣ‐OP ３着，ブ
ラッドストーンＳ

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

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

アサカプリンセス（87牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，湯沢特別２着

販売申込者・所有者： 桑嶋 峰雄＝新ひだか町静内豊畑 �090-3390-8127
生 産 牧 場： 桑嶋 峰雄
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

418 サクラピュアハート２０２０ �・鹿 ４／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ダイワメジャー

�
�
�
�
�
�
�
�
� スカーレットブーケコパノリチャード ＊トニービン

��
��
�ヒガシリンクス黒鹿 2010 ビッグラブリー

＊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サクラピュアハート ＊アーミジャー

��
��
�サクラスイートキス鹿 2008 サクラメグミ

＊ウオーホイツスル 4c
サンデーサイレンス S3×M3 マルゼンスキーM4×M4 Northern Dancer S5×M5
Nijinsky S5×M5×M5 Blushing Groom S5×M5
価格： 購買者：



母 サウスサプライズ（05栗 ＊サウスヴィグラス）２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（13）〕
ラッキーダン（12牡黒鹿 ＊ストラヴィンスキー）１勝
ダイアモンドノーム（13牝栗 ディープスカイ）１勝，�２勝
ラッシュバンガード（14牡栗 ＊サマーバード）�３勝
ガーネットノーム（15牝鹿 ヴァーミリアン）���３勝�１勝
サウスグラストップ（16牡栗 ＊ダンカーク）入着，�４勝，新緑賞（Ｄ1600），駿蹄

賞（Ｄ1800）２着
アズマオウ（17牡栗 スマートファルコン）��未出走�出走
ユーフェイス（19牡栗 コパノリッキー）�未出走

２代母 サウスビューティー（96鹿 ＊ラストタイクーン）２勝，久慈川特別
サウスユウキオー（03牡 ＊デザートキング）�２勝�３勝
サザンジュエリー（04牝 ＊アフリート）�17 勝�入着��

シルバードリーム（13牝 ＊サウスヴィグラス）４勝，火打山特別，大須特別３着
サザンボルケーノ（14牡 ＊サウスヴィグラス）３勝，妙高特別，浦安特別２着，

初春Ｓ３着，アクアラインＳ３着，円山特別３着，etc.
サウスゴールド（06牡 ＊キッケンクリス）入着，��１勝
サザンブレイズ（08牡 ＊サウスヴィグラス）４勝，鶴ヶ城特別，御池特別，カンゾウ

賞２着，陽春Ｓ３着，�１勝

３代母 ＊チック（84 USA芦 Spectacular Bid）USA３勝
＊ゲイリーワイルド（92牡 Wild Again）３勝，鳳来寺山特別，	５勝���入着２回
サウスラピッド（97牡 ＊デインヒル）４勝，火の山特別，巌流島特別，仲春特別２着
（２回），etc.

４代母 サンティアゴラッシー Santiago Lassie（67 USA黒鹿 Vertex）USA６勝，
Twilight Tear H２着
［子］ クレイム Claim（85牡 Mr. Prospector）USA５勝，Gulfstream Park S

print Championship H‐L，Debonair S‐L，ボールドルーラーＳ
‐G2 ３着，etc.，種牡馬

［孫］ フラメンコ Flamenco（80牝 Dance Spell）GB・FR・IRE３勝，カンデ
ラブラＳ‐G3，チャイルドＳ‐G3 ２着

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

419 サウスサプライズ２０２０ 
・栗 ４／ 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

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターサウスサプライズ ＊ラストタイクーン

��
��
�サウスビューティー栗 2005 ＊チック

1j
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 サンクチュアリ（06鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－２（３）〕
サンアグライア（11牝鹿 サクラバクシンオー）１勝，栗子特別（芝 1800）３着
サーギムレット（12�鹿 タニノギムレット）�１勝�
ビレッジシャトル（13牝栗 ＊タイキシャトル）１勝
ペイシャアリ（16牝青鹿 ＊ケイムホーム）��入着３回�１勝�１勝
ライジェルラブリー（18牝鹿 ラブリーデイ）��	出走
タマワープスピード（19牡鹿 ＊ラニ）�未出走

２代母 ＊サンデア（98 USA鹿 Dare and Go）USA８勝，ザヴェリーワンＨ‐G3，ハ
ニーフォクスＨ‐G3，Kentucky Cup Ladies Turf S‐L，オーキッドＨ‐G2 ２
着，カーディナルＨ‐G3 ２着，etc.
フサイチコウキ（05牡 ＊アルデバランⅡ）４勝，天王山特別３着，�	１勝
ファルファリーナ（07牝 ＊ファルブラヴ）入着，�	１勝
タンゴグラチアDrappier（09 牝 ダンスインザダーク）１勝，SIN１勝
サンヴィヴァン（12牝 マンハッタンカフェ）�３勝
サトノクリエション（14� ゴールドアリュール）１勝，�	４勝
デイアンドデイ（15牝 ハーツクライ）�	１勝
２勝
メジャーセブンス（16牝 ダイワメジャー）入着２回，��	１勝

３代母 サンエンペリー San Empery（82 USA栗 ＊エンペリー）USA３勝
ショーグンウォリアー ShogunWarrior（88 牡 Muscovite）USA13 勝，Manitob

a Derby‐L ３着
サンジェスティク Sanjestic（91� Majestic Shore）USA４勝，Turf Paradise D

erby‐R ２着
＊サンタイアフェアー（96牡 ＊ブラックタイアフェアー）３勝，中津川特別，黒竹賞２

着，しゃくなげＳ３着

４代母 シャンジャル Shanjar（71 USA鹿 Gray Phantom）USA２勝，Churchill
Downs Debutante S３着
［曾孫］ バリントイ Ballintoy（05� Rosetti）CAN４勝，President's H‐L，

Alberta Premier's Futurity‐R ２着，Count Lathum H‐L ３
着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
飼 養 者： ㈲川向高橋育成牧場＝平取町川向 �01457-2-3509

420 サンクチュアリ２０２０ 牡・鹿 ４／２４
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラサンクチュアリ
＊ Dare and Go

��
��
�サンデア鹿 2006 San Empery

16h
Northern Dancer S5×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 キョウワマリア（12鹿 ＊ハービンジャー）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
キョウワアリスタ（17牝鹿 キングヘイロー）��１勝
シェナマジック（19牡栗 ディープブリランテ）���出走

２代母 アサカグローリー（97鹿 ＊サンシャインフォーエヴァー）２勝，フリージア賞３着
ロペットマスター（04牡 ステイゴールド）１勝
ナイチンゲール（06牝 ＊キョウワアリシバ）�４勝�入着 13回
キョウワカンパネラ（09牡 ＊ファスリエフ）�１勝�入着３回
ローレルラスター（10牡 ステイゴールド）２勝
キングハリケーン（13牡 キングヘイロー）��４勝

３代母 ＊リオシャーム（82 USA鹿 Riverman）不出走
リヴァーマスター River Master（86 牡 His Majesty）USA７勝，オールアメリカ

ンＨ‐G3，アスコットＨ‐G3，ラホヤＨ‐G3，etc.，種牡馬
ベルエアペイスター Bel Air Paster（87 牡 Flying Paster）USA３勝，Oceansid

e S‐LR ３着

４代母 シャム Shamme（75 USA鹿 Sham）不出走
［子］ ＊ハロースイートシング（84牝 Riverman）USA３勝，Its In the Air S‐R
［孫］ ハロービクトリー（91牡 ホスピタリテイ）２勝，��４勝，開設記念２着，

宇都宮記念３着
［曾孫］ セイワアトライアー（96牝 ＊オンユアサイド）	７勝，中津ダービー３着

５代母 ジプシージェットGipsy Jet（65 USA栗 Windy Sands）不出走
［子］ ペインテドワゴン PaintedWagon（73牡 Gummo）USA８勝，BayM

eadows H，Citation H，Lakes and Flowers H，etc.，種牡馬
アウトオヴジイーストOut of the East（70 牡 Gummo）USA９勝，
Children's Hospital H，San Francisco H，Contra Costa S，etc.，
種牡馬

アップルビーフェア Appleby Fair（71
 Dumpty Humpty）USA10 勝，
Le Bois Gold Cup，Stars and Stripes H，Stagecoach Inn
H，etc.

販売申込者・所有者： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部＝新冠町西泊津 �0146-49-0200
生 産 牧 場： ㈱鹿児島国際ゴルフ倶楽部 協和牧場
飼 養 者： ㈲協和牧場＝新冠町西泊津 �090-7641-3884

421 キョウワマリア２０２０ �・鹿 ４／２８
＊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

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlキョウワマリア ＊サンシャインフォーエヴァー

��
��
�アサカグローリー鹿 2012 ＊リオシャーム

1h
Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 グッドレインボー（10鹿 ステイゴールド）１勝，エルフィンＳ‐OP（芝 1600）３着
本馬の他に産駒あり

２代母 ネオカラー（03芦 ＊クロフネ）不出走
プレミアムカラー（07牝 マヤノトップガン）１勝
サットー（11牝 ステイゴールド）��４勝
カラーアゲン（14牝 ローエングリン）入着２回，�２勝�入着２回
リュウノユキナ（15牡 ヴァーミリアン）�５勝，大和Ｓ‐OP，ジャニュアリーＳ

‐OP，すずらん賞‐OP，etc.，�２勝��１勝，東京スプリント‐Jpn3，北海
道スプリントＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ナギサ（93黒鹿 ＊マークオブディスティンクション）４勝，京都牝馬特別
‐Jpn3 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，ＨＴＢ賞，ニセコ特別
サウンドザビーチ（01牝 ＊アフリート）６勝，薫風Ｓ，etc.，��１勝，ＴＣＫ女王

盃‐Jpn3，エンプレス杯‐Jpn2 ３着
ミッキーハナコ（09牝 アドマイヤムーン）出走
ロールオブサンダー（17牡 エピファネイア）�３勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯
京都２歳Ｓ‐G3 ３着，兵庫特別，紫菊賞

スマハマ（15牡 ネオユニヴァース）４勝，名鉄杯‐L，ヒヤシンスＳ‐L，東海Ｓ
‐G2 ３着，etc.，�地方未出走

ハッピービーチ（04牝 ＊タイキシャトル）３勝，勝浦特別

４代母 ミデオンルビー（83鹿 ＊ノーザリー）４勝，浦安特別，伊万里特別，ひめさゆ
り賞，紅葉特別２着，エーデルワイスＳ２着，etc.
［子］ シャドウランサー（97� サクラバクシンオー）５勝，水上特別，浦安特別，

妙高特別２着，etc.，��２勝���
フジノウイナーズ（89牡 ニホンピロウイナー）３勝，越後特別２着，月岡
特別３着，ローズマリー賞３着

５代母 ワールドソロン（78鹿 ＊パーソロン）不出走
［曾孫］ サウススターマン（11牡 ＊サウスヴィグラス）５勝，霜月Ｓ‐L ２着，すば

るＳ‐L ３着，天保山Ｓ‐OP，etc.

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

422 グッドレインボー２０２０ 牡・栗 ３／ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュグッドレインボー ＊クロフネ

��
��
�ネオカラー鹿 2010 ナギサ

＊ビユーチフルドリーマー 12
Deputy Minister S5×M5

価格： 購買者：



母 ゴーバンズ（06栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ゴオリイ（11牡栗 ＊サウスヴィグラス）�２勝�１勝��，知床賞（Ｄ1400）
ガルテリオ（12�鹿 サムライハート）��１勝
オーシャンスカイ（17牡栗 ヴィクトワールピサ）��１勝�１勝�	１勝・４勝

２代母 ＊スノーペトレル（96 USA鹿 Storm Bird）IRE 出走
ダイメイダーク（07牝 ダンスインザダーク）１勝

ダイメイプリンセス（13牝 キングヘイロー）７勝，北九州記念‐G3，アイビス
サマーダッシュ‐G3，北九州記念‐G3 ２着，スプリンターズＳ‐G1 ４着，
韋駄天Ｓ‐OP，etc.

ダイメイフジ（14牡 ＊アグネスデジタル）�７勝，ラピスラズリＳ‐L，安土城Ｓ
‐LR，函館スプリントＳ‐G3 ２着，オーシャンＳ‐G3 ３着（２回），名鉄
杯‐OP，etc.

キモンエンジェル（09牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝
５勝�入着���，
鞆の浦賞，福山王冠２着

コウエイテンペスタ（11牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，�１勝，カンナ賞，新涼賞２着

３代母 ゴールドマイネスGoldminess（90 USA栗 Mr. Prospector）不出走
ブラッシュオンキューBlush On Cue（04牝 Theatrical）GB・USA入着

マジェスティックプライドMajestic Pride（12� Artie Schiller）�USA12 勝，
Brooks Fields S，Brooks Fields S２着（２回），Honor the Hero
S２着，etc.

ブルックスハウス Brooks House（13牝 Mizzen Mast）USA３勝，Jersey Li
lly Turf S２着，ギャロレットＳ‐G3 ３着

アンダーグラウンドUnderground（06牝 Indian Charlie）USA２勝，Sometim
e Thing S３着

４代母 ブラッシュウィズプライド BlushWith Pride（79 USA栗 Blushing Groom）
USA６勝，ケンタッキーオークス‐G1，サンタスサーナＳ‐G1，アシュランドＳ
‐G2，ゴールデンハーヴェストＨ‐G3，スピンスターＳ‐G1 ２着，etc.
［孫］ ラグズトゥリッチズ Rags to Riches（04 牝 A.P. Indy）USA５勝，ベルモン

トＳ‐G1，ケンタッキーオークス‐G1，サンタアニタオークス‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈲五丸農場＝新冠町大富 �0146-47-4376
生 産 牧 場： ㈲五丸農場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

423 ゴーバンズ２０２０ �・栗 ４／２２

＊

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandゴーバンズ
＊ Storm Bird

��
��
�スノーペトレル栗 2006 Goldminess

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

価格： 購買者：



母 サワヤカスズカ（97鹿 サクラバクシンオー）２勝
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－４（10），地方－２（６）〕
サワヤカラスカル（05牝鹿 ラスカルスズカ）５勝，道頓堀Ｓ（芝 1400），うずしおＳ

（芝1400），君子蘭賞（芝 1400），うずしおＳ（芝 1400）２着，道頓堀Ｓ（芝 1400）２着
スズカジョンブル（09牡鹿 ジャングルポケット）３勝
サンレイロッキー（11牡鹿 ゼンノロブロイ）１勝
サワヤカフェスタ（14牝栗 ナカヤマフェスタ）入着２回，�２勝
サワヤカタイド（15牡青鹿 ブラックタイド）�４勝
マイネルチューダ（17牡鹿 マツリダゴッホ）�１勝，大牟田特別（芝 1200）２着
ウインマミリアス（19牡鹿 リオンディーズ）�出走

２代母 ダンシングスズカ（87鹿 ミスターシービー）出走
ゴーイングスズカ（93牡 ダイナガリバー）８勝，目黒記念‐Jpn2，福島記念‐Jpn3，

ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ３着，カブトヤマ記念
‐Jpn3 ２着，etc.

サンレイスズカ（98牝 ＊サンデーサイレンス）１勝
ゴーゴースズカ（00牝 ＊フォーティナイナー）１勝

ネガティヴ（12牝 アジュディミツオー）�１勝��１勝��入着４回，エーデ
ルワイス賞‐Jpn3 ３着，ジュニアＧＰ３着

ビューティ（13牡 スターリングローズ）���１勝�４勝�２勝��，金沢ヤ
ングＣｈ２着，兼六園ジュニアＣ３着

３代母 ダンシングフアイタ（78黒鹿 ＊ダンシングキヤツプ）５勝，中山牝馬Ｓ，京王杯
オータムＨ２着，ニューイヤーＳ‐OP，福島民報杯‐OP，アクアマリンＳ，�９勝
トキファイター（86牝 カツラギエース）２勝，湯浜特別，須賀川特別２着，土湯特

別２着，etc.
タイムフェアレディ（98牝 メジロマックイーン）３勝，フラワーＣ‐Jpn3，う

ぐいす賞，呉竹賞２着
ウインガナドル（14牡 ステイゴールド）４勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞‐G3
２着，関越Ｓ‐OP ２着，むらさき賞，etc.

セトアンゼラ（93牝 ＊クリスタルグリツターズ）	２勝
スズカオペラ（01牡 ＊オペラハウス）３勝，バイオレットＳ‐OP，飛梅賞，�入

着�，名古屋優駿‐Jpn2 ３着

販売申込者・所有者： 森 政巳＝新ひだか町三石美野和 �090-9083-6421
生 産 牧 場： 森 政巳
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

424 サワヤカスズカ２０２０ 牡・黒鹿 ５／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ステイゴールド

�
�
�
�
�
�
�
�
� ゴールデンサッシュフェノーメノ

＊
＊デインヒル

��
��
�ディラローシェ青鹿 2009 Sea Port

サクラユタカオー

�
�
�
�
�

��
��

�サクラバクシンオー サクラハゴロモサワヤカスズカ ミスターシービー

��
��
�ダンシングスズカ鹿 1997 ダンシングフアイタ

＊アストニシメント 7c
テスコボーイM4×M5 ノーザンテーストM4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊スポークンファー（00 USA芦 Notebook）USA５勝，マザーグースＳ‐G1，ＣＣ
Ａオークス‐G1，アラバマＳ‐G1 ３着，ガゼルＨ‐G1 ３着
〔産駒馬名登録数：12，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），海外－４（９），地方－２（９）〕
アンスポークンファーUnspoken Fur（05 USA牝芦 ＊エンパイアメーカー）USA１勝
ウェルズファーゴWells Furgo（06 USA�芦 GoneWest）USA４勝
ソールコレクター Soul Collector（09 USA牡鹿 Distorted Humor）USA１勝
セレンディップ Serendip（10 USA牡鹿 Ghostzapper）USA３勝，Prairie Mea

dows H‐L
ボンニデー（13牝黒鹿 キングカメハメハ）�２勝
シンボリバーグ（14牝芦 ダイワメジャー）３勝，郡山特別（芝 1200），菜の花賞
（芝 1600）２着，赤松賞（芝 1600）２着，札幌スポニチ賞（芝 1200）３着，ＨＢＣ
賞（芝 1200）３着，岡崎特別（芝 1200）３着

シンボリピカソ（15�芦 オルフェーヴル）�３勝�４勝

２代母 サイベリアンファー Siberian Fur（94 USA芦 Siberian Express）USA１勝
ブルニードファーBrrneedfur（01 牝 Mecke）USA出走

ウォーレンズパピーラヴWarrens Puppy Love（11牝 MongolWarrior）�
USA９勝，El Diario Overnight S，Albuquerque Distaff H２着，
Chaves County S３着

スポークンソフトリー Spoken Softly（04 牝 Notebook）USA１勝
ストリートストラテジー Street Strategy（11牡 ＊ストリートセンス）USA６勝，

Fifth Season S‐L，種牡馬
グレイシャスリーソフトGraciously Soft（05 牝 Vindication）不出走

マイネイムイズマイケルMy Name Is Michael（10 牡 Macho Uno）USA・
CAN５勝，Display S‐L ２着，サムＦデイヴィスＳ‐G3 ３着

ジャスティンスクエアード Justin Squared（13� Zensational）USA３勝，
Chick Lang S‐L

アンブライドルズノートUnbridled's Note（09 牡 Unbridled's Song）USA５勝，
デイトナＳ‐G3，エディーディーＳ‐G3，Joe Hernandez H，ＢＣターフ
スプリント‐G1 ２着，マリブＳ‐G1 ３着，etc.

コピターKopitar（14� Shackleford）�USA３勝

３代母 シクシカ Siksika（79 USA鹿 Quack）USA１勝

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

425 スポークンファー２０２０ 牡・黒鹿 ２／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊

ノートブック Well Decorated

�
�
�
�
�

��
��

�Notebook Mobcapスポークンファー サイベリアンファー Siberian Express

��
��
�Siberian Fur芦USA 2000 Siksika

4j
Tom Fool M5×M5

価格： 購買者：



母 スズカクエーサー（08鹿 ジャングルポケット）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（７）〕
ペイシャオブワキア（14牝鹿 フリオーソ）２勝
ヴェネレ（16牝鹿 レッドスパーダ）���入着�７勝
ペイシャクェーサー（18牝鹿 フリオーソ）�２勝
ヴァプンアート（19牡鹿 サトノアラジン）�入着

２代母 スズカグレイス（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
スズカキングダム（09牡 キングカメハメハ）２勝
スズカグランデ（11� キングカメハメハ）入着，障害１勝，�３勝
スズカグリーン（12牝 ＊ハービンジャー）出走

アグードイメル（17牡 トーセンジョーダン）�１勝
ラーケン（14牝 ＊エンパイアメーカー）�１勝��４勝
スズカノロッソ（15牡 ＊モンテロッソ）�２勝，脊振山特別
スズカヘネシー（17牡 ＊ヘニーヒューズ）��２勝
ノーブルグレイス（18牝 ＊マクフィ）�１勝

３代母 ワキアオブスズカ（93鹿 ＊ダンスオブライフ）２勝
スズカドリーム（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ３着

４代母 ＊ワキア（87 USA鹿 Miswaki）USA７勝，Ingenue H，Rancho del Cha
rro H，Pasadena S‐L ３着，Betsy Ross H３着
［子］ サイレンススズカ（94牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，宝塚記念‐Jpn1，

毎日王冠‐Jpn2，金鯱賞‐Jpn2，etc.，特別賞
ラスカルスズカ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1
２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

コマンドスズカ（95牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，八瀬特別，稲荷特
別，湯浜特別，etc.

５代母 ラスカルラスカル Rascal Rascal（81 USA黒鹿 Ack Ack）USA４勝，Ha
il Hilarious S，BayMeadows Lassie S，Vallejo S３着
［子］ ベニーザディップ Benny the Dip（94牡 Silver Hawk）GB５勝，英ダ

ービー‐G1，ダンテＳ‐G2，ロイヤルロッジＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲赤石牧場＝平取町荷菜 �01457-2-2750
生 産 牧 場： ㈲赤石牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

426 スズカクエーサー２０２０ 牡・鹿 ４／１４

＊

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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマースズカクエーサー ＊サンデーサイレンス

��
��
�スズカグレイス鹿 2008 ワキアオブスズカ

＊ワキア 9a
Northern Dancer S4×M5

価格： 購買者：



母 シェリトリンド（14黒鹿 ステイゴールド）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊ラクカラチャ（01 GB鹿 Piccolo）GB・IRE７勝，ナンソープＳ‐G1，グッド
ウッドキングジョージＳ‐G3，バリーオーガンＳ‐G3，Cammidge Trophy
‐L，ヘイドックスプリントＣ‐G1 ２着，etc.
ヤスミーナYasmeena（08牝 Mr. Greeley）GB１勝

ヨークシャーデビューYorkshiredebut（14 牝 Sir Prancealot）GB３勝
セニョーラダンサー Senora Dancer（09 牝 Distorted Humor）不出走

ディーンズティケットDean's Ticket（13 牝 Gio Ponti）�USA10 勝

３代母 ペギースペンサーPeggy Spencer（92 GB栗 Formidable）GB３勝
テイクストゥートゥタンゴTakes Two To Tango（00牝 ＊グルームダンサー）GB１勝
ギヴハーアホワールGive Her AWhirl（04 牝 Pursuit of Love）GB出走

ホワールミーラウンドWhirl Me Round（14� Piccolo）�GB１勝，Redc
ar Two‐Year‐Old Trophy‐LR ２着

ルトレアドール Le Toreador（05� Piccolo）GB13 勝
ラナプール La Napoule（11 牝 Piccolo）GB１勝

４代母 ケアフルダンサーCareful Dancer（86 GB栗 ＊ゴライタス）GB出走
［孫］ カロジーナ Caro Jina（06 牝 Dai Jin）GER・SWI２勝，ハンブルクカジ

ノ賞‐G3

５代母 ビーノーブルBe Noble（71 GB鹿 Vaguely Noble）GB出走
［子］ ダリネDarine（78 牝 ＊ノノアルコ）GB・FR６勝，フィユドレール賞‐G3，

ラクープドメゾンラフィット‐G3 ３着，P. de la Pepiniere‐L
３着

［孫］ ペニードロップス Penny Drops（89 牝 Sharpo）GB・GER・ITY11 勝，サ
ンダウンマイル‐G2，アンブロジアノ賞‐G3，バグッタ賞‐G3，etc.

［曾孫］ サルササウンド Salsa Sound（94牝 Law Society）ITY８勝，P. Carlo
Marangoni‐L，P. Avvenire Carlo Marangoni‐L

ノーブルギフトNoble Gift（10� Cadeaux Genereux）�GB９勝，
Magnolia S‐L ２着，Tapster S‐L ３着

販売申込者・所有者： 村上 進治＝新冠町万世 �090-3748-5832
生 産 牧 場： 村上 進治
飼 養 者： ㈲高橋ファーム＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2308

427 シェリトリンド２０２０ 牡・青鹿 ５／ ３

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュシェリトリンド
＊ Piccolo

��
��
�ラクカラチャ黒鹿 2014 Peggy Spencer

6b
Halo M4×S5 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 シスターマリオン（14鹿 スズカマンボ）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ゴージャスブーケ（19牝鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ヤマトプリティ（94芦 アンバーシヤダイ）６勝，涼秋Ｓ，讃岐特別，三年坂特
別，上賀茂Ｓ２着，鳴門Ｓ２着，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，クイーン賞‐Jpn3，エン
プレス杯‐Jpn2 ３着，etc.
マリオ（15牡 エスポワールシチー）�４勝，松風月Ｓ，蹴上特別，フォーチュ

ンＣ３着，摩耶Ｓ３着
マリター（16� デスペラード）�	８勝，兵庫ゴールドＣ３着
マリオマッハー（17牡 ゴールドシップ）�４勝，雅Ｓ
マリオンエール（18牝 ロードカナロア）�１勝

ヤマトバンパク（06牡 バブルガムフェロー）入着４回，	１勝��入着
キングライデン（12牡 アジュディミツオー）��５勝�
ハウキュート（15牝 ＊アポロキングダム）�１勝�１勝��

３代母 ヤマトビューテイ（85芦 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，庄内川特別３着

４代母 ビユーテイライダー（79栗 ＊ダツパーダン）出走
［子］ 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
パシアン（92牝 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

［孫］ 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ＴＶＯＰ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ５着

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，etc.

タツキセキ（05牝 フジキセキ）入着，寺泊特別３着，��２勝�
［曾孫］ ヴィクトリアポデル（16牡 アドマイヤムーン）�１勝，合馬特別２着

販売申込者・所有者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337
生 産 牧 場： ㈲静内白井牧場
飼 養 者： ㈲静内白井牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2337

428 シスターマリオン２０２０ 
・鹿 ３／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスベルシャザール ＊サンデーサイレンス

��
��
�マルカキャンディ青鹿 2008 ＊ジーナロマンティカ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�スズカマンボ ＊スプリングマンボシスターマリオン アンバーシヤダイ

��
��
�ヤマトプリティ鹿 2014 ヤマトビューテイ

＊ソネラ 4r
Kingmambo S3×M4 サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 シベリアンリリー（03芦 タマモクロス）��入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
リリートロッター（08牝鹿 ＊アポインテッドデイ）�１勝�２勝�入着２回
テイキットイージー（12牡鹿 ＊シベリアンホーク）�１勝��入着５回

２代母 リターンキャスト（98鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
オーシャンエイプス（04牡 マヤノトップガン）５勝，オーストラリアＴ‐L，ウェル

カムＳ，三年坂特別，箕面特別，アザレア賞３着
マイネルフリーデン（05牡 ＊アグネスデジタル）�３勝��１勝�入着�
オーシャンキャスト（07牡 ネオユニヴァース）１勝，ニセコ特別２着
オーシャンパワー（08牡 マヤノトップガン）３勝，指宿特別２着，�１勝
ブレイヴキャスト（10牡 ハーツクライ）��１勝
リターンラルク（11牡 ディープインパクト）２勝，長万部特別３着，��１勝�入

着３回
ボンボンキャスト（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，妙高特別，苗場特別２着
トリメンダス（13牝 ＊ベーカバド）�１勝�１勝
ソニックセンス（14牡 ＊ストリートセンス）�１勝�入着�
リーガルマインド（16牡 ルーラーシップ）�１勝，弥富特別２着，�７勝，東海ゴ

ールドＣ２着

３代母 リターンバンダム（90鹿 Niniski）２勝，ノサップ岬特別２着，長篠特別２着，
襟裳特別３着
ゴールデンキャスト（00牡 ＊タイキシャトル）８勝，セントウルＳ‐Jpn3（２回），小

倉日経ＯＰ‐L，北九州記念‐Jpn3 ２着，etc.，��入着５回

４代母 ＊リターントゥパリ（80 FR黒鹿 Riverman）GB・USA２勝
［子］ ＊クリヨン（88牝 Caerleon）４勝，鷹巣山特別，道新スポーツ杯２着，七

重浜特別２着，etc.
［孫］ シュペールガスコン Super Gascon（92牡 Lesotho）FR・GER３勝，

P. deMontretout‐L，P. Altipan‐L ２着，P. Lovelace‐L
２着，etc.

［曾孫］ フィロパトール（09牝 ジャングルポケット）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3 ３着，
天の川Ｓ，織姫賞，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �090-3118-2811
生 産 牧 場： ㈲山岡牧場
飼 養 者： ㈲山岡牧場＝新冠町東町 �090-3118-2811

429 シベリアンリリー２０２０ 	・芦 ４／２２

＊

＊ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 マジェスティックウォリアー

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

＊ Mr. Greeley

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

シービークロス

�
�
�
�
�

��
��

�タマモクロス グリーンシヤトーシベリアンリリー ＊ノーザンテースト

��
��
�リターンキャスト芦 2003 リターンバンダム

＊リターントゥパリ 2f
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ジュヴァンクル（11鹿 ゴールドアリュール）��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
サイレントギフト（18牡青 ＊サウスヴィグラス）�入着３回

２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，ジュニアＣ‐OP，若竹賞２着，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，下北半島特別２着

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
サニークラッシック（00牝 ＊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ＮＩ
ＫＫＥＩ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
サニーヘイロー（08牝 キングヘイロー）３勝，浜名湖特別，トリトンＳ３着
サニーロック（10牝 キングカメハメハ）出走
ハイパータンク（18牡 ＊シニスターミニスター）���１勝�入着，オパー
ルＣ２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
サニープリーズ（05牝 マヤノトップガン）入着，��５勝
エーシンフォーサン（06牡 ＊フォーティナイナー）�３勝�
リアリゼーション（08牡 ＊ファンタスティックライト）��１勝�１勝

３代母 サニーロマン（74鹿 ＊フアバージ）��６勝
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

４代母 フアイナルクイン（58鹿 ＊フアイナルスコア）３勝，四歳中距離特別
［子］ ザオーコマチ（76牝 ＊ヘンリーヒギンズ）��14 勝，上山優駿樹氷賞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

430 ジュヴァンクル２０２０ 	・鹿 ５／１４

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤジュヴァンクル ＊スイフトスワロー

��
��
�サニースイフト鹿 2011 サニーロマン

＊星谷 1l
Secretariat S4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 シャイニングムーン（02鹿 ＊エリシオ）３勝，深秋特別（Ｄ1300）３着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（25）〕
マイネルムーン（10牡鹿 ステイゴールド）�３勝��入着２回
マイネカグヤヒメ（11牝鹿 ステイゴールド）�６勝�５勝�２勝��
コスモデルフィヌス（13牝黒鹿 ステイゴールド）�５勝
ビレッジクライ（16牝黒鹿 ハーツクライ）���４勝
ルアル（19牡鹿 エスポワールシチー）�未出走

２代母 ＊パラダイスムーン（93 USA栗 Mr. Prospector）出走
スターフェスタ（99牝 ＊エリシオ）不出走

コスモヘレノス（07牡 ＊グラスワンダー）４勝，ステイヤーズＳ‐G2，ＡＲ共和
国杯‐G2 ３着，ダイヤモンドＳ‐G3 ２着，本栖湖特別，寒竹賞

ドレミファドン（08牡 スパイキュール）４勝，丹沢Ｓ，霞ヶ浦特別，上賀茂Ｓ
２着，上総Ｓ２着，赤富士Ｓ２着，etc.，�２勝��入着��

ラクテウスオルビス（10牝 ＊ホワイトマズル）出走
クールインパクト（17牡 リアルインパクト）�１勝，木古内特別３着

タイセイアプローズ（12牡 ハーツクライ）４勝，不知火特別，清滝特別，足立
山特別，伊勢志摩サミット開催記念２着，但馬Ｓ２着，etc.，障害１勝

ゴールドステイブル（03牡 ＊ピルサドスキー）３勝，鷹ケ峰特別２着

３代母 ビューティフルメロディ Beautiful Melody（86 USA栗 Alydar）USA４勝，
ビヴァリーヒルズＨ‐G1，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，ウィルシャーＨ‐G2 ２着

４代母 ビューティフルスピリットBeautiful Spirit（73 USA栗 Bold Bidder）不出走
［子］ ビューティフルグラス Beautiful Glass（79 牝 Pass the Glass）USA６

勝，エルエンシノＳ‐G3，La Brea S，Jan Jessie S，etc.
［孫］ ジーンジョーンズ Jeanne Jones（85 牝 Nijinsky）USA５勝，ファンタジ

ーＳ‐G1，Santa Ysabel S‐LR，Autumn Days H‐L，etc.
ビッグパル Big Pal（89	 Beau's Eagle）USA16 勝，カリフォルニアジュヴ
ェナイルＳ‐G3，SanMatean H‐L，Gold Rush H‐L，etc.

ラヴリーハビット Lovely Habit（87 牝 ＊ハビトニー）USA10 勝，Wat
chWendy H，Campanile Invitational H‐R，Sacramento H
，etc.

販売申込者・所有者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700
生 産 牧 場： ㈲グランデファーム
飼 養 者： ㈲グランデファーム＝浦河町西幌別 �0146-28-1700

431 シャイニングムーン２０２０ 牡・鹿 ６／１２
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマーオウケンブルースリ
＊ Silver Deputy

��
��
�シルバージョイ栗 2005 Joy of Myrtlewood

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�エリシオ Heliceシャイニングムーン
＊ Mr. Prospector

��
��
�パラダイスムーン鹿 2002 Beautiful Melody

1c
Mr. Prospector M3×S5 Northern Dancer M4×S5×S5 Raise a Native M4×M5
Gold Digger M4×S5 Special S5×M5
価格： 購買者：



母 ジュデッカ（14鹿 ディープインパクト）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊レディオブヴェニス（03 FR栗 Loup Solitaire）FR・USA７勝，キャッシュ
コールマイルＳ‐G2，ウィジャボードディスタフＨ‐G3，リグレットＳ‐G3，
Appalachian S‐L，ジャストアゲイムＳ‐G1 ２着，etc.
アクションスター（10牡 アグネスタキオン）３勝，京成杯‐G3 ２着，逆瀬川Ｓ，寿

Ｓ，垂水Ｓ２着，八坂Ｓ３着
ポーシア（11牝 ディープインパクト）入着２回，�１勝

ネリッサ（16牝 ＊タートルボウル）�３勝，五頭連峰特別，晩春Ｓ３着，フリー
ウェイＳ３着

ワールドバローズ（18牡 ＊ディスクリートキャット）�２勝，皆生特別２着
ヴェネト（12牡 ディープインパクト）５勝，新春Ｓ，豊栄特別，豊明Ｓ３着，市川

Ｓ３着，秋風Ｓ３着，etc.，��２勝
アッフィラート（13牝 ディープインパクト）４勝，中山牝馬Ｓ‐G3 ３着，野島崎特

別，初富士Ｓ２着，常総Ｓ３着，トルマリンＳ３着，etc.
レインフロムヘヴン（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，フリージア賞，百日草特別２着

３代母 レイスウィングズ Lacewings（91 USA栗 ＊フォーティナイナー）不出走
ヴェイルドウィングズVeiledWings（97 牝 Priolo）FR・USA２勝

アールマルシャル Art Martial（04� Monsun）FR８勝，P. Right Royal‐L
ブリーズオセアンヌBrise Oceanne（05牝 Kendor）FR１勝
サウザンドオークス Thousand Oaks（15 牝 Penny's Picnic）FR・USA
８勝，P. Ceres‐L ２着

ルーマスク Loup Masque（99� Loup Solitaire）FR・USA３勝，P. Montenic
a‐L，P. OmniumⅡ‐L ２着，P. des Sablonnets‐L ２着

４代母 ＊リフカ（85 USA栗 Lyphard）FR・USA３勝，P. des Lilas‐L，アスタル
テ賞‐G2 ２着，P. Finlande‐L ３着
［子］ ニシノコンサフォス（00牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，エニフＳ‐L ２着，

ガーネットＳ‐G3 ３着，ジャニュアリーＳ‐OP，etc.，�２勝�入
着����	

ニシノバルバロイ（96牡 Irish River）３勝，湯之谷特別，葛飾特別２着

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

432 ジュデッカ２０２０ 牡・鹿 ５／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアジュデッカ
＊ Loup Solitaire

��
��
�レディオブヴェニス鹿 2014 Lacewings

9f
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×M5 Lyphard M5×M5

価格： 購買者：



母 ジュリエッタ（12鹿 ＊エンパイアメーカー）��１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ヘクトール（19牡鹿 ビッグアーサー）��出走

２代母 アクアブルーマーチ（05栗 ＊タイキシャトル）１勝
キチ（10牡 ＊ファンタスティックライト）�８勝
アスターノワール（11牡 マンハッタンカフェ）�１勝
ラダムドゥラメール（14牝 ＊エンパイアメーカー）�４勝
ペシュジェイド（16牝 ブラックタイド）���２勝�２勝
トラビエーソ（17牝 カレンブラックヒル）���１勝

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

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

ャンプ‐JG2 ２着，京都ハイジャンプ‐JG2 ３着
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

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

５代母 ホクエイリボン（73栗 ＊イーグル）不出走
［子］ フジイーグル（81牝 ＊マグニテユード）１勝，日吉特別，五頭連峰特別３

着，����13 勝
［孫］ メイショウテゾロ（92牡 ＊アサティス）３勝，シンザン記念‐Jpn3，マイ

ルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，千両賞

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

433 ジュリエッタ２０２０ 	・鹿 ３／１４

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudジュリエッタ ＊タイキシャトル

��
��
�アクアブルーマーチ鹿 2012 リヴァーガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 シュンプウサイライ（08鹿 ＊フレンチデピュティ）�６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キョウエイパシオン（16牝鹿 ゼンノロブロイ）���入着３回
ハーピーマロン（18牝鹿 スマートファルコン）��２勝

２代母 オグリローマン（91芦 ＊ブレイヴエストローマン）１勝，桜花賞‐Jpn1，チュ
ーリップ賞‐Jpn3 ２着，�６勝，ジュニアＧＰ，ゴールドウイング賞，プリンセ
ス特別，etc.
オグリロマンス（96牝 ＊ノーザンテースト）２勝

クィーンロマンス（01牝 ＊ティンバーカントリー）２勝，ニセコ特別３着，�12
勝��入着２回����，新春盃，スプリント，園田ＣｈＣ３着
メイショウラケーテ（14牡 ＊アグネスデジタル）４勝，高山特別２着，指宿
特別２着，河原町Ｓ３着，伊良湖特別３着

オグリデンセツ（97牡 ＊ジェネラス）１勝
オグリピンキー（98牝 ＊トニービン）出走

コウザンヒキリ（12牡 カネヒキリ）入着，��３勝	４勝，仙酔峡賞，すみれ
賞２着，長月賞２着，御船山賞３着，師走賞３着，etc.

オグリチーフ（00牡 ＊コマンダーインチーフ）�９勝
オグリホット（03牡 ＊タバスコキャット）入着，青島特別３着，�10 勝�１勝���，

ウイナーＣ，ＯＲＯＣ３着，阿久利黒賞３着
ロマンシエール（05牝 ＊アグネスデジタル）２勝

ステイパーシスト（13
 ステイゴールド）４勝，阿寒湖特別，グッドラックＨ，
出雲崎特別，サンシャインＳ３着（２回），グレイトフルＳ３着

ローズテソーロ（16牝 ハーツクライ）�３勝，蛍池特別，両津湾特別

３代母 ホワイトナルビー（74芦 ＊シルバーシヤーク）�４勝
オグリキャップ（85牡 ＊ダンシングキヤツプ）12勝，有馬記念‐Jpn1（２回），安田記念

‐Jpn1，マイルＣｈＳ‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2（２回），高松宮杯‐Jpn2，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2，etc.，�10 勝，優３牡，特別賞，年代表，優古牡，種牡馬

オグリホワイト（89牝 サンシヤインボーイ）�15 勝，ジュニアＧＰ，中京盃３着，
秋風ジュニア

オグリシャダイ（93牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，カシオペアＳ‐OP ３着，�７勝，
岐阜金賞３着，サラ・クイーン特別

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

434 シュンプウサイライ２０２０ �・栗 ４／ ６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandシュンプウサイライ ＊ブレイヴエストローマン

��
��
�オグリローマン鹿 2008 ホワイトナルビー

＊シユリリー 7d
Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ショウナンパシスタ（15黒鹿 ルーラーシップ）出走
初仔

２代母 アドマイヤファイン（07青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着５回，�１勝
イノレンジャー（14牡 ＊ブラックホーク）�４勝
カシノティーダ（16牝 ＊ケイムホーム）１勝，ひまわり賞‐OP

３代母 ＊サラトガデュー（89 USA鹿 Cormorant）USA８勝，ベルダムＳ‐G1，ガゼ
ルＨ‐G1，カムリーＳ‐G2，Over All S‐L，New York Oaks‐R，etc.
レディブラッサム（96牝 Storm Cat）５勝，マラヤンＲＡＴ，船橋Ｓ２着，雪割草

特別２着，etc.
ロードバリオス（05牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，ポートアイランドＳ‐L ２

着，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ３着，六甲Ｓ‐OP，etc.，種牡馬
レディサファイア（07牝 ＊シンボリクリスエス）不出走
ジュエルメッセージ（13牝 ダイワメジャー）１勝，�２勝，瑞穂賞２着

ロードカナロア（08牡 キングカメハメハ）11勝，安田記念‐G1，スプリンター
ズＳ‐G1（２回），高松宮記念‐G1，etc.，HKG２勝，優短距（2回），年代
表，種牡馬

ロードガルーダ（09牡 アグネスタキオン）４勝，賢島特別，千種川特別，フリ
ーウェイＳ２着

アルカザン（05牡 ダンスインザダーク）２勝，京都２歳Ｓ‐L，大山崎特別３着

４代母 スーパールナ Super Luna（82 USA鹿 In Reality）不出走
［孫］ スマイルマイロード Smile My Lord（98� Not For Love）USA６勝，

Raise A Cup H‐L，アムステルダムＳ‐G2 ３着，メリーランドＢ
ＣＨ‐G3 ２着，etc.

サラトガキュア Saratoga Cure（94� Cure the Blues）USA７勝，C
haseMe S‐R，E. William Furey Memorial S‐L ３着

セイエイシェーン（00牝 タヤスツヨシ）��８勝��２勝	入着�，トゥ
インクルレディ賞２着，北関東桜花賞，かもしか賞，etc.

＊シークスプレンダー（98牡 Seeking the Gold）３勝，しゃくなげＳ，清
里特別３着，プラタナス賞３着

販売申込者・所有者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 �0146-47-2502
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町節婦町 �090-6699-0027

435 ショウナンパシスタ２０２０ 
・芦 ２／ ８
＊

＊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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴショウナンパシスタ ＊シンボリクリスエス

��
��
�アドマイヤファイン黒鹿 2015 ＊サラトガデュー

2s
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ジョウノマドンナ（06鹿 ダンスインザダーク）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（11）〕
リンクスルヴァン（12牡黒鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝�
セミプレナ（14牝栗 ＊サマーバード）�４勝���入着３回�，ル・プランタン賞
（Ｄ1800）３着

ネオチャンプ（15牡鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝��入着３回
シゲルアコヤガイ（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，���出走
イヴリーヌ（17牝鹿 ＊パイロ）��５勝�入着３回
ファストブレイク（18牝鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ミヤビサクラコ（89栗 ＊ノーザンテースト）３勝，こぶし賞２着，きんもくせ
い特別２着
キングオブサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，オーシャンＳ‐L ３着，福

島民報杯‐OP ２着，朱鷺Ｓ‐OP ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ３着，etc.，�１勝，
北海道３歳優駿‐Jpn3

ウインマーベラス（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，障害６勝，京都ハイジャンプ
‐JG2，阪神ジャンプＳ‐JG3，小倉サマージャンプ‐JG3，etc.，�１勝	入着，
サラブレッドＣｈＣ‐Jpn3 ３着，ダービーＧＰ‐Jpn1 ４着，種牡馬

ロイヤルキャンサー（98牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ＮＳＴＯＰ‐L，ＮＳＴＯＰ
‐L ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，京成杯‐Jpn3 ３着，バーデンバーデ
ンＣ‐L ３着，etc.

ウインデュエル（99牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，マリーンＳ‐L，エルムＳ
‐Jpn3 ２着，ペルセウスＳ‐OP，大沼Ｓ‐OP，麦秋Ｓ，etc.，種牡馬

ジョウノビクトリア（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，クイーンＣ‐Jpn3 ２着，
関ケ原Ｓ２着，佐渡特別２着
タナトス（08牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，麒麟山特

別，松戸特別，招福Ｓ２着，etc.，障害２勝，東京ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.，
�１勝�

フレージャパン（09牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，
プロミネントＪＳＴ，白川特別，春日山特別，姫川特別３着

３代母 ダイナフリーウエイ（82栗 ＊デイクタス）２勝，おけさ特別

販売申込者・所有者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733
生 産 牧 場： ヴェルサイユファーム㈱
飼 養 者： ヴェルサイユファーム㈱＝日高町緑町 �01456-2-5733

436 ジョウノマドンナ２０２０ 
・栗 ２／２８
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイジョウノマドンナ ＊ノーザンテースト

��
��
�ミヤビサクラコ鹿 2006 ダイナフリーウエイ

＊セイフテイー 13c
サンデーサイレンスM3×S4 Nijinsky M4×S5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 シーキングトパーズ（09黒鹿 ＊シーキングザダイヤ）�１勝�４勝��６勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
オーゴンキング（18牡鹿 ローズキングダム）��出走�２勝

２代母 レインボートパーズ（00黒鹿 ＊トニービン）出走
ダイシンホーク（05牡 ＊アグネスデジタル）��１勝
バブルガムトパーズ（06牡 バブルガムフェロー）�１勝�13 勝�１勝�

３代母 レジナサンドラ（88鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
デモリションマン（98	 フジキセキ）２勝，十和田湖特別３着，障害３勝，新潟ジ

ャンプＳ‐JG3，東京オータムジャンプ‐JG3 ２着
レジュイール（99牝 ＊トニービン）不出走

デザートレジーナ（03牝 タヤスツヨシ）��14 勝，しらさぎ賞
セイピーシーズ（07牝 ＊ホワイトマズル）１勝，�２勝�２勝��，尾張名古屋

杯２着
コエミ（17牝 ナカヤマフェスタ）���出走
２勝��入着２回，ル・プラン

タン賞２着

４代母 サンドラターフ（74鹿 ＊ヒツテイングアウエー）２勝
［子］ ダイナシユガー（81牝 ＊ノーザンテースト）４勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，関屋記念‐Jpn3 ２着，牝馬東タイ杯‐Jpn3 ２着，etc.
パリゼット（89牝 ＊ノーザンテースト）３勝，尾瀬特別，高湯特別，五頭
連峰特別２着，etc.

ウエルカムヒーロー（86牡 ＊ノーザンテースト）３勝，庄内川特別，噴火
湾特別，ゴールデンスパーＴ３着

カミングスーン（90牝 ＊リアルシヤダイ）１勝，越後特別２着
［孫］ ムッシュシェクル（88牡 ＊リアルシヤダイ）７勝，阪神大賞典‐Jpn2，日

経新春杯‐Jpn2，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
シクレノンシェリフ（90牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，毎日杯‐Jpn3，皐月
賞‐Jpn1 ３着

［曾孫］ フィールドベアー（03牡 フジキセキ）８勝，ファイナルＳ‐L，巴賞‐L，福
島民報杯‐L，etc.

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

437 シーキングトパーズ２０２０ �・黒鹿 ４／１５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊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

＊ Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�シーキングザダイヤ ＊シーキングザパールシーキングトパーズ ＊トニービン

��
��
�レインボートパーズ黒鹿 2009 レジナサンドラ

＊ロイヤルレジナ 3d
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 トゥバン（07鹿 アドマイヤドン）�６勝�６勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
ニッポンセーラ（15牡鹿 アッミラーレ）�１勝
ハナバンダ（17牝鹿 クラグオー）��出走�１勝
クレモナ（18牝鹿 クラグオー）��２勝�１勝�入着，高知優駿（Ｄ1900）３着，

のじぎく賞（Ｄ1700）
モンシャトール（19牝栗 クラグオー）��出走

２代母 ホクトスキャン（97鹿 ＊スキャン）��１勝
ラッフィナータ（04牝 カリスタグローリ）�１勝��
ケイアイベルガー（05牡 ＊カコイーシーズ）��１勝
リロ（06牝 タヤスツヨシ）�１勝�１勝�４勝	入着��，イノセントＣ２着，ブ

リーダーズゴールドジュニアＣ３着
サンドマエストロ（08牡 ＊ホワイトマズル）�３勝
ヘヴンリーキス（09牝 ブラックタキシード）�１勝

３代母 ホクトグリーム（88栗 Time for a Change）不出走
ホクトロビン（94牝 ＊ブランコ）��11 勝，スパーキングＬＣ‐Jpn3，エメラルドＣ，

船橋記念２着

４代母 ＊ブラシエツト（81 USA栗 Blushing Groom）FR入着２回
［孫］ ローレルナイト（03牡 ブラックタキシード）２勝，揖斐川特別３着

５代母 カズオーニジンスキーCoz o'Nijinsky（69 USA栗 Involvement）不出走
［子］ ＊ロイヤルスキー（74牡 Raja Baba）USA８勝，ローレルフュチュリティ

‐G1，レムゼンＳ‐G2，ヘリティジＳ‐G3，etc.，種牡馬
［孫］ アトモーストセレリティUtmost Celerity（77 牝 Timeless Moment）U

SA11 勝，Fallsington H，Susquehanna H，Bristol H，etc.
ステラシエロ Stella Cielo（91 牝 Conquistador Cielo）USA４勝，Cl
eveland Oaks，Dogwood S‐L ２着

サンダーラナー Thunder Runner（79 牡 Full Out）USA６勝，Warm
inster S，Southampton H２着，Mo Bay S２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： 門別 敏朗＝日高町門別本町 �01456-2-5158
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

438 トゥバン２０２０ 牡・黒鹿 ４／２３

＊

＊ 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

＊ティンバーカントリー

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤドン ベガトゥバン ＊スキャン

��
��
�ホクトスキャン鹿 2007 ホクトグリーム

＊ブラシエツト 8f
Mr. Prospector M4×S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 スイートフィズ（04芦 ＊クロフネ）３勝，葛飾特別（Ｄ1200），出雲崎特別（Ｄ1200）
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－４（15）〕
ポッドフィズ（12牝鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
シンボリテレサ（13牝芦 ＊プリサイスエンド）�３勝�５勝
ゴールドアドミラル（14牡芦 ゴールドアリュール）��３勝��１勝
ウィーンソナタ（17牝青鹿 ＊エスケンデレヤ）１勝，���出走�出走
マツリダジョオー（18牝栗 ＊クリエイターⅡ）��２勝，金杯（Ｄ1600）３着
レディーアーサー（19牝鹿 ＊パイロ）��１勝，栄冠賞（Ｄ1200）３着

２代母 ＊アクワレラ（89 USA鹿 Danzig）USA２勝
シンボリアメリカン（97� Quiet American）１勝，	２勝
入着２回�
シンボリツヨシ（99� ＊アフリート）２勝，��１勝
シンボリルマン（07� ＊アフリート）１勝

３代母 ケネロットKennelot（74 USA鹿 Gallant Man）USA３勝
＊ニコールモナムール（79牝 Bold Bidder）USA２勝

シエラムール Cielamour（85 牝 Conquistador Cielo）GB・FR・IRE８勝，
Coral S‐L，Fasig‐Tipton S‐L，グラッドネスＳ‐G3 ３着

バチュシュカ Batzushka（87牡 Danzig）GB・GER５勝，City of York S‐L
２着，Glint of Gold S‐L ２着，エッティンゲンレネン‐G3 ３着，種牡馬

ヴィートニウWiedniu（89 牝 Danzig Connection）GB・GER・USA入着５
回，ファルマスＳ‐G2 ３着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着

ステファンズオディシー Stephan's Odyssey（82牡 Danzig）USA６勝，ハリウッ
ドフュチュリティ‐G1，ドゥワイアＳ‐G1，ジムダンディＳ‐G2，etc.

ロトカ Lotka（83牝 Danzig）USA10 勝，エイコーンＳ‐G1，ブラックヘレンＨ
‐G2，コロンビアナＨ‐G3，etc.
ロッタダンシング Lotta Dancing（91牝 Alydar）USA７勝，アフェクショネト

リーＨ‐G3，トップフライトＨ‐G1 ３着，レイディーズＨ‐G2 ２着，etc.
＊マンボツイスト（95牡 Kingmambo）９勝，マーチＳ‐Jpn3，平安Ｓ‐Jpn3，etc.，

�１勝�２勝入着��，名古屋大賞典‐Jpn3，etc.
＊ムーニーポンズ（04牝 Mizzen Mast）USA３勝，Bedanken S‐L

ワレサWalesa（88牡 Danzig）IRE・USA２勝，アーリントンＷフュチュリティ
‐G2 ２着，種牡馬

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

439 スイートフィズ２０２０ �・栗 ４／ ３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� アグネスタキオン

�
�
�
�
�
�
�
�
� アグネスフローラノーザンリバー

＊ Machiavellian

��
��
�ソニンク鹿 2008 Sonic Lady

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュースイートフィズ
＊ Danzig

��
��
�アクワレラ芦 2004 Kennelot

2d
Halo S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Cosmah S5×M5

価格： 購買者：



母 スカイワード（04栗 ＊ティンバーカントリー）�３勝����
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（26）〕
パープレー（11牡栗 マツリダゴッホ）��６勝
ミキノデイジー（12牝芦 クーリンガー）�９勝
セノーテ（14牝黒鹿 ＊ファスリエフ）��２勝
マラビージャドラダ（15牡栗 スターリングローズ）��５勝
アポロダーウィン（17牡栗 ＊アポロキングダム）��１勝�３勝
ルナホーク（19牝青鹿 ＊ゴスホークケン）��出走

２代母 タイムアタック（93鹿 ＊ブライアンズタイム）入着４回，�３勝
フィールドアタック（01牡 ＊ティンバーカントリー）１勝
ディアモーション（05牝 ＊ティンバーカントリー）	３勝��入着�

３代母 ホーセイスキー（79鹿 マルゼンスキー）１勝
イチリュウグラマー（87牝 ＊ブレイヴエストローマン）１勝

ゼンノブレイブ（95牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，オホーツクＨ，障害１勝，
��４勝�10 勝
入着２回

リンデンノタカ（98牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，平尾台特別，鳥海山特別，
天草特別２着，etc.，
１勝

エックスワイスキー（88牝 トウシヨウボーイ）１勝，ニセコ特別，宇治川特別２着，etc.，
�６勝，駿蹄賞
エックスセン（96牝 ＊トニービン）�３勝�３勝
ゴールデンミシエロ（03牡 ＊ミシエロ）３勝，秩父特別，東雲賞２着

モンパルナス（00牝 ＊サンダーガルチ）３勝，葵Ｓ‐L，フィリーズレビュー
‐Jpn2 ２着，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着，etc.，�１勝

ルックシー（91牝 ＊ベリフア）入着２回
ルビーノカガヤキ（97牝 ＊クリミナルタイプ）�２勝�７勝��，秋の鞍２着

４代母 フジネバー（69栗 ＊ネヴアービート）２勝
［孫］ アイアンキョクセイ（83牡 ＊ヴアリイフオージユ）３勝，天竜川特別

アラムシャ（85牡 ＊タンゾア）２勝，ぶっぽうそう特別，こけもも賞３着
［曾孫］ セイントサブリナ（94牝 ＊マークオブディスティンクション）��５勝，

東京３歳優駿牝馬，青雲賞，ゴールドジュニアー

販売申込者・所有者： ㈲サンローゼン＝新冠町明和 �0146-47-2575
生 産 牧 場： ㈲サンローゼン
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

440 スカイワード２０２０ 牡・黒鹿 ４／１０
＊

＊ダンシングブレーヴ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ホワイトマズル

�
�
�
�
�
�
�
�
� Fair of the Furzeバンドワゴン

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ黒鹿 2011 ＊キャリアコレクション

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenスカイワード ＊ブライアンズタイム

��
��
�タイムアタック栗 2004 ホーセイスキー

＊ヘレンサーフ 16c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スパートル（07鹿 ゼンノロブロイ）��入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（11）〕
ヴィーナスアロー（14牝青鹿 ＊パイロ）�８勝��，石川ダービー（Ｄ2000），兼六

園ジュニアＣ（Ｄ1500），金沢プリンセスＣ（Ｄ1400），金沢ヤングＣｈ
（Ｄ1700）２着，金沢シンデレラＣ（Ｄ1500）３着

エンプレスアロー（16牝栗 ローエングリン）��１勝�１勝��１勝

２代母 ＊スパートⅡ（91 USA鹿 Proper Reality）不出走
タガノブルードレス（96牝 フジキセキ）２勝

タガノマーシャル（03牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，野路菊Ｓ‐OP ２着，初
夢Ｓ，加古川特別，ＴＶｈ賞，ゴールデンスパーＴ２着，etc.，�１勝�

タガノフォーティ（98牡 ＊フォーティナイナー）６勝，エルムＳ‐Jpn3 ３着，ペル
セウスＳ‐OP，オアシスＳ‐OP，仁川Ｓ‐OP，伏竜Ｓ‐OP，etc.

３代母 アルーヴィアルAlluvial（69 USA栗 Buckpasser）不出走
コースタル Coastal（76 牡 Majestic Prince）USA８勝，ベルモントＳ‐G1，モン

マス招待Ｈ‐G1，ドゥワイアＳ‐G2，etc.，種牡馬
スルーオゴールド Slew o' Gold（80 牡 Seattle Slew）USA12 勝，ジョッキークラブ

ゴールドＣ‐G1（２回），ウッドメモリアルＳ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，ウッ
ドワードＳ‐G1（２回），マールボロＣ‐G1，ピーターパンＳ‐G2，etc.，種牡馬

ノースアバウトNorthabout（84 牝 Northern Dancer）不出走
トライアナザータイムTryanothertime（88牝 Majestic Light）不出走
トゥネレロ Tunelero（95 牡 Timeless Native）ARG・PER12 勝，アウグス
トＢレギア大賞‐G1，サントリン賞‐G2，エンリケメイグス賞‐G3，etc.

ドッキDokki（86 牝 Northern Dancer）不出走
スリープイージー Sleep Easy（92牝 Seattle Slew）USA４勝，ハリウッドオ

ークス‐G1，レイルバードＳ‐G2，M.P. Debartolo Memorial Oaks‐L，etc.
アプティチュード Aptitude（97牡 A.P. Indy）USA・UAE５勝，ハリウッド

ゴールドＣ‐G1，ジョッキークラブゴールドＣ‐G1，サラトガＢＣＨ‐G2，etc.，
種牡馬

４代母 バイユー Bayou（54 USA栗 Hill Prince）USA７勝，エイコーンＳ，デラウ
ェアオークス，マスケットＨ，ガゼルＨ，ＣＣＡオークス２着

販売申込者・所有者： ㈲市川ファーム＝浦河町姉茶 �0146-27-4283
生 産 牧 場： ㈲市川ファーム
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

441 スパートル２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ２
ベルナルディーニ A.P. Indy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Bernardini

�
�
�
�
�
�
�
�
� Cara Rafaelaレガーロ

＊ Lemon Drop Kid

��
��
�サンタテレジータ鹿 2013 Sweet Gold

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルスパートル
＊ Proper Reality

��
��
�スパートⅡ鹿 2007 Alluvial

9f
Seattle Slew S4×S5 Lassie Dear S5×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 スカイホークアイ（08栗 バブルガムフェロー）�１勝���
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
スカイトマホーク（13牝栗 アドマイヤコジーン）�１勝�
ディストワルビー（15牝黒鹿 ＊ベーカバド）��４勝�３勝��１勝
スカイスペクター（16牝鹿 ＊ベーカバド）�６勝
タイセイビーコン（17牡鹿 ＊ベーカバド）���入着２回
ホークピラー（18牡鹿 ＊ベーカバド）��入着

２代母 ＊グレースオブダイヤモンド（92 USA栗 Gulch）USA１勝
カネショウハヤテ（02牡 マーベラスサンデー）１勝

３代母 ムスリヌドソワMousseline de Soie（76 FR黒鹿 Riverman）USA４勝，
Jatski Visitation S
マリーエレーヌMarie Helene（82牝 Naskra）USA入着２回

ローズマリーディ Rose Marie Di（88 牝 What a Gent）USA７勝，Illinoi
s Breeders' Debutante S‐LR，Anita Peabody H‐R ３着
ノットハプニングNot Happening（97� Future Storm）USA13 勝，Il
linois Coronet H‐R ３着

ガルシェGaresche（99� Pembroke）USA５勝，Milwaukee Avenue H
‐R ３着，Demetri's Boy S‐R ３着

デイズゴ－ンバイDays Gone By（84� Olden Times）USA18 勝，Super Mo
ment H‐L，ラウンドテイブルＳ‐G2 ２着

シルクステイジ Silk Stage（85� Stage Door Johnny）FR・GER６勝，Behr‐M
emorial‐L，ヘルティー大賞‐G2 ２着，コンスルバイエフレネン‐G3 ２着

ルーリングパッション Ruling Passion（86牝 His Majesty）USA６勝，Sequoy
ah H，Sequoyah S，Carris Memorial H２着（２回），etc.
テイクオフTake Off（95 牝 Fly So Free）USA２勝
ミステラMiss Terra（04 牝 Bold n' Flashy）CAN２勝，Ernie Samuel
Memorial S‐R ３着

ラマルレ La Malleret（93 牝 Summer Squall）FR・USA２勝，ブラックヘレンＨ
‐G2 ３着，Derby du Languedoc‐L ２着，Derby duMidi‐L ３着，etc.

＊カリブカフェ（95牡 Gulch）５勝，舞浜特別，館山特別２着，猪苗代特別２着，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

442 スカイホークアイ２０２０ 	・栗 ５／１１

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�バブルガムフェロー ＊バブルカンパニースカイホークアイ
＊ Gulch

��
��
�グレースオブダイヤモンド栗 2008 Mousseline de Soie

11d
Mr. Prospector M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 スマートローズ（12栗 ＊ケイムホーム）不出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
リュウノイノリ（17牡青鹿 ネオユニヴァース）���１勝
アーリモア（18牝鹿 ブラックタイド）�地方未出走

２代母 グラスレビン（00鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
グラスグローリー（07牡 サクラバクシンオー）�20 勝��６勝�４勝
キタサンオーゴン（10牡 マーベラスサンデー）��４勝，東京湾Ｃ２着，黒潮盃３

着，クラウンＣ３着
スズトラッド（11牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，�３勝
ユーフォニアム（13牡 ＊エンパイアメーカー）�３勝��３勝
キモングラス（17牝 トランセンド）	２勝

３代母 ＊アナボタフォゴ（91 USA鹿 Danzig）BRZ２勝

４代母 グレイスフルタッチGraceful Touch（78 USA鹿 His Majesty）USA４勝
［子］ トリビュレイション Tribulation（90牝 Danzig）USA５勝，Ｑエリザベ

ス二世チャレンジＣ‐G1，ギャロレットＨ‐G3，ボイリングスプリン
グズＨ‐G3，etc.

グレイスフルダービーGraceful Darby（84牝 Darby Creek Road）US
A８勝，ヴァイオレットＨ‐G3，クイーンシャーロットＨ‐G3，Ｑエ
リザベス二世チャレンジＣ招待Ｓ‐G3，etc.

［孫］ ワンダーアゲンWonder Again（99 牝 Silver Hawk）USA７勝，ダイア
ナＨ‐G1，ガーデンシティＨ‐G1，ニューヨークＨ‐G2，etc.

＊グラスワンダー（95牡 Silver Hawk）９勝，有馬記念‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，etc.，優２牡，特別賞，種牡馬

ストールクリーク Stalcreek（90 牝 Stalwart）USA５勝，ラカニャーダＳ
‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Sandy Blue H‐R，etc.

ボールドホーク Bold Hawk（04
 Silver Hawk）USA３勝，ホーソーン
ダービー‐G3，ハリウッドダービー‐G1 ３着，レッドスミスＨ‐G2
２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲山際セントラルスタッド＝新ひだか町三石旭町 �0146-33-2843
生 産 牧 場： ㈲山際セントラルスタッド
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

443 スマートローズ２０２０ �・栗 ４／１４
＊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

＊ GoneWest

�
�
�
�
�

��
��

�ケイムホーム Nice Assayスマートローズ ＊ブライアンズタイム

��
��
�グラスレビン栗 2012 ＊アナボタフォゴ

12c
Mr. Prospector M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スマイルビジン（06鹿 ゴールドヘイロー）��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（２）〕
アドマイヤビジン（11牝芦 ＊クロフネ）２勝，ファンタジーＳ‐G3 ３着，紅梅Ｓ

‐OP（芝 1400），こうやまき賞（芝 1600）２着
ヒマリチャン（16牝栗 ＊ケープブランコ）�１勝�
スマイルアカサカ（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）���１勝

２代母 ポピーブーケ（00栗 ＊サンダーガルチ）不出走
モエレマーメイド（05牝 ゴールドヘイロー）�２勝�入着２回��
ローリエクン（10牡 ゴールドヘイロー）�１勝

３代母 ミヤマポピー（85鹿 カブラヤオー）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，京都記
念‐Jpn2 ３着，北洋特別，恵山特別２着，さわらび賞２着，etc.
バトルフィールド（98牡 ＊ウォーニング）３勝，サロマ湖特別３着
ゼンノカルナック（99牡 ダンスインザダーク）２勝，毎日杯‐Jpn3 ３着，中京２歳

Ｓ‐OP，白菊賞２着，etc.，障害１勝

４代母 グリーンシヤトー（74栗 ＊シヤトーゲイ）６勝，桃山特別，宇治川特別，嵯峨特別
［子］ タマモクロス（84牡 シービークロス）９勝，天皇賞（秋）‐Jpn1，天皇賞

（春）‐Jpn1，宝塚記念‐Jpn1，etc.，年代表，優古牡，優父内，種牡馬
シヤトーダンサー（81牝 ＊ダンサーズイメージ）３勝，松島特別，隅田川
特別，福島市制８０周年記念２着，etc.，�12 勝

［孫］ カルミナブラーナ（94牝 ＊リンドシェーバー）５勝，文月Ｓ，錦秋特別，
習志野特別，etc.

ミスエメラルド（90牝 トウシヨウボーイ）４勝，尾瀬特別，村上特別，三
国特別，etc.

ドラゴンダンサー（89牡 ＊スルーザドラゴン）４勝，猪苗代特別，麦秋Ｓ
２着，ＴＵＦ杯３着，	１勝

ドラゴンベリファ（92牡 ＊ベリフア）３勝，庄内川特別，ひめゆり賞，小
石原特別２着，etc.

テイエムハクサン（91牡 ニツポーテイオー）１勝，国東特別３着，由布院
特別３着，野苺賞３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石軽種馬共同育成センター＝新ひだか町三石東蓬莱 �0146-33-2300
生 産 牧 場： ㈲川向高橋育成牧場
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

444 スマイルビジン２０２０ 
・鹿 ２／２５

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Tapit

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

��
��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドヘイロー ＊ニアーザゴールドスマイルビジン ＊サンダーガルチ

��
��
�ポピーブーケ鹿 2006 ミヤマポピー

＊ミスチヤネル 21a
サンデーサイレンス S3×M3 Mr. Prospector S5×M5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 スターオブアフリカ（05鹿 ＊ヨハネスブルグ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（19）〕
アイティダイヤ（11牝栗 ゴールドアリュール）１勝
アイティワイルド（12牡栗 ＊ワイルドラッシュ）�11 勝�入着
アニヴェルセル（16牝鹿 ＊ワイルドラッシュ）��５勝
レジェンドルーラー（18牡黒鹿 ＊ダノンレジェンド）���１勝�１勝
スマイルエム（19牡栗 ナムラタイタン）��１勝

２代母 ＊ウージャ（92 USA鹿 Woodman）不出走
ノーウッズNorwoods（00牝 Deputy Minister）USA出走

ジミーウッズ Jimi Woods（11牡 Siphon）BRZ４勝，P. Ghadeer‐L ２着
＊アイアムザチャンプ（01牡 Saint Ballado）３勝，八重桜賞，幕張特別２着，定山渓

特別３着，美唄特別３着，山藤賞３着
イイデエース（06牝 スペシャルウィーク）３勝
イイデカントリ（09牝 ＊ロージズインメイ）１勝

３代母 シネジタ Cinegita（77 USA鹿 Secretariat）USA３勝，レイルバードＳ‐G3，
Senorita S‐L ３着
ストームスター Storm Star（83 牝 Storm Bird）GB２勝，チェリーヒントンＳ‐G3，

ジムクラックＳ‐G2 ２着
スターレットストーム Starlet Storm（87牝 Storm Bird）USA２勝

フランダーズ Flanders（92 牝 Seeking the Gold）USA４勝，フリゼットＳ
‐G1，スピナウェイＳ‐G1，ＢＣジュヴェナイルフィリーズ‐G1
サーフサイド Surfside（97 牝 Seattle Slew）USA８勝，フリゼットＳ‐G1，
ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，etc.

＊ショウリノメガミ（91牝 Mr. Prospector）７勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝馬特別
‐Jpn3，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ２着，etc.

イラストレイテッド Illustrated（94牝 Deputy Minister）USA入着
マーブラヴァMar Brava（05牝 Cat Thief）PER１勝
オーヴァーブルックOverbrook（09牡 Flanders Fields）PER６勝，アウ
グストＢレギア大賞‐G1，ポスティン賞‐G2，クラウディオＦＣマシア
ス賞‐G3，etc.

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

445 スターオブアフリカ２０２０ 	・鹿 ４／２４
＊

＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サウスヴィグラス

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダーケストスターナムラタイタン ＊アフリート

��
��
�ネクストタイム栗 2006 ＊ジャビラバ

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythスターオブアフリカ
＊ Woodman

��
��
�ウージャ鹿 2005 Cinegita

25
Mr. Prospector S4×M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 スマートアルテミス（09鹿 キングカメハメハ）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－３（14）〕
ガールズブランド（14牝栗 ＊プリサイスエンド）��１勝�３勝�入着
ゴールドカムイ（15牡栗 ゴールドアリュール）��９勝�入着
イメル（16牡黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）�４勝，清洲Ｓ（Ｄ1400），大垣Ｓ
（Ｄ1200）２着，天満橋Ｓ（Ｄ1400）２着，洲本特別（Ｄ1400）２着，ＴＶ静岡賞
（Ｄ1400）３着，なずな賞（芝 1400）３着

ファルテミス（17牝栗 スマートファルコン）��１勝
ハニーミルク（18牝芦 ＊ダンカーク）�	出走

２代母 ジョーディシラオキ（97鹿 ＊オジジアン）３勝，チューリップ賞‐Jpn3，セプ
テンバーＳ，�２勝
ミヤビオウカ（06牝 ジャングルポケット）入着２回

チェリータイセイ（13牡 ＊フォーティナイナーズサン）�１勝�２勝，大観峰賞３着
スマートメビウス（07牝 タニノギムレット）１勝
ミヤビワンド（10牡 アドマイヤムーン）入着，��１勝

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

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

ＰＣ，平和賞，etc.，ＮＡＲ優３歳

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

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

くさ賞，さつき賞２着，すみれ賞３着
サイモンピュアー（00牝 ジェニュイン）
４勝，白菊賞，若駒賞３着
コンバットブルボン（99� ＊ジョリーズヘイロー）１勝，樅の木賞２着
シークラッカー（04牡 ＊ソウルオブザマター）�５勝，サラ系キングＣ３着

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

446 スマートアルテミス２０２０ 牡・鹿 ３／２０

＊

＊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 ＊マンファススマートアルテミス ＊オジジアン

��
��
�ジョーディシラオキ鹿 2009 ジヨーデイアレスト

＊フロリースカツプ 3l
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 スマートディルハム（09鹿 ディープインパクト）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ナゲキッス（17牝鹿 メイショウサムソン）入着２回，��出走
ザオリオン（18牡鹿 トーセンジョーダン）��１勝

２代母 ＊ミッドキャップ（02 IRE 鹿 ＊アントレプレナー）GB１勝
トーセンチドリアシ（07牡 Fusaichi Pegasus）１勝
ビオラフォーエバー（11� スペシャルウィーク）３勝，唐戸特別，熱田特別２着，

栄特別２着，名古屋日刊スポーツ杯３着，玄海特別３着，�５勝�入着

３代母 ティズジュリエット Tis Juliet（86 USA栗 Alydar）USA３勝，シュヴィーＨ
‐G1，エイグリームＨ‐G2 ３着，シルヴァーベルズＨ‐G2 ３着，Dark Star H
‐L ２着，Santa Lucia H‐LR ２着
ダンスマイダンスDance My Dance（00牝 Sadler's Wells）不出走

ポサヴィナ Posavina（06牝 Tiger Hill）NZ２勝，ローランドＳ‐G3
ポドラヴィナ Podravina（14牝 Bel Esprit）NZ５勝，Wairarapa Thor
oughbred Breeders' S‐L ３着

アテルバレットAterballetto（07 牝 ＊ストラヴィンスキー）NZ入着２回
アワーフライイングエイスOur Flying Ace（15� Darci Brahma）�NZ
・SIN２勝，ジョングリッグＳ‐G3 ２着

ラーサリーラ Rasa Lila（10 牝 Darci Brahma）AUS・NZ７勝，ダルシーＳ
‐G2，カドルＳ‐G3，ホーリックスプレイト‐G1 ３着，etc.

ダンスコープDance Corp（14� ＊スニッツェル）�MAC６勝，Macau Der
by Trial‐L ２着，MacauWinter Trophy‐L ３着，Macau Spring
Trophy‐L ３着，etc.

４代母 マイジュリエットMy Juliet（72 USA黒鹿 Gallant Romeo）USA24 勝，ヴ
ォスバーグＨ‐G2，ミシガンマイルアンドワンエイスＨ‐G2，コティリオンＳ
‐G2，テストＳ‐G3，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.
［子］ ＊ステラマドリッド（87牝 Alydar）USA６勝，エイコーンＳ‐G1，フリゼ

ットＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1，etc.
［孫］ ダイヤモンドビコー（98牝 ＊サンデーサイレンス）７勝，阪神牝馬Ｓ

‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： 山口 義彦＝浦河町絵笛 �0146-22-0715
生 産 牧 場： 山口 義彦
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

447 スマートディルハム２０２０ �・黒鹿 ５／１５
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 シニスターミニスター

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

＊ Machiavellian

��
��
�オリジナルスピン鹿 2010 Not Before Time

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアスマートディルハム
＊

＊アントレプレナー

��
��
�ミッドキャップ鹿 2009 Tis Juliet

6a
Halo M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 スペランツァーレ（09栗 Singspiel）�５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
アップテンペスト（19牝栗 エスポワールシチー）��２勝

２代母 ＊ヘルドキャプティヴ（04 USA鹿 Red Ransom）GB１勝
リベレイショニスト（11牡 ステイゴールド）�５勝�入着
リバティ（12牡 ジャングルポケット）�１勝

３代母 フューラジェット Furajet（88 USA栗 The Minstrel）GB・IRE・USA２勝，
Trafalgar House Sprint S‐L ２着，パレスハウスＳ‐G3 ３着，クイーンメ
アリーＳ‐G3 ３着，Rous S‐L ３着，Bentinck S‐L ３着
プラウドイヴェントProud Event（95 牝 Zilzal）不出走

オリエンテイションOrientation（04牝 Orientate）AUS３勝
オリデインOridane（11牝 King of Danes）AUS４勝，SAJC Dequett
eville S‐L

チャイナヴィジット China Visit（97 牡 Red Ransom）GB・FR・USA・UAE・H
KG４勝，ロンポワン賞‐G2，Sheikh Maktoum Al Maktoum Challenge R1
‐L，UAE Derby‐L，etc.，種牡馬

デュバイヴィジットDubai Visit（98 牝 Quiet American）GB・FR・USA・UAE
２勝，P. Ceres‐L ２着

４代母 ズメルードZummerudd（81 IRE 鹿 Habitat）GB出走
［子］ ＊キングオブキングス（95牡 Sadler's Wells）GB・IRE５勝，英２０００ギニー

‐G1，愛ナショナルＳ‐G1，レイルウェイＳ‐G3，etc.，種牡馬
ジェネラルモナシュGeneral Monash（92牡 Thorn Dance）GB・FR・
IRE５勝，ロベールパパン賞‐G2，Haydock Spring Trophy‐L ２
着，英ノーフォークＳ‐G3 ３着，種牡馬

ラッキー Lucky（01牝 Sadler's Wells）IRE２勝，アサシＳ‐G3
［孫］ シャドゥン Shadn（17牝 No Nay Never）�GB・FR・USA３勝，クリ

テリヨムドメゾンラフィット‐G2，Rose Bowl S‐L，ミルリーフ
Ｓ‐G2 ３着，etc.

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

448 スペランツァーレ２０２０ �・鹿 ３／ ５
＊

＊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

シングスピール In TheWings

�
�
�
�
�

��
��

�Singspiel Glorious Songスペランツァーレ
＊ Red Ransom

��
��
�ヘルドキャプティヴ栗 2009 Furajet

7
Halo M4×S5 Damascus S5×M5 Northern Dancer M5×M5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 スズカグレイス（02鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－３（10）〕
スズカキングダム（09牡鹿 キングカメハメハ）２勝
スズカグランデ（11�栗 キングカメハメハ）入着，障害１勝，�３勝
ラーケン（14牝鹿 ＊エンパイアメーカー）�１勝��４勝
スズカノロッソ（15牡鹿 ＊モンテロッソ）�２勝，脊振山特別（芝 1800）
スズカヘネシー（17牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）��２勝
ノーブルグレイス（18牝鹿 ＊マクフィ）�１勝

２代母 ワキアオブスズカ（93鹿 ＊ダンスオブライフ）２勝
ブライアンズスズカ（99� ＊ブライアンズタイム）�１勝�
スズカドリーム（00牡 ＊サンデーサイレンス）２勝，京成杯‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ３着
スズカアトラス（03牡 ＊アフリート）２勝
スズカワイズクイン（05牝 ＊ワイルドラッシュ）	４勝

３代母 ＊ワキア（87 USA鹿 Miswaki）USA７勝，Ingenue H，Rancho del Cha
rro H，Pasadena S‐L ３着，Betsy Ross H３着
サイレンススズカ（94牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，宝塚記念‐Jpn1，毎日王冠

‐Jpn2，金鯱賞‐Jpn2，中山記念‐Jpn2，etc.，特別賞
コマンドスズカ（95牡 ＊コマンダーインチーフ）５勝，八瀬特別，稲荷特別，湯浜特

別，etc.
ラスカルスズカ（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，天皇賞（春）‐Jpn1 ２着，菊

花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

４代母 ラスカルラスカル Rascal Rascal（81 USA黒鹿 Ack Ack）USA４勝，Ha
il Hilarious S，BayMeadows Lassie S，Vallejo S３着
［子］ ベニーザディップ Benny the Dip（94牡 Silver Hawk）GB５勝，英ダ

ービー‐G1，ダンテＳ‐G2，ロイヤルロッジＳ‐G2，etc.，種牡馬
＊クリプティックラスカル（95牡 Cryptoclearance）USA７勝，パームビー

チＳ‐G3，フォアラナーＳ‐G3，ピルグリムＳ‐G3，etc.，種牡馬
ベガ－マンシ－フ Beggarman Thief（90 牡 Arctic Tern）GB２勝，ホ
ーリスヒルＳ‐G3，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲稲原牧場＝平取町本町 �01457-2-3788
生 産 牧 場： ㈲稲原牧場
飼 養 者： 二風谷軽種馬共同育成センター＝平取町二風谷 �01457-2-2480

449 スズカグレイス２０２０ 
・鹿 ４／１０

＊

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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellスズカグレイス ＊ダンスオブライフ

��
��
�ワキアオブスズカ鹿 2002 ＊ワキア

9a
Halo M3×S5 Northern Dancer S4×M5 Nijinsky M4×S5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊シュガーレディアン（01 USA栗 Salt Lake）１勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－３（６）〕
サウンズグッド（07牝栗 ＊グランデラ）��２勝
ハセノキタオー（08牡鹿 ＊アポインテッドデイ）��２勝
ハナヨリダンゴ（13牝栗 メイショウボーラー）�２勝�
カガストロング（16牡栗 ストロングリターン）入着４回，��入着４回���入着５回
シゲルエリス（17牡黒鹿 ベルシャザール）���入着５回
イーカップヒメ（18牝栗 フリオーソ）��出走

２代母 ビスズーBiszou（96 USA鹿 Miswaki）不出走

３代母 シャレットCharette（90 USA鹿 Chief's Crown）IRE・USA４勝
パウダー Powder（98 牝 Broad Brush）USA４勝，Spring Fever S，Carous

el Breeders' Cup S‐L ３着
＊セクシーザムライ（04牝 Deputy Minister）１勝，花見山特別２着，��１勝

トップディーヴォ（12牡 キングカメハメハ）６勝，ＢＳＮ賞‐L，etc.，�
	入着２回，名古屋ＧＰ‐Jpn2 ２着，佐賀記念‐Jpn3 ２着

マスターフェンサー（16牡 ジャスタウェイ）�４勝，�２勝
１勝�１勝��，
名古屋ＧＰ‐Jpn2，マーキュリーＣ‐Jpn3（２回），白山大賞典‐Jpn3

ワンキャロラインOne Caroline（05 牝 Unbridled's Song）USA５勝，ラン
パートＳ‐G2，セイビンＳ‐G3，ルイヴィルディスタフＳ‐G2 ２着，etc.
インプロヴ Improv（12牝 Distorted Humor）USA４勝，メイトロンＳ
‐G3 ２着

ガールトークGirl Talk（13 牝 Medaglia d'Oro）USA２勝，Ladies H
‐L ２着

パウダープリンセス Powder Princess（06 牝 GoneWest）USA４勝，Tat
e S２着

４代母 ノーザンサンセットNorthern Sunset（77 IRE 栗 Northfields）IRE２勝
［子］ サンジョヴィート St. Jovite（89 牡 Pleasant Colony）GB・FR・IRE６

勝，愛ダービー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，愛ダー
ビートライアルＳ‐G3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

450 シュガーレディアン２０２０ 牡・栗 ５／ ３

＊

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

＊

ソルトレイク Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�Salt Lake Take Lady Anneシュガーレディアン ビスズー Miswaki

��
��
�Biszou栗USA 2001 Charette

5h
Danzig S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 セイウンメイリー（05栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－３（６）〕
ペリーホワイト（11牡芦 ＊クロフネ）２勝，��１勝
ニシノハレブタイ（13牡鹿 メイショウボーラー）１勝
クレセントシティー（15牡栗 ＊トビーズコーナー）��４勝�，ハイセイコー記念
（Ｄ1600）２着

メイショウクラマ（16牡鹿 ＊ベーカバド）��入着��入着２回
エイティーンローズ（17牝栗 ＊シニスターミニスター）��１勝

２代母 ＊ゴールデンハピネス（93 USA栗 Sanglamore）FR入着
ヒシサンダー（00牡 ＊サンダーガルチ）３勝
ダイゴカムイ（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝，�１勝�
フォルクスオーパー（06牝 テイエムオペラオー）２勝
デンファレ（07牝 フジキセキ）２勝，由比ヶ浜特別，秋川特別２着，立春賞２着，

雲雀Ｓ３着，�２勝
クラッシュアゲン（08牡 マンハッタンカフェ）１勝，�５勝

３代母 ＊マプティットジョリィ（82 USA鹿 Northern Dancer）GB１勝
グロリアスバラッド（98牝 Kingmambo）入着

グローバルソング（04牝 ＊ブライアンズタイム）不出走
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，etc.

４代母 バラードBallade（72 USA黒鹿 Herbager）USA２勝
［子］ グローリアスソングGlorious Song（76牝 Halo）USA17 勝，スピンスタ

ーＳ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，トップフライトＨ‐G1，etc.
デヴィルズバッグDevil's Bag（81牡 Halo）USA８勝，米シャンペインＳ
‐G1，ローレルフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G2，etc.，種牡馬

［孫］ シングスピール Singspiel（92 牡 In TheWings）１勝，ジャパンＣ‐G1，
GB・FR・USA・CAN・UAE９勝，ヨークインターナショナルＳ
‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

451 セイウンメイリー２０２０ 牡・鹿 ５／２８

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラセイウンメイリー
＊ Sanglamore

��
��
�ゴールデンハピネス栗 2005 ＊マプティットジョリィ

12c
Secretariat S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Buckpasser S5×S5

価格： 購買者：



母 センティーレ（02青 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－４（47）〕
ナスノキセキ（10牝黒鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��10 勝
ブラックバカラ（11牝青 ＊ロージズインメイ）��２勝�24 勝�，珊瑚冠賞（Ｄ1900）
クリールジェニー（12牝栗 ＊アグネスデジタル）�２勝��６勝�入着３回，知床

賞（Ｄ1400）２着，あやめ賞（Ｄ1400）３着
ドラゴンツリー（17牡栗 メイショウボーラー）���１勝�２勝
ソンノウジョウイ（18牡鹿 ＊ベーカバド）��入着２回

２代母 ＊ルビーベイビー（93 USA黒鹿 ＊ハウスバスター）USA５勝，Miss Woodfor
d H‐L，La Troienne S‐L ２着
ルーベラ（99牝 Crafty Prospector）入着，�11 勝�

ゴールドブレード（14牡 ヴァーミリアン）	９勝，駿蹄賞３着，中京ペガスタ
ーＣ３着

レッドスプレンダー（03牡 サクラバクシンオー）２勝，ファルコンＳ‐Jpn3 ３着
リーズレセプション（04牡 ＊クロフネ）３勝，鹿島特別３着，木古内特別３着
トーホウブエナス（07牝 ＊ストラヴィンスキー）３勝

３代母 オンザベンチOn the Bench（80 USA栗 Good Behaving）USA９勝，G
enuine Risk S‐L，Milky Way S，Tanya S，Half Moon S，アスタリ
タＳ‐G2 ２着，etc.
ライアンズギフト Ryan's Gift（86 牡 Nijinsky）GB・GER・ITY・CZE・POL・H

UN・SWI・AUT28 勝，CenaMinisterstva Polnohospodarstva‐L（２回），
Velka Cena Hlavniho Mesta Prahy‐L

スージーダイアモンド Suzie Diamond（88牝 ＊セクレト）USA出走
テナンツハーバー Tenants Harbor（92 牡 Badger Land）USA６勝，スティ

ーヴンフォスターＨ‐G2，ペンシルヴァニアダービー‐G2 ３着，ラウン
ドテイブルＳ‐G3 ２着，etc.

バンブークイーン Bamboo Queen（97牝 Devil His Due）USA５勝，Cov
er Girl H２着，Liberation H‐R ２着，Sun H３着，etc.

販売申込者・所有者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793

452 センティーレ２０２０ 
・栗 ４／ ８
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーセンティーレ
＊

＊ハウスバスター

��
��
�ルビーベイビー青 2002 On the Bench

8k
Hail to Reason S4×M5 Nashua S5×S5

価格： 購買者：



母 スイートアリエッタ（13鹿 ＊エンパイアメーカー）�５勝�１勝
初仔

２代母 ヒンギス（04黒鹿 マンハッタンカフェ）�１勝�６勝
ウインアルカディア（10牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，障害１勝
ポッドルージュ（11牝 ＊フレンチデピュティ）��３勝
ペプチドホープフル（12牡 ＊エンパイアメーカー）�４勝�入着２回
ワンズネイチャ（14牝 ＊アイルハヴアナザー）�１勝��

３代母 スターバイオレット（96黒鹿 ＊ヘクタープロテクター）２勝，矢車賞，サフラ
ン賞２着，ゴールデンサドルＴ３着，藤森特別３着
ステイザコース（10� ステイゴールド）２勝，胎内川特別，睦月賞３着，熊野特別

３着，�１勝

４代母 ミユキカマダ（78黒鹿 ＊ダイアトム）３勝，バレンタイン特別，白梅賞
［子］ ルイジアナピット（85牝 ＊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，etc.，優古牝
ダイカツリュウセイ（87牡 ＊プルラリズム）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3，バ
イオレットＳ‐OP ２着，日高特別３着

フローレスリーフ（92牝 ＊ミルジヨージ）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1
４着，クリスマスキャロルＨ３着，御堂筋Ｓ３着，�６勝

プレジデントジョイ（91牡 マルゼンスキー）３勝，白百合Ｓ‐OP，カトレア賞
［曾孫］ 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
メイショウナルト（08� ハーツクライ）６勝，七夕賞‐G3，小倉記念‐G3，
オールカマー‐G2 ２着，etc.，障害１勝

エピカリス（14牡 ゴールドアリュール）３勝，ヒヤシンスＳ‐L，etc.，�
１勝��入着，北海道２歳優駿‐Jpn3，UAE入着，ＵＡＥダービー
‐G2 ２着，種牡馬

タガノデンジャラス（02牡 ＊エンドスウィープ）５勝，オーストラリアＴ
‐L，若葉Ｓ‐L ２着，中京２歳Ｓ‐OP ２着，etc.，障害１勝

ラッシュライフ（03牝 サクラバクシンオー）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3
２着，函館２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，谷川岳Ｓ‐L ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲一珍棒牧場＝浦河町上向別 �090-3113-3208
生 産 牧 場： ㈲一珍棒牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

453 スイートアリエッタ２０２０ �・黒鹿 ３／２５
＊ 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

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudスイートアリエッタ マンハッタンカフェ

��
��
�ヒンギス鹿 2013 スターバイオレット

＊コランデイア 9e
Mr. Prospector S3×M5

価格： 購買者：



母 センターアリーナ（12鹿 ＊パーソナルラッシュ）��１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
ヘブンリーキス（17牡栗 スターリングローズ）�未出走，��４勝
グッドボーイ（19牡鹿 カレンブラックヒル）�地方未出走

２代母 クランベリー（07鹿 フジキセキ）不出走
フライバイナイト（11牝 ＊パーソナルラッシュ）�１勝��
ヴィアグローリアス（14牝 スクリーンヒーロー）入着，���７勝
グローリアスゾーン（15牝 ＊パイロ）��３勝
ワシヅカミ（16牡 セレスハント）入着２回，��11 勝�入着
スライスオブライフ（17牝 アーネストリー）��２勝��

３代母 ラビットボール（87鹿 ＊ラツキーソブリン）９勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝
馬特別‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐OP（２回），カシオペアＳ‐OP ２着，渡月橋Ｓ
レモンバーム（97牝 フジキセキ）３勝，御在所特別，ＨＴＢ杯３着，恵那特別３着，etc.

アンノルーチェ（05牡 サツカーボーイ）６勝，小倉日経ＯＰ‐L，中京記念‐G3
３着，清水Ｓ，etc.

ミステリューズ（06牝 ナリタトップロード）出走
ロードブレス（16牡 ダノンバラード）�５勝，ＢＳＮ賞‐L，etc.，��１
勝�入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2，浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.

ミステリーベルン（17牝 ニホンピロアワーズ）�３勝�１勝�入着２回
���，金沢シンデレラＣ，フローラルＣ，若草賞２着，etc.

ロールタイド（99	 フジキセキ）４勝，神奈川新聞杯，行川特別２着，千里山特別３着
セトノヒット（01牡 ＊エンドスウィープ）３勝，
９勝�２勝��，金杯，二十四万

石賞，ファイナルＧＰ，etc.
バトルルビー（04牝 フジキセキ）�入着３回

バトルマグマ（09牡 タニノギムレット）入着２回，�２勝��，名古屋でら馬
スプリント３着，尾張名古屋杯３着

スペシャルハート（05牡 ＊フォーティナイナー）５勝，のぞみ賞，相模湖特別

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

販売申込者・所有者： ㈲サンローゼン＝新冠町明和 �0146-47-2575
生 産 牧 場： ㈲サンローゼン
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

454 センターアリーナ２０２０ 牡・黒鹿 ４／１９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊
＊ワイルドラッシュ

�
�
�
�
�

��
��

�パーソナルラッシュ ＊パーソナリーセンターアリーナ フジキセキ

��
��
�クランベリー鹿 2012 ラビットボール

＊アベイブリツジ 14c
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 タイキロザリオ（02黒鹿 ＊スピニングワールド）不出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－６（23）〕
ガイーヌ（07牝栗 デュランダル）�２勝

サンエイムサシ（16牡 ＊シニスターミニスター）���２勝�４勝，ウイナーＣ２着
グランプリワイルド（08牡青鹿 フジキセキ）入着２回，�２勝�９勝
ダノンキセキ（09牡栗 フジキセキ）入着４回，�３勝
ヴァレンティーア（10牝栗 ハーツクライ）２勝
カレンスフィーダ（12牡青鹿 ハーツクライ）１勝，梅花賞（芝 2400）３着
ゴールドビーズ（13牝栗 ゴールドアリュール）�３勝��
ワタシノロザリオ（14牝青鹿 ヴァーミリアン）３勝
ペンテコステ（15牝黒鹿 ブラックタイド）�１勝	１勝
メガファラヴァハー（17牡栗 ＊パイロ）��２勝

２代母 ＊ロイヤルブライド（89 USA鹿 Blushing Groom）不出走
＊タイキエルドラド（94牡 Theatrical）５勝，ＡＲ共和国杯‐Jpn2，目黒記念‐Jpn2

２着，金鯱賞‐Jpn2 ３着，オクトーバーＳ，洞爺湖特別，etc.，種牡馬
＊タイキアルカディア（95
 Theatrical）３勝，気仙沼特別，飛翔特別２着，ＴＶ山

梨杯３着，月岡特別３着，etc.，�入着，せきれい賞２着
＊タイキトレジャー（96牡 Miswaki）８勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，マイルＣｈＳ

‐Jpn1 ３着，スワンＳ‐Jpn2 ２着，京王杯スプリングＣ‐G2 ３着，ＮＺト
ロフィー４歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.，種牡馬

＊タイキステラ（97牝 Miswaki）６勝，湘南Ｓ，初霜特別，シャングリラ賞，春日山
特別，紅葉特別２着，etc.

３代母 ＊ロイコン（75 GB鹿 High Top）GB・IRE２勝
キングズリヴァ－Kings River（82 牡 Irish River）GB・IRE・USA13 勝，グレンカ

ーンＳ‐G3，River City H‐L，What A Guest S‐L（２回），etc.
＊インスブルック（83牝 General Assembly）IRE・USA５勝，Ballycorus S‐L，

Mint Julep S，ビウィッチＳ‐G3 ２着，etc.
＊ハッピートレイルズ（84牝 ＊ポツセ）IRE入着

＊シンコウラブリイ（89牝 Caerleon）10勝，マイルＣｈＳ‐Jpn1，スワンＳ
‐Jpn2，毎日王冠‐Jpn2，etc.，優古牝

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： ㈲中田牧場
飼 養 者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621

455 タイキロザリオ２０２０ �・鹿 ４／１７

＊

ナシュワン Blushing Groom

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Nashwan

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

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

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�スピニングワールド Imperfect Circleタイキロザリオ
＊ Blushing Groom

��
��
�ロイヤルブライド黒鹿 2002 ＊ロイコン

4d
Blushing Groom S3×M3 Nureyev S3×M3

価格： 購買者：



母 ダイナマイトハニー（06鹿 ダイナマイトメール）��１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（２）〕
ルアムミット（11牝鹿 ＊リンドシェーバー）�１勝
ノボベイビー（15牡栗 ＊ノボジャック）�２勝，帆柱山特別（芝 1200）２着，噴火湾

特別（Ｄ1000）３着
ロックンハニー（18牝鹿 トーセンラー）��１勝

２代母 ハニーエレガンス（95鹿 ＊プライマリーⅡ）��１勝
ハニービューティ（01牝 ラジヤマハール）��１勝

３代母 リトルエレガンス（87黒鹿 ＊オランテ）��出走
プライムエレガンス（96牝 ＊プライマリーⅡ）��４勝

４代母 ワールドダンサー（78鹿 ＊ヴエンチア）２勝
［子］ リトルダンサー（86牝 ＊オランテ）�１勝�１勝，花吹雪賞２着

ワールドリベロ（84牡 ＊リベロ）１勝，�３勝��
トムヒーロー（91牡 ダイゼンキング）��３勝��２勝
キングトーマス（88牡 ダイゼンキング）��１勝�４勝

［孫］ プライムダンス（97牡 ＊プライマリーⅡ）��３勝

５代母 トネズイホウ（68鹿 ＊ゲイタイム）不出走
［子］ イシノルーキー（75牡 ＊ロムルス）入着３回，	５勝

マシユウムサシ（83牡 ＊オランテ）�２勝�２勝�
ニツポーリラ（84牝 スピーデーワンダー）�３勝
入着�
ワールドジヤンボ（77牡 ＊アラングランジユ）入着２回，�３勝

［孫］ エスエムタイセイ（88牡 ダイゼンキング）	８勝
リトルゼアー（87牝 トドロキヒホウ）
４勝�入着３回�
シンチフエリー（85牝 ＊フロステイエスキモー）��１勝�１勝
タイムリーヒット（94 ダイゼンキング）��１勝
アサヒダーバン（93牡 トドロキヒホウ）��１勝

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

456 ダイナマイトハニー２０２０ �・栗 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ダノンシャーク
＊ Caerleon

��
��
�カーラパワー鹿 2008 Jabali

ダイナレター

�
�
�
�
�

��
��

�ダイナマイトメール ＊ラバンデーラダイナマイトハニー ＊プライマリーⅡ

��
��
�ハニーエレガンス鹿 2006 リトルエレガンス

＊シルバーバツトン 4g
Nijinsky S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダイワフェリス（09栗 タニノギムレット）３勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
モズラフランス（17牡栗 グランプリボス）��７勝��

２代母 ダイワベルタ（03栗 スペシャルウィーク）出走
ダイワシンシア（08牝 ダイワテキサス）�６勝��１勝��入着４回，東海クイー

ンＣ２着
ダイワマークスマン（10牡 タニノギムレット）１勝，��２勝
ダイワシェリー（11牝 タニノギムレット）�４勝�
ダイワバーチュー（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，サフラン賞２着
ダイワリアクション（13牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，��未出走��４勝

３代母 サンシャワーキッス（95栗 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.

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
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.

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

［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.

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.

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��

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： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

457 ダイワフェリス２０２０ 牡・黒鹿 ５／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2011 ＊フェアリードール

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルダイワフェリス スペシャルウィーク

��
��
�ダイワベルタ栗 2009 サンシャワーキッス

＊ミルレーサー 22d
サンデーサイレンス S3×M4 Nureyev S4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊タマユラ（11 IRE 栗 Tamayuz）入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（８）〕
ロジフェーヴル（16牡栗 オルフェーヴル）���３勝�５勝
エターナリー（17牡栗 ゴールドアリュール）�２勝，角島特別（Ｄ1700）２着，日

野特別（Ｄ1600）３着
インヴァリアンス（18牡栗 ハーツクライ）�１勝，湯浜特別（Ｄ1700）３着
レジリエンスアイ（19牝青鹿 フェノーメノ）��出走

２代母 ローレルディーンイクスプレス Laureldean Express（04 GB栗 Inchinor）G
B・FR・USA入着６回，Criterium de Languedoc‐L ２着
シルケンイクスプレス Silken Express（09 牝 Speightstown）GB３勝

３代母 トリプルシャープTriple Sharp（97 GB栗 Selkirk）GB１勝，GB障害１勝
エルマウ Ellmau（05� Dr Fong）GB３勝，シュパーラティヴＳ‐G2 ３着
ナスリNasri（06� Kyllachy）GB７勝，King Charles II S‐L ２着，Paradis

e S‐L ３着，Surrey S‐L ３着
ジャスミンフラワー Jasmine Flower（08 牝 Kyllachy）不出走

アイアムノーエインジェル Iamnoangel（12 牝 Dark Angel）不出走
クルサード Coulthard（18牡 Coulsty）�IRE・USA２勝，ラウンドタワ
ーＳ‐G3 ３着

４代母 ドライDrei（91 USA鹿 Lyphard）GB出走
［子］ トリプルスレット Triple Threat（10 牡 Monsun）GB・FR・USA・CA

N５勝，モンマスＳ‐G2，ウジェーヌアダム賞‐G2，ラフォルス賞
‐G3，etc.，種牡馬

ピナコラーダ Pina Colada（99牝 Sabrehill）GB・USA３勝，Chandl
er H，サンクレメンテＨ‐G2 ２着，モンロヴィアＨ‐G3 ２着

［孫］ カンフォードクリフス Canford Cliffs（07 牡 Tagula）GB・FR・IRE７
勝，愛２０００ギニー‐G1，セントジェイムズパレスＳ‐G1，サセックス
Ｓ‐G1，etc.，種牡馬

ゴールデンスタナーGolden Stunner（13 牝 Dream Ahead）GB・FR・
IRE４勝，ブラウンズタウンＳ‐G3 ２着，Ganton S‐L ２着

トロント Toronto（17� Galileo）�GB・IRE１勝，タイロスＳ‐G3 ２着

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

458 タマユラ２０２０ �・栗 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リアルインパクト
＊ Meadowlake

��
��
�トキオリアリティー鹿 2008 What a Reality

＊

タマユズ Nayef

�
�
�
�
�

��
��

�Tamayuz Al Ishqタマユラ ローレルディーンイクスプレス Inchinor

��
��
�Laureldean Express栗IRE 2011 Triple Sharp

9f
Lyphard S5×M5 Highclere S5×M5

価格： 購買者：



母 ダンツカナリー（10青鹿 フジキセキ）３勝，知立特別（芝 1400），鳥屋野特別
（芝 1600），ＨＢＣ賞（芝 1200）２着，札幌スポニチ賞（芝 1500）３着，清洲特別
（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：１〕
カイラス（18牡栗 スクリーンヒーロー）��出走

２代母 ＊レディストロベリー（95 IRE 黒鹿 Caerleon）�入着
バージョンワン（01牡 フジキセキ）入着２回，�１勝��入着
ラズベリータイム（03牝 フジキセキ）３勝

ミトノレインボー（15牝 エイシンフラッシュ）３勝，戸畑特別２着，南総Ｓ３
着，秋明菊賞３着

マーヴェラスクイン（16牝 ＊ダンカーク）１勝
ブリッツェン（06牡 スペシャルウィーク）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，巴賞‐LR

２着，ディセンバーＳ‐L ３着，五稜郭Ｓ‐OP ２着，武庫川Ｓ，etc.
キングハンター（07牡 ＊デザートキング）�１勝
ベリーフィールズ（08牝 ＊オペラハウス）２勝，近江特別，小峰城特別，博多Ｓ２着，

�２勝
ルヴァンノワール（18牝 ブラックタイド）�１勝

３代母 ジュニパーベリー Juniper Berry（89 IRE 鹿 ＊ラストタイクーン）GB２勝，
Cheshire Oaks‐L ２着

＊グリーンベリー（94牝 Caerleon）入着
キタサンメッセージ（02牝 キングヘイロー）２勝，札幌日経賞，�４勝��
キタサンエピソード（09牡 フジキセキ）３勝，筑紫特別，千種川特別２着，
紫川特別２着，etc.

４代母 ジャッキーベリー Jackie Berry（81 GB栗 Connaught）IRE２勝，ラークス
パーＳ‐G3 ３着
［子］ コーニーベリー Coney Bury（90 牡 ＊ラストタイクーン）GB・GER・NO

R・SWE７勝，S.F.K. Jubileumslopning‐L，Stockholms Stora
Pris‐L，Marit Sveaas Minnelop‐L，etc.，種牡馬

ペンカダー Pencader（91 牡 Caerleon）GB１勝，キングエドワード七世
Ｓ‐G2 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718
生 産 牧 場： ㈲矢野牧場
飼 養 者： ㈲矢野牧場＝新ひだか町静内真歌 �080-5586-9718

459 ダンツカナリー２０２０ 牡・黒鹿 ５／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーダンツカナリー
＊ Caerleon

��
��
�レディストロベリー青鹿 2010 Juniper Berry

1k
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ダノンスウィート（14栗 ステイゴールド）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊マイスウィートベイビー（06 USA鹿 Minardi）FR・ITY・UAE９勝，伊１０００
ギニー‐G3，P. Repubbliche Marinare‐L
スイートクラス（17牡 キズナ）入着，��２勝��入着

３代母 グマーシャGmaasha（89 IRE 栗 Kris）不出走
グラディアトールスGladiatorus（05 牡 Silic）GB・FR・ITY・USA・UAE10 勝，

ヴィットリオディカプア賞‐G1，ドバイデューティフリー‐G1，アルファヒデ
ィフォート‐G2，etc.，種牡馬

４代母 アルバハスリ Al Bahathri（82 USA栗 Blushing Groom）GB・IRE６勝，
愛１０００ギニー‐G1，コロネイションＳ‐G2，ローザーＳ‐G2，チャイルドＳ‐G3，
Princess Margaret S‐L，etc.
［子］ ハーフハド Haafhd（01牡 Alhaarth）GB５勝，英２０００ギニー‐G1，英チ

ャンピオンＳ‐G1，クレイヴァンＳ‐G3，etc.，種牡馬
ムニールMunir（98 牡 Indian Ridge）GB３勝，英チャレンジＳ‐G2，
グリーナムＳ‐G3，レノックスＳ‐G3 ２着，種牡馬

ハスバ Hasbah（87牝 Kris）GB・IRE・USA３勝，Garnet S‐L，コ
ロネイションＳ‐G1 ２着，チャイルドＳ‐G2 ３着，etc.

［孫］ ミリタリーアタックMilitary Attack（08� Oratorio）GB・UAE・HKG
・SIN13 勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，
香港ジョッキークラブＣ‐G2，etc.

アルマティ Almaty（93 牡 Dancing Dissident）GB・IRE６勝，カラＳ
‐G3，モールコームＳ‐G3，Achilles S‐L，etc.，種牡馬

ナフィーサNafisah（98牝 Lahib）GB３勝，Ballymacoll Stud S‐L，
リブルズデイルＳ‐G2 ２着，Newbury Fillies' Trial S‐L ２着，etc.

ムタカリムMutakarrim（97� Mujtahid）GB・IRE・UAE９勝，Oyst
er S‐L，Saval Beg S‐L ２着（３回），Oyster S‐L ２着，etc.，
GB・IRE障害６勝

ジュドゥール Judhoor（00 牝 Alhaarth）GB２勝，Ripon Silver Bowl Fi
llies' S‐L，Rockingham S‐L ３着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

460 ダノンスウィート２０２０ �・鹿 ２／２２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスミッキーロケット
＊ Pivotal

��
��
�マネーキャントバイミーラヴ鹿 2013 Sabreon

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュダノンスウィート
＊ Minardi

��
��
�マイスウィートベイビー栗 2014 Gmaasha

9e
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 ドキュン（04鹿 ＊ボストンハーバー）��３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－１（２）〕
ズキュン（13牝鹿 ショウナンカンプ）��２勝
ヤサシサ（14牝鹿 ジョーカプチーノ）３勝
ソツナサ（17牡鹿 ワールドエース）�１勝

２代母 ＊シンハラ（95 USA栗 Affirmed）不出走
ミラクルワンダー（00牝 フジキセキ）２勝

ダイリングローバル（10牡 ＊ホワイトマズル）�５勝��４勝�入着，九州ダー
ビー栄城賞，筑紫野賞

キングフォーティ（03牡 ＊フォーティナイナー）３勝
ハンドシェイク（06牡 マーベラスサンデー）入着３回，�６勝����，二十四万

石賞２着，高知県知事賞２着

３代母 シンルチャ Sin Lucha（83 USA栗 Northfields）不出走
ディーヴァシニョリアDiva Signoria（91 牝 Tejano）不出走

ライヴフリーオアダイ Live Free Or Die（99 牝 Personal Flag）USA５勝
ラッキープリモ Lucky Primo（06� Atticus）USA６勝，Lava Man Cal
ifornia Cup Classic S‐R，Golden State Cup S‐R，California Cu
p Juvenile S‐R，etc.

キングピンリーノ Kingpin Ryno（08� In Excess）USA５勝，Tizno
w S‐R ３着

アマドラAmadora（02牝 Distorted Humor）USA１勝
ティエナベラハ Tiene Beraja（08 牝 Footstepsinthesand）ARG４勝，ヒ
ルベルトレレナ大賞‐G1 ３着，ミゲルアンヘル＆トマスＪセルマン賞
‐G2 ２着（２回），アルトゥーロＲ＆アルトゥーロブルリッチ賞‐G2 ３着

４代母 ジェラテイナ Jellatina（66 IRE 鹿 ＊フオルテイノ）IRE１勝
［子］ ノースジェットNorthjet（77 牡 Northfields）GB・FR・ITY８勝，ジャ

ックルマロワ賞‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，メルトン賞‐G2，etc.，
種牡馬

＊マダング（73牡 Habitat）GB・FR・ITY11 勝，メルトン賞‐G3，グロシ
ェーヌ賞‐G3，アベイドロンシャン賞‐G1 ２着，種牡馬

販売申込者・所有者： 佐久間 拓士＝茨城県稲敷郡 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

461 ドキュン２０２０ 牡・栗 ２／２３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Capote

�
�
�
�
�

��
��

�ボストンハーバー Harbor Springsドキュン
＊ Affirmed

��
��
�シンハラ鹿 2004 Sin Lucha

22
Seattle Slew S3×M4 Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5
Raise a Native S5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ノウゼンハレン（12鹿 ＊ブライアンズタイム）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕

２代母 ＊エブアド（99 USA鹿 GoneWest）GB出走
マルモコウテイ（04牡 トウカイテイオー）３勝，青嵐賞２着，南武特別３着
ウインマーベリック（08牡 マヤノトップガン）１勝
マルブツインパルス（15牡 ＊トビーズコーナー）１勝

３代母 ウーマルダーヤOumaldaaya（89 USA鹿 Nureyev）GB・FR・ITY３勝，
リディアテシオ賞‐G2，Lupe S‐L
ハーミ Haami（95 牡 Nashwan）GB・IRE・GER・USA５勝，デズモンドＳ‐G3，

Darley S‐L，Somerville Tattersall S‐L，etc.，種牡馬
アユーンAyun（00牝 Swain）GB３勝

アクマル Akmal（06� Selkirk）GB８勝，ヘンリー二世Ｓ‐G2，英ジョッキー
クラブＣ‐G3，Noel Murless S‐L，etc.

４代母 イストワールHistoire（79 FR黒鹿 Riverman）FR１勝
［子］ ＊エルハーブ（91牡 Chief's Crown）GB４勝，英ダービー‐G1，ダンテＳ

‐G2，エクリプスＳ‐G1 ３着，etc.，種牡馬
イスパノリア Hispanolia（85 牝 Kris）FR２勝，P. Melisande‐L，
P. deMeudon‐L ２着，P. Charles Laffitte‐L ２着

ヒッティアス Hittias（84 牡 TouchingWood）FR・USA７勝，セネカ
Ｈ‐G3 ３着，P. Tantieme‐L ３着，種牡馬

［孫］ シャイビア Chaibia（03 牝 ＊パントレセレブル）FR・USA３勝，プシュ
ケ賞‐G3，P. Finlande‐L，アシーニアＨ‐G3 ２着，etc.

ヴィランドリー Villandry（09� Mr. Greeley）USA・CAN５勝，リヴァ
ーシティＨ‐G3，Opening Verse S２着，シカモアＳ‐G3 ３着

ワディラム（01牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，米子Ｓ‐L，乙訓特別，東
山特別２着，etc.

テイクミーハイヤー（00牝 ＊トニービン）３勝，春日特別，リユウフオー
レルメモリアル２着，花見小路特別３着，etc.

［曾孫］ オールザキングズメン All The King's Men（16牡 No Nay Never）�I
RE３勝，Legacy S‐L

販売申込者・所有者： 石郷岡 松太郎＝新冠町大富 �0146-47-3647
生 産 牧 場： 石郷岡 松太郎
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

462 ノウゼンハレン２０２０ �・栗 ４／１７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayノウゼンハレン
＊ GoneWest

��
��
�エブアド鹿 2012 Oumaldaaya

1w
Hail to Reason M4×S5 Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ハルサンサン（08鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・４勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，
東京シンデレラマイル（Ｄ1600）２着，ロジータ記念（Ｄ2100）２着，戸塚記念
（Ｄ2100）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（５）〕
ハルメキ（15牝黒鹿 ヴァーミリアン）入着５回，�２勝
モズコールズ（16牝鹿 ジャスタウェイ）�３勝
ロングジャーニー（18牝栗 モーリス）�１勝
アキノポエム（19牝黒鹿 ドゥラメンテ）�出走

２代母 ハルワカ（03鹿 ワカオライデン）��２勝
ハルノメザメ（11牡 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝 ヴァーミリアン）��１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝 キズナ）��２勝

３代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
キリンジ（05牡 ワカオライデン）	３勝��１勝，九州ジュニアＣｈ３着

４代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
［子］ ベルランス（92牡 ＊ベルマン）
７勝，新潟ジュニアＣ３着

５代母 イチワカ（78栗 ＊コントライト）入着
［子］ キオイドリーム（86牝 ＊マグニテユード）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1

５着，キャピタルＳ‐OP，札幌日刊スポーツ杯‐OP，etc.
［孫］ ドリーミーオペラ（02牡 ＊オペラハウス）５勝，卯月Ｓ，松島特別，秋嶺

Ｓ３着
サンライズテースト（98� ＊ノーザンテースト）６勝，なにわＳ，橿原Ｓ
２着，門松Ｓ２着，etc.

［曾孫］ ウィンガールハート（05牝 ニューイングランド）��１勝，ローレル賞３着
パワースラッガー（11牡 ウインラディウス）４勝，富里特別，古作特別，
黄梅賞，etc.

ヤマノレオ（10� ＊グラスワンダー）４勝，芦屋川特別，芦屋川特別２着，
フィリピンＴ３着，�３勝

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

463 ハルサンサン２０２０ ・鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ブラックタイド

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキタサンブラック サクラバクシンオー

��
��
�シュガーハート鹿 2012 オトメゴコロ

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�サウスヴィグラス ＊ダーケストスターハルサンサン ワカオライデン

��
��
�ハルワカ鹿 2008 ホリワカ

＊星若 3
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ビジータイム（11青鹿 マンハッタンカフェ）��３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ユウユウスターリー（18牝鹿 ダブルスター）��１勝��
スティールタイム（19牡栗 ダブルスター）���１勝

２代母 ウエスティンタイム（01芦 ＊ブライアンズタイム）１勝
プラチナタイム（06牡 ＊スキャターザゴールド）入着４回，��８勝�２勝�入着４

回��
ナンテカ（07牡 スマートボーイ）�３勝��３勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ５着，平

和賞，鎌倉記念
ホワイトアッシュ（08牝 ジャングルポケット）１勝
スズカウラノス（09牡 スズカマンボ）３勝，響灘特別２着，舞鶴特別３着，指宿特

別３着
ラッキーアドバンス（14牡 スズカマンボ）入着３回，�３勝

３代母 アストレジャー（90芦 ＊テンパレートシル）３勝，八女特別
ジーティーボス（97牡 ＊パラダイスクリーク）３勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

メトロポリタンＳ‐OP，黒竹賞
タップダンス（98牝 ダンスインザダーク）１勝，福寿草特別２着

４代母 ノースギフト（83鹿 ＊ノーザンテースト）１勝
［子］ 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.
ポップスギャル（92牝 ＊クリエイター）２勝，初霜特別，長岡特別，両国
特別２着，etc.，��２勝	
１勝

ヒシバベル（94牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，火打山特別，桜木特別３
着，南総特別３着，etc.，障害１勝

［孫］ グランドハリケーン（01牡 ＊アサティス）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ２着，檜山特
別，狭山湖特別，etc.

ウルフボーイ（02牡 ＊アサティス）４勝，矢作川特別，千葉ＴＶ杯２着
（２回），立川特別２着，etc.

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

464 ビジータイム２０２０ 牡・栗 ４／１９
ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Giant's Causeway

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

＊
＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2004 Actinella

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジビジータイム ＊ブライアンズタイム

��
��
�ウエスティンタイム青鹿 2011 アストレジャー

＊アマリテユード 2f
Roberto M4×S5 Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 チェイルリー（04鹿 ジャングルポケット）�１勝�入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
サイプリペディウム（11牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
キーワンダー（15牡栗 アドマイヤマックス）���１勝�３勝
ヤマイチアジア（19牝鹿 ＊アジアエクスプレス）���入着

２代母 イソノルーブル（88鹿 ＊ラシアンルーブル）６勝，オークス‐Jpn1，報知４歳
牝馬特別‐Jpn2，Ｒたんぱ３歳牝馬Ｓ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ５着，エルフィン
Ｓ‐OP，etc.
イソノウイナー（94牡 ＊クリスタルグリツターズ）６勝，ガーネットＳ‐Jpn3 ２着，栗

東Ｓ‐OP ２着，ギャラクシーＳ‐OP ２着，栗東Ｓ‐OP ３着，ブラジルＣ，etc.
イソノサンダー（95牡 ＊リンドシェーバー）４勝
イソノブレーヴ（96牡 ＊ダンシングブレーヴ）３勝
イソノフラワー（97牝 ＊ヘクタープロテクター）不出走

ニューブラウン（07牡 マーベラスサンデー）�１勝�４勝，サンライズＣ３着
イソノキセキ（98牝 フジキセキ）入着，�４勝
イソノフォーティ（99牝 ＊フォーティナイナー）�４勝
イソノサクセス（01牡 ＊ジェネラス）１勝
イソノスワロー（02牝 ＊デヒア）入着，�４勝

トラストワン（08牡 ＊マイネルラヴ）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，クローバ
ー賞‐L ２着，大阪城Ｓ‐L ３着，丹頂Ｓ‐OP ２着，日本海Ｓ，etc.

モンストール（09牡 アドマイヤマックス）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，石和特別，
ノエル賞２着

ハートオブスワロー（14牝 ハーツクライ）１勝，デイジー賞３着
ディアマンミノル（17牡 オルフェーヴル）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ３着，

御堂筋Ｓ，高雄特別，金山特別，梅花賞２着，etc.
イソノホウオウ（05牡 ＊リンドシェーバー）�４勝

３代母 キテイテスコ（80芦 ＊テスコボーイ）出走
ヒメキキョウ（91牝 ＊ラシアンルーブル）１勝

スライストップ（99	 ＊クリスタルグリツターズ）３勝，両津湾特別２着，西湖
特別３着，岳特別３着

販売申込者・所有者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454
生 産 牧 場： ㈲村下農場
飼 養 者： ㈲村下農場＝浦河町野深 �0146-27-4454

465 チェイルリー２０２０ 
・鹿 ４／１０
＊ Devil's Bag

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� タイキシャトル

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウェルシュマフィンメイショウボーラー
＊ Storm Cat

��
��
�ナイスレイズ黒鹿 2001 Nice Tradition

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーチェイルリー ＊ラシアンルーブル

��
��
�イソノルーブル鹿 2004 キテイテスコ

＊モウテイ 14a
Nijinsky M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 チェリーワールド（06青鹿 フサイチコンコルド）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（９）〕
チェリーサイクロン（12牝鹿 チェリークラウン）�４勝�入着４回�
チャイムクラウン（14�鹿 チェリークラウン）��４勝
クリノヘプバーン（15牝鹿 ＊プリサイスエンド）�１勝�
リヤンドキャトル（17牡黒鹿 リーチザクラウン）��入着５回
パラダイス（19牡鹿 パドトロワ）���出走

２代母 レガシーパーパス（99鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝
キョウエイストーム（05牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）４勝，中山金杯‐G3 ２

着，京成杯オータムＨ‐G3 ２着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ３着，福島民報杯‐L
３着，韓国馬事会杯，etc.

ブレイブフォース（09牡 ＊マイネルラヴ）��２勝
ハクサンレガシー（10牡 ＊ロージズインメイ）１勝，��１勝
キョウエイシック（11牝 ＊プリサイスエンド）��１勝
マイネルツィール（13牡 ＊アグネスデジタル）１勝，熱田特別，壇之浦特別３着，湯

川特別３着，��２勝
ゴッドスティード（14牡 ＊タイキシャトル）	５勝�２勝
ウインブロンクス（15牡 タニノギムレット）��３勝


３代母 レガシーフィールド（88鹿 ＊サウスアトランテイツク）６勝，阪急杯‐Jpn3，
北九州記念‐Jpn3 ２着，セントウルＳ‐Jpn3 ３着，上賀茂Ｓ，保津峡特別，etc.
レガシーラッシュ（96牡 ＊サンデーサイレンス）入着，英彦山特別３着，�５勝
レガシーラベンダー（02牝 ＊フォーティナイナー）不出走

セイウンクロス（11牡 ＊アグネスデジタル）１勝，プラタナス賞２着
ハイフィールド（06牝 マーベラスサンデー）２勝，有明特別２着

４代母 ハマノサイクロン（80栗 ＊テユーダーペリオツド）入着
［子］ レガシークレスト（94牡 ＊プルラリズム）入着，障害４勝，阪神障害Ｓ（秋）

リファードフォルム（86牡 ＊モガミ）４勝，ＴＶｈ賞，オホーツクＨ２着，
障害２勝

グッドフオルム（84牡 ＊マナード）３勝，飯坂特別２着，福島中央ＴＶ杯
２着，八甲田山特別３着

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

466 チェリーワールド２０２０ 牡・黒鹿 ５／ ７

＊

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

Caerleon

�
�
�
�
�

��
��

�フサイチコンコルド ＊バレークイーンチェリーワールド ＊サンデーサイレンス

��
��
�レガシーパーパス青鹿 2006 レガシーフィールド

＊プロポンチス 4d
Mill Reef S4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 テアトロレアル（13黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
モズリッキー（19牡鹿 トランセンド）�未出走

２代母 ナイトアットオペラ（02青鹿 ＊オペラハウス）３勝，房総特別２着，まりも特
別２着，葉牡丹賞２着
オベロン（10� ＊シンボリクリスエス）入着２回，障害１勝，京都ジャンプＳ‐JG3 ３着
ガレットショコラ（14牝 ＊カジノドライヴ）入着２回，��15 勝�，兵庫サマークイ

ーン賞３着

３代母 エルフィンフェザー（95鹿 ＊サンデーサイレンス）３勝，月岡特別３着
フェザーレイ（01牝 ＊エルコンドルパサー）３勝，長岡特別２着，火打山特別２着

サムソンズプライド（10牡 メイショウサムソン）５勝，プリンシパルＳ‐LR，
白富士Ｓ‐L ３着，緑風Ｓ，etc.

エルフィンパーク（05牝 タニノギムレット）不出走
ブレスジャーニー（14牡 ＊バトルプラン）３勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，サウジア

ラビアＲＣ‐G3，チャレンジＣ‐G3 ３着，etc.，���入着２回

４代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝
［子］ エアグルーヴ（93牝 ＊トニービン）９勝，オークス‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，札幌記念‐Jpn2（２回），etc.，年代表，優古牝
［孫］ ルーラーシップ（07牡 キングカメハメハ）７勝，ＡＪＣＣ‐G2，金鯱賞

‐G2，etc.，UAE・HKG１勝，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G1，種牡馬
アドマイヤグルーヴ（00牝 ＊サンデーサイレンス）８勝，エリザベス女王
杯‐Jpn1（２回），阪神牝馬Ｓ‐Jpn2，ローズＳ‐Jpn2，etc.，優古牝

オレハマッテルゼ（00牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，高松宮記念‐Jpn1，
京王杯スプリングＣ‐G2，キャピタルＳ‐L，etc.，種牡馬

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

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

販売申込者・所有者： ㈲増本牧場＝新ひだか町静内浦和 �090-9512-5262
生 産 牧 場： ㈲増本牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

467 テアトロレアル２０２０ 牡・鹿 ２／２８
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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayテアトロレアル ＊オペラハウス

��
��
�ナイトアットオペラ黒鹿 2013 エルフィンフェザー

＊パロクサイド 8f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ティンバーランド（04栗 ＊ティンバーカントリー）�４勝��，フロイラインＣ
（Ｄ1500）
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－８（19）〕
ケイツーモリガン（10牝栗 タニノギムレット）�１勝
シゲルサヌキ（11牝栗 タニノギムレット）��１勝
ステファニーラン（12牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�６勝��，フローラ

ルＣ（Ｄ1700），リリーＣ（Ｄ1200），ヒダカソウＣ（Ｄ1600）２着
ファラオ（13牡鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��２勝
シャーロットリン（14牝栗 アサクサキングス）�１勝�１勝��入着４回�
ノーブルジャーニー（15牝栗 ドリームジャーニー）�２勝
ストーミーラヴ（17牝栗 ＊ヘニーヒューズ）��２勝��２勝
スノーフレイム（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��１勝

２代母 シーセモア（98鹿 ＊サンデーサイレンス）１勝，カーネーション特別２着，あ
ずさ賞２着
スマイルジャック（05牡 タニノギムレット）５勝，スプリングＳ‐Jpn2，東京新聞

杯‐G3，関屋記念‐G3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，安田記念‐G1 ３着（２回），etc.，
種牡馬

テーオーゼウス（08牡 タニノギムレット）１勝，障害１勝
スマイルゲート（09牝 タニノギムレット）１勝
アンスーリール（10牝 タニノギムレット）入着２回，	１勝�
シーノットラブユー（11牝 タニノギムレット）出走

アストロブレイク（17牡 ＊サウスヴィグラス）�２勝，大島特別３着
ホッコーハナミチ（18牡 ホッコータルマエ）�３勝，インディアＴ，リボン賞３着

マイネルチャンプ（13牡 キングカメハメハ）入着，�３勝��入着

３代母 カイウンテンシ（87鹿 マルゼンスキー）４勝，頌春賞，猪苗代特別，岩室特別，
浦安特別２着，紅葉特別３着，etc.

４代母 ロマンギヤル（79鹿 ＊セントクレスピン）��出走
［子］ アエロプラーヌ（85牡 マルゼンスキー）��８勝�１勝�２勝，川崎記念，

ダービーＧＰ，東京王冠賞，etc.，種牡馬

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

468 ティンバーランド２０２０ 牡・黒鹿 ３／１３

＊

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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenティンバーランド ＊サンデーサイレンス

��
��
�シーセモア栗 2004 カイウンテンシ

＊ビーハツピー 15a
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 ディープスノー（08鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ヴォロンティエ（17牝鹿 ＊パイロ）��１勝
フレンドリーエース（18牝鹿 ルーラーシップ）��出走�出走
オーシンアズキ（19牡芦 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ＊カフェオペラ（97 USA黒鹿 Sadler's Wells）GB・GER１勝
テイエムチーター（05牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，梅花賞２着，英彦山特別３着
アウトグロー（07牝 ゼンノロブロイ）�１勝�４勝
レッドアラビアータ（09牝 アグネスタキオン）１勝

３代母 ＊タクリーム（91 USA鹿 Mr. Prospector）GB入着

４代母 サイーダ Thaidah（85 CAN鹿 Vice Regent）GB・IRE３勝，City of York
S‐L，モイグレアスタッドＳ‐G1 ４着，フレッドダーリングＳ‐G3 ２着，O
ak Tree S‐L ２着
［子］ アンドレアドーラ Andrea Dora（98牝 Lion Cavern）SAF７勝，St. A

ndrews Paddock S‐L ３着
［孫］ シャキス Shakis（00 牡 Machiavellian）FR・USA・UAE７勝，バーナー

ドバルークＨ‐G2（２回），シャドウェルターフマイルＳ‐G1 ２着，
シャドウェルターフマイルＳ‐G1 ３着，etc.

タヒーラ Tahirah（00牝 Green Desert）GB・FR３勝，Fleur de Lys S
‐L ２着，October S‐L ３着

ウィズサートンティWith Certainty（00 牝 Broad Brush）USA２勝，
Canterbury Park Oaks２着

［曾孫］ ウィンフロムウィジンWinfromwithin（18 牡 Into Mischief）�USA２
勝，Columbia S‐L，アメリカンターフＳ‐G2 ３着

パシフィックブリーズ Pacific Breeze（08牝 Lithuanian）SAF４勝，
Milkwood S‐L

オーシャンアンドビヨンドOcean and Beyond（07� Kingsalsa）IND
12勝，Indian Champion Cup‐LR，Governor's Cup‐L，Q
ueen Elizabeth II Cup‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157
生 産 牧 場： ㈱門別牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

469 ディープスノー２０２０ �・鹿 ４／１０
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアディープスノー
＊ Sadler's Wells

��
��
�カフェオペラ鹿 2008 ＊タクリーム

12c
Sadler's Wells M3×S4 Mr. Prospector S4×M4 Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ティープリーズ（12鹿 アジュディミツオー）�１勝�４勝�入着���，ライデ
ンリーダー記念（Ｄ1600）２着，園田プリンセスＣ（Ｄ1400）２着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
ベルシック（17牝鹿 ローズキングダム）�５勝
モユノイイオンナ（18牝栗 ローズキングダム）��７勝

２代母 イエスプリーズ（04栗 スペシャルウィーク）�２勝
イッツマイプレジャ（09牝 アドマイヤドン）	２勝�
��入着３回，九州ジュニ

アＧＰ２着
バウンティ（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝
イエスアイキャン（11牝 スマートボーイ）�４勝��１勝，東京プリンセス賞３着

クィーンアドバンス（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
テルミー（18牝 ＊エスケンデレヤ）���未出走	２勝

３代母 オースミサツキ（93栗 ＊ブライアンズタイム）１勝
フリーバード（00牝 ＊アフリート）�１勝

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

マイゴルゴンゾーラ（13牡 ディープスカイ）	２勝�入着，飛燕賞３着
カワキタフウジン（05牡 マーベラスサンデー）３勝，朝日ＣｈＣ‐G3 ２着，カシオ

ペアＳ‐L ３着，名古屋城Ｓ，etc.，�３勝
セフティーエムアイ（11牡 ＊ケイムホーム）３勝，オーロラ特別３着
キサナドゥー（13牝 アンライバルド）��１勝�１勝，兵庫若駒賞３着

４代母 ルナパーク（79鹿 ＊ノーザンテースト）２勝，クイーンＳ２着，北越特別
［子］ ペガサス（90牡 ＊リヴリア）３勝，福島記念‐Jpn3，新潟３歳Ｓ‐Jpn3

ナリタルナパーク（95牝 ＊ブライアンズタイム）４勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，
秋華賞‐Jpn1 ２着，羊ヶ丘特別，etc.

ルミネッセンス（92牝 ＊ブライアンズタイム）５勝，ターコイズＳ‐OP，
飯豊特別，相川特別，etc.

シルクファントム（94� ＊リヴリア）入着，会津特別３着
［孫］ ナリタモード（11牝 ナリタセンチュリー）４勝，ラジオ福島賞

シルキーフレンド（01牝 マーベラスサンデー）１勝，小名浜特別３着

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

470 ティープリーズ２０２０ 牡・栗 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スピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

＊アジュディケーティング

�
�
�
�
�

��
��

�アジュディミツオー オリミツキネンティープリーズ スペシャルウィーク

��
��
�イエスプリーズ鹿 2012 オースミサツキ

＊サイクラス 13c
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 デューントウショウ（05青 ＊デザートキング）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－２（14）〕
トウショウノワール（12牡青鹿 ゼンノロブロイ）�12 勝
ナターシャ（15牝青鹿 スズカマンボ）�２勝�入着３回��
エヌティスター（19牝栗 ジョーカプチーノ）���入着

２代母 メイトウショウ（99鹿 ＊ジェネラス）不出走
トウショウブリッツ（04牡 サクラバクシンオー）５勝，銀蹄Ｓ，陽春Ｓ２着，水路

閣特別３着，江差特別３着，基坂特別３着，�８勝�８勝
トウショウセレクト（07牡 マイネルセレクト）１勝，�４勝�１勝	10 勝�入着，

金沢スプリントＣ，東海桜花賞２着
ヴィーガトウショウ（09牝 ＊アグネスデジタル）１勝，	３勝
トウショウスレッジ（13牡 カネヒキリ）１勝

３代母 サマンサトウショウ（85黒鹿 トウシヨウボーイ）７勝，エプソムＣ‐Jpn3，
マイルＣｈＳ‐Jpn1 ３着，京都牝馬特別‐Jpn3 ３着（２回），愛知杯‐Jpn3 ３
着，朱雀Ｓ，etc.
タバサトウショウ（93牝 ＊ダンシングブレーヴ）１勝

バージントウショウ（99牝 フジキセキ）不出走
トウショウカズン（07牡 ＊クロフネ）６勝，根岸Ｓ‐G3 ２着，etc.，���
��入着４回�，さきたま杯‐Jpn2 ３着，黒船賞‐Jpn3 ２着，etc.

スイープトウショウ（01牝 ＊エンドスウィープ）８勝，宝塚記念‐G1，秋華賞
‐Jpn1，エリザベス女王杯‐Jpn1，etc.，優古牝

トウショウフリーク（07牡 キングカメハメハ）７勝，関越Ｓ‐L，etc.，�１勝�
���入着４回，川崎記念‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ２着，etc.

スウェアトウショウ（08牝 ディープインパクト）出走
アドマイヤハダル（18牡 ロードカナロア）�３勝，若葉Ｓ‐L，皐月賞‐G1
４着，エリカ賞

トウショウノア（95牡 ＊オールドヴィック）６勝，関屋記念‐Jpn3 ３着，夏至Ｓ，
関ケ原Ｓ，etc.

ウイッチトウショウ（00牝 ＊ジェイドロバリー）出走
トウショウドラフタ（13牡 アンライバルド）５勝，ファルコンＳ‐G3，谷川岳

Ｓ‐L ３着，朱鷺Ｓ‐L ３着，etc.，��１勝

販売申込者・所有者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302
生 産 牧 場： 秋田育成牧場
飼 養 者： 秋田育成牧場＝新ひだか町静内川合 �0146-44-2302

471 デューントウショウ２０２０ 
・栗 ４／ １
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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�デザートキング Sabaahデューントウショウ ＊ジェネラス

��
��
�メイトウショウ青 2005 サマンサトウショウ

＊セヴアイン 5j
Nureyev S4×M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 テーマソング（06鹿 ジャングルポケット）２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－５（34）〕
シュダイカ（14牝芦 ＊クロフネ）�６勝��４勝�，夏至賞（Ｄ1400）２着
ウインコンツェルト（15�栗 ゴールドアリュール）���５勝�４勝�３勝
フェルヴィド（16牡鹿 ＊タイキシャトル）���２勝�８勝
ポップディーヴァ（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��出走�１勝	入着��
ポップツッキー（19牡芦 ＊ラニ）��１勝

２代母 ＊ソロリサイタル（98 USA栗 Rahy）３勝，賢島特別，疾風特別２着，伊吹山
特別３着，疾風特別３着
ジャズピアノ（07牡 マンハッタンカフェ）３勝，富嶽賞２着
バラードソング（08牝 ハーツクライ）３勝，湯沢特別，勝浦特別３着
ダイワカリエンテ（09牝 ネオユニヴァース）２勝
インストアイベント（10牡 スペシャルウィーク）２勝，賢島特別３着，犬山特別３

着，�４勝
ビッグギグ（11牡 ダイワメジャー）３勝

３代母 ソール Sole（88 USA黒鹿 Topsider）不出走
サニベルソール Sanibel Sole（95 牝 Miswaki）USA入着２回

サニベルサンセット Sanibel Sunset（00 牝 Islefaxyou）USA10 勝，Pleasan
ton Senorita S２着，San Jose S３着

ソールオヴザシティ Sole of the City（01 牝 Salt Lake）USA12 勝，Prairie
Rose S，Hoist Her Flag S２着，Saylorville S‐L ３着

スイートベル Sweet Belle（03 牝 Deputy Commander）USA５勝，Swingti
me S‐R，サンタバルバラＨ‐G2 ３着，Paseana H‐L ２着，etc.

イクスペンシヴスルー Expensive Slew（96牝 Seattle Slew）USA７勝，San Fe
lipe S，American Beauty S，Suthern Accent S

リミスRemiss（97 牝 Summer Squall）不出走
パーフェクトコネクション Perfect Connection（02牝 Phone Trick）USA３

勝，JohnW. Galbreath Memorial S‐R ２着
レラートデルガート Relato Del Gato（01牡 Tale of the Cat）USA９勝，Pho

enix Gold C‐L，モーヴィックＨ‐G3 ２着，Pirate's Bounty H‐R ２着，
種牡馬

販売申込者・所有者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979
生 産 牧 場： 川島 正広
飼 養 者： 川島 正広＝日高町豊田 �090-2695-4979

472 テーマソング２０２０ 
・鹿 ３／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマーテーマソング
＊ Rahy

��
��
�ソロリサイタル鹿 2006 Sole

1s
Halo S4×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ボルジアクイーン（13鹿 ナカヤマフェスタ）�２勝�
〔産駒馬名登録数：２〕
バジガクギフト（18牝青鹿 ベルシャザール）��出走
ボルジアバトル（19牡黒鹿 ＊バトルプラン）��出走

２代母 ＊ボルジアⅡ（95 GB栗 Machiavellian）GB３勝
ウスターロッジWorcester Lodge（01� Grand Lodge）GB１勝
ラスラーRustler（02� Green Desert）GB２勝
ラインチェイサー（06牡 ＊チーフベアハート）�２勝
アルバトン（07牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，大津特別２着，企救丘特別２着，障

害１勝
パレントゥチェリ（11牝 キングヘイロー）�６勝

３代母 カットアヘッドCut Ahead（86 GB鹿 Kalaglow）GB１勝

４代母 カットルース Cut Loose（79 GB鹿 High Top）GB２勝，Virginia S，
Valdoe S２着
［孫］ ダンルースドーターDan Loose Daughter（09 牝 Sakhee）ITY２勝，

P. Baggio‐L，P. Seregno‐L ３着
ストーミングルース Storming Loose（07� ＊ストーミングホーム）ITY1
1 勝，ジュビレオ賞‐G3 ２着，P. del Giubileo‐L ２着

ダニエラDaniella（02 牝 Dansili）GB３勝，Henry Gee Fillies S‐L
３着

［曾孫］ キラヒールース Killachy Loose（09牝 Kyllachy）ITY７勝，セルジオク
マニ賞‐G3，P. Nogara‐L，P. Royal Mares‐L ２着，etc.

ヴェットーリルールズ Vettori Rules（13� Aussie Rules）GB・FR・IT
Y４勝，P. Botticelli‐L ３着

５代母 カトルCutle（63 GB栗 ＊セントクレスピン）GB２勝
［子］ シャープエッジ Sharp Edge（70牡 ＊シルバーシヤーク）GB・FR５勝，愛

２０００ギニー‐G1，ジャンプラ賞‐G2，New Ham S，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

473 ボルジアクイーン２０２０ �・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアスピルバーグ
＊ Lycius

��
��
�プリンセスオリビア鹿 2009 Dance Image

ステイゴールド

�
�
�
�
�

��
��

�ナカヤマフェスタ ディアウィンクボルジアクイーン
＊ Machiavellian

��
��
�ボルジアⅡ鹿 2013 Cut Ahead

11d
サンデーサイレンス S3×M4 Halo S4×M5×M5 Mr. Prospector S4×M4
Lyphard S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊ドゥザボサノバ（08 IRE 栗 Galileo）IRE２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：地方－３（５）〕
デンコウイッセン（13牡鹿 メイショウサムソン）��３勝
ヘルメットネエサン（16牝鹿 ブラックタイド）�１勝
ガダルカナルカナ（17牝栗 ゴールドシップ）��出走
カワカミベルベット（19牝鹿 ＊プリサイスエンド）��１勝

２代母 サティーン Sateen（97 GB栗 Barathea）GB・FR・BEL５勝
センドーラ Sendora（04牝 Kendor）FR１勝
ヴィタヴェントゥーリVita Venturi（07 牡 Galileo）IRE１勝，種牡馬
ジェットストリーミング Jet Streaming（14牝 Born To Sea）�GB・IRE２勝

３代母 スーク Souk（88 IRE 鹿 Ahonoora）GB２勝，Sceptre S‐L ３着
ピュース Puce（93牝 Darshaan）GB・ITY３勝，Harvest S‐L，P. Giovanni

Falck‐L ２着，パークヒルＳ‐G3 ３着
ポンジー Pongee（00牝 Barathea）GB６勝，ランカシャーオークス‐G2，P

innacle S‐L，ヨークシャーオークス‐G1 ２着，etc.
シューク Shouk（94牝 Shirley Heights）GB１勝

マジカルロマンスMagical Romance（02牝 Barathea）GB・FR３勝，チヴァ
リーパークＳ‐G1

アレクサンドロワ Alexandrova（03牝 Sadler's Wells）GB・FR・IRE４勝，
英オークス‐G1，愛オークス‐G1，ヨークシャーオークス‐G1，etc.

シターラ Sitara（98 牝 Salse）GB１勝
ゴールデンソードGolden Sword（06牡 High Chaparral）GB・FR・IRE・S

AF・UAE４勝，チェスターヴァーズ‐G3，愛ダービー‐G1 ２着，ドバイ
シティオヴゴールド‐G2 ３着，種牡馬

リキンドリング Rekindling（14 牡 High Chaparral）GB・FR・IRE・AUS４
勝，ＶＲＣメルボルンＣ‐G1，カラＣ‐G2，バリーサックスＳ‐G3，etc.

ゴールデンクエストGolden Quest（01� RainbowQuest）GB５勝，グッドウッ
ドＣ‐G2 ２着，Grand Cup S‐L ３着

バーターBarter（06 牝 Daylami）GB出走
ハグル Haggle（13 牝 Pivotal）GB・FR３勝，フィユドレール賞‐G3，P. Ma

urice Zilber‐L，コリーダ賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

474 ドゥザボサノバ２０２０ �・栗 ２／ １
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアディーマジェスティ ＊ブライアンズタイム

��
��
�エルメスティアラ鹿 2013 ＊シンコウエルメス

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaドゥザボサノバ サティーン Barathea

��
��
�Sateen栗IRE 2008 Souk

21a
Sadler's Wells M3×S4×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ドゥルセデレーチェ（03栗 ＊フレンチデピュティ）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
レチャーダ（09牝鹿 ディープインパクト）不出走

バケットリスト（15牝 ＊シンボリクリスエス）２勝，衣笠特別（芝 1800）２着，
若竹賞（芝 1800）２着

メイラード（10牡栗 アグネスタキオン）���１勝�入着
エコロディバイン（18牡栗 ドゥラメンテ）��２勝
フェリシダ（19牝鹿 キズナ）�未出走

２代母 ＊ポトリザリス（95 ARG栗 Potrillazo）USA・ARG・PER・UAE４勝，ナシ
オナル大賞‐G1，亜オークス‐G1
ディアデラノビア（02牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，フローラＳ‐Jpn2，愛知杯‐G3，

京都牝馬Ｓ‐G3，オークス‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.
ディアデラマドレ（10牝 キングカメハメハ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，愛知杯

‐G3，マーメイドＳ‐G3，エリザベス女王杯‐G1 ３着，堀川特別，etc.
ディアデルレイ（11牡 キングカメハメハ）７勝，福島民友Ｃ‐L，マーチＳ‐G3

２着，師走Ｓ‐OP，etc.，��１勝�，埼玉新聞栄冠賞，報知ＧＰＣ２着
サンマルティン（12� ＊ハービンジャー）６勝，都大路Ｓ‐L，小倉記念‐G3 ２

着，むらさき賞，南相馬特別，��３勝��
ドレッドノータス（13� ＊ハービンジャー）６勝，京都大賞典‐G2，Ｒ－ＮＩＫ

ＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，アンドロメダＳ‐L ２着，
レインボーＳ，etc.

ディオスバリエンテ（18牡 ロードカナロア）�１勝，プリンシパルＳ‐L ２着
クルサード（04牡 ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ‐OP ２着
マゼラン（05牡 ＊クロフネ）５勝，尼崎Ｓ，潮来特別，糸魚川特別，阿賀野川特別３

着，稲村ヶ崎特別３着，etc.
イグアス（08牡 ディープインパクト）３勝，ステイヤーズＳ‐G2 ２着，高雄特別，

かきつばた賞，比叡Ｓ３着
レレオーネ（12牡 ディープインパクト）１勝

３代母 カルディー Chaldee（78 ARG栗 Banner Sport）ARG４勝，ベネスエラ賞
‐G2 ３着

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747

475 ドゥルセデレーチェ２０２０ 	・黒鹿 ２／２５

＊

＊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ドゥルセデレーチェ
＊ Potrillazo

��
��
�ポトリザリス栗 2003 Chaldee

2u
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 トコロロ（11青 ＊ティンバーカントリー）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
サンダラボッチ（15牝黒鹿 ＊アポロキングダム）�１勝��入着２回��

２代母 サインボード（93黒鹿 ＊サンデーサイレンス）�入着��
アイムインローズ（99牝 ＊ソウルオブザマター）入着，�５勝

オリオンジャック（05牡 ラスカルスズカ）�15 勝，新春ペガサスＣ２着
シツレン（00牝 ＊エリシオ）１勝
ウレシイ（03牝 トウカイテイオー）�６勝	１勝
サイドキック（05牡 ＊オース）�９勝
サウンドバスター（08牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，京都新聞杯‐G2 ３着，フ

リージア賞
コスモグレースフル（09牡 ラスカルスズカ）４勝，オリエンタル賞３着，精進湖特

別３着，いわき特別３着，八ヶ岳特別３着
テイエムレンジャー（10牡 ローエングリン）２勝，足立山特別２着，小峰城特別２着

３代母 ノスタルジア（83鹿 ＊サンプリンス）７勝，札幌日経賞‐OP ３着，梅田Ｓ，鳴
門Ｓ，原町特別３着
マナーリー（91牝 ラグビーボール）１勝

カゼニフカレテ（99牡 サニーブライアン）３勝，愛知杯‐Jpn3，きさらぎ賞
‐Jpn3 ３着，野路菊Ｓ‐OP ２着，etc.

コーヒーブレイク（92牡 ラグビーボール）５勝，中京３歳Ｓ‐OP ３着，フィリピン
Ｔ，阿武隈Ｓ２着，etc.，�１勝��
�入着４回

イタダキ（97牝 ＊パラダイスクリーク）不出走
セイシュンジダイ（01牡 フジキセキ）２勝，さざんかＳ‐OP ２着，鳥取特別２

着，マカオＪＣＴ３着，etc.
オジャマシマス（99牡 ＊フォーティナイナー）３勝，瀬戸特別３着

４代母 ＊サイドウオーク（70 IRE 鹿 ＊タカウオーク）GB１勝
［子］ キヨウエイウオーク（76牝 ＊ネヴアービート）７勝，短距離特別，白鷺特

別，短距離特別，etc.
キョウエイポート（81牡 ＊ネヴアービート）２勝，筑紫特別２着

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

476 トコロロ２０２０ 牡・栗 ４／１５
＊ 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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenトコロロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�サインボード青 2011 ノスタルジア

＊サイドウオーク 13c
Mr. Prospector S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 トシザマキ（07栗 デュランダル）５勝，ムーンライトＨ（芝 2000），西海賞
（芝 1800），聖護院特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（12）〕
ボナリー（15牝鹿 ＊キングズベスト）��出走�２勝��１勝�３勝
ヴァランセカズマ（17牡鹿 ＊モンテロッソ）���３勝�３勝
マックスマキ（18牝鹿 ＊モンテロッソ）��出走
ウッティンドゥルガ（19牝鹿 ＊モンテロッソ）���入着

２代母 ソルトレイクブルー（97鹿 ＊デインヒル）不出走
トシツカサオー（03牡 テイエムオペラオー）３勝
トシザユカ（04牝 ＊タイキシャトル）２勝，小樽特別２着，湯浜特別３着
トシザレイクブルー（06牝 ステイゴールド）入着３回，まりも特別２着，�２勝
サンライズジャパン（11牡 ステイゴールド）１勝，知床特別２着，�３勝
トシガール（12牝 アドマイヤムーン）�10 勝��

３代母 ラツクオメガー（83栗 トウシヨウボーイ）３勝，初雛賞
ラックマンセル（89牡 ＊ヴイテイージ）５勝，恵那特別，若戸特別２着，あざみ賞２着
ラックダイヤモンド（90牡 ＊ストームオンザルース）５勝，東海Ｓ‐OP ２着，心斎

橋Ｓ，宝塚市制４０周年記念，etc.
ヤングダリア（94牝 ＊リヴリア）不出走

ランペルティーザ（01牝 ＊トワイニング）４勝，箕面特別，妙高特別，白鳥大橋
特別２着，��１勝
ランパスインベガス（08牡 フジキセキ）２勝，出雲崎特別，弥彦特別２着，
稲城特別２着，etc.

ラブリープラネット（11牡 ダイワメジャー）１勝，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，
小倉２歳Ｓ‐G3 ３着，須賀川特別２着，etc.

レットイットライド（04	 ニューイングランド）３勝，外房特別２着，長岡特
別３着

コリコパット（06牡 ＊トワイニング）３勝，クリスマスローズＳ‐OP ２着，す
ずらん賞‐OP ３着，白鳥大橋特別３着，etc.

ウイングッドラック（96牡 ＊ヴィジョン）入着２回，
４勝�３勝，若草賞２着

販売申込者・所有者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-9080-5588
生 産 牧 場： 浦河小林牧場
飼 養 者： 浦河小林牧場＝浦河町西幌別 �090-9080-5588

477 トシザマキ２０２０ 牡・鹿 ５／３１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファストゥザグローリー ＊サンデーサイレンス

��
��
�トゥザヴィクトリー鹿 2007 ＊フェアリードール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセストシザマキ ＊デインヒル

��
��
�ソルトレイクブルー栗 2007 ラツクオメガー

＊ダーバリー 12f
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 トーホウリリー（13栗 ネオユニヴァース）�２勝
初仔

２代母 ＊トーホウガイア（01 USA栗 Unbridled's Song）入着，�９勝
トーホウブーケ（08牝 トーホウエンペラー）��１勝
トーホウアマポーラ（09牝 フジキセキ）６勝，ＣＢＣ賞‐G3，キーンランドＣ‐G3

２着，うずしおＳ，壬生特別，伊万里特別，etc.
トーホウラデン（17牡 ＊ハービンジャー）�１勝
トーホウジュナール（18牝 エイシンフラッシュ）�１勝

トーホウヴィオラ（10牝 ＊ファンタスティックライト）�１勝��
トーホウジャッカル（11牡 スペシャルウィーク）３勝，菊花賞‐G1，神戸新聞杯

‐G2 ３着，宝塚記念‐G1 ４着，天皇賞（春）‐G1 ５着，玄海特別２着，種牡馬
トーホウアスティ（12牝 ＊フレンチデピュティ）�２勝
トーホウアルテミス（15牝 ハーツクライ）３勝，海の中道特別，矢車賞，嵯峨野特

別３着，皿倉山特別３着
トーホウゴールデン（17牡 オルフェーヴル）入着，��２勝

３代母 アガミAgami（95 USA鹿 Nureyev）GB・FR入着２回

４代母 アガスリー Agacerie（81 USA鹿 Exclusive Native）USA９勝，ヴァインラ
ンドＨ‐G3，Eatontown H‐L，Pucker Up S‐L，MoonMaiden S‐L，
Kerala S‐L，etc.
［子］ ＊スリーエフ（91牝 Nureyev）３勝，五色沼特別，御嶽特別，ＨＴＢ賞２着，etc.
［孫］ レッドテラー Red Terror（00� Red Ransom）AUS３勝，ＡＴＣフラ

ンクパッカープレイト‐G3，ATC Carbine Club S‐L ２着
ゴールドアカデミーGold Academy（98� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）SIN
・MAL４勝，Patrons' Bowl‐L，Queen Elizabeth II Cup‐L
３着，Singapore Derby Trial‐L ３着

サイレントムーヴィー Silent Movie（04� ＊ロイヤルアカデミーⅡ）AU
S７勝，Tattersall's Mile‐L ２着，BRC Spear Chief H‐L ２着

ルタンティール（01牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，三木特別，隅田川特
別，播磨特別２着，etc.，�７勝

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

478 トーホウリリー２０２０ �・栗 ３／２７

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパストーホウリリー
＊ Unbridled's Song

��
��
�トーホウガイア栗 2013 Agami

16a
Mr. Prospector S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊テンダーエモーション（11 GB栗 Pivotal）GB・FR・GER２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
シゲルブイン（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�出走

２代母 シルカズシスター Silca's Sister（03 GB栗 Inchinor）GB・FR・USA２勝，
モルニー賞‐G1，カーディナルＨ‐G3 ２着
サムソナイト Samsonite（12� Pivotal）GB２勝
スタートタイム Start Time（13� Invincible Spirit）�GB・UAE５勝，ホーリス

ヒルＳ‐G3 ２着
スマートカースル Smartcastle（16 牡 Shamardal）�ITY１勝

３代母 シルカシーサ Silca‐Cisa（89 GB栗 Hallgate）GB２勝，Cammidge Trop
hy‐L ２着
ムーゾコルトMuso Corto（95� Reprimand）ITY４勝，P. Fia Breeder's C‐L

２着
ゴールデンシルカGolden Silca（96牝 Inchinor）GB・FR・IRE・GER・ITY・USA・

UAE８勝，ツークンフツレネン‐G2，ミルリーフＳ‐G2，デズモンドＳ‐G3，etc.
カリパトリア Calipatria（07 牝 Shamardal）GB・FR・GER５勝，ハノーファ

ー秋季牝馬賞‐G3，Henkel‐Trophy‐L
シルカレジェンド Silca Legend（98牡 Efisio）GB・IRE・GER・NOR・SWE・D

EN６勝，Bremer Sprint Cup‐L ２着，Jagersro Sprint‐L ２着，Kla
mpenborg Store Sprint‐L ３着，種牡馬

フォーエヴァシルカ For Evva Silca（99 牝 Piccolo）GB・IRE出走
ワルシャワWarsaw（05牡 Danehill Dancer）GB・IRE・UAE・OMN６勝，

Coolmore S‐L
＊マイネルエテルネル（10牡 Tamayuz）４勝，小倉２歳Ｓ‐G3，バーデンバーデ

ンＣ‐L，デイリー杯２歳Ｓ‐G2 ３着，etc.
グリーンマナリシGreen Manalishi（01� Green Desert）GB・FR・IRE14 勝，Q

ueensferry S‐L（２回），City Wall S‐L，Cleves S‐L ２着，etc.
シルカキアーヴェ Silca Chiave（04牝 Pivotal）GB・IRE１勝，モイグレアスタッ

ドＳ‐G1 ２着，チヴァリーパークＳ‐G1 ３着
ストリクトリーシルカ Strictly Silca（10 牝 Danehill Dancer）GB２勝，W

inkfield S‐L ２着

販売申込者・所有者： シンボリ牧場＝日高町富川東 �01456-2-2462
生 産 牧 場： シンボリ牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

479 テンダーエモーション２０２０ �・鹿 ３／１４

＊

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

＊

ピヴォタル Polar Falcon

�
�
�
�
�

��
��

�Pivotal Fearless Revivalテンダーエモーション シルカズシスター Inchinor

��
��
�Silca's Sister栗GB 2011 Silca‐Cisa

3c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ニシノアウリイ（12鹿 ＊フレンチデピュティ）��４勝
初仔

２代母 ニシノフレイア（97黒鹿 Seeking the Gold）３勝，日吉特別３着，芍薬賞３着
ニシノオルティア（06牝 ナリタトップロード）��４勝
ニシノゲイナー（08牡 タイムパラドックス）２勝
ニシノニカ（10牝 ＊スタチューオブリバティ）１勝，�５勝�１勝�
イマリシークイン（15牝 ナカヤマフェスタ）�１勝
ウインバルドル（16牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，��１勝�入着
ディープマックス（17牡 トーセンラー）��２勝�

３代母 ＊アワロイヤルブルー（91 USA鹿 Our Native）USA５勝，Cicada S‐L，
Notches Trace S，Candy Eclair S，カムリーＳ‐G2 ３着，Miss Wood
ford Breeders'Cup H‐L ２着，etc.

４代母 シンクブルーThink Blue（80 USA黒鹿 Cornish Prince）USA２勝

５代母 チョコレトボー Chocolate Beau（58 USA栗 Beau Max）USA６勝，Oh
io Valley S，Tri‐State H２着
［子］ オルメクOlmec（66牝 Pago Pago）USA５勝，Thistledown Heritag

e S，Aspirant S，Ohio Endurance S２着
サトンゴールド Satin Gold（65牡 Tulyar）USA20 勝，Ohio Valley S
，Hazel Park Inaugural H２着，Aspirant S２着，etc.，種牡馬

［孫］ ナヴァホプリンセスNavajo Princess（74 牝 Drone）USA16 勝，モリー
ピッチャーＨ‐G2，フォールズシティＨ‐G3，Violet H，etc.

ソルジャーボーイ Soldier Boy（76牡 Tumiga）USA14 勝，マサチューセッ
ツＨ‐G3，Bay State H２着，Calder H２着，etc.，種牡馬

チッペンチャージ Chip n Charge（92牝 Distinctive Pro）USA３勝，
Colin S‐L，Friar Rock S‐L ２着，Star Shoot S‐L ３着，etc.

ティーズプロスペクト Tees Prospect（87	 Tank's Prospect）USA４
勝，Long Branch S‐L，Louisville H‐L ２着，Camden Co
unty S３着

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

480 ニシノアウリイ２０２０ 
・鹿 ３／２５
＊

＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヨハネスブルグ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mythネロ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ニシノタカラヅカ栗 2011 ＊デユプリシト

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandニシノアウリイ Seeking the Gold

��
��
�ニシノフレイア鹿 2012 ＊アワロイヤルブルー

3d
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ネオヴァイン（13黒鹿 ダノンシャンティ）入着，��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
バトラーアルゴ（19牡黒鹿 フリオーソ）�地方未出走

２代母 ネオヴェリーベリー（06黒鹿 ＊ホワイトマズル）�１勝��１勝�入着
ネオヴィットーリア（14牝 ディープブリランテ）�１勝
ヴィクトリアノヴァ（17牡 ネオヴァンドーム）���１勝

３代母 サンセットバレー（98鹿 ＊グルームダンサー）出走
カウントオンミー（03牝 バブルガムフェロー）１勝，�２勝

ドライヴナイト（13� ＊カジノドライヴ）６勝，すばるＳ‐L，福島民友Ｃ‐L ２
着，ギャラクシーＳ‐OP ３着，etc.，��１勝�入着��	

ケイサンフリーゼ（18牝 リオンディーズ）�１勝，寒椿賞２着
クリムゾンベガ（04牡 アドマイヤベガ）４勝，若潮賞，汐留特別，天竜川特別２着，etc.，


２勝�
セトノメジャー（07牡 ゴールドアリュール）４勝，ＨＴＢ賞３着

４代母 スカーレットリボン（85栗 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2，
ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，ターコイズＳ‐OP ３着，紅梅賞，etc.
［子］ タヤスアンティーム（95牡 ＊トニービン）６勝，東海Ｓ‐Jpn2 ３着，関越

Ｓ‐OP ２着，北陸Ｓ‐OP ２着，etc.
リボンアート（01牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，朱雀Ｓ，西部日刊スポ
ーツ杯，小郡特別，etc.

リボンアンドボウ（93牡 ＊クリエイター）４勝，玄海特別，英彦山特別
［孫］ リボントリコロール（10牝 ＊チチカステナンゴ）２勝，紫苑Ｓ‐LR ２着，

秋華賞‐G1 ５着，出雲崎特別
オースミマイカ（08牝 ディープインパクト）２勝，忘れな草賞‐OP ３着
キーンゲイル（03� スペシャルウィーク）４勝，加古川特別，御嶽特別，
樟葉特別２着，etc.

カイルアロマンス（09牝 デュランダル）１勝，りんどう賞３着
［曾孫］ ショウナンパンサー（16� ショウナンカンプ）�３勝，神奈川新聞杯，柏

崎特別２着，早鞆特別２着

販売申込者・所有者： 山田 昇史＝浦河町上向別 �0146-22-0637
生 産 牧 場： 山田 昇史
飼 養 者： Ｇａｔｅｓ Ｓｔａｂｌｅ＝新冠町節婦町 �090-3340-3100

481 ネオヴァイン２０２０ �・鹿 ５／２３
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

フジキセキ

�
�
�
�
�

��
��

�ダノンシャンティ ＊シャンソネットネオヴァイン ＊ホワイトマズル

��
��
�ネオヴェリーベリー黒鹿 2013 サンセットバレー

＊スカーレツトインク 4d
Blushing Groom S5×M5 Halo M5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノプロミネンス（98鹿 ＊ブライアンズタイム）５勝，大雪Ｈ（Ｄ1700）２着，
湾岸Ｓ（芝 2500）３着，新涼特別（Ｄ1400）３着
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－４（９）〕
ニシノミーチャン（06牝鹿 キングカメハメハ）３勝，早鞆特別（Ｄ1700）３着

ブルーカルセドニー（18牝 ディープブリランテ）�２勝，フローラルＣ，ブロ
ッサムＣ２着

ニシノマドカ（07牝鹿 ジャングルポケット）１勝，�５勝
ナイママ（16牡 ダノンバラード）�２勝，札幌２歳Ｓ‐G3 ２着，札幌日経ＯＰ

‐L ３着，コスモス賞‐OP，巴賞‐OP ３着，五稜郭Ｓ，�１勝
ロケラニセブン（16牝栗 ストロングリターン）���１勝
フレアリボン（17牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）�２勝
キタノサブライム（18牡栗 グランデッツァ）���１勝

２代母 ブランドノーブル（90鹿 ＊シエルシユールドール）５勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3
３着，ターコイズＳ‐OP，加治川特別，佐渡Ｓ，べにばな賞，etc.
ニシノサブライム（99牡 フジキセキ）６勝，サンシャインＳ，初茜賞，昇仙峡特別，

石狩特別，天竜川特別３着，etc.
ニシノニチリン（00牝 メジロマックイーン）３勝，大倉山特別２着

ニシノシャイナー（07牡 ＊ムーンバラッド）１勝
ニシノキングダム（02牡 スペシャルウィーク）�５勝
ニシノフリーダム（03牡 アグネスタキオン）３勝，夏木立賞３着，山吹賞３着
ニシノサブリナ（06牝 ＊マリエンバード）�２勝
マイネルウインザー（07牡 ＊ロージズインメイ）入着４回，�３勝�５勝��入着２回

３代母 ニシノマツサリア（84鹿 ＊マグニテユード）入着２回

４代母 エリシヤ（77栗 ＊シヤトーゲイ）��１勝

５代母 ラポートターフ（68栗 ＊ラヴアンダン）１勝
［子］ アサクサシンモン（75牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，北九州記念３着，御嶽特

別，西日本新聞杯，��２勝
［孫］ ビジネスチャンス（97牡 クエストフォベスト）２勝，寒梅賞３着，�１勝
［曾孫］ サンフラツト（85牝 ＊タクラマカン）��７勝，クイーン賞２着

販売申込者・所有者： ㈲山田牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2446
生 産 牧 場： ㈲山田牧場
飼 養 者： エレガンスファーム＝浦河町堺町東 �080-1885-4409

482 ニシノプロミネンス２０２０ 	・鹿 ４／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayニシノプロミネンス ＊シエルシユールドール

��
��
�ブランドノーブル鹿 1998 ニシノマツサリア

＊マツサリア 12c
Roberto M3×S4 Hail to Reason M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ネイビートウショウ（99鹿 ＊アフリート）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（６）〕
トウショウヒルズ（04牡栗 ニューイングランド）１勝，��５勝
リゾートタイム（18牝鹿 フリオーソ）�出走，���１勝
ブレットプルーフ（19牡鹿 エイシンフラッシュ）�出走

２代母 ＊セーラーズウェルズ（88 IRE 鹿 Sadler's Wells）FR入着２回
ミニヨントウショウ（94牝 トウシヨウペガサス）２勝，新津特別
メルヘントウショウ（95牝 ＊クリエイター）１勝

レトロトウショウ（00牝 ＊マイニング）１勝
トウショウクラウン（08牡 ゴールドアリュール）５勝，アハルテケＳ‐OP
２着，梅田Ｓ，もちの木賞，下総Ｓ２着，etc.，��出走，全日本２歳
優駿‐Jpn1 ５着

３代母 ムルワラMourwara（80 IRE 鹿 Wolver Hollow）GB出走
マスターフリートMasterfleet（86 牡 Be My Guest）GER３勝，Scherping‐Re

nnen‐L ２着，Badener Jugend‐Preis‐L ２着，Suchard Sprint C
‐L ３着

チューズデイモーニングTuesday Morning（87牝 Sadler's Wells）不出走
デインヒルミュージックDanehill Music（03 牝 Danehill Dancer）IRE４勝，

パークイクスプレスＳ‐G3，Celebration S‐L，パークイクスプレス
Ｓ‐G3 ２着，etc.
スーシカル Seussical（10� Galileo）GB・IRE３勝，Nijinsky S‐L ３着

４代母 ミスメロディMiss Melody（70 IRE 鹿 Tudor Melody）GB１勝，モールコ
ームＳ２着，シートンディラヴァルＳ２着
［子］ マサリカMasarika（81 牝 Thatch）FR・IRE４勝，仏１０００ギニー‐G1，

ロベールパパン賞‐G1，ボワ賞‐G3，etc.
［孫］ マスヤールMassyar（90 牡 Kahyasi）GB・IRE・USA・UAE７勝，ガリ

ニュールＳ‐G2，Leopardstown 2000 Guineas Trial S‐L，愛２０００
ギニー‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 片岡 博＝新ひだか町東静内 �0146-44-2120
生 産 牧 場： 片岡 博
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

483 ネイビートウショウ２０２０ 牡・鹿 ５／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ Mr. Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アフリート Polite Ladyネイビートウショウ
＊ Sadler's Wells

��
��
�セーラーズウェルズ鹿 1999 Mourwara

14c
Mr. Prospector M3×S4

価格： 購買者：



母 ピンナップガール（12黒鹿 マイネルセレクト）�１勝��入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
タラモア（18牝鹿 ヴァンセンヌ）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

484 ピンナップガール２０２０ �・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ステイゴールド

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

��
��
�レーゲンボーゲン鹿 2013 レインボーファスト

＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルセレクト ウメノアスコットピンナップガール
＊

＊ダンシングブレーヴ

��
��
�ゲイリーエンジェル黒鹿 2012 ノーブルグラス

20a
ノーザンテースト S5×M5

価格： 購買者：



母 ハルランマン（07黒鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：地方－４（９）〕
アブリコ（13牝青鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝�１勝���
グルタスマキシマス（14牡栗 ＊タイキシャトル）��１勝�２勝
ヒロノカガヤキ（16牡栗 ＊タイキシャトル）�１勝�１勝��１勝
オールドブラフ（18牡栗 ＊アグネスデジタル）���１勝
マリンカカリンカ（19牝鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲稲葉牧場＝新ひだか町三石歌笛 �090-7053-8963
生 産 牧 場： ㈲稲葉牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

485 ハルランマン２０２０ 牡・青鹿 ４／１１

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラハルランマン
＊ Woodman

��
��
�ロスケイ黒鹿 2007 Mount Holyoke

3c
Literat S5×S5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 バイタルクィーン（07黒鹿 ＊プリサイスエンド）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），海外－１（１），地方－４（８）〕
フジノダイヤ（11牝鹿 マーベラスサンデー）�３勝���
ファイアリシンゾウ Fiery Shinzo（12�青鹿 オンファイア）１勝，SIN・MAL１勝
シゲルムロアジ（13牡青鹿 ゴールドヘイロー）１勝
アマン（14牝青鹿 ゴールドヘイロー）��１勝
エンリグロリア（17牝鹿 トゥザグローリー）���入着�２勝
ココロイキ（18牡鹿 フリオーソ）���２勝

２代母 コンテッサクィーン（99鹿 ＊カーネギー）不出走
ムサシボー（03牡 ブラックタキシード）�７勝�４勝	４勝�入着２回
�，福山

大賞典，六甲盃２着，梅見月杯２着，スプリングＣ２着
エムワイスパイナル（05牡 マーベラスサンデー）��２勝
ディーズスイープ（08牝 ＊プリサイスエンド）��２勝
ハナドケイ（10牝 アドマイヤマックス）�１勝��
アイファーアイドル（15牝 ゴールドヘイロー）�１勝

３代母 ＊コンテッサⅡ（88 USA黒鹿 Blushing Groom）GB１勝
ロマンスフリージア（98牝 ＊ブライアンズタイム）不出走

スペースフライト（04牡 ＊タバスコキャット）５勝，山科Ｓ，由布院特別３着

４代母 ラストフェザー Last Feather（79 USA黒鹿 Vaguely Noble）GB・FR２勝，
ミュージドラＳ‐G3，Rochford Thompson Newbury S，英オークス‐G1
３着
［子］ プレシャスフェザー Precious Feather（97 牝 GoneWest）USA５勝，

Born Famous H‐L，Judy's Red Shoes S‐L，Noble Royalty
H‐L，etc.

ルズナマ Ruznama（93牝 ＊フォーティナイナー）GB４勝，City of Yor
k S‐L，Oh So Sharp S‐L，メイヒルＳ‐G3 ３着

［孫］ ＊オーサムフェザー（08牝 Awesome of Course）USA10 勝，ＢＣジュヴェ
ナイルフィリーズ‐G1，ガゼルＳ‐G1，Nasty Storm S‐L，etc.

エルムタバキ Elmutabaki（96� Unfuwain）GB２勝，July Trophy‐L

販売申込者・所有者： ㈲加野牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2633
生 産 牧 場： ㈲加野牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

486 バイタルクィーン２０２０ 牡・鹿 ５／２２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト
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�

＊ウインドインハーヘアダノンバラード
＊ Unbridled

��
��
�レディバラード黒鹿 2008 Angelic Song

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�プリサイスエンド Preciselyバイタルクィーン ＊カーネギー

��
��
�コンテッサクィーン黒鹿 2007 ＊コンテッサⅡ

5g
Halo S4×S4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 パステルモーブ（13鹿 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：１〕
テーオーステラ（18牝青鹿 エイシンフラッシュ）�出走，�入着

２代母 パパラチア（03鹿 ＊グラスワンダー）４勝，仲秋特別，ホンコンＪＣＴ２着，
葉山特別２着，セレブレイション賞２着，佐渡金銀山特別２着，etc.
シグナルアロー（12牡 ＊ハービンジャー）１勝
ロードライト（15牝 ヴィクトワールピサ）２勝

３代母 ＊ラッキーソングⅡ（86 USA鹿 Seattle Song）GB・FR・USA５勝，パークヒ
ルＳ‐G2，Radley S‐L，シルヴァーベルズＨ‐G2 ３着，ランカシャーオーク
ス‐G3 ２着，Lupe S‐L ３着
ラッキーダイ Lucky Di（92� Diesis）GB２勝，Magnolia S‐L，ブリガディア

ジェラルドＳ‐G3 ２着
ヘリテジホール Heritage Hall（97� Fairy King）FR・IRE・USA４勝，Half M

oon Bay S

４代母 ラッキーアス Lucky Us（76 USA鹿 Nijinsky）不出走
［子］ ポロックスラック Pollock's Luck（91牡 ＊ポリッシュネイビー）USA６勝，

アスコットＨ‐G3，Pomona Invitational H‐L，Rising Mark
et S‐L，etc.，種牡馬

ビッドアス Bid Us（80牡 Bold Bidder）USA６勝，Bel Air H‐L，
Saratoga H‐L ２着，Albany H‐L ３着，etc.，種牡馬

［孫］ リターントゥパラダイス Return to Paradise（05 牝 El Prado）USA３勝，
Hatoof S，Swinging Mood S‐L ２着，Holly S３着

アナイエレイト Annihilate（94 牡 Salt Lake）USA３勝，Peteski H，
Achievement H‐R ２着，Col. R. S. McLaughlin H‐L ３着，etc.，
種牡馬

コヤ Coya（03牝 Deputy Minister）USA４勝，HBPA City of Ranson H
［曾孫］ キャソリックボーイ Catholic Boy（15牡 More Than Ready）USA７

勝，トラヴァーズＳ‐G1，ベルモントダービー‐G1，ディクシーＳ
‐G2，etc.，種牡馬

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

487 パステルモーブ２０２０ �・黒鹿 ２／２４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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� キングカメハメハ
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＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊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パステルモーブ ＊グラスワンダー

��
��
�パパラチア鹿 2013 ＊ラッキーソングⅡ

9g
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バリュアットリスク（02鹿 ＊エルコンドルパサー）１勝
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－６（24）〕
ジャイロプレーン（09牝栗 ネオユニヴァース）�６勝
リジカーレ（10牡栗 ゴールドアリュール）�10 勝�入着５回��
グランドバリュー（11牝黒鹿 マンハッタンカフェ）��１勝�

グランフォロミー（18牡 ストロングリターン）	�入着４回�１勝，東北優駿
２着，金杯２着，寒菊賞２着，スプリングＣ３着

アバオアクー（12
鹿 ゴールドアリュール）	３勝，成田特別（Ｄ2400）３着，伊
勢佐木特別（Ｄ2100）３着

コウエイスズラン（13牝鹿 ゴールドアリュール）�１勝�１勝
ウインシェフィン（16牝鹿 グランプリボス）�４勝
シュンビバーチェ（17牝鹿 ＊バトルプラン）	�１勝��入着
レベルクリア（19牡栗 ＊ラニ）	地方未出走

２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，丹沢Ｓ，鳥栖特別，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

スマートエンブレム（03牡 アグネスタキオン）入着３回，�２勝��２勝，種牡馬
スマートソロモン（06牡 マンハッタンカフェ）�９勝�入着
ディスコナイト（09牝 ゴールドアリュール）�１勝��１勝�３勝

３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
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

販売申込者・所有者： 桑嶋 峰雄＝新ひだか町静内豊畑 �090-3390-8127
生 産 牧 場： 桑嶋 峰雄
飼 養 者： ㈲カタオカステーブル＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2800

488 バリュアットリスク２０２０ �・鹿 ４／２７

＊

タピット Pulpit

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 Tapit
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�
� Tap Your Heelsラニ ＊サンデーサイレンス
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��
�ヘヴンリーロマンスUSA 芦 2013 ＊ファーストアクト

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�
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��

�エルコンドルパサー ＊サドラーズギャルバリュアットリスク ＊ノーザンテースト

��
��
�ディスコホール鹿 2002 ＊ダンスカントリー

12c
Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Seattle Slew S5×M5
価格： 購買者：



母 ネオファンシー（08栗 ネオユニヴァース）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（11）〕
ルックフォワード（14牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�１勝��２勝

�２勝�
ウォーターマゼラン（16牡芦 ＊クロフネ）入着２回，��１勝��１勝
トネール（17牝鹿 ＊ヨハネスブルグ）�	入着�３勝�
デシレー（18牝栗 ＊ダンカーク）�出走

２代母 ステンレスダンサー（92栗 ＊ジェイドロバリー）２勝，伏見特別２着，堀川特
別２着，須磨特別３着，宇治川特別３着，洞爺湖特別３着
フェイドレス（00牝 バブルガムフェロー）２勝

フェイドレスシーン（05牝 タニノギムレット）３勝，初茜賞３着
ファインスティール（02牡 タヤスツヨシ）１勝，河原町特別２着，�１勝
２勝�

	入着３回
ミリオンダンサー（07牝 ネオユニヴァース）	３勝�２勝

ミスビクトリア（12牝 スクリーンヒーロー）	１勝��

３代母 シヤダイダンサー（77栗 ＊ノーザンテースト）４勝，阪神４歳牝馬特別，京成
杯３歳Ｓ，桜花賞３着，サンスポ４歳牝馬特別３着，ＣＢＣ賞２着，etc.
デキシークイーン（85牝 ＊リアルシヤダイ）２勝，勿来特別，紅葉特別３着，本宮特

別３着
ラグタイムダンサー（86牝 ＊デイクタス）１勝

エーブジャパン（94牡 ニホンピロウイナー）１勝，�３勝	12 勝��，百万石
賞３着，スプリンターズＣ（２回），若草賞２着，etc.

イブキテヂカラオー（91牡 ＊ミルジヨージ）３勝，すみれＳ‐OP，雪割草特別

４代母 ＊ナツシングライクアダム（66 USA鹿 Beau Purple）不出走
［孫］ リフィニッシュ Refinish（77 牝 Round Table）USA４勝，ボイリングスプ

リングズＳ‐G3，Lamb Chop H２着，San Gorgonio H３着
マインインスペクターMine Inspector（92 ＊マイニング）USA４勝，
Kentucky Cup Starter H‐R，John B. Connally Turf H‐L ３着，
Indiana Derby‐L ３着

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

489 ネオファンシー２０２０ �・鹿 ３／２２
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲
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� シンボリクリスエス
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�
� 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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスネオファンシー ＊ジェイドロバリー

��
��
�ステンレスダンサー栗 2008 シヤダイダンサー

＊ナツシングライクアダム 17b
Mr. Prospector S4×M4 Nijinsky S4×M5 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ノワゼット（01鹿 ＊ウォーニング）出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－５（17）〕
ジェニーナ（06牝青鹿 ジェニュイン）�１勝���入着７回
ケイティズリング（09牝栗 ＊ケイムホーム）��３勝
ミナレット（10牝鹿 スズカマンボ）５勝，ターコイズＳ‐L（芝 1600），ヴィクトリ

アマイル‐G1 ３着，パラダイスＳ‐OP（芝 1400）３着，豊栄特別（芝 1400），朝
日岳特別（芝 1400）２着，木更津特別（芝 1600）３着

タネホカホカ（13牡栗 ＊アサクサデンエン）入着，�１勝��３勝
ヘーゼル（15牝青鹿 スズカマンボ）�２勝
バトルバーリライ（16牡栗 ＊バトルプラン）���７勝
バトルビーナス（17牝鹿 ＊バトルプラン）��出走

２代母 ＊ファーディーン（95 USA栗 ＊ファーディナンド）２勝，きんせんか賞
フェリサティー（03牝 ＊タバスコキャット）	２勝
ラスカーラ（04牝 ＊オペラハウス）１勝
トロイオンス（05
 ＊コロナドズクエスト）２勝
クォーク（06牝 ネオユニヴァース）�９勝
デプラータ（07牡 ＊グラスワンダー）２勝，��１勝
ベルボーム（13牝 フサイチリシャール）	16 勝�

３代母 コンキストConquisto（84 USA栗 Conquistador Cielo）USA１勝
＊バンフ（93牡 ＊オジジアン）３勝，大阪－ハンブルクＣ‐OP ２着，淡路特別，琵琶

湖特別２着，etc.

４代母 ガウリGauri（78 USA栗 Sir Ivor）USA４勝，High Voltage S２着
［子］ ヴィスワWisla（83 牝 Danzig）USA６勝，Sarsar S‐L，Honorabl

e Miss S‐L，マスケットＳ‐G1 ２着
［孫］ ドローDraw（93牡 Private Account）USA５勝，R.R.M. Carpenter Jr

. Memorial S‐L，ウェストチェスターＨ‐G3 ２着，Gulfstream U
nbridled S‐L ２着，etc.，種牡馬

［曾孫］ センセイション Sensation（03牝 Dixie Union）USA３勝，アスタリタ
Ｓ‐G3，Dearly Precious S２着，Road Princess S３着

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

490 ノワゼット２０２０ �・黒鹿 ４／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�初年度産駒２歳 ハーツクライ
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�
� 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

＊ Known Fact
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�
�
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��

�ウォーニング Slightly Dangerousノワゼット
＊

＊ファーディナンド

��
��
�ファーディーン鹿 2001 Conquisto

1l
Halo S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Mr. Prospector S5×M5
価格： 購買者：



母 ハルダル（07栗 ゴールドアリュール）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（８）〕
ブランオラージュ（14�芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，��１勝��，

園田ＦＣスプリント（Ｄ0820）２着
ピリリ（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）���４勝�３勝�
ヒロノゴウカイ（19牡鹿 ＊ダノンレジェンド）�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

マイネルインペリオ（10牡 スマートカイザー）��８勝�４勝

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

ットＳ‐OP
シーダーアラジ（99牝 ＊アラジ）出走

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

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

賞２着

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

491 ハルダル２０２０ �・鹿 ４／３０
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

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤハルダル ＊クリスタルグリツターズ

��
��
�ルシールシーダー栗 2007 パワーシーダー

＊ロゼツタ 13a
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ハルワカ（03鹿 ワカオライデン）��２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：地方－５（13）〕
ハルサンサン（08牝鹿 ＊サウスヴィグラス）���１勝・４勝，ＴＣＫ女王盃

‐Jpn3，東京シンデレラマイル（Ｄ1600）２着，ロジータ記念（Ｄ2100）２着，
戸塚記念（Ｄ2100）３着

ハルノメザメ（11牡黒鹿 ＊ヨハネスブルグ）��４勝
ハルロック（16牝黒鹿 ヴァーミリアン）��１勝��入着２回
ジョーグラフェン（17牡鹿 エピファネイア）��１勝
ナツハヨル（18牝鹿 キズナ）��２勝

２代母 ホリワカ（93黒鹿 ホリスキー）�２勝
ライデンエミリー（99牝 ワカオライデン）�２勝
イタンジ（04牡 ワカオライデン）�１勝��１勝	
キリンジ（05牡 ワカオライデン）�３勝��１勝，九州ジュニアＣｈ３着

３代母 ダスシエーネ（85鹿 ＊ボールドリツク）出走
ベルランス（92牡 ＊ベルマン）
７勝，新潟ジュニアＣ３着

４代母 イチワカ（78栗 ＊コントライト）入着
［子］ キオイドリーム（86牝 ＊マグニテユード）６勝，スプリンターズＳ‐Jpn1

５着，キャピタルＳ‐OP，札幌日刊スポーツ杯‐OP，etc.
［孫］ ドリーミーオペラ（02牡 ＊オペラハウス）５勝，卯月Ｓ，松島特別，秋嶺

Ｓ３着
サンライズテースト（98� ＊ノーザンテースト）６勝，なにわＳ，橿原Ｓ
２着，門松Ｓ２着，etc.

［曾孫］ ウィンガールハート（05牝 ニューイングランド）��１勝，ローレル賞３着
パワースラッガー（11牡 ウインラディウス）４勝，富里特別，古作特別，
黄梅賞，etc.

ヤマノレオ（10� ＊グラスワンダー）４勝，芦屋川特別，芦屋川特別２着，
フィリピンＴ３着，�３勝

マッシヴカイザー（04牡 ＊デザートキング）入着７回，荒川峡特別２着，
桑名特別３着

販売申込者・所有者： 三村 卓也＝新冠町新栄 �090-3891-0019
生 産 牧 場： 三村 卓也
飼 養 者： ＹＴＴパートナーシップ＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2280

492 ハルワカ２０２０ ・鹿 ４／１０

＊

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

＊ロイヤルスキー

�
�
�
�
�

��
��

�ワカオライデン オキワカハルワカ ホリスキー

��
��
�ホリワカ鹿 2003 ダスシエーネ

＊星若 3
ワカクモM4×M5 Nijinsky S5×M5

価格： 購買者：



母 パンズラビリンス（11鹿 メイショウサムソン）１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ガニュメデスレイ（17牡鹿 オルフェーヴル）入着２回，���出走
スワーヴジョーダン（18�栗 オルフェーヴル）�入着

２代母 アスクデピュティ（04栗 ＊フレンチデピュティ）５勝，白富士Ｓ‐L ３着，紫苑
Ｓ‐L ３着，ウェルカムＳ，尖閣湾特別２着，鳥屋野特別２着
ミュゼスルタン（12牡 キングカメハメハ）３勝，新潟２歳Ｓ‐G3，ＮＨＫマイルＣ

‐G1 ３着，青梅特別，種牡馬
アバディーン（17牡 ルーラーシップ）�２勝��１勝
アスクミーホワイ（18牝 ドゥラメンテ）���１勝

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

あけび賞３着
シルバーウエイブ（09牡 ジャングルポケット）２勝，水仙賞
セトノフラッパー（10牝 ＊タイキシャトル）３勝，西郷特別，瀬戸内海特別２着，

太宰府特別２着，etc.
シャドウアプローチ（13牡 ジャングルポケット）２勝，朝日杯フューチュリテ

ィＳ‐G1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐G2 ３着，ききょうＳ‐OP

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

札幌日経ＯＰ‐OP，嵐山Ｓ‐OP，etc.，�１勝�２勝�１勝，種牡馬
ダイワジアン（96牡 ＊ノーザンテースト）６勝，中山記念‐Jpn2 ３着，福
島ＴＶＯＰ‐OP ２着，白秋Ｓ，etc.

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

ラバンディエーラ（00牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，摂津特別
ナショナルホリデー（04牝 ダンスインザダーク）３勝，鳥屋野特別

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 社台ファーム
飼 養 者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621

493 パンズラビリンス２０２０ �・鹿 ４／ ３

＊

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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンパンズラビリンス ＊フレンチデピュティ

��
��
�アスクデピュティ鹿 2011 マルカコマチ

＊ハニードリーマー 23b
Deputy Minister M4×S5

価格： 購買者：



母 バンダ（08栗 キングヘイロー）�３勝��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－３（16）〕
ショウブノセック（14牡栗 ＊サウスヴィグラス）入着，�３勝
ミラクルダマスク（15牝鹿 ＊スウェプトオーヴァーボード）��入着��３勝�３勝

�，早池峰スーパースプリント（Ｄ1000）２着，日本海スプリント（Ｄ0900）３着
ゼットプレミアム（16牡栗 ＊サウスヴィグラス）��出走�７勝��
トーケンアーサー（18牝栗 ＊サウスヴィグラス）���入着�入着４回

２代母 シュンラン（94栗 ＊サンデーサイレンス）２勝，仁山特別２着，まりも特別２着
カントリーソング（01牝 ＊ティンバーカントリー）�１勝
デューティアス（02牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）�７勝�４勝�入着７回
パフィオペディラム（03牝 フサイチコンコルド）�３勝��６勝，ＴＣＫディスタ

フ（２回），しらさぎ賞２着，トゥインクルレディ賞２着，船橋記念３着，アフ
ター５スター賞３着，etc.

チェリークラウン（04牡 ＊チーフベアハート）１勝，巻機山特別２着，�３勝��，
種牡馬

ミリオンキッス（06牝 ＊エアエミネム）�１勝�入着

３代母 ウイルタイムオン（88鹿 アスワン）入着
モエレタイムオン（03牡 ＊シャンハイ）入着３回，クリスマスローズＳ‐OP ３着，

�２勝��１勝

４代母 ヨドセローナ（76鹿 ＊エルセンタウロ）入着２回
［子］ リアルバースデー（86牡 ＊リアルシヤダイ）２勝，日本ダービー‐Jpn1 ２

着，菊花賞‐Jpn1 ３着，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ２着，etc.
［曾孫］ 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
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，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，etc.

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
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.

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

494 バンダ２０２０ 
・栗 ３／２０
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

�
�
�
�
�
�
�
�
� Tee Kayストロングリターン

＊ Smart Strike

��
��
�コートアウト鹿 2006 ＊アザール

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローバンダ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シュンラン栗 2008 ウイルタイムオン

＊パロクサイド 8f
Halo M4×M4 Hail to Reason S5×M5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 バトルアンコール（10鹿 フジキセキ）�入着２回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（４）〕
アズーロ（15牝鹿 ストロングリターン）�１勝�
アンコールステージ（16牝栗 スマートファルコン）�２勝
アジアノジュンシン（18牝鹿 ＊アジアエクスプレス）�１勝
ウイスキータイム（19牝鹿 エスポワールシチー）��１勝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯
‐G3，マイルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.

販売申込者・所有者： 門別 敏朗＝日高町門別本町 �01456-2-5158
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

495 バトルアンコール２０２０ 	・鹿 ５／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーバトルアンコール ＊ヘクタープロテクター

��
��
�プリンシパルマーゴ鹿 2010 プリンセスアーニャ

＊マジツクゴデイス 1s
サンデーサイレンス S3×M3 Hail to Reason S5×S5×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ホーチャム（12鹿 ステイゴールド）�４勝�２勝��入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
ボルドーラドール（19牡鹿 メイショウサムソン）��１勝

２代母 ラプターセイハート（08鹿 ＊トワイニング）１勝
ディックウイン（13牝 ゴールドアリュール）�３勝
トワイライトライフ（14牝 ゴールドアリュール）４勝，周防灘特別
アリア（15牝 ダイワメジャー）３勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着，ＳＴＶ杯，なずな賞，

ＨＢＣ賞２着，潮騒特別２着，etc.
エヌワイパフューム（16牝 ジャスタウェイ）�１勝
イトシキオモイ（17牝 ハーツクライ）入着，���１勝

３代母 リリウム（05芦 ＊クロフネ）不出走
アイスフォーリス（09牝 ステイゴールド）３勝，オークス‐G1 ３着，フローラＳ

‐G2 ２着，中山牝馬Ｓ‐G3 ２着，etc.
カイザースクルーン（16� ルーラーシップ）�１勝，芙蓉Ｓ‐OP ３着，荒川峡

特別３着
フリティラリア（10牝 アドマイヤムーン）１勝

ファルヴォーレ（18牡 ドゥラメンテ）�２勝，雲仙特別２着
バレリオ（15牡 ステイゴールド）�４勝，メトロポリタンＳ‐L ２着，丹頂Ｓ‐OP

２着，オリオンＳ，etc.

４代母 ＊ベゴニア（83 USA鹿 Plugged Nickle）USA出走
［子］ フサイチシンイチ（93牡 ＊ノーザンテースト）４勝，目黒記念‐Jpn2 ３着，

陣馬特別，白藤Ｓ，etc.
リトルトゥ－マッチ Little Too Much（90� Storm Bird）GB・FR・G
ER・USA３勝，オステルマンポカール‐G3 ３着

オースミジャイアン（94牡 ＊ノーザンテースト）３勝，八瀬特別，佐渡Ｓ
２着，鳴滝特別２着，etc.

スターマーケット（01牡 ＊ブロッコ）４勝，恵山特別，深秋特別３着
フサイチジハード（97牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，障害２勝，東京オー
タムジャンプ‐JG3 ３着

販売申込者・所有者： シグラップファーム＝日高町賀張 �090-8707-9113
生 産 牧 場： シグラップファーム
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

496 ホーチャム２０２０ �・鹿 ３／ ３

＊

フォレストリー Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Forestry

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

��
��
�Pretty DiscreetUSA 鹿 2003 Pretty Persuasive

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュホーチャム ＊トワイニング

��
��
�ラプターセイハート鹿 2012 リリウム

＊ベゴニア 13c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 フォーモサマンボ（11栗 ＊ノボジャック）不出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（２）〕
メイショウナリカク（16牡鹿 メイショウボーラー）入着，�１勝�
スナークレジスト（17牡鹿 トゥザグローリー）入着２回，��１勝�入着
フェアリーリング（18牝鹿 ワールドエース）�１勝

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

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

クリスマスＣ２着，青嵐賞２着，etc.

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

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲高昭牧場＝浦河町野深 �0146-27-4407
生 産 牧 場： ㈲高昭牧場
飼 養 者： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

497 フォーモサマンボ２０２０ 牡・栗 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ワールドエース
＊ Acatenango

��
��
�マンデラ鹿 2009 Mandellicht

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�ノボジャック ＊フライトオブエンジェルスフォーモサマンボ
＊ Nureyev

��
��
�リアフォーモサ栗 2011 Sex Appeal

8f
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ブライスガウ（13栗 ＊パイロ）３勝，香嵐渓特別（Ｄ1400）２着，沈丁花賞
（Ｄ1400）２着
初仔

２代母 プリモスター（01鹿 ＊サンデーサイレンス）５勝，大倉山特別，朝里川特別，
札幌日刊スポーツ杯２着，若潮賞２着，おおぞら特別２着，etc.

＊ハナライ（08牝 Medaglia d'Oro）��４勝
ワークアンドラブ（15牡 ＊シニスターミニスター）２勝，���５勝�２勝�入

着，サンタアニタＴ，マイルＧＰ，川崎マイラーズ２着，ブリリアントＣ
３着，金盃３着，etc.

＊プリモスズカ（09牡 Lawyer Ron）１勝
スザク（11牡 キングカメハメハ）２勝，����入着３回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着
レジェンドセプター（12牡 キングカメハメハ）���７勝
ラヴィンユー（14牝 ＊ワークフォース）�２勝�１勝���
メテオスウォーム（16牡 ロードカナロア）入着４回，��２勝�３勝

３代母 ＊チーター（92 USA栗 Seeking the Gold）３勝，喜多方特別３着，里見特別３着
ナリタヘリオス（99牡 ＊ラムタラ）２勝，新津特別３着
バンドマスター（02牡 ＊パントレセレブル）３勝，成田特別３着，甲斐路特別３着，

�４勝	１勝
３勝��入着４回
グレートハーベスト（03牝 ＊サンデーサイレンス）出走

マイネルクロップ（10牡 ＊クロフネ）６勝，マーチＳ‐G3，etc.，障害２勝，�
１勝��，佐賀記念‐Jpn3，佐賀記念‐Jpn3 ２着

マイニングゴールド（04牡 ＊フレンチデピュティ）１勝，くるみ賞２着，�７勝��
入着��

タイキジャガー（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，滝桜賞２着
アフリカンハンター（08牡 アグネスタキオン）４勝，�１勝�１勝�，すずらん賞

３着，岩鷲賞３着，早池峰賞３着

４代母 ステッピングハイ Stepping High（69 USA鹿 No Robbery）USA４勝，メ
イトロンＳ２着，アルシバイアディズＳ３着
［子］ バッカルー Buckaroo（75牡 Buckpasser）USA５勝，サラナクＳ‐G2，

ピーターパンＳ‐G3，ホイットニーＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

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

498 ブライスガウ２０２０ 牡・栗 ４／３０

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionブライスガウ ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリモスター栗 2013 ＊チーター

11g
Mr. Prospector M5×M5

価格： 購買者：



母 ピンクパレット（13栗 オレハマッテルゼ）�３勝��１勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ドキ（19牡栗 ビッグアーサー）�未出走

２代母 スプリングパレット（03栗 ＊タイキシャトル）出走
キセツノオキテ（08牝 ＊ルールオブロー）�３勝
ユキノベアハート（09牡 ＊チーフベアハート）�10 勝，土佐秋月賞２着
パーティメーカー Party Maker（12 牡 ＊パイロ）�１勝�２勝��１勝，全日本２歳

優駿‐Jpn1 ５着，東京ダービー２着，黒潮盃３着，せきれい賞，ジュニアＧＰ
メタルフリー（14牡 ＊ロードアルティマ）�６勝��入着６回�

３代母 シヨウワハナミ（85鹿 サンシヤインボーイ）１勝
ブリットレーン（99牡 サクラローレル）６勝，札幌日経ＯＰ‐L ３着，湾岸Ｓ，潮来

特別，etc.，	１勝�４勝

４代母 ヒカルカマタ（67鹿 ＊アイアンリージ）２勝，黄菊賞
［子］ ホースメンホープ（73牡 ＊ムーテイエ）６勝，日本経済新春杯，中京記念，

阪神大賞典３着，etc.
タケノハナミ（82牝 ＊ハードツービート）５勝，ローズＳ‐Jpn2，支笏湖特別
ニッショウキング（75牡 ＊ムーテイエ）５勝，クモハタ記念，東京新聞杯
２着，金杯３着，etc.

ミヤコメルド（72牡 ＊ロムルス）10勝，福島記念２着，札幌記念２着，道
新杯，etc.

ゼロイバア（77牡 ＊ステインテイノ）２勝，露草賞
オールフオアーワン（83牡 ＊ラデイガ）入着，駒草賞３着，��
�６勝

［孫］ シングンオペラ（98牡 ＊オペラハウス）入着５回，ＡＲ共和国杯‐Jpn2 ３
着，山吹賞２着，水仙賞２着，etc.，��１勝，種牡馬

ナイトオブローズ（96牡 ＊クリスタルグリツターズ）１勝，�３勝，赤レ
ンガ記念２着

［曾孫］ ツクシヒメ（06牝 ＊カコイーシーズ）�２勝��４勝，関東オークス
‐Jpn2 ２着，ＴＣＫディスタフ，黒潮盃，etc.

キンショーテガラ（96牡 ラグビーボール）３勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3
２着，若葉Ｓ‐OP ３着，etc.，��入着，全日本三歳優駿‐Jpn2 ３着

販売申込者・所有者： 鎌田 正嗣＝浦河町西幌別 �0146-28-1971
生 産 牧 場： 鎌田 正嗣
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

499 ピンクパレット２０２０ �・栗 ２／２９
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

�
�
�
�
�

��
��

�オレハマッテルゼ カーリーエンジェルピンクパレット ＊タイキシャトル

��
��
�スプリングパレット栗 2013 シヨウワハナミ

＊コランデイア 9e
テスコボーイ S4×M5 ノーザンテースト S4×M5 Halo M4×M5
Northern Dancer S5×S5
価格： 購買者：



母 ピクシーチャーム（10鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グラディート（16牝鹿 ＊シンボリクリスエス）�１勝
ココリミッション（17牡黒鹿 エピファネイア）��入着

２代母 オリエントチャーム（02鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，マーメイドＳ‐Jpn3
３着，秋華賞‐Jpn1 ４着，紅梅Ｓ‐OP ２着，木津川特別，こぶし賞，etc.
ガーネットチャーム（09牝 ＊ファルブラヴ）３勝，古町特別，エクセレントＪＳＴ２

着，雄国沼特別２着，春菜賞３着
ファシーノ（11牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，恋路ケ浜特別２着，鴨川特別３着
クィーンチャーム（12牝 キングカメハメハ）４勝，比叡Ｓ，比良山特別，四国新聞

杯３着，ジングルベル賞３着
オリエントワークス（13牝 ＊ワークフォース）２勝，札幌日刊スポーツ杯２着，北海

Ｈ２着
ペルシアンナイト（14牡 ＊ハービンジャー）�４勝，マイルＣｈＳ‐G1，アーリント

ンＣ‐G3，大阪杯‐G1 ２着，皐月賞‐G1 ２着，マイルＣｈＳ‐G1 ２着，etc.

３代母 ＊ニキーヤ（93 USA鹿 Nureyev）FR３勝
ゴールドアリュール（99牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，フェブラリーＳ‐Jpn1，etc.，

��２勝�１勝，東京大賞典‐Jpn1，ダービーＧＰ‐Jpn1，ジャパンＤ
ダービー‐Jpn1，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

ラバヤデール（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，響灘特別２着，北斗賞３着
ソロル（10牡 ＊シンボリクリスエス）７勝，マーチＳ‐G3，マリーンＳ‐LR，etc.，

障害２勝，�入着�，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ３着
ニルヴァーナ（03牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，小倉日経ＯＰ‐L，福島ＴＶＯＰ‐L

２着，小倉日経ＯＰ‐L ３着，etc.
ナタラージャ（04牡 ダンスインザダーク）２勝，若葉Ｓ‐L ３着，アザレア賞
ゴールスキー（07牡 ネオユニヴァース）８勝，根岸Ｓ‐G3，ペルセウスＳ‐L，マイ

ルＣｈＳ‐G1 ３着，etc.，��出走，種牡馬

４代母 リラクタントゲスト Reluctant Guest（86 USA鹿 Hostage）USA10 勝，ビ
ヴァリーヒルズＨ‐G1，ウィルシャーＨ‐G2，Beverly D. S‐L，Louis R. Ro
wan H‐L，Senorita S‐L，etc.

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

500 ピクシーチャーム２０２０ 牡・鹿 ４／ ６

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Posse

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

��
��
�JazzmaneUSA 栗 2013 Alljazz

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスピクシーチャーム ＊サンデーサイレンス

��
��
�オリエントチャーム鹿 2010 ＊ニキーヤ

9h
Deputy Minister S4×S5 Mr. Prospector M4×S5 Nureyev M4×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ヒシアリアケ（05青 ＊シンボリクリスエス）出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－５（27）〕
ヒシマーベラス（09牝青 マーベラスサンデー）１勝
アサヤケ（11牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��12 勝
サチノマリアージュ（12牝鹿 ＊サウスヴィグラス）��４勝�２勝�３勝
ケイティーオオタカ（13牝青鹿 マンハッタンカフェ）��２勝
ブライトゴールド（14牡栗 ゴールドアリュール）�２勝
カミイチラン（16牝栗 ＊バトルプラン）�１勝�１勝
テイエムクロマル（19牡黒鹿 オーシャンブルー）�出走

２代母 ＊クロカミ（93 IRE 青鹿 Caerleon）７勝，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，京王杯オータム
Ｈ‐Jpn3，中山牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着（２回），東京新聞杯‐Jpn3 ３着，韓国馬事会
杯‐OP，etc.
クロウキャニオン（02牝 ＊フレンチデピュティ）１勝，�入着，兵庫ジュニアＧＰ

‐Jpn3 ３着
ボレアス（08牡 ディープインパクト）３勝，レパードＳ‐G3，ユニコーンＳ

‐G3 ３着，いぶき賞‐OP ２着，etc.，��入着２回	，ジャパンＤダー
ビー‐Jpn1 ２着，浦和記念‐Jpn2 ３着

マウントシャスタ（09牡 ディープインパクト）４勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，毎日
杯‐G3 ２着，大阪城Ｓ‐L ２着，宝塚記念‐G1 ５着，白百合Ｓ‐OP，etc.

カミノタサハラ（10牡 ディープインパクト）３勝，弥生賞‐G2，ホープフルＳ
‐LR ３着，皐月賞‐G1 ４着

ベルキャニオン（11牡 ディープインパクト）３勝，プリンシパルＳ‐LR，共同通信
杯‐G3 ２着，ホープフルＳ‐LR ２着，キャピタルＳ‐L ３着，湘南Ｓ，etc.

ストーンリッジ（17牡 ディープインパクト）�１勝，きさらぎ賞‐G3 ２着
ヨーホーレイク（18牡 ディープインパクト）�２勝，ホープフルＳ‐G1 ３着，

きさらぎ賞‐G3 ２着，皐月賞‐G1 ５着，紫菊賞
カレンスターボーイ（03牡 アグネスタキオン）１勝
チトニア（14牝 ＊フレンチデピュティ）４勝，神奈川新聞杯，マカオＪＣＴ，三年坂

特別３着

３代母 ＊ミルド（86 USA黒鹿 Desert Wine）FR２勝，P. La Sorellina‐L

販売申込者・所有者： 若林 順一＝日高町庫富 �090-8426-7621
生 産 牧 場： 若林 順一
飼 養 者： ㈲賀張宝寄山育成牧場＝日高町賀張 �080-8626-2763

501 ヒシアリアケ２０２０ 
・青鹿 ４／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレーヴミストラル
＊ Highest Honor

��
��
�レーヴドスカー鹿 2012 Numidie

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayヒシアリアケ
＊ Caerleon

��
��
�クロカミ青 2005 ＊ミルド

4n
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピョル（16芦 ネオヴァンドーム）�出走
初仔

２代母 シワクシラナミ（11芦 ＊シルバーチャーム）�１勝
アカフジ（17牡 ネオヴァンドーム）���２勝�１勝

３代母 メジロナターシャ（97鹿 ＊フレイズ）入着２回
メジロハスラー（02牡 ＊カーネギー）１勝，積丹特別３着，障害２勝
メジロフォーナ（05牝 ナリタトップロード）３勝，野島崎特別，小樽特別

シルバータイド（17牝 ブラックタイド）入着２回，熱田特別２着

４代母 メジロチエイサー（77鹿 メジロサンマン）３勝，琵琶湖特別
［子］ メジロライアン（87牡 アンバーシヤダイ）７勝，宝塚記念‐Jpn1，日経賞

‐Jpn2，京都新聞杯‐Jpn2，etc.，種牡馬
メジロフルマー（84牝 ＊ロンバード）６勝，日経賞‐Jpn2，目黒記念
‐Jpn2，ＡＪＣＣ‐Jpn2 ３着，etc.

メジロアニタ（86牝 メジロエスパーダ）１勝，障害３勝，京都大障害（春）
メジロクルト（83牝 ＊フイデイオン）３勝，朱鷺Ｓ，バレンタインＳ３着，
桃花賞３着，etc.

メジロオルバース（95牡 ＊スリルシヨー）２勝，笹山特別３着，犬山特別
３着，長篠特別３着，�１勝���

［孫］ ダイワセキト（93牡 ヤマニンスキー）４勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，フェア
ウェルＳ，清滝特別，etc.

ダイワゴウシュウ（94牡 ヤマニンスキー）３勝，国際ＪＳ（１），逢坂山特別
アズマアビリティー（00牡 ＊ラムタラ）３勝，筑前特別，紫野特別２着，
飯坂特別２着，etc.

メジロスパイダー（02牡 メジロディザイヤー）１勝，八甲田山特別２着，
蔵王特別３着，くるみ賞３着，障害１勝，�１勝

マヤノマタドール（96牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，梁川特別２着，
美濃特別３着

メジロディグリー（93牡 ＊ムーンマツドネス）１勝，韓国騎手招待（２）２着

販売申込者・所有者： 宮井 孝典＝伊達市中稀府町 �090-1577-5613
生 産 牧 場： 宮井 孝典
飼 養 者： 宮井 孝典＝伊達市中稀府町 �090-1577-5613

502 ピョル２０２０ 牡・芦 ５／ ８

＊

ビッグブラウン Boundary

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Big Brown

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mienアポロソニック ピュアリーサプライズド Pure Prize

��
��
�Purely SurprizedUSA 鹿 2010 Raise the Prize

ネオユニヴァース

�
�
�
�
�

��
��

�ネオヴァンドーム プリンセスカットピョル ＊シルバーチャーム

��
��
�シワクシラナミ芦 2016 メジロナターシャ

＊シエリル 8c
Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 ピンクチャリス（08鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
ルーラーインピンクRuler In Pink（16 牝鹿 ルーラーシップ）�IRE・POL１勝
カナデルマン（18牡青鹿 ラブリーデイ）��入着
マイアミュレット（19牡鹿 ＊マクフィ）�出走

２代母 ＊シルバーチャリス（01 IRE 鹿 RainbowQuest）不出走
＊プラチナチャリス（06牝 ＊ロックオブジブラルタル）出走

ロジチャリス（12牡 ダイワメジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，芙蓉Ｓ
‐LR ２着，東風Ｓ‐L ３着，メイＳ‐OP，アイビーＳ‐OP ３着，etc.，�
�未出走���出走

グッドスカイ（13牝 ステイゴールド）障害３勝，新潟ジャンプＳ‐JG3，阪神ス
プリングジャンプ‐JG2 ２着，東京ハイジャンプ‐JG2 ２着，東京ジャン
プＳ‐JG3 ２着

グレイル（15牡 ハーツクライ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，オ
ールカマー‐G2 ３着，セントライト記念‐G2 ３着

ゴールドチャリス（18牝 トゥザワールド）�３勝，中京２歳Ｓ‐OP，カンナＳ‐OP
３着，フェニックス賞‐OP ３着，函館道新スポーツ杯

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，コリーダ賞‐G3 ２着，ラクープドメゾン
ラフィット‐G3 ２着，P. des Tourelles‐L ２着，etc.
スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，クリテリヨ

ムドドゥーザン‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L
２着，etc.，種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

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

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

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

販売申込者・所有者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945
生 産 牧 場： 三木田牧場
飼 養 者： 三木田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8896-1945

503 ピンクチャリス２０２０ �・鹿 ４／１４
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊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ンクチャリス
＊ Rainbow Quest

��
��
�シルバーチャリス鹿 2008 ＊シルバーレーン

5g
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ビビッドフレイム（11栗 ＊パイロ）��入着６回
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
トウキョウボーイ（18牡栗 エスポワールシチー）�出走，�１勝���１勝

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

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

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

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

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

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

ハクサンフラワー（16牝 シルポート）�８勝��，金沢プリンセスＣ
リターンマッチ（09牡 ネオユニヴァース）�２勝
ラプティウルス（10牝 ゼンノロブロイ）
６勝�

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

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

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

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

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

販売申込者・所有者： 門別 敏朗＝日高町門別本町 �01456-2-5158
生 産 牧 場： 門別 敏朗
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �01456-2-5157

504 ビビッドフレイム２０２０ 牡・栗 ５／１６

＊

ベラミーロード Concerto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Bellamy Road

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

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

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionビビッドフレイム
＊ Gulch

��
��
�ワイプザアイ栗 2011 Irlanda

1n
Mr. Prospector M4×M5

価格： 購買者：



母 ホープフルドリーム（10鹿 ＊バゴ）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ケイティクエスト（14牡鹿 サムライハート）１勝
エイジュンドリーム（19牡青 トーセンホマレボシ）�地方未出走

２代母 ＊ドラゴンティーナ（92 USA鹿 Danzig）FR出走
ドリームティーナ（98牝 Kingmambo）１勝
アルドラゴン（01牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，�２勝�18 勝���，名古屋大賞

典‐Jpn3，ＪＢＣスプリント‐Jpn1 ３着，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3 ２着，名
古屋大賞典‐Jpn3 ２着，オッズパークＧＰ，etc.

アドマイヤグレイト（03牡 ＊フォーティナイナー）１勝，�１勝

３代母 シャルマント Charmante（85 USA栗 Alydar）IRE・USA３勝，Wassl Ra
ce‐L
チャーロック Charlock（93 牝 Nureyev）IRE１勝，愛メイトロンＳ‐G3 ３着，

Solonaway S‐L ３着，Brownstown Stud S‐L ３着
コンファイディングConfiding（99牝 Lear Fan）FR出走
エロイーズ Eloise（07 牝 Glory of Dancer）IND４勝，S. A. Poonawall
a Multi Million‐LR，Dr. S. C. Jain Sprinters' Championship‐L ２
着，Fillies Trial S‐LR ３着

レインリリーRain Lily（00 牝 Red Ransom）IRE・SWI２勝
ラナウェイ Runaway（07� Slickly）FR・GER・SWI７勝，ハンザ賞‐G2，
ゲルリンク賞‐G2 ２着，Grand Prix Jockey Club‐L ２着，etc.

アミュレットAmulette（98 牝 Mark of Esteem）GB・FR２勝
トークンオヴラヴ Token Of Love（12牝 Al Maher）AUS６勝，ＶＲＣメイ

トリアークＳ‐G2 ３着
アイカエアイAe Kae Ae（02牝 ＊キングオブキングス）不出走

アルモラディ Almoradi（14 牡 Top Hat）�UAE・URU14勝，P. Alfredo de
Castro Perez‐L，P. Asociacion Uruguaya Propietarios‐L，P. Zel
mar Michelini‐L（２回），etc.

販売申込者・所有者： ㈲石田牧場＝新冠町東泊津 �0146-47-2071
生 産 牧 場： ㈲石田牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

505 ホープフルドリーム２０２０ 	・鹿 ５／ ６

＊

＊ 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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxホープフルドリーム
＊ Danzig

��
��
�ドラゴンティーナ鹿 2010 Charmante

8h
Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer M4×S5×S5×M5
Le Fabuleux S5×M5 Raise a Native S5×M5
価格： 購買者：



母 プロジェクション（13鹿 メイショウサムソン）入着，�２勝�入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
ブレイクアンドキル（19牡栗 エスポワールシチー）���入着２回

２代母 プライムアクトレス（02鹿 ＊エルコンドルパサー）３勝，こでまり賞３着
パフォームワンダー（10牡 ＊グラスワンダー）�１勝
プライムグローリー（11牡 タニノギムレット）２勝
ヒドゥンパラメータ（14牡 ルーラーシップ）�１勝，二王子特別２着，栗子特別３

着，障害１勝
アサクサスポット（15牡 ＊ワークフォース）１勝
パイカジ（16牝 ローエングリン）��１勝�６勝��

３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.
プラチナキャスト（98牝 ＊ティンバーカントリー）出走

ワンダフルキャスト（02牡 ＊グラスワンダー）１勝，タイランドＣ２着
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
アブソリュート（04� タニノギムレット）７勝，富士Ｓ‐G3，東京新聞杯‐G3，マ

イルＣｈＳ‐G1 ５着，etc.
エフティアクトレス（05牝 ＊ファルブラヴ）２勝，桜草特別３着

４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）
［子］ 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.
［孫］ スクリーンヒーロー（04牡 ＊グラスワンダー）５勝，ジャパンＣ‐G1，Ａ

Ｒ共和国杯‐Jpn2，天皇賞（秋）‐G1 ２着，etc.，優古牡，種牡馬
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： ㈱安達牧場＝新冠町共栄 �090-1644-1754
生 産 牧 場： ㈱安達牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

506 プロジェクション２０２０ �・栗 ４／１３

＊

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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンプロジェクション ＊エルコンドルパサー

��
��
�プライムアクトレス鹿 2013 プライムステージ

＊マジツクゴデイス 1s
Sadler's Wells M4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ファイヤーオパール（06栗 アグネスタキオン）�２勝
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－４（18）〕
ホワイトゴージャス（12牝芦 ＊チチカステナンゴ）��３勝
マジックダイオウ（13牡栗 テイエムオペラオー）障害１勝
ファイヤーシスト（14牝栗 ＊グラスワンダー）�８勝
ハーモニーライズ（15牡黒鹿 メイショウボーラー）２勝
プレイングファイア（16牡栗 ＊トビーズコーナー）���４勝�２勝
ゼンダンスネーク（17牝青鹿 アーネストリー）��入着４回�１勝���
サブノフューチャー（19牝栗 ローエングリン）�地方未出走

２代母 ＊ファミリアーリング（97 USA鹿 Kingmambo）USA１勝
リング（04牝 テイエムオペラオー）�１勝
ペプチドアトム（05牡 テイエムオペラオー）３勝，苗場特別２着，岩室温泉特別３

着（２回），與杼特別３着，十日町特別３着，妙高特別３着
ペプチドストーム（07牡 ダンスインザダーク）�１勝�１勝
ペプチドパラス（08牝 ネオユニヴァース）�２勝
ペプチドマンボウ（10牡 ＊シンボリクリスエス）��１勝�
ペプチドムーン（11牡 アドマイヤムーン）入着２回，�８勝
ホットスタッフ（16牝 スクリーンヒーロー）�１勝	１勝��
ジャンボリー（17牡 ロジユニヴァース）��４勝

３代母 リアサート Reassert（84 USA栗 Assert）USA５勝，Tiger Heart S
ミスターテクニークMr. Technique（00
 Smart Strike）USA３勝，Californi

a Derby‐L，Redwood Empire S，SanMateo S

４代母 マルテサナMartessana（72 USA鹿 Sir Ivor）FR１勝
［子］ グランドリヤンGrand Orient（81 牡 Far North）FR・USA２勝，クリ

テリヨムドサンクルー‐G2 ２着，P. Matchem‐L ２着，ギシュ
賞‐G3 ３着，種牡馬

パパイア Papaia（85 牝 Alleged）GB・ITY４勝，P. Giovanni Falck
‐L ３着

［曾孫］ クリミナルディフェンス Criminal Defence（17
 Nicconi）�AUS２勝，
ＢＲＣラフハビットプレイト‐G3

販売申込者・所有者： ㈲様似堀牧場＝様似町緑町 �0146-36-3037
生 産 牧 場： ㈲様似堀牧場
飼 養 者： ㈱白馬牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2946

507 ファイヤーオパール２０２０ �・鹿 ５／１０
＊ Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングズベスト

�
�
�
�
�
�
�
�
� Allegrettaエイシンフラッシュ

＊ Platini

��
��
�ムーンレディ黒鹿 2007 Midnight Fever

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラファイヤーオパール
＊ Kingmambo

��
��
�ファミリアーリング栗 2006 Reassert

16g
Kingmambo S3×M3

価格： 購買者：



母 ファウンテンジョイ（06芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）��４勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－１（７）〕
セイマーメイド（15牝鹿 アッミラーレ）��３勝�４勝�入着
シェナノララ（19牝芦 ベルシャザール）���出走

２代母 ＊エレガントタイクーン（93 AUS黒鹿 ＊ラストタイクーン）不出走
ラフィット（98牡 タヤスツヨシ）入着２回，�１勝��２勝
キングセイバー（99牡 ＊キンググローリアス）��７勝，東京ダービー，クラウンＣ
アオミクラスター（01牝 エアダブリン）�１勝
ハーバータウン（02牡 ジェニュイン）入着，�１勝�５勝�11 勝
プリミティーヴ（04牡 ＊ミシル）�12 勝��２勝
グレイホーク（05牡 ＊マイネルラヴ）入着，��４勝�３勝�	，唐津湾賞３着

３代母 ジョドカ Jodoka（85 USA黒鹿 Danzig）GB・USA２勝，Bonusprint Cha
mpion 2yo Trophy‐L ３着
ジョージェスト Jo Jest（91 牡 Rory's Jester）AUS１勝，BRC J. F. Meynink S‐L

３着
ダロリーDarory（92
 Rory's Jester）AUS・MAC１勝，MRC Rancher Qualit

y H‐L ３着

４代母 ジンババ Zimbaba（78 USA黒鹿 ＊ブレイヴエストローマン）USA３勝，Kiss
Me Kate S２着，Meadowlands Starlight S２着，ポストデブＳ‐G3 ３着
［子］ サンドボックスキャプテン Sandbox Captain（86 牡 Highland Blade）

USA４勝，Passaic County S３着
［孫］ ジョンズカインダガール John's Kinda Girl（01 牝 Lost Soldier）USA４

勝，Barona Cup H‐L ２着
ドビルヤックDobil Yack（03牡 Outflanker）PR・MEX８勝，C. Inte
rnacional del Caribe‐L ２着

５代母 スピーディジョディ Speedy Jodee（62 USA黒鹿 Count Flame）USA２勝，
Misty Isle H２着
［子］ アルーミナ Alumina（71牝 Disciplinarian）FR・USA３勝，P. des Tuile

ries２着，フロール賞‐G3 ３着，ヴァントー賞‐G3 ３着，etc.

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

508 ファウンテンジョイ２０２０ �・芦 ３／２１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊
＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�スウェプトオーヴァーボード Sheer Iceファウンテンジョイ
＊

＊ラストタイクーン

��
��
�エレガントタイクーン芦 2006 Jodoka

2n
Danzig S3×M4 Northern Dancer S4×M5×M5

価格： 購買者：



母 ファンディータ（11黒鹿 ＊パイロ）１勝，�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ケイティレインボー（19牡青鹿 サトノアラジン）�入着

２代母 クルミ（02鹿 アドマイヤベガ）不出走
プレミアムストーン（07牡 ＊キャプテンスティーヴ）１勝，ラベンダー賞‐OP ３着
カーラノーチェ（09牝 ＊フォーティナイナーズサン）入着，�２勝�１勝
トモジャストリーク（14牡 ＊ストリートセンス）�２勝�

３代母 ＊ギブス（97 USA鹿 Boundary）USA２勝
ゴールデンリング（05牡 ＊トワイニング）３勝，マリーゴールド賞‐OP ２着，飛翔

特別，飛翔特別２着，etc.

４代母 ケリー Kelly（86 USA鹿 Secretariat）USA３勝，ハリウッドオークス‐G1
２着，ヴァニティＨ‐G1 ３着，ミレイディＨ‐G1 ３着，プリンセスＳ‐G2 ２着，
ラカニャーダＳ‐G2 ３着，etc.
［孫］ サマーズピース Summers Peace（06牝 Orientate）USA６勝，Wash

ington State Legislators H，Golden Poppy S‐L ２着，Swee
pida S３着

［曾孫］ アランサ Alanza（10牝 Privately Held）PER８勝，パンプローナ賞‐G1，
アウグストＭバレラ賞‐G3，P. Frau Astrid‐L，etc.

スーエレン Sue Ellen（12牝 Minister's Joy）PER２勝，ミゲルＦマゴト
賞‐G3，オスカルＢパソス賞‐G3

５代母 シリア Syria（78 USA黒鹿 Damascus）USA５勝，Mistletoe H，Gle
naris S２着，プリンセスＳ‐G3 ３着
［子］ アンカー Anchor（90 牡 ＊ポリッシュネイビー）USA８勝，Mardi Gras

H‐L，Fleet Host H‐L，Harvest H，etc.
エイジャ Asia（87� Danzig）USA６勝，El Cajon S‐LR

［孫］ ランプライト Lamplight（92 牝 Spectacular Bid）USA４勝，Mount
Vernon H‐R

［曾孫］ バックルアップバターカップ Buckleupbuttercup（07牝 Najran）USA７
勝，チルッキＳ‐G2，エイトベルズＳ‐G3，アゼイリャＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈲スイートファーム＝様似町田代 �0146-36-4609
生 産 牧 場： ㈲スイートファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

509 ファンディータ２０２０ �・青鹿 ４／２３

＊

エイピーインディ Seattle Slew

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� A.P. Indy

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

��
��
�Dream SupremeUSA 鹿 2005 Spinning Round

＊ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�パイロ Wild Visionファンディータ アドマイヤベガ

��
��
�クルミ黒鹿 2011 ＊ギブス

1j
A.P. Indy S2×M4 Secretariat S4×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5
Buckpasser S5×S5
価格： 購買者：



母 フィリグリー（10鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ティゴヘイロー（16牡鹿 キングヘイロー）��入着３回
ティゴフィリー（18牝鹿 ＊バゴ）��入着
リュウノアンジェラ（19牝栗 ＊ヘニーハウンド）��２勝

２代母 ＊ラヴァリーノ（04 USA栗 Unbridled's Song）GB２勝
サウンドストリート（14牡 ＊ストリートセンス）１勝，�１勝�
アントーニオ（15� ＊ハードスパン）１勝，���２勝�１勝
ジャックドール（18牡 モーリス）�１勝

３代母 スザンタンデュ Sous Entendu（87 USA栗 Shadeed）FR・USA１勝，グロ
ット賞‐G3 ３着
バナフサジー Banafsajee（94 牝 Pleasant Colony）FR５勝，P. du Ranelagh‐L，

P. Casimir‐Delamarre‐L，P. Jacques de Bremond‐L ３着，etc.
バンクシア Banksia（01 牝 Marju）FR２勝，P. Ronde de Nuit‐L

＊グリルズ（95牝 Rahy）FR出走
＊アルヴァータ（03牝 Flying Spur）GB・FR・AUS８勝，ＡＴＣタッドケネディ

Ｓ‐G1，ＡＴＣブリーダーズクラシック‐G2，QTC Just NowQuality H
‐L，etc.

エアロバティクス Aerobatics（08 牝 Exceed And Excel）AUS６勝，ホーク
スベリークラウン‐G3，ＭＲＣノースウッドプルームＳ‐G3，Hawkes
bury Crown‐L，etc.

スリップストリーム Slip Stream（96牡 Irish River）GB・FR・GER・UAE３勝，
ベルリンブランデンブルクトロフィ‐G2，Goodwood Thoroughbred S‐L，
ジャンプラ賞‐G1 ２着，etc.

ポルトボヌール Porte Bonheur（05 牝 ＊ヘネシー）USA・CAN６勝，ファーストフ
ライトＨ‐G2，ヴィクトリーライドＳ‐G3，Ontario Fashion S‐L，etc.

４代母 イツインジエア It's in the Air（76 USA鹿 Mr. Prospector）USA16 勝，ヴ
ァニティＨ‐G1（２回），アラバマＳ‐G1，ラフィアンＨ‐G1，デラウェアオーク
ス‐G1，オークリーフＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石ファーム＝新ひだか町三石美野和 �080-5599-8691
生 産 牧 場： ㈲三石ファーム
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

510 フィリグリー２０２０ 牡・鹿 ５／１６
＊トニービン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ジャングルポケット

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ダンスチャーマートーセンジョーダン ＊ノーザンテースト

��
��
�エヴリウィスパー鹿 2006 ＊クラフテイワイフ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュフィリグリー
＊ Unbridled's Song

��
��
�ラヴァリーノ鹿 2010 Sous Entendu

4k
ノーザンテースト S3×M5 Northern Dancer S4×S5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 フェブノヘア（11栗 ＊ヨハネスブルグ）３勝，フェニックス賞‐OP（芝 1200）３着，
河北新報杯（芝 1200），西海賞（芝 2000）２着，フィリピンＴ（芝 1200）２着，戎
橋特別（芝 1200）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
フェブキラナ（18牡栗 ＊カジノドライヴ）�１勝
フェブサンカラ（19牝鹿 カレンブラックヒル）�入着

２代母 ミヤジマッドレー（05栗 アグネスタキオン）入着
フェブマルコ（10牝 タイムパラドックス）１勝，�３勝��４勝�５勝
ミヤジレリゴー（12牝 キングカメハメハ）入着２回

リサコーハク（18牝 カレンブラックヒル）�１勝
ミヤジヴィジェ（14牝 ＊エンパイアメーカー）３勝

３代母 ゴールデンコマーズ（98鹿 ＊ティンバーカントリー）不出走
ゴールデンシャイン（04牡 タニノギムレット）２勝，わらび賞，障害３勝

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.

セラーズムーン（93牝 トウシヨウボーイ）�２勝，ひまわり賞２着
［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��

プリンセスジャック（10牝 ダイワメジャー）３勝，桜花賞‐G1 ３着，き
きょうＳ‐OP，サンタクロースＨ，etc.

［曾孫］ ミツバ（12牡 カネヒキリ）８勝，ブリリアントＳ‐L，etc.，��１勝�２勝
�入着２回	，川崎記念‐Jpn1，マーキュリーＣ‐Jpn3（２回），etc.

ナムラタイタン（06牡 ＊サウスヴィグラス）９勝，武蔵野Ｓ‐G3，オアシ
スＳ‐LR，オアシスＳ‐L，etc.，�12 勝
入着��，種牡馬

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

511 フェブノヘア２０２０ �・鹿 ２／２８
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

＊
＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�ヨハネスブルグ Mythフェブノヘア アグネスタキオン

��
��
�ミヤジマッドレー栗 2011 ゴールデンコマーズ

＊コマーズ 1e
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 フクシア（08鹿 ゴールドアリュール）入着２回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（21）〕
ジツリキヤシャ（13牝栗 ＊プリサイスエンド）���５勝�２勝
ニューミレニアム（14牡栗 キングヘイロー）入着２回，��１勝��入着２回
ダモンデ（15牡栗 ＊プリサイスエンド）�８勝��２勝�１勝，南部駒賞（Ｄ1600），

ハヤテスプリント（Ｄ1200）２着
フクヒコ（16牡青鹿 エイシンフラッシュ）�２勝
ジンフラッシュ（17牡青鹿 エイシンフラッシュ）�１勝
フレーシア（19牝鹿 ＊クロフネ）��入着

２代母 カミノスルスミ（93鹿 マルゼンスキー）入着
ワンフォアオール（97牝 ＊スリルシヨー）�１勝	入着２回
ダイワカーメル（01牡 フジキセキ）２勝，いちょうＳ‐L ２着，白山特別，山中湖特

別３着
チャレンジシチー（02牡 キングヘイロー）４勝，越後Ｓ２着，七重浜特別２着，安

芸Ｓ３着
インディアインク（03
 ＊ハンセル）�１勝�７勝��

３代母 カミノポイント（78鹿 ＊ネヴアービート）不出走
クイックワーカー（90牡 ＊ラツキーソブリン）３勝，�６勝�入着４回，新春ＧＰ２

着，ダイヤモンドＣ３着
ターフオーシャン（94牝 ＊スキャン）１勝

エクセルチェイサー（07牡 キングヘイロー）��１勝�入着，北海優駿２着
リジョウクラウン（08牝 ＊チーフベアハート）�６勝１勝�入着���，若草

賞，園田プリンセスＣ，兵庫サマークイーン賞３着（２回），etc.

４代母 オカクモ（65鹿 ＊ライジングフレーム）４勝，阪神牝馬特別２着，毎日杯２着，
牝馬特別‐OP，４歳牝馬特別‐OP
［孫］ ダイアナソロン（81牝 ＊パーソロン）５勝，桜花賞‐Jpn1，サファイヤＳ

‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，etc.，優３牝
［曾孫］ デーエスソロン（89牝 ＊ノーザンテースト）３勝，赤穂特別，長篠特別，

ＨＢＣ杯２着，etc.

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

512 フクシア２０２０ �・鹿 ３／３０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアサトノダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤフクシア マルゼンスキー

��
��
�カミノスルスミ鹿 2008 カミノポイント

＊星若 3
サンデーサイレンス S3×M3 Halo S4×M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 プラチナテーラー（10鹿 ジャングルポケット）２勝，千歳特別（芝 1500）
〔産駒馬名登録数：２〕
マナフォルトゥーナ（18牝鹿 マツリダゴッホ）�出走
アヤ（19牝鹿 キズナ）�地方未出走

２代母 ＊シャルムダンサー（93 FR芦 ＊グルームダンサー）１勝，尾張特別３着
スノースタイル（99牝 ＊ホワイトマズル）２勝，岡崎特別，五泉特別，白河特別２着，

朝日岳特別２着，葉山特別３着，�１勝
カントリースノー（07� ＊ティンバーカントリー）３勝，障害１勝
スマートレモラ（08牝 ゴールドアリュール）１勝
スノークラフト（09牝 ＊アグネスデジタル）１勝
スマートレイアー（10牝 ディープインパクト）９勝，京都大賞典‐G2，阪神牝

馬Ｓ‐G2（２回），東京新聞杯‐G3，米子Ｓ‐L，大阪城Ｓ‐L，etc.
インスタイル（11� マヤノトップガン）１勝，��入着�３勝��３勝�入着
プラチナムバレット（14牡 マンハッタンカフェ）３勝，京都新聞杯‐G2，大阪

城Ｓ‐L ３着，はなみずき賞，福寿草特別３着，��４勝
レオハスラー（01牡 エアジハード）４勝，高尾特別，塩屋埼特別，喜多方特別，千

葉日報杯２着，ラジオ福島賞２着，etc.
スマートスタイル（02牝 ＊フレンチデピュティ）�２勝
テーラーダンサー（04牝 ウイングアロー）	１勝
エクセリオン（07牡 ジャングルポケット）３勝，館山特別，志賀島特別，雄国沼特

別２着，高千穂特別３着，障害１勝
ペルセフォネ（12牝 マツリダゴッホ）	３勝
入着

３代母 ＊ダムスペクタキュラー（88 USA芦 Spectacular Bid）不出走
ジャスミンリーフ（96牝 ＊ヘクタープロテクター）１勝，福島３歳Ｓ‐OP ３着

４代母 ダマシーニングDamascening（83 USA鹿 Damascus）不出走

５代母 バミージャン Bamesian（76 USA鹿 Buckpasser）USA６勝，Real Deligh
t H２着，Jeanne d'Arc S２着，Furl Sail H２着
［子］ ＊スラヴィック（87牡 Danzig）USA４勝，ブリーダーズフュチュリティ‐G2，

フロリダダービー‐G1 ２着，カウディンＳ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

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

513 プラチナテーラー２０２０ 牡・鹿 ４／３０
＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマープラチナテーラー
＊

＊グルームダンサー

��
��
�シャルムダンサー鹿 2010 ＊ダムスペクタキュラー

4m
トニービンM3×S4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 フジヤマサクラ（03鹿 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－６（19）〕
カリーノベルタ（10牝鹿 トーセンダンス）�１勝�
エイプリルラヴ（12牝黒鹿 ＊マイネルラヴ）入着，�３勝�１勝�
ヴィクトリーマハロ（13牡鹿 オンファイア）�３勝��
ミサイルマン（14	鹿 カネヒキリ）
�５勝��３勝�，ハイセイコー記念
（Ｄ1600），だるま夕日賞（Ｄ1600），二十四万石賞（Ｄ1900）３着，高知県知事
賞（Ｄ2400）３着

ロフティネス（16牡鹿 スクリーンヒーロー）
２勝，インディアＴ（Ｄ1900）３着
ブルックスジョイ（18牝鹿 エスポワールシチー）
��２勝
サラヘレン（19牝鹿 エスポワールシチー）
�１勝

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

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

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

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

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

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

４代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，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： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793
生 産 牧 場： 村上牧場
飼 養 者： 村上牧場＝新冠町朝日 �090-2695-6793

514 フジヤマサクラ２０２０ �・鹿 ３／２５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤエスポワールシチー ＊ブライアンズタイム

��
��
�エミネントシチー栗 2005 ヘップバーンシチー

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフジヤマサクラ ニホンピロウイナー

��
��
�カツラドライバー鹿 2003 ノーザンマイア

＊マイア 4k
Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 フラムドール（07栗 ＊フレンチデピュティ）３勝，乙訓特別（芝 1200），君子蘭賞
（芝 1800）２着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ロジキセキ（14牡黒鹿 ＊キンシャサノキセキ）入着２回，�１勝���
ラルムドール（15�鹿 ハーツクライ）１勝，出石特別（芝 1400）２着，三春駒特別
（芝 1800）３着

ダノンカオス（17�栗 ダノンシャンティ）入着２回，��２勝
クリノソワカ（18牡栗 ハーツクライ）�出走

２代母 タッチオブゴールド（96鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別，蔵王特
別２着，桑折特別３着，布引特別３着
オープンアップ（03牝 タヤスツヨシ）�１勝��

デルマヌラリヒョン（10牡 ＊バトルライン）５勝，藤森Ｓ，鳴海特別，三陸特別，
茨城新聞杯２着，河口湖特別３着

ゴールドアグリ（04牡 タニノギムレット）４勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3，ニューイヤー
Ｓ‐L ３着，アクアマリンＳ，朝日岳特別，隅田川特別２着，etc.

タッチオブマスター（06� ＊フレンチデピュティ）入着，�２勝�１勝	５勝
エアラギオール（08牡 タニノギムレット）３勝，八王子特別２着，青梅特別３着，

	２勝，青藍賞３着
ゴールドヘクター（09牡 フジキセキ）１勝
チョコタクン（10牡 アドマイヤマックス）入着，��１勝�１勝
レッドヴァローレ（13牝 ステイゴールド）
２勝
アズーリカピターノ（16牡 キャプテントゥーレ）��１勝�

３代母 ダイナタツチ（80鹿 ＊ノーザンテースト）３勝
フェミニンタッチ（94牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，湯之谷特別２着，沈丁花賞２

着，
１勝
レインフォーレスト（06牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）５勝，府中Ｓ，むら

さき賞，尾頭橋特別，etc.
キープインタッチ（10牡 ＊トワイニング）５勝，ブリリアントＳ‐L ２着，フェ

アウェルＳ，横手特別，etc.，�５勝��
タケル（97牡 フジキセキ）�４勝�８勝�１勝�入着��，二十四万石賞２着

販売申込者・所有者： ㈲渡辺牧場＝様似町岡田 �0146-36-4669
生 産 牧 場： 様似渡辺牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

515 フラムドール２０２０ �・鹿 ３／１５
＊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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフラムドール ＊ヘクタープロテクター

��
��
�タッチオブゴールド栗 2007 ダイナタツチ

＊ラドンザ 22a
Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊フレンチアウル（06 GB栃栗 Reset）FR入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（６）〕
アブニール（11牝鹿 ＊コマンズ）１勝
モポーク（12牡鹿 ＊コマンズ）入着５回，��１勝�１勝�
ストリクス（13�鹿 キングカメハメハ）３勝，新涼特別（Ｄ1400）２着
ディジョン（14牡鹿 ＊キングズベスト）�４勝

２代母 アルレットArlette（00 IRE 栗 ＊キングオブキングス）FR３勝
アレクサンドロス Alexandros（05 牡 Kingmambo）GB・FR・GER・UAE・HKG

８勝，アルラシディヤ‐G3，カブール賞‐G3，P. Roland de Chambure‐L，
ロッキンジＳ‐G1 ２着，モルニー賞‐G1 ３着，etc.，種牡馬

オータムリリーAutumn Lily（11 牝 Street Cry）GB・UAE３勝
ボタニク Botanik（18� Golden Horn）�FR１勝，クリテリヨムドサンクル

ー‐G1 ２着
イブーHibou（13� Street Cry）�GB・IRE・SAU７勝

３代母 ハイホーク High Hawk（80 IRE 鹿 Shirley Heights）GB・FR・IRE・ITY
６勝，ローマ賞‐G1，リブルズデイルＳ‐G2，パークヒルＳ‐G2，ロワイヤリュ
ー賞‐G3，愛オークス‐G1 ２着，etc.
インザウィングズ In TheWings（86 牡 Sadler's Wells）GB・FR・USA７勝，Ｂ

Ｃターフ‐G1，サンクルー大賞‐G1，コロネイションＣ‐G1，etc.，種牡馬
＊ハンティングホーク（90牡 Sadler's Wells）FR２勝，グレフュール賞‐G2，仏ダー

ビー‐G1 ３着，P. de Courcelles‐L ３着，種牡馬
ホーカーズニューズ Hawker's News（91牡 Sadler's Wells）GB・FR２勝，リン

グフィールドダービートライアルＳ‐G3，種牡馬
モロゾフMorozov（99牡 Sadler's Wells）GB・FR５勝，ユベールドショードネイ

賞‐G2，バルブヴィル賞‐G3，リス賞‐G3，etc.，種牡馬
ペルーヴィアンPeruvian（03牝 ＊ディクタット）不出走

トゥパクアマル Tupac Amaru（10� Street Cry）AUS１勝，ＡＴＣオースト
ラリアンダービー‐G1 ２着，Geelong Classic‐L ２着

アラマヨ Aramayo（15� Poet's Voice）�AUS・SIN５勝，ＮＪＣ３歳スプ
リングＳ‐G3，Kranji Mile‐L，Raffles Cup‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アクセス・ワン＝宮崎県宮崎市 �0146-28-7777
生 産 牧 場： ㈲木田牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

516 フレンチアウル２０２０ �・栗 ４／ ５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊

リセット Zabeel

�
�
�
�
�

��
��

�Reset Assertive Lassフレンチアウル アルレット ＊キングオブキングス

��
��
�Arlette栃栗GB 2006 High Hawk

9e
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 フリップフロップ（09鹿 リンカーン）１勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ケンジン（17牡栗 ストロングリターン）���１勝�１勝
キヒン（18牝鹿 ＊ロージズインメイ）��入着４回�

２代母 ケイアイメモリー（02栃栗 ＊フォーティナイナー）出走
ネフェルメモリー（06牝 ＊アジュディケーティング）�４勝��３勝，東京プリンセ

ス賞，桜花賞，東京２歳優駿牝馬，フローラルＣ，栄冠賞
チサット（18牡 スマートファルコン）���３勝�２勝�，京浜盃，イノセン

トＣ３着
ボランチショー（07牡 ウインラディウス）��１勝
カラダドリーム（10牡 ＊アジュディケーティング）１勝
ノースホワンティー（15牡 エスポワールシチー）��３勝

３代母 カシワズプリンセス（89栗 ＊ロイヤルスキー）��８勝，羽田盃，黒潮盃，京
浜盃，東京３歳優駿牝馬，全日本３歳優駿２着，etc.
オークスピリッツ（94牝 ＊サンデーサイレンス）��入着

イケトップガン（04牡 マヤノトップガン）５勝，函館記念‐G3 ２着，中日新聞
杯‐Jpn3 ３着，但馬Ｓ，etc.

ロマンチック（10牝 ＊サウスヴィグラス）�10 勝，飛燕賞，花吹雪賞，九州ジュ
ニアＣｈ
モーニングショー（19牡 ＊シニスターミニスター）��２勝，栄冠賞，ブリ
ーダーズゴールドジュニアＣ２着

シルクディヴァイン（97牡 ＊フォーティナイナー）４勝，フェアウェルＳ，オーロラ
特別，�７勝，早池峰賞２着，etc.

４代母 シヤドウ（76鹿 ＊ウエンセスラス）��６勝，キヨフジ記念，報知オールスタ
ーＣ，関東オークス，桜花賞
［子］ レオサイレンス（88牡 ＊ジヨンデコーム）２勝，新潟３歳Ｓ‐Jpn3 ２着，

芙蓉Ｓ‐OP
ノーパスシャドウ（91牝 ＊ノーパスノーセール）��２勝，桜花賞３着

［曾孫］ ブルーマドンナ（99牝 ＊モガンボ）��４勝�入着，クイーン賞‐Jpn3 ３
着，ロジータ記念２着，ＴＣＫディスタフ３着，etc.

販売申込者・所有者： アイズスタッド㈱＝日高町清畠 �01456-5-2022
生 産 牧 場： アイズスタッド㈱
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

517 フリップフロップ２０２０ 牡・黒鹿 ４／２５
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�リンカーン グレースアドマイヤフリップフロップ ＊フォーティナイナー

��
��
�ケイアイメモリー鹿 2009 カシワズプリンセス

＊インザシヤドウズ 1w
Mr. Prospector S4×M4 Nureyev S5×S5

価格： 購買者：



母 プリマゴールド（12鹿 ステイゴールド）�２勝
〔産駒馬名登録数：１〕
テンマプリザワール（18牡鹿 トゥザワールド）��入着２回

２代母 ＊バラッドローズ（05 USA栗 Sky Mesa）不出走
ローズストリート（14牝 ＊ストリートセンス）２勝
ニシノレオニダス（17牡 ＊ヨハネスブルグ）１勝，プラタナス賞３着，���３勝

３代母 ダーリングマイダーリングDarling My Darling（97 USA鹿 Deputy Minister）
USA５勝，Doubledogdare S‐L，Raven Run S‐L，フリゼットＳ‐G1 ２
着，メイトロンＳ‐G1 ２着，ボーモントＳ‐G2 ３着

＊フォエヴァーダーリング（13牝 Congrats）USA２勝，サンタイネスＳ‐G2，Ang
els Flight S‐L ２着
モンファボリ（18牝 Frankel）�２勝，芝桜賞２着，雪うさぎ賞３着

ヘヴンリーラヴ Heavenly Love（15牝 Malibu Moon）USA２勝，アルシバイア
ディズＳ‐G1，リグレットＳ‐G3 ３着

４代母 ＊ローミンレイチェル（90 USA鹿 ＊マイニング）USA９勝，バレリーナＨ‐G1，
ボーモントＳ‐G2，ブラウン＆ウイリアムソンＨ‐G3，Princess Rooney H
‐L，Queen BC S‐L，etc.
［子］ ゼンノロブロイ（00牡 ＊サンデーサイレンス）７勝，ジャパンＣ‐G1，有馬記

念‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，etc.，GB入着，年代表，優古牡，種牡馬
［孫］ ワンブレスアウェイ（13牝 ステイゴールド）６勝，愛知杯‐G3，マーメイ

ドＳ‐G3 ２着，オクトーバーＳ‐L ３着，etc.
キャットコイン（12牝 ステイゴールド）３勝，クイーンＣ‐G3，ひいらぎ賞
ロックディスタウン（15牝 オルフェーヴル）２勝，札幌２歳Ｓ‐G3
タガノエリザベート（07牝 スペシャルウィーク）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3
ナリタキングパワー（05� ＊ブライアンズタイム）４勝，札幌日経ＯＰ‐L
３着，北海Ｈ，木曽川特別，etc.

［曾孫］ タカオノボル（08牡 ネオユニヴァース）４勝，レパードＳ‐G3 ２着，etc.，
�入着��，佐賀記念‐Jpn3 ２着，川崎記念‐Jpn1 ４着

ナリタスーパーワン（09牡 ＊ウォーエンブレム）５勝，エニフＳ‐L ３着，京
都オータムリーフプレミアム‐OP ２着，大沼Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着

販売申込者・所有者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561
生 産 牧 場： トモファーム
飼 養 者： アリドメトレーニングファーム＝新冠町朝日 �090-7652-0561

518 プリマゴールド２０２０ 牡・黒鹿 ４／２９
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

＊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プリマゴールド
＊ Sky Mesa

��
��
�バラッドローズ鹿 2012 Darling My Darling

2b
サンデーサイレンス S3×M3 Nureyev S4×S5

価格： 購買者：



母 ブリリアントライフ（02栗 ＊グラスワンダー）入着８回
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－５（34）〕
スマートイーグル（07�栗 ゴールドアリュール）１勝，���１勝��１勝
ビッグリバティ（09牡青鹿 ＊スタチューオブリバティ）５勝，妙見山Ｓ（Ｄ1400），

夏至Ｓ（Ｄ1400）２着，麦秋Ｓ（Ｄ1600）２着，横手特別（Ｄ1700）３着，清里特
別（Ｄ1400）３着，小金井特別（Ｄ1400）３着，�１勝�６勝

アユメライトアップ（11牡黒鹿 ネオユニヴァース）入着，�10 勝，佐賀弥生賞
（Ｄ1800）２着，御船山賞（Ｄ1750）２着

ペプチドアポロ（12牡栗 ＊アルデバランⅡ）	�２勝���２勝・４勝�入着
ロゼオランジュ（16牝栗 ＊ダンカーク）
�７勝��入着�
ブリリアントウェイ（18牝鹿 ジャスタウェイ）
�入着

２代母 シマノビューティー（93鹿 ＊ダンシングブレーヴ）３勝
テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若駒Ｓ‐OP

３着，カトレア賞２着，エリカ賞２着，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

３代母 ＊ワンスウエド（84 USA栗 Blushing Groom）不出走
チャンネルフォー（88牝 ＊ノーザンディクテイター）４勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，

阪急杯‐Jpn3 ３着，札幌日刊スポーツ杯‐OP ２着，etc.
ビクトリーマッハ（89牝 バンブーアトラス）３勝，西海賞２着，都井岬特別２着

ビーウインド（01牝 ＊スピニングワールド）入着２回
ステラウインド（09牡 ゼンノロブロイ）６勝，万葉Ｓ‐L，青葉賞‐G2 ３着，
七夕賞‐G3 ２着，etc.

ブラッシングロマン（91牝 ＊ブレイヴエストローマン）出走
メイショウシスタス（99牝 バブルガムフェロー）４勝，新涼特別
メイショウトンボ（03牡 ＊オペラハウス）２勝，唐津特別２着

テイエムオペラオー（96牡 ＊オペラハウス）14勝，ジャパンＣ‐G1，有馬記念
‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，天皇賞（秋）‐Jpn1，天皇賞（春）‐Jpn1（２回），宝塚
記念‐Jpn1，京都大賞典‐Jpn2（２回），阪神大賞典‐Jpn2，京都記念‐Jpn2，etc.，
優３牡，年代表，優古牡，種牡馬

キャプテンクック（97牡 ＊デインヒル）４勝，室町特別，醍醐特別２着，壬生特別３着
タガノコウテイ（99牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，�４勝

	入着�

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

519 ブリリアントライフ２０２０ 牡・栗 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

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

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊ Silver Hawk

�
�
�
�
�

��
��

�グラスワンダー Amerifloraブリリアントライフ ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�シマノビューティー栗 2002 ＊ワンスウエド

4m
Lyphard M4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ペロチャン（12黒鹿 サクラプレジデント）�２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ライチェフェイス（17�鹿 キングヘイロー）１勝，��出走�出走
ピースワンスパーダ（18�鹿 ベルシャザール）��入着５回
ゲコクジョウ（19牡鹿 ロゴタイプ）�地方未出走

２代母 ジョウノエンジェル（91鹿 トウシヨウボーイ）３勝，石和特別２着
ウインセレーノ（98� ＊サンデーサイレンス）１勝，��１勝�
ジョウノハンター（99牡 ＊ブライアンズタイム）入着３回，�５勝�１勝
トーセンシャナオー（03牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，セントライト記念‐Jpn2，

プリンシパルＳ‐L ３着，若葉Ｓ‐L ３着，�１勝
トーセンペガサス（04牡 ＊ブライアンズタイム）１勝，��１勝
ジョウノワンダー（06牡 マンハッタンカフェ）１勝
アーバンウィナー（07牡 タヤスツヨシ）４勝，いちょうＳ‐L ２着，札幌２歳Ｓ

‐Jpn3 ３着，二本松特別３着
ラグジードライブ（11� アドマイヤジャパン）１勝，障害１勝

３代母 ザンベージ（85鹿 ＊ノーザンテースト）出走
ユウキサンガール（90牝 ＊トニービン）３勝，花背特別２着，寒梅賞２着
シーズグレイス（93牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，

ローズＳ‐Jpn2 ２着，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，etc.
シャドウスケイプ（99牡 ＊フォーティナイナー）４勝，根岸Ｓ‐Jpn3，etc.，�

１勝����入着５回，クラスターＣ‐Jpn3，東京盃‐Jpn2 ３着，etc.

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

ワンＳ‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
［孫］ ショウワモダン（04牡 エアジハード）10勝，安田記念‐G1，ダービー卿Ｃ

ｈＴ‐G3，ディセンバーＳ‐L，etc.
ユメノシルシ（02牡 フジキセキ）７勝，新潟記念‐G3，福島ＴＶＯＰ‐L，
七夕賞‐G3 ３着，etc.

イブキインターハイ（92牡 ＊ジェイドロバリー）２勝，京都４歳特別
‐Jpn3，毎日杯‐Jpn3 ２着，すみれＳ‐OP ３着，etc.，	４勝

販売申込者・所有者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199
生 産 牧 場： ㈱門別山際牧場
飼 養 者： ㈱門別山際牧場＝日高町豊郷 �090-8897-4199

520 ペロチャン２０２０ 牡・鹿 ５／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ゴールドアリュール

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ニキーヤコパノリッキー ＊ティンバーカントリー

��
��
�コパノニキータ栗 2010 ニホンピロローズ

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�サクラプレジデント セダンフオーエバーペロチャン トウシヨウボーイ

��
��
�ジョウノエンジェル黒鹿 2012 ザンベージ

＊リリーオブザナイル 10a
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヘヴンリーカラーズ（09栗 アドマイヤムーン）�２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（７）〕
ストーンフラワー（15牝栗 スマートボーイ）�１勝��１勝�入着
マギーメイ（16牝栗 スズカコーズウェイ）��未出走�１勝��３勝
ナンブガッサン（18牝栗 ダブルスター）��１勝
ネオアンコーラ（19牡鹿 ＊ヴィットリオドーロ）�地方未出走

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

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

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

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

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

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

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

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

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

521 ヘヴンリーカラーズ２０２０ 	・栗 ３／１６
＊ Old Trieste

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シニスターミニスター

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

��
��
�ダッシングハニー栗 2009 ラストヒット

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズヘヴンリーカラーズ
＊

＊サザンヘイロー

��
��
�ニューヘヴン栗 2009 Nazarena

16e
Halo M4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベストコレクション（11栗 ＊フォーティナイナーズサン）入着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
シュロス（16牡栗 ゴールドアリュール）�入着，�３勝
コレクションラヴ（17牝鹿 リアルインパクト）入着，���１勝

２代母 クインズプライド（04鹿 ＊グラスワンダー）出走
アートオブプライド（08牡 リキアイワカタカ）�１勝�２勝�
スピードルーラー（09� ＊フォーティナイナーズサン）３勝，ＵＨＢ杯，八代特別３着
ラストプライドワン（14牡 ＊フォーティナイナーズサン）入着４回，��未出走�３

勝	１勝

３代母 プライベートタイム（96黒鹿 ＊ブライアンズタイム）１勝

４代母 ＊マルティチュード（80 USA鹿 Lyphard）FR入着
［子］ アイネスサウザー（91牡 ＊バイアモン）３勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２

着，アーリントンＣ‐Jpn3 ３着，府中３歳Ｓ‐OP，etc.
オケドケOkeedokee（90� Kaldoun）FR４勝，P. du Point du Jour
‐L ２着，P. de Suresnes‐L ２着，GB障害１勝

５代母 マルテサナMartessana（72 USA鹿 Sir Ivor）FR１勝
［子］ リアサート Reassert（84 牝 Assert）USA５勝，Tiger Heart S

グランドリヤンGrand Orient（81 牡 Far North）FR・USA２勝，クリ
テリヨムドサンクルー‐G2 ２着，P. Matchem‐L ２着，ギシュ
賞‐G3 ３着，種牡馬

パパイア Papaia（85 牝 Alleged）GB・ITY４勝，P. Giovanni Falck
‐L ３着

［孫］ ミスターテクニークMr. Technique（00� Smart Strike）USA３勝，Cali
fornia Derby‐L，Redwood Empire S，SanMateo S

［曾孫］ クリミナルディフェンス Criminal Defence（17� Nicconi）�AUS２勝，
ＢＲＣラフハビットプレイト‐G3

ヴィンチェンテ Vincente（08� Econsul）AUS２勝，VRC Batman H
‐L ２着

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

522 ベストコレクション２０２０ 
・鹿 ４／ ７

＊

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

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

�フォーティナイナーズサン Cindazannoベストコレクション ＊グラスワンダー

��
��
�クインズプライド栗 2011 プライベートタイム

＊マルティチュード 16g
Danzig S3×M5×M5 Mr. Prospector S5×M5 Roberto M5×M5

価格： 購買者：



母 ペッパーベリー（10鹿 ＊タイキシャトル）入着，�１勝�８勝
本馬の他に産駒あり

２代母 オメガグッドラック（04鹿 マンハッタンカフェ）１勝
ポッドパフガール（12牝 ＊ロージズインメイ）��２勝
ゼロカラ（16牝 ＊モンテロッソ）入着，���３勝

３代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
スターバレリーナ（90牝 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2 ２

着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，etc.
グランパドドゥ（97牝 フジキセキ）３勝，中日新聞杯‐Jpn3，オークス‐Jpn1

５着，秋華賞‐Jpn1 ５着，etc.
パドトロワ（07牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）９勝，函館スプリントＳ
‐G3，キーンランドＣ‐G3，アイビスサマーダッシュ‐G3，etc.，種牡馬

アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ
‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走

ステレオタイプ（02牝 ＊サンデーサイレンス）入着５回，�２勝
ロゴタイプ（10牡 ローエングリン）６勝，皐月賞‐G1，安田記念‐G1，朝
日杯フューチュリティＳ‐G1，etc.，優２牡，種牡馬

フレンチウォリアー（03牡 ＊フレンチデピュティ）２勝，�１勝��入着３回，
北海道２歳優駿‐Jpn3 ３着，サンライズＣ３着

アグネスミネルバ（94牝 ＊トニービン）４勝，壬生特別，北摂特別，かささぎ賞２着
アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，阪神

牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝
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.

オリーブクラウン（97牝 ＊ドクターデヴィアス）２勝，オークス‐Jpn1 ３着，フラ
ワーＣ‐Jpn3 ２着，府中Ｓ

４代母 イレヴンプレジャーズ Eleven Pleasures（70 USA栗 What a Pleasure）U
SA８勝，パカラップＳ‐G3，ブラックヘレンＨ‐G2 ３着，オイルキャピトルＨ
‐G3 ２着，コロンビアナＨ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

523 ペッパーベリー２０２０ 牡・鹿 ５／３１
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ペッパーベリー マンハッタンカフェ

��
��
�オメガグッドラック鹿 2010 ＊ベリアーニ

8k
サンデーサイレンス S3×M4 ベリアーニM3×S4 Halo S4×M4×S5×M5
Ballade M4×S5
価格： 購買者：



母 ペニーウエイト（09栗 ダイワメジャー）１勝，�１勝�
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－１（４）〕
ケイツーリラ（15牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，瀬波温泉特別（Ｄ1800）３着
トワイライトスカイ（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）��４勝�
ケイツーマルカ（18牝鹿 ＊ロージズインメイ）�１勝

２代母 ＊マローラ（94 IRE 栗 Caerleon）GB１勝
ナリタマローラ（00牝 ＊フォーティナイナー）２勝，��１勝
シルクオリンピア（01牝 ＊アフリート）入着

イワミノキズナ（10牡 ブラックタイド）�６勝��２勝，ヤングＣｈ，福山ダ
ービー２着，福山弥生賞２着，福山２歳優駿２着，若駒賞３着

サクセスラゴーラ（03牡 スペシャルウィーク）２勝，��１勝
セリーヌローズ（04牝 ＊フォーティナイナー）�１勝	

ティアップリバティ（13牝 ＊カジノドライヴ）１勝，�12 勝，高知県知事賞，福
永洋一記念，大高坂賞，だるま夕日賞２着，高知県知事賞３着

ナンヨーナイト（05牝 ＊クロフネ）２勝
キングノヨアケ（12牡 カネヒキリ）４勝，北山Ｓ

３代母 ママルーナMamaluna（86 USA栗 Roberto）GB・IRE・ITY３勝，英ナッ
ソーＳ‐G2，Zetland S‐L，英オークス‐G1 ３着，フィーニクスチャンピオ
ンＳ‐G1 ４着，愛プリティポリーＳ‐G2 ２着，etc.
ミアルーナMialuna（97牝 Zafonic）ITY出走

ペイパルブル Papal Bull（03 牡 Montjeu）GB・FR・GER６勝，プリンセスオ
ヴウェイルズＳ‐G2，キングエドワード七世Ｓ‐G2，ジェフリーフリアＳ
‐G3，etc.，種牡馬

スタチュトーリ Statutory（10
 Authorized）GB・UAE４勝，Jockey Club
Rose Bowl‐L ２着

セイントポールハウス St Paul House（98牡 Machiavellian）FR・ITY10 勝，ウン
ブリア賞‐G3（２回），トゥディーニ賞‐G3（２回），種牡馬

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

524 ペニーウエイト２０２０ �・栗 ３／ ５
＊ Roberto

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ブライアンズタイム

�
�
�
�
�
�
�
�
� Kelley's Dayフリオーソ

＊ Mr. Prospector

��
��
�ファーザ栗 2004 Baya

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケペニーウエイト
＊ Caerleon

��
��
�マローラ栗 2009 Mamaluna

2o
Roberto S3×M4 Hail to Reason S4×M5×M5 Nashua S5×S5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 ベリンダジーク（14黒鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
初仔

２代母 プロフェシーライツ（00栗 ＊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
グランソレイユ（11牝 ディープスカイ）�１勝�２勝
ビクトリーミノル（12牡 ディープスカイ）１勝，�１勝�２勝��
グランデウィーク（15牡 スペシャルウィーク）１勝
サトノライジン（16牡 ブラックタイド）入着，���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.
バブルガムダンサー（17牝 ＊パイロ）��３勝��入着２回��，栄冠賞，
のじぎく賞３着，若草賞３着

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

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

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

別，筥崎特別，etc.
スリーアロー（11牝 ＊アルデバランⅡ）３勝，和布刈特別，釧路湿原特別２着，

ポプラ特別２着，etc.，�３勝

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

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

525 ベリンダジーク２０２０ 	・黒鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアエキストラエンド
＊ Garde Royale

��
��
�カーリング鹿 2009 Corraleja

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlベリンダジーク ＊アフリート

��
��
�プロフェシーライツ黒鹿 2014 ＊ストームザミント

2s
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ベルモントエルメス（06鹿 ＊ティンバーカントリー）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），地方－２（２）〕
オンザロックス（13牡鹿 サムライハート）�３勝，夙川特別（Ｄ1400），鞍ケ池特別
（芝 1600），八海山Ｓ（Ｄ1200）２着，和布刈特別（Ｄ1700）２着，三浦特別
（Ｄ1600）２着，立川特別（Ｄ1600）２着，米沢特別（Ｄ1700）２着，高湯温泉特別
（芝 2000）２着，鳴門Ｓ（Ｄ1400）３着，西日本スポーツ杯（Ｄ1700）３着，etc.，�
�１勝

スーパーマーズ（14牝栗 ＊ロージズインメイ）��１勝
ドゥエルメス（16牝黒鹿 スマートファルコン）２勝，���出走
イッツエルメス（17牝鹿 フェノーメノ）��未出走�入着３回
クロシェノワール（19牝青鹿 ＊シニスターミニスター）�未出走

２代母 ＊ミスダンジグ（92 USA鹿 Danzig）１勝
ユーワテンザン（00牡 ＊ジェイドロバリー）１勝
ベルモントサンダー（01牡 ＊アフリート）４勝，初春賞２着，etc.，��３勝，東京

盃‐Jpn2 ３着，スパーキングサマーＣ，アフター５スター賞，京成盃グラン
ドマイラーズ２着

３代母 イジプシャンローズEgyptian Rose（79 USA鹿 Sir Ivor）不出走
ローズリュッスRose Russe（84 牝 Nijinsky）FR・USA２勝

シーインスカイ Seainsky（99� Sea Hero）USA７勝，アーリントンクラシッ
ク‐G2 ３着，Maxxam Gold Cup‐L ２着，Woodchopper H‐L
２着，etc.

ニージズグランドガールNiji's Grand Girl（08 牝 Candy Ride）USA２勝，
フェアグラウンズオークス‐G2 ３着，デルタダウンズプリンセスＳ‐G3
２着，Florida Oaks‐L ３着

オレゴールドローズOregold Rose（85牝 Topsider）不出走
シャフライアー Sha Flyer（98 牝 Velcro Fly）VEN８勝，P. Gelinotte‐L，

P. Guia Hipica‐L，P. La Fusta‐L ２着，etc.
マジカルストライクMagical Strike（86 牡 Danzig）GB・USA４勝，Heron S

‐L，City of York S‐L，種牡馬
コックスウォールド Coxwold（88牝 Cox's Ridge）FR・USA３勝，ベルダムＳ

‐G1 ３着

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �0146-47-2775
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
飼 養 者： 藤平ステーブル（新冠育成公社内）＝新冠町節婦町 �090-3395-6198

526 ベルモントエルメス２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアヴァンセンヌ 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

＊ Woodman

�
�
�
�
�

��
��

�ティンバーカントリー Fall Aspenベルモントエルメス
＊ Danzig

��
��
�ミスダンジグ鹿 2006 Egyptian Rose

26
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ポッドクヒオ（13栗 キングカメハメハ）３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ポッドヴァイン（19牡鹿 ジャングルポケット）�出走

２代母 ヴァインバッハ（08栗 アグネスタキオン）��１勝，平和賞
トーバスヌーマ（14牝 ＊ワークフォース）�１勝
ティターヌ（16牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，市原特別

３代母 ＊ドメーヌ（01 CHI 鹿 Hussonet）USA・CHI２勝，アルトゥロリオンペニャ賞
‐G1，サルバドルヘスリべロス大賞‐G2 ２着
レッドスピリッツ（09牝 マンハッタンカフェ）出走

レッドシャリオン（17牝 ＊エイシンアポロン）�１勝�２勝，園田クイーンセレ
クション３着

４代母 ウォーカバウトWalkabout（88 CHI 鹿 Worldwatch）CHI１勝
［子］ ウエユスカ Hueyusca（02牝 Hussonet）CHI３勝，P. Lisimaco Jaraqu

emada‐L，カルロスカンピノ賞‐G2 ２着，P. Victor Raby‐L
２着

［孫］ ラトローサ La Torrosa（07牝 Merchant of Venice）CHI２勝，ホセＳ
バエサ賞‐G3

エラスヴェローナ Hellas Verona（15牝 Interaction）�ARG５勝，ＣＥ
ディスタフ‐G1 ３着

デラストラーダDella Strada（06牝 Della Francesca）CHI６勝，P. S
ociedad Hipica Luis Cousino‐L ２着

５代母 ノースビーチNorth Beach（82 CHI 黒鹿 Nobloys）CHI 出走
［子］ ウェイルズWales（90� Worldwatch）CHI10 勝，フランシスコＡアリ

スティア賞‐G3，P. Fuerza Aerea de Chile‐L，P. Raul S. Carmo
na y Raul S. Urrutia‐L ２着，etc.

［孫］ マーキゼットMarquisette（96 牝 Memo）USA・CHI13 勝，カルロスＡ
ナバロ賞‐G2，P. Fuerza Aerea de Chile‐L，P. Sociedad Hipic
a Luis Cousino‐L，etc.

販売申込者・所有者： 下屋敷牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2859
生 産 牧 場： 下屋敷牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

527 ポッドクヒオ２０２０ �・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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスポッドクヒオ アグネスタキオン

��
��
�ヴァインバッハ栗 2013 ＊ドメーヌ

2s
Mr. Prospector M4×S5×M5 Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 ホリデイインミラノ（02鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：地方－５（９）〕
ショップインミラノ（07牝鹿 ＊フレンチデピュティ）���１勝・１勝
ソーニ（08牝青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，�３勝
ミラノダービー（12牡鹿 ＊トワイニング）��１勝
クロノスドリーム（14牡黒鹿 ローエングリン）�２勝�入着２回���
ラヴィテスミラノ（18牡鹿 タイムパラドックス）���未出走�１勝
セフィロト（19牝黒鹿 ホッコータルマエ）�地方未出走

２代母 ＊スーア（97 IRE 鹿 Fairy King）FR・ITY５勝，伊１０００ギニー‐G2，キウスー
ラ賞‐G3 ２着，P. Novella‐L ２着，ドルメーロ賞‐G3 ３着
ゴールドマイン（04� ダンスインザダーク）４勝，	９勝�入着７回
，青藍賞，

岩鷲賞，桐花賞，松浦川賞２着，唐津湾賞２着，etc.
ソーマジック（05牝 ＊シンボリクリスエス）４勝，アネモネＳ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３

着，ターコイズＳ‐L ３着，立川特別，春菜賞，etc.
ソーグリッタリング（14牡 ステイゴールド）�７勝，都大路Ｓ‐L，六甲Ｓ‐L，

エプソムＣ‐G3 ２着，関屋記念‐G3 ３着，エプソムＣ‐G3 ３着，etc.
メジャーマジック（15牝 ダイワメジャー）１勝
マジックリアリズム（16牝 ディープインパクト）１勝
マジックキャッスル（17牝 ディープインパクト）�２勝，愛知杯‐G3，秋華賞

‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，クイ
ーンＳ‐G3 ２着，etc.

ソーヴァリアント（18牡 オルフェーヴル）�２勝，利尻特別
サトノエンペラー（06牡 ＊シンボリクリスエス）５勝，アメジストＳ，安房特別，松

前特別，湾岸Ｓ２着，館山特別２着，etc.
サトノジューオー（07牡 アグネスタキオン）２勝，相模湖特別３着
サトノティアラ（08牝 アグネスタキオン）２勝
トーセンデューク（11牡 ディープインパクト）５勝，トリトンＳ，弥彦特別，紅葉

Ｓ２着，長久手特別２着，etc.，���１勝，埼玉新聞栄冠賞
トウシンカイザー（15牡 オルフェーヴル）入着，�７勝

３代母 ボールドスターレットBold Starlet（87 GB鹿 Precocious）IRE３勝
＊ロードアイランド（96牡 Turtle Island）２勝，飯盛山特別３着，�２勝��

販売申込者・所有者： ㈱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

528 ホリデイインミラノ２０２０ 牡・鹿 ４／１６
＊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

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellホリデイインミラノ
＊ Fairy King

��
��
�スーア鹿 2002 Bold Starlet

16f
Halo M3×S5

価格： 購買者：



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

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

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

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

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

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

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

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

４代母 アルンドArundo（73 USA鹿 Sir Wiggle）不出走

５代母 ローマンロンダRoman Ronda（56 USA栗 The Rhymer）USA３勝
［子］ ダービーデイボーイDerby Day Boy（66牡 My Babu）USA８勝，O

ceanside H，Pomona Governor's C２着，Foothill S２着，
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

529 ホワイトアウト２０２０ �・芦 ４／１４

＊

アンブライドルズソング Unbridled

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Unbridled's Song

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

��
��
�Secret StatusUSA 芦 2006 Private Status

＊ Distorted Humor

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�エイシンバーリン芦 2012 Blade of Luck

20
Caro S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ホールドミータイト（11鹿 ＊コマンズ）入着３回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（６）〕
スティールペガサス（17牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）��４勝��２勝�入着�，

南部駒賞（Ｄ1600）２着，星雲賞（Ｄ1600）３着
ミカンサン（18牝鹿 ＊ダノンレジェンド）�１勝
ナツミカンサン（19牝黒鹿 スズカコーズウェイ）�未出走

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.

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

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

でしこ賞，��２勝�１勝��入着２回��，兵庫ジュニアＧＰ‐Jpn2
＊メダグリアスズカ（08牡 Medaglia d'Oro）�１勝�７勝
＊ヴィットリオドーロ（09牡 Medaglia d'Oro）４勝，小金井特別３着，種牡馬
クインズキンバリー（13牝 ゼンノロブロイ）�１勝
ブレークオンスルー（14牡 ＊サウスヴィグラス）１勝，���３勝�１勝
イージーナウ（16牝 ＊シニスターミニスター）�３勝��２勝，ブロッサムＣ

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

ーリップ賞‐Jpn3 ３着，阪神３歳牝馬Ｓ‐Jpn1 ４着，etc.
タキオンバッハ（03牡 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別２着

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： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
生 産 牧 場： ㈲グランド牧場
飼 養 者： ㈲グランド牧場＝新ひだか町静内古川町 �0146-45-0189
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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

＊
＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�コマンズ Cotehele Houseホールドミータイト ＊アフリート

��
��
�プリエミネンス鹿 2011 アジテーション

＊ランザリスク 5d
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：
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