
母 マルヨパトリオット（08栗 ＊アルカセット）��１勝・３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（２）〕
ミスズフリオーソ（15牡栗 フリオーソ）３勝，吹田特別（Ｄ1800）２着
リングアップ（17牝栗 スマートファルコン）���１勝�１勝
ヤマタケアオイバラ（20牡鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 アフレタータ（00栗 ＊タイキシャトル）４勝，かささぎ賞，邁進特別３着
ファインチョイス（09牝 アドマイヤムーン）４勝，函館２歳Ｓ‐G3，ファンタジー

Ｓ‐G3 ３着，ＵＨＢ賞‐OP ２着，ＴＶｈ杯，ＨＴＢ杯
アットウィル（10牡 アドマイヤムーン）４勝，クローバー賞‐LR，マーガレットＳ

‐LR ３着，タンザナイトＳ‐OP ３着，彦根Ｓ，壬生特別，etc.
ブライトボイス（12牡 スペシャルウィーク）２勝，二王子特別，二本松特別２着，

�１勝
キャンディバローズ（13牝 ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ‐G3，フィ

リーズレビュー‐G2 ３着，ＨＴＢ杯３着

３代母 ＊チャイナブリーズ（91 USA鹿 Capote）USA出走
ロングターゲット（99牡 ＊ティンバーカントリー）４勝，白川郷Ｓ，伊勢特別２着，

上賀茂Ｓ３着（２回），etc.
チャイナバロック（01牝 タマモクロス）２勝，若菜賞，りんどう賞３着
シーソング（04牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，����入着 10回，ノースクイー

ンＣ２着
オフクヒメ（13牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，フェニックス賞‐OP ２着，タ

イランドＣ，ＨＴＢ杯２着，etc.

４代母 ノワーナNowanna（74 USA黒鹿 Envoy）USA出走
［子］ ナウリスンNow Listen（87牡 Miswaki）GB・USA９勝，トリプルベン

ドＨ‐G3，ダリルズジョイＳ‐G3，Louisiana Downs Breeders' Cu
p S‐L（２回），etc.，種牡馬

チックオアトゥー Chick Or Two（83牝 Topsider）USA６勝，Charl
es H. Russell H‐L，Las Cienegas H‐L ２着，Orinda H２着，etc.

［孫］ タイムリーリザーヴ Timely Reserve（84 牝 Nureyev）FR・USA２勝，
Vallejo S‐L，La Habra S‐L ３着

販売申込者・所有者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
生 産 牧 場： ㈲前野牧場
飼 養 者： ㈲前野牧場＝日高町緑町 �090-3399-2538
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ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲
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�
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�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�アルカセット ＊チェサプラナマルヨパトリオット ＊タイキシャトル

��
��
�アフレタータ栗 2008 ＊チャイナブリーズ

1o
Mr. Prospector M4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊シティウェルズ（12 CAN鹿 City Zip）CAN２勝，オンタリオコリーンＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
グラッツィエディオ（17牝栗 Tonalist）�１勝�１勝
リッケンバッカー（18牡鹿 ロードカナロア）�１勝，アーリントンＣ‐G3 ２着，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ４着，秋色Ｓ（芝 1600）２着
ドゥライトアルディ（19牝鹿 ＊ドレフォン）�入着

２代母 ミーティアウェルズMeteorWells（02 IRE 鹿 Sadler's Wells）不出走
メルトシティMelt City（09 牡 Proud Citizen）RUS４勝
マイスムーズトーカーMy Smooth Talker（11� Yes It's True）USA４勝
スマッシュアンドダッシュ Smash and Dash（14� ＊ハードスパン）USA２勝

３代母 ミーティアステイジMeteor Stage（82 USA黒鹿 Stage Door Johnny）US
A入着２回
フルステイジ Full Stage（86牡 Full Partner）USA・PR８勝，C. Jorge Washin

gton‐L，種牡馬
ステイジコロニー Stage Colony（87牡 Pleasant Colony）USA10 勝，フォートマ

ーシーＨ‐G3，ラトガーズＨ‐G3，Royal Palm H‐L，etc.，種牡馬
プレザントステイジ Pleasant Stage（89牝 Pleasant Colony）USA２勝，ＢＣジュ

ヴェナイルフィリーズ‐G1，オークリーフＳ‐G2，エイコーンＳ‐G1 ２着，etc.
ミーティアコロニーMeteor Colony（93牝 Pleasant Colony）USA１勝

チェインジインザウェザー Changeintheweather（99 牡 GoneWest）USA５
勝，グレイＳ‐G1，Gate Dancer S，ボルティモアＨ‐G3 ２着，etc.，
種牡馬

コロニアルプレイ Colonial Play（94 牝 Pleasant Colony）USA４勝，オーキッドＨ
‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2 ３着，ボイリングスプリングズＨ‐G3 ３着
マーシュサイドMarsh Side（03牡 GoneWest）USA・CAN・UAE７勝，ノ

ーザンダンサーターフＳ‐G1，カナディアンインターナショナルＳ‐G1，
スカイクラシックＳ‐G2，etc.，種牡馬

ソーラーコロニー Solar Colony（95牝 Pleasant Colony）USA２勝
アセンディングエインジェルAscending Angel（11 牝 Pulpit）USA入着５回

＊ナダル（17牡 Blame）USA４勝，アーカンソーダービー‐G1，レベルＳ
‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228
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ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲
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�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit
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�
� Lucky Sophカリフォルニアクローム ラヴザチェイス Not For Love
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�Love the ChaseUSA 栗 2011 Chase It Down

＊

シティジップ Carson City

�
�
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�
�
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�City Zip Baby Zipシティウェルズ ミーティアウェルズ Sadler's Wells

��
��
�MeteorWells鹿CAN 2012 Meteor Stage

23b
Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer M4×S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 スワンレーク（16鹿 ロードカナロア）出走
初仔

２代母 グランパドドゥ（97鹿 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，忘れな草賞‐OP，関門橋Ｓ２着，etc.
クラシックチュチュ（06牝 キングカメハメハ）出走

サンライズサーカス（13牡 ＊シンボリクリスエス）入着９回，小倉城特別３着，
��出走�２勝�３勝��

ノーブルシルエット（18牝 ＊シニスターミニスター）�３勝，浦佐特別，上総Ｓ
２着，市川Ｓ２着，内房Ｓ２着，伊勢Ｓ３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，ＵＨＢ杯‐LR，オーストラ
リアＴ‐L，etc.，種牡馬

アンレヴマン（09牡 キングカメハメハ）１勝
パドパピヨン（12牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
キングドラゴン（13� ＊シンボリクリスエス）２勝，両津湾特別３着

３代母 スターバレリーナ（90鹿 Risen Star）４勝，ローズＳ‐Jpn2，高松宮杯‐Jpn2
２着，毎日王冠‐Jpn2 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，京阪杯‐Jpn3 ２着，etc.
スパルタクス（98牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，飯坂特別，周防灘特別，都井岬特

別，etc.
アンドゥオール（99牡 ＊ブライアンズタイム）９勝，東海Ｓ‐Jpn2，マーチＳ

‐Jpn3，ベテルギウスＳ‐L ２着，etc.，��出走
パドカトル（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，門司特別，対馬特別２着，南港特別３着
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

４代母 ＊ベリアーニ（85 USA鹿 Nureyev）GB・USA２勝
［孫］ アグネスラズベリ（01牝 エアジハード）７勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，

阪神牝馬Ｓ‐G2 ２着，スワンＳ‐Jpn2 ３着，etc.，�１勝

販売申込者・所有者： ㈱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

163 スワンレーク２０２１ �・黒鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai
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�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

キングカメハメハ

�
�
�
�
�
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�ロードカナロア レディブラッサムスワンレーク フジキセキ

��
��
�グランパドドゥ鹿 2016 スターバレリーナ

＊ベリアーニ 8k
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 ジュエルインザサン（16鹿 ルーラーシップ）入着
初仔

２代母 ＊ジュエルオブザナイト（02 USA栗 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，ハニムーンＨ‐G2，サンクレメンテＨ‐G2，Sunshin
e Millions Distaff S‐R，etc.
ベルナディーヴァ Bernadiva（14牝 Bernardini）USA２勝，Riskaverse S

‐R ３着
マギーマクゴーワンMaggie McGowan（08牝 Salt Lake）USA１勝

デンマンズコールDenman's Call（13� Northern Afleet）USA５勝，トリプ
ルベンドＳ‐G1，サンヴィセンテＳ‐G2 ３着，San Pedro S‐L ２着

トロセイ Torosay（16� Goldencents）�USA・UAE２勝，グリーンフラッ
シュＨ‐G3 ３着，Siren Lure S３着

ブラックヴァレンタインBlack Valentine（09 牝 Cindago）不出走
ルーズヴァレンタイン Roo's Valentine（13 牝 Vronsky）USA４勝，Soviet

Problem S‐R，Dream of Summer S‐R ２着，Fran's Valentine S
‐R ２着，Evening Jewel S‐R ３着

ドクタートラウトマンDr. Troutman（14� Vronsky）�USA５勝，Snow
Chief S‐R ３着

スイーテストエインジェル Sweetest Angel（18 牝 Candy Ride）�USA２勝，
セニョリータＳ‐G3 ３着，Pike Place Dancer S３着

マジェスティックジュエルMajestic Jewel（10 牝 Cindago）USA２勝
コンセプト Concept（19 牡 Gun Runner）�USA１勝，Kip Deville S，

Remington Springboard Mile S‐L ３着
ディープジュエリー（12牝 ディープインパクト）４勝，スイートピーＳ‐LR，デイ

ジー賞，うずしおＳ２着，ユートピアＳ３着，紅葉Ｓ３着

３代母 ジュエルドレイディ Jeweled Lady（97 USA鹿 General Meeting）不出走
ソーシーイヴニング Saucey Evening（06牝 More Than Ready）USA・CAN４

勝，Starine S‐R，California Breeders' Champion S‐R，California
Cup Juvenile Fillies S‐R，etc.

販売申込者・所有者： アシュビル㈱＝愛知県名古屋市 �03-3475-0707
生 産 牧 場： 社台牧場�
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

164 ジュエルインザサン２０２１ �・鹿 ４／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat
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�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

キングカメハメハ
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�ルーラーシップ エアグルーヴジュエルインザサン
＊ Giant's Causeway

��
��
�ジュエルオブザナイト鹿 2016 Jeweled Lady

16g
Storm Cat S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Miesque S4×M5

価格： 購買者：



母 ローザミスティカ（07栗 アグネスタキオン）入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６），地方－２（５）〕
アトラスパワー（12牡鹿 メイショウサムソン）�３勝
ローズウィスパー（13牝鹿 ＊ワークフォース）３勝，四国新聞杯（芝 2000），日田特

別（芝 2000），土湯温泉特別（芝 1800）２着
ジャックローズ（15牡鹿 ＊ハービンジャー）２勝，鳥栖特別（芝 2000）
ローブドゥネージュ（16牝栗 ＊クロフネ）�２勝
スピーニディローザ（17牝栗 ＊ヘニーヒューズ）１勝
イズジョーアーサー（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�入着

２代母 ロゼカラー（93鹿 Shirley Heights）２勝，デイリー杯３歳Ｓ‐Jpn2，秋華賞
‐Jpn1 ３着，シンザン記念‐Jpn3 ２着，オークス‐Jpn1 ４着，阪神３歳牝馬
Ｓ‐Jpn1 ５着
ローズバド（98牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2，マーメ

イドＳ‐Jpn3，オークス‐Jpn1 ２着，秋華賞‐Jpn1 ２着，エリザベス女王
杯‐Jpn1 ２着，etc.
ローザブランカ（05牝 ＊クロフネ）３勝，都井岬特別
スタニングローズ（19牝 キングカメハメハ）�３勝，フラワーＣ‐G3，オ
ークス‐G1 ２着，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着，こぶし賞

ローズキングダム（07牡 キングカメハメハ）６勝，ジャパンＣ‐G1，朝日杯フ
ューチュリティＳ‐Jpn1，京都大賞典‐G2，神戸新聞杯‐G2，東スポ杯２
歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優２牡，種牡馬

ローゼンクロイツ（02牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，金鯱賞‐G2，中京記念‐G3，
毎日杯‐Jpn3，京都２歳Ｓ‐L，菊花賞‐Jpn1 ３着，etc.

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

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

ヴィンテージローズ（11牝 ゼンノロブロイ）２勝，城崎特別３着，鶴橋特別３着

３代母 ＊ローザネイ（88 FR栗 Lyphard）FR１勝
ロサード（96牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，オールカマー‐Jpn2，小倉記念

‐Jpn3（２回），京阪杯‐Jpn3，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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
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ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲
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�アグネスタキオン アグネスフローラローザミスティカ Shirley Heights
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�ロゼカラー栗 2007 ＊ローザネイ

1w
Northern Dancer S4×M5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊モクレン（11 IRE 鹿 Galileo）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（４）〕
エイカイボルト（16牡鹿 ディープインパクト）�１勝�入着４回��
アメトリン（17牝栗 オルフェーヴル）��１勝�２勝
ラヴオブネイチャー（18牡黒鹿 オルフェーヴル）��入着４回�
ピペル（20牝黒鹿 フェノーメノ）�未出走

２代母 モーララカナMauralakana（03 FR鹿 Muhtathir）FR・USA11 勝，ビヴァリ
ーディＳ‐G1，ニューヨークＳ‐G2，シープスヘッドベイＨ‐G2，ガルフストリ
ームザヴェリワンＨ‐G3，ローカストグローヴＨ‐G3，etc.
カリッサCalissa（10 牝 Danehill Dancer）IRE１勝
ヘイルザヒーローHail The Hero（12� Galileo）GB・IRE・HKG３勝
デュモートDuMoto（13牡 Galileo）GB２勝
カモラ Camorra（17� Zoffany）�IRE３勝，キルターナンＳ‐G3

３代母 ジムカーナ Jimkana（92 FR鹿 Double Bed）FR１勝
プティカルヴァ Petit Calva（01牝 ＊デザートキング）GB・FR・UAE３勝，P. de la

Calonne‐L，Criterium du Bequet‐L，グロット賞‐G3 ２着，etc.
テオフィロカルヴァ Teofilo Calva（10� Teofilo）HKG４勝，Bauhinia Sp

rint Trophy‐L ２着
ロゼー Rosay（13牝 Raven's Pass）FR２勝，Criterium de Languedoc‐L，

P. Aymeri de Mauleon‐L ２着，アンプリュダンス賞‐G3 ３着

４代母 ジムカ Jimka（78 FR鹿 ＊ジムフレンチ）FR７勝，P. de la Table‐L ３着
［子］ ジムアンドトニック Jim and Tonic（94� Double Bed）GB・FR・US

A・UAE・HKG・SIN13 勝，香港カップ‐G1，ドバイデューティフリ
ー‐G2，香港Ｑエリザベス二世Ｃ‐G2，etc.

ドゥーブルトニックDouble Tonic（99� Double Bed）FR３勝，P. L
a Moskowa‐L ３着

［孫］ アナバーリパーブリク Anabaa Republic（01 牝 Anabaa）FR１勝，P.
Frederic de Lagrange‐L ２着，ミネルヴ賞‐G3 ３着，オマール賞
‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 追分ファーム＝安平町追分向陽 �0145-25-3655
生 産 牧 場： 追分ファーム
飼 養 者： 白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ＝安平町早来富岡 �0145-26-2225

166 モクレン２０２１ �・栗 ２／ ２
＊ 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

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaモクレン モーララカナ Muhtathir

��
��
�Mauralakana鹿IRE 2011 Jimkana

1l
Northern Dancer S4×M4

価格： 購買者：



母 ＊ダリナー（15 IRE 鹿 Shamardal）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ヴァルキュリアンValkyrian（20 IRE 牝鹿 Kodiac）�海外未出走

２代母 ダールフォナーDarrfonah（04 IRE 鹿 Singspiel）GB・FR・IRE・UAE２勝，
Lord Weinstock Memorial S‐L，マルセルブサック賞‐G1 ２着，ローザー
Ｓ‐G2 ３着
サーチャーリークンツ Sir Charlie Kunz（11牡 Dalakhani）GB・BHR２勝

３代母 アヴィラAvila（89 GB鹿 Ajdal）GB入着
ディルシャーンDilshaan（98牡 Darshaan）GB２勝，レイシングポストトロフィ

‐G1，ダンテＳ‐G2，種牡馬
アダージャAdaja（00 牝 Cadeaux Genereux）不出走

スワーリング Swirling（05 牝 Galileo）不出走
ベルティノロ Bertinoro（11牡 Aussie Rules）ITY６勝，G.P. d'Italia
‐L，P. Circo Massimo‐L，フェデリコテシオ賞‐G2 ２着，etc.

アルジョサAl Joza（07牝 Dubawi）GB１勝
フェスティヴフェア Festive Fare（12� Teofilo）GB３勝，Winter Derby T

rial S‐L ２着

４代母 スイートハビット Sweet Habit（76 IRE 鹿 Habitat）不出走
［子］ ノムルードNomrood（83牡 Alleged）GB・FR２勝，チェスターヴァーズ

‐G3，英フュチュリティＳ‐G1 ２着，ダンテＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬
アレッジング Alleging（81牡 Alleged）GB・FR・ITY・USA７勝，P.
du Point du Jour‐L，P. Ridgway‐L，アンドレバボワン賞‐G3
２着，etc.，種牡馬

モナスタリーMonastery（86 牡 General Assembly）GB５勝，Found
ation S‐L

［孫］ オクタンOktan（92牡 ＊ダンスオブライフ）GB・GER・NOR・SWE・
DEN11勝，GoldenMile‐L（３回），Polar Mile Cup‐L，Pol
ar Mile Cup‐L ２着，etc.，種牡馬

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

167 ダリナー２０２１ 牡・鹿 ５／１５
＊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サクソンウォリアー

SaxonWarrior
＊ Galileo

��
��
�メイビー鹿 2015 Sumora

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiダリナー ダールフォナー Singspiel

��
��
�Darrfonah鹿IRE 2015 Avila

1k
Halo S4×M5 Sadler's Wells S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アグネスダリム（09栗 ゴールドアリュール）３勝
〔産駒馬名登録数：３〕
メイショウオオルリ（19牝鹿 ＊ハービンジャー）�出走
サラマックイーン（20牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 アグネスパサー（01鹿 ＊エルコンドルパサー）出走
アグネスサクラ（06牝 ＊ホワイトマズル）３勝，白藤賞，三面川特別２着，木津川特

別２着，アプローズ賞２着，衣笠特別２着，etc.
ブレイキングドーン（16牡 ヴィクトワールピサ）２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3，弥生賞‐G2 ３着，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3 ２着，ホー
プフルＳ‐G1 ５着

アグネスピンキー（08牝 タニノギムレット）１勝，�５勝
ボルンカズマ（16牡 ジャスタウェイ）１勝，���４勝
ルドンカズマ（17牡 ゴールドアリュール）�２勝，菅名岳特別３着

３代母 アグネスセレーネー（96栗 ＊トニービン）出走
アグネストレジャー（02牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，白富士Ｓ‐L ３着，むらさ

き賞，三田特別，etc.
アグネスラック（03牝 ＊クロフネ）３勝，豊明特別

４代母 アグネスフローラ（87鹿 ＊ロイヤルスキー）５勝，桜花賞‐Jpn1，オークス
‐Jpn1 ２着，チューリップ賞‐OP，エルフィンＳ‐OP，若菜賞，優３牝
［子］ アグネスタキオン（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，皐月賞‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，Ｒたんぱ杯３歳Ｓ‐Jpn3，種牡馬
アグネスフライト（97牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，日本ダービー
‐Jpn1，京都新聞杯‐Jpn3，京都記念‐Jpn2 ２着，etc.，種牡馬

アグネスタカオー（93牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，蓬莱峡特別，松島
特別２着，千葉日報杯２着

アグネスプロトン（99牡 ＊エリシオ）２勝，医王寺特別２着

５代母 アグネスレデイー（76鹿 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝日Ｃ
ｈＣ，エリザベス女王杯２着，サンスポ４歳牝馬特別２着，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： 富田ステーブル＝浦河町西舎 �090-9089-6771

168 アグネスダリム２０２１ �・栗 ２／１５

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤアグネスダリム ＊エルコンドルパサー

��
��
�アグネスパサー栗 2009 アグネスセレーネー

＊ヘザーランズ 1l
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 スマッシュハート（11栗 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８）〕
ストロングライン（16牡芦 ＊ダンカーク）�３勝，香嵐渓特別（Ｄ1900）２着，金蹄

Ｓ（Ｄ2100）３着，浦佐特別（Ｄ1800）３着
タイセイシリウス（17牡鹿 エピファネイア）�３勝，一宮特別（芝 2200），磐梯山

特別（芝 2600）
エスコバル（18�鹿 モーリス）�１勝
マテンロウボンド（19牡鹿 キズナ）�１勝

２代母 ビーナスライン（01栗 フジキセキ）６勝，函館スプリントＳ‐Jpn3，シルクロー
ドＳ‐G3 ３着，キーンランドＣ‐Jpn3 ３着，高松宮記念‐G1 ４着，羊ヶ丘特別，etc.
アストライオス（09牡 サクラバクシンオー）�６勝�２勝�入着３回��
ビーナスジュエリー（10牝 ＊シンボリクリスエス）�５勝
トーホウビスカヤ（14牝 ＊ストリートセンス）１勝，飛竜特別２着
キングオブヘヴン（15� キングカメハメハ）��出走�１勝��５勝
ユキゲシズク（19牝 ＊アメリカンペイトリオット）�	１勝��１勝

３代母 ホクトペンダント（93鹿 ＊パークリージエント）２勝，報知４歳牝馬特別
‐Jpn2 ２着，桜花賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP ２着，うぐいす賞，きんせん
か賞２着，etc.
レッダンゴールド（97牝 ＊サンデーサイレンス）入着３回

ユメノオーラ（03牝 ＊マイネルラヴ）３勝，フィリーズレビュー‐Jpn2 ２着，
エルフィンＳ‐OP ２着，エクセル博多開設記念，etc.

ルナ（09牡 ＊クロフネ）５勝，ニューイヤーＳ‐L ３着，漁火Ｓ，春興Ｓ，etc.
チョウカイモンド（02� ＊サンデーサイレンス）１勝，河口湖特別３着，�２勝
チョウカイファイト（03牡 アグネスタキオン）４勝，福島民報杯‐L，中日新聞杯

‐G3 ３着，ノベンバーＳ，etc.，�５勝
ベルベットロード（06牡 キングカメハメハ）３勝，オリエンタル賞，セントポーリ

ア賞，エーデルワイスＳ２着，etc.
ファントムロード（08� フジキセキ）５勝，フリーウェイＳ，袖ケ浦特別，五泉特

別，etc.
サンマルペンダント（14牝 ＊トビーズコーナー）２勝，岩室温泉特別，外房Ｓ３着，

�５勝

販売申込者・所有者： ㈲酒井牧場＝浦河町向が丘西 �090-1646-1442
生 産 牧 場： ㈲酒井牧場
飼 養 者： ㈲酒井牧場＝浦河町向が丘西 �090-1646-1442

169 スマッシュハート２０２１ 牡・鹿 ５／２１

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファススマッシュハート フジキセキ

��
��
�ビーナスライン栗 2011 ホクトペンダント

＊ギヤラントグロウ 4r
Storm Bird S4×S4

価格： 購買者：



母 ＊ルージュクール（08 AUS青鹿 Redoute's Choice）入着２回
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（12）〕
ノーザンエンブレム（13牝黒鹿 メイショウサムソン）�７勝
ザッツクール（14牡黒鹿 ダイワメジャー）入着，�３勝�
スターフィールド（15�黒鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，芙蓉Ｓ‐LR（芝 2000）３着
ロークアルルージュ（16牡芦 ＊クロフネ）２勝
ベイサイドブルー（17牡鹿 ロードカナロア）２勝，もちの木賞（Ｄ1800）３着
シゲルデカスロン（18牝青鹿 リオンディーズ）��２勝
オタルエバー（19牡黒鹿 リオンディーズ）�２勝，ファルコンＳ‐G3 ３着，新潟

２歳Ｓ‐G3 ３着，秋明菊賞（芝 1400）
アマソナ（20牝鹿 ルーラーシップ）�未出走

２代母 サンデイヴァレンタイン Sunday Valentine（00 AUS青鹿 ＊サンデーサイレンス）
不出走
エルダーナ El Daana（04牝 Redoute's Choice）AUS２勝，エドワードマニフォルド

Ｓ‐G2，SAJCQueen Adelaide S‐L，ＭＲＣアンガスアルマナスコＳ‐G2 ３
着，ＶＲＣメイトリアークＳ‐G2 ３着，SAJC Centaurea S‐L ２着
ワワイルWawail（11 牝 Lonhro）AUS６勝，ＶＲＣＡＶキウニーＳ‐G2，Ｖ

ＲＣフランシストレサデイＳ‐G3，City of Greater Dandenong S‐L，
ＭＲＣノースウッドプルームＳ‐G3 ２着，ＶＲＣメイビーマハルＳ‐G3
２着，etc.

アルムサナ Al Muthana（17� Deep Field）�SAF６勝，ハワイＳ‐G2，
Wolf Power 1600 H‐L

フースデルリーフテン Hus Der Lieften（06� Hussonet）AUS・HKG７勝，La
dies' Purse‐L ２着，ATC Eskimo Prince S‐L ３着

グランドドーターGrand Daughter（09 牝 Redoute's Choice）AUS２勝，ＳＡＪ
Ｃオーストラレシアンオークス‐G1 ２着

３代母 ＊ローレルアベニュー（95 USA鹿 Avenue of Flags）USA３勝，Washingt
on T.B.A. Lassie S，Federal Way H３着，Mona Lisa S３着，Pierce C
ounty S‐R ３着
ミュジニーMusigny（06牝 Reset）AUS１勝，MVRC St. Albans S‐L ２着

販売申込者・所有者： 富沢萩沢俊雄牧場＝新ひだか町三石富沢 �0146-33-2182
生 産 牧 場： 富沢萩沢俊雄牧場
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 ルージュクール２０２１ 牡・青鹿 ２／１４
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊

ルドゥーテズチョイス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Redoute's Choice Shantha's Choiceルージュクール サンデイヴァレンタイン ＊サンデーサイレンス

��
��
�Sunday Valentine青鹿AUS 2008 ＊ローレルアベニュー

2d
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊インザスポットライト（14 IRE 鹿 Exceed And Excel）GB３勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
インザオベーション（19牝黒鹿 ハーツクライ）�１勝
エイトスターズ（20牝黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ナルコNaruko（09 USA鹿 Street Cry）FR１勝

３代母 レイクトーヤ Lake Toya（02 USA鹿 Darshaan）GB・FR４勝，Gillies S
‐L，P. Caravelle‐L，Gillies S‐L ２着，P. Joubert‐L ２着，フロー
ル賞‐G3 ３着，etc.
ソウベツ Sobetsu（14 牝 Dubawi）GB・FR３勝，サンタラリ賞‐G1，ノネット賞

‐G2，英ナッソーＳ‐G1 ３着

４代母 ＊シンコウエルメス（93 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
［子］ シックススセンス Sixth Sense（13 牡 Shamardal）GB・FR・IRE・MA

C２勝，Winkfield S‐L，シェーヌ賞‐G3 ３着，Chesham S
‐L ３着

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

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

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

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

オセアグレイト（16牡 オルフェーヴル）�５勝，ステイヤーズＳ‐G2，ダ
イヤモンドＳ‐G3 ３着，迎春Ｓ，etc.

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

セイクレットレーヴ（09牡 アドマイヤムーン）２勝，ＮＺトロフィー‐G2
２着，ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着，クロッカスＳ‐OP，etc.，�４勝

販売申込者・所有者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565
生 産 牧 場： ㈱レイクヴィラファーム
飼 養 者： ㈱レイクヴィラファーム＝洞爺湖町成香 �0142-82-5565

171 インザスポットライト２０２１ �・黒鹿 １／１４
＊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キズナ
＊ Storm Cat

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

＊

イクシードアンドイクセル ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Exceed And Excel Patronaインザスポットライト ナルコ Street Cry

��
��
�Naruko鹿IRE 2014 Lake Toya

4n
Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 サトノラミア（09栗 ＊ブライアンズタイム）入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－３（７）〕
ピッパ（15牝栗 ハーツクライ）１勝
ミアフィリア（16牝栗 ゴールドアリュール）�１勝
サトノバシリス（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）�１勝�３勝
レオパルドミノル（18牡青鹿 エピファネイア）�１勝，�２勝
タシット（19牡鹿 ブラックタイド）�１勝

２代母 ＊ホームスイートホーム（99 USA鹿 Seeking the Gold）USA出走
マイスイートホーム（06牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
バーディバーディ（07牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ユニコーンＳ‐G3，フェブラ

リーＳ‐G1 ３着，etc.，�１勝��入着２回�，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2，東京大賞
典‐Jpn1 ３着，帝王賞‐Jpn1 ３着，etc.，種牡馬

バーディーイーグル（10牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，むらさき賞，浜松特別，府
中Ｓ３着，大島特別３着

サトノアルバトロス（11牡 ＊ブライアンズタイム）３勝
サトノレガリア（17牡 ＊エスケンデレヤ）１勝，���入着５回

３代母 アワカントリープレイスOur Country Place（92 USA黒鹿 Pleasant Colony）
不出走
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，マンハッタンＨ‐G1，ガルフストリームパークターフＨ
‐G1，etc.，種牡馬

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.

４代母 ＊メイプルジンスキー（85 USA鹿 Nijinsky）USA５勝，アラバマＳ‐G1，モン
マスオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ４着

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

172 サトノラミア２０２１ �・鹿 ４／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayサトノラミア
＊ Seeking the Gold

��
��
�ホームスイートホーム栗 2009 Our Country Place

1g
Mr. Prospector S4×M4

価格： 購買者：



母 スーパーマダム（10鹿 タニノギムレット）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－２（４）〕
アリアナティー（16牝黒鹿 ローエングリン）�３勝��，園田クイーンセレクショ

ン（Ｄ1400）
ララクリスティーヌ（18牝青鹿 ミッキーアイル）�４勝，紅梅Ｓ‐L（芝 1400）２着，

雲雀Ｓ（芝 1400），寺泊特別（芝 1600）
フィールドドリーム（19牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）���１勝

２代母 オメガフォーチュン（97黒鹿 フジキセキ）出走
オメガエクスプレス（04牡 サクラバクシンオー）３勝，橘Ｓ‐OP，かささぎ賞，尾

瀬特別２着，さくらんぼ特別３着
オメガファルコン（05� サクラバクシンオー）５勝，招福Ｓ，松戸特別，両国特別，

北総Ｓ２着，赤富士Ｓ２着，etc.
オメガクリスマス（07牝 ＊クロフネ）２勝

アキバ（19牝 ミッキーアイル）�１勝，りんどう賞３着
オメガスパーキング（09牡 キングカメハメハ）３勝，大島特別２着，�２勝，あす

なろ賞２着
オメガタックスマン（12牡 ショウナンカンプ）２勝，久多特別２着，知多特別２着，

秋明菊賞２着

３代母 ＊エリンバード（91 FR鹿 Bluebird）GB・FR・ITY・USA４勝，伊１０００ギニー
‐G2，P. Seregno‐L，英ナッソーＳ‐G2 ３着，P. Tantieme‐L ２着，フ
ェデリコテシオ賞‐G3 ３着
オメガグレイス（99牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，若鮎賞，ＴＶｈ賞２着，道新ス

ポーツ杯２着，etc.
エールスタンス（03牝 ＊エルコンドルパサー）２勝，飯盛山特別，小名浜特別２着，

��１勝
ミュゼエイリアン（12� スクリーンヒーロー）３勝，毎日杯‐G3，東風Ｓ‐L，

セントライト記念‐G2 ２着，etc.
エリンコート（08牝 デュランダル）４勝，オークス‐G1，忘れな草賞‐OP

販売申込者・所有者： 土井牧場＝新冠町新和 �0146-47-5261
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

173 スーパーマダム２０２１ 牡・鹿 ３／１６

＊

＊
＊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

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�タニノギムレット タニノクリスタルスーパーマダム フジキセキ

��
��
�オメガフォーチュン鹿 2010 ＊エリンバード

1l
Storm Bird S5×M5 Caro S5×M5

価格： 購買者：



母 カウニスクッカ（11鹿 マンハッタンカフェ）４勝，松島特別（芝 2000），知床特別
（芝 2000），菜の花賞（芝 1600）
〔産駒馬名登録数：２〕
ビートルジュース（19牝青 モーリス）�出走

２代母 ＊マネーペニー（03 USA栗 Monarchos）USA４勝
ダイトウキョウ（12牡 マンハッタンカフェ）４勝，さくらんぼ特別，黄梅賞，サン

ライズＳ２着，トリトンＳ２着，驀進特別２着，etc.
ダイトカイ（13牝 マンハッタンカフェ）�１勝
ラッシュハート（14牝 ディープインパクト）１勝
ダノンアポロン（15牡 ディープインパクト）１勝，燧ヶ岳特別２着，呼子特別３着
モズオリンピック（18牝 ドゥラメンテ）�２勝

３代母 マイホワイトコーヴェットMyWhite Corvette（98 USA芦 Tarr Road）US
A３勝，Cimarron S，ゴールデンロッドＳ‐G2 ３着，ハニービーＳ‐G3 ２着

＊スターダムバウンド（06牝 Tapit）USA５勝，サンタアニタオークス‐G1，ＢＣジ
ュヴェナイルフィリーズ‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，デルマーデビュタン
トＳ‐G1，オークリーフＳ‐G1，etc.
キングカヌヌ（12牡 キングカメハメハ）２勝，浜名湖特別２着，インディアＴ３着
エイプリルミスト（14牝 ディープインパクト）３勝，開成山特別３着

マイリトルデュースクーペMylittledeucecoupe（08牝 Lion Heart）USA入着３回
マイホットロッドリンカーンMyhotrodlincoln（16� Verrazano）�USA５

勝，Duke City Sprint S２着，Kentucky Juvenile S２着，Zia Par
k Juvenile S２着

スキャンダラスソング Scandalous Song（10牝 Unbridled's Song）不出走
ゼインズヴィル Zanesville（15� Tiznow）�USA13 勝，Prairie Mile S３

着，Super Derby Prelude S３着

４代母 ウィンドチャイムWind Chime（92 USA栗 Marfa）不出走
［曾孫］ コンサートツアー Concert Tour（18 牡 ＊ストリートセンス）�USA３勝，

レベルＳ‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，アーカンソーダービー‐G1 ３着

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

174 カウニスクッカ２０２１ 牡・栗 ３／ ６

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジカウニスクッカ
＊ Monarchos

��
��
�マネーペニー鹿 2011 MyWhite Corvette

3c
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊エヴィータアルゼンティーナ（06 USA栗 Candy Ride）USA６勝，ラブレアＳ
‐G1，エイグリームＨ‐G2，サンヴィセンテＳ‐G2，ソレントＳ‐G3，Mocca
sin S‐L，etc.
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（８），地方－１（１）〕
サンタエヴィータ（11牝栗 Smart Strike）３勝，伊丹Ｓ（Ｄ1800）２着，響灘特別
（Ｄ1700）２着，ＴＶＱ杯（Ｄ1700）３着
サンタグラシア（18牝 オルフェーヴル）�３勝，房総特別

ラレータ（14�栗 ダイワメジャー）３勝，大島特別（Ｄ1400）２着，���入着２回
アルタグラシア（17牝鹿 ジャスタウェイ）１勝，��１勝
レコレータ（18牝栗 ハーツクライ）�１勝
バンフィエルド（19牡栗 オルフェーヴル）�出走

２代母 ジェラスワイルドキャット JealousWildcat（98 USA鹿 Forest Wildcat）
USA３勝
ジェラスリー Jealously（04� Marquetry）USA２勝
ワイルドアンドレディWild and Ready（05� More Than Ready）USA３勝
エヴィータズシスターEvita's Sister（08 牝 Candy Ride）USA２勝

シスターネイション Sister Nation（14牝 Into Mischief）USA・CAN３勝，R
uling Angel S，ベサラビアンＳ‐G2 ３着，Star Shoot S‐L ２着，Gl
orious Song S‐L ２着，Cincinnati Trophy S２着，etc.

３代母 ジェラススウォード Jealous Sword（94 USA鹿 Crusader Sword）不出走
チャーリーズスウォードCharlie's Sword（04牝 Indian Charlie）USA４勝

ケイトリン Caitlin（13 牝 Pure Prize）ARG２勝，ヒルベルトレレナ大賞‐G1
３着，パセアナ賞‐G2 ２着，フランシスコＪベアスレイ賞‐G2 ２着

４代母 ジェラスアピール Jealous Appeal（83 USA黒鹿 Valid Appeal）USA４勝
［子］ トリッピ Trippi（97 牡 ＊エンドスウィープ）USA７勝，ヴォスバーグＳ

‐G1，リヴァリッジＳ‐G2，トムフールＨ‐G2，etc.，種牡馬
アピーリングスキーアー Appealing Skier（93 牡 Baldski）USA８勝，ハ
ッチソンＳ‐G2，ケンタッキーＣスプリントＳ‐G2，ウィザーズＳ
‐G2，etc.，種牡馬

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： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

175 エヴィータアルゼンティーナ２０２１ 牡・鹿 ４／ ４
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊

キャンディライド Ride the Rails

�
�
�
�
�

��
��

�Candy Ride Candy Girlエヴィータアルゼンティーナ ジェラスワイルドキャット Forest Wildcat

��
��
�JealousWildcat栗USA 2006 Jealous Sword

9f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 レインボーラヴラヴ（11青鹿 ＊マイネルラヴ）２勝，村上特別（芝 1600），相模湖特
別（芝 1400）２着，鷹巣山特別（芝 1400）３着，石打特別（芝 1800）３着，��２勝
初仔

２代母 レインボーマグナム（05黒鹿 マンハッタンカフェ）入着
ゴーゴーマグナム（12牡 ＊ケイムホーム）��１勝
アミーラ（13牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝�入着�
マグナムパワー（15牝 エイシンフラッシュ）���２勝
ジーガーワールド（16牡 ＊シンボリクリスエス）���１勝

３代母 レインボーアルファ（94栗 ＊アサティス）��４勝
セトノシェーバー（01牡 ＊リンドシェーバー）３勝，御嶽特別，伊勢特別，etc.，�

４勝�１勝�，新春ペガサスＣ，etc.
カシノバズライト（02牡 バブルガムフェロー）２勝，花見山特別２着，福島放送賞

３着，�１勝	

４代母 レインボーブルー（88栃栗 ＊ノーリユート）１勝
［子］ トーホウエンペラー（96牡 ＊ブライアンズタイム）入着，
17 勝��１勝�１

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

ストロングレオン（97牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，大島特別，三条特別

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

賞‐Jpn1 ２着，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ２着，種牡馬
［孫］ レインボーリバティ（97 ＊リンドシェーバー）��６勝，ゴールドＣ

テイエムファイター（90牡 アンバーシヤダイ）３勝，松川浦特別，恵庭岳
特別２着，宗谷特別３着，etc.

リュウベンセル（91牡 アンバーシヤダイ）�15 勝，鳥海大賞典２着
テンザンカブト（98牡 ＊サンデーサイレンス）１勝，白菊賞３着
タイアップレディ（98牝 ベストタイアップ）�３勝�，金の鞍賞３着

［曾孫］ シュイベモア（98牡 ミホノブルボン）��８勝�２勝，報知オールスター
Ｃ２着，種牡馬

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： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

176 レインボーラヴラヴ２０２１ 牡・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

＊ Seeking the Gold

�
�
�
�
�

��
��

�マイネルラヴ Heart of Joyレインボーラヴラヴ マンハッタンカフェ

��
��
�レインボーマグナム青鹿 2011 レインボーアルファ

＊プロポンチス 4d
サンデーサイレンス S3×M4 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊チャチャタイム（13 USA鹿 Gio Ponti）USA入着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：海外－１（１）〕
リルビットギャングスタ Lil Bit Gangsta（18 USA�鹿 Reload）�CAN入着２回
マーティーズディレンマMaarty's Dilemma（19 USA牝鹿 Jimmy Creed）�US

A１勝

２代母 リデューストセンテンスReduced Sentence（00 USA黒鹿 Broad Brush）
USA出走
パードンマイスルーPardon My Slew（04牝 Slew City Slew）USA１勝
＊ホットチャチャ（06牝 Cactus Ridge）USA６勝，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ

‐G1，ミントジュレップＨ‐G3，パカラップＳ‐G3，ブルボネットオークス
‐G3，ビヴァリーディＳ‐G1 ２着，etc.
エタリオウ（15牡 ステイゴールド）１勝，菊花賞‐G1 ２着，日経賞‐G2 ２着，神

戸新聞杯‐G2 ２着，青葉賞‐G2 ２着，日本ダービー‐G1 ４着，etc.，種牡馬
ペレ（16牝 ハーツクライ）２勝，町田特別２着，グッドラックＨ３着
サンデージャック（18牡 ダイワメジャー）�２勝，荒川峡特別

パロールド Paroled（09� Flatter）USA６勝，マーヴィンＨムニスメモリアルＨ
‐G2 ３着

チャチャマジックCha Cha Magic（14 牝 Mizzen Mast）USA１勝

３代母 ロングターム Long Term（88 USA鹿 Private Account）USA２勝

４代母 インフィニット Infinite（80 USA鹿 Majestic Light）USA４勝，Garden
City S，イエローリボン招待Ｓ‐G1 ３着，ダイアナＨ‐G2 ３着，アシーニアＨ
‐G3 ３着
［子］ ポリッシュトリーティ Polish Treaty（91 牝 Danzig）USA６勝，Whit

e Swan S
［孫］ シェイクザダイス Shake the Dice（98� Boundary）USA19 勝，Hoo

ver S，Mr. Nickerson H３着
［曾孫］ ベッラソフィア Bella Sofia（18 牝 Awesome Patriot）�USA５勝，テス

トＳ‐G1，ギャラントブルームＨ‐G2，ヴェイグランシーＨ‐G3，etc.
ヤンキーセヴン Yankee Seven（16� Yankee Gentleman）�USA７勝，
Costa Rising S‐R，Costa Rising S‐R ３着

販売申込者・所有者： 村上 欽哉＝新冠町新栄 �090-7657-6107
生 産 牧 場： 村上 欽哉
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

177 チャチャタイム２０２１ 牡・栗 ５／ ９
アンクルモー Indian Charlie

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Uncle Mo

�
�
�
�
�
�
�
�
� Playa Mayaナイクイスト

Nyquist シーキングガブリエル Forestry

��
��
�Seeking GabrielleUSA 鹿 2013 Seeking Regina

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Gio Ponti Chipeta Springsチャチャタイム リデューストセンテンス Broad Brush

��
��
�Reduced Sentence鹿USA 2013 Long Term

5f
Storm Cat S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ニシノコハク（09栗 ゴールドアリュール）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－３（９）〕
イクノチャン（14牝栗 トランセンド）��１勝，ローレル賞（Ｄ1600）２着
ランランコハク（16牝青鹿 ＊ケイムホーム）��２勝��２勝
ウンエンリヒカイ（18牡栗 ＊アジアエクスプレス）�出走，�３勝��１勝���
ポメラート（19牝黒鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝
ソイヤソイヤソイヤ（20牝栗 ＊ベストウォーリア）�地方未出走

２代母 ニシノフジムスメ（03鹿 キングヘイロー）２勝，新潟２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，オ
ークス‐Jpn1 ５着，忘れな草賞‐OP
ニシノカンザシ（11牝 タニノギムレット）１勝
ニシノハナムスメ（13牝 ディープインパクト）１勝
ニシノオマージュ（14牝 ＊ストリートセンス）�１勝
カルトレガーメ（17牝 キズナ）入着，��１勝
ネオトリニティー（18牝 ＊ヘニーヒューズ）１勝，��入着

３代母 ブランドアート（89鹿 ＊ビシヨツプボブ）２勝，フラワーＣ‐Jpn3，ユートピ
アＳ３着
ニシノコマンド（98牡 ＊ヘクタープロテクター）２勝，ジュニアＣ‐OP，	５勝��

入着２回
ニシノナイフ（99牡 ＊ブラックタイアフェアー）��７勝��
ニシノアーティスト（00牝 ＊エリシオ）
�１勝	７勝��入着
ニシノピクチャー（01牝 ＊タイキシャトル）１勝

グローリア（13牝 ＊スタチューオブリバティ）�３勝
ニシノイエロー（02牝 ＊デヒア）１勝
ニシノプライド（04牡 セイウンスカイ）４勝，船橋Ｓ，帆柱山特別，山城Ｓ３着
ニシノバスター（07牡 ＊カリズマティック）入着，��１勝�３勝�入着
ニシノテンコウ（08牡 ＊ブライアンズタイム）�２勝�４勝

４代母 ニシノアート（84芦 ＊ネヴアーダンス）入着２回

５代母 ＊ムサシネイテイブ（76 USA鹿 Raise a Native）２勝
［子］ キンザンアンバー（91牡 アンバーシヤダイ）13 勝，迎春賞２着

販売申込者・所有者： 津田牧場＝新冠町明和 �080-5583-5454
生 産 牧 場： 津田牧場
飼 養 者： エイトステーブル＝日高町富川北 �090-7650-4680

178 ニシノコハク２０２１ 牡・栗 ５／１２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ヘニーヒューズ

�
�
�
�
�
�
�
�
� Meadow Flyerモーニン ギグリー Distorted Humor

��
��
�GigglyUSA 栗 2012 Chaste

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ゴールドアリュール ＊ニキーヤニシノコハク キングヘイロー

��
��
�ニシノフジムスメ栗 2009 ブランドアート

＊ムサシネイテイブ A1
Halo M4×M5

価格： 購買者：



母 サファーガ（09栗 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（３）〕
サンエイヴィーナス（15牝鹿 エイシンフラッシュ）�３勝��
タンレイ（16牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝，八代特別（芝 1200）２着，

���入着２回
タイセイトリオンフ（20牡栗 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２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，東京新聞杯‐Jpn3，東スポ杯３歳Ｓ‐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
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
タイキデスティニー（02牡 ＊エルコンドルパサー）２勝
マカロンドナンシー（06牝 ダンスインザダーク）１勝

メイショウホシアイ（18牝 モーリス）�３勝，山陽特別

３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
キャビネットレヴェルCabinet Level（81 牝 General Assembly）GB１勝

クル－ンカラ Clooncara（87 牝 King of Clubs）ITY５勝，Criterium Nazion
ale‐LR，P. Vittorio Crespi‐L，キウスーラ賞‐G3 ３着，etc.

ライジングスピリッツRising Spirits（85 牝 Cure the Blues）IRE・USA２勝
ジノズスピリッツGino's Spirits（96 牝 ＊ペルジノ）GB・USA９勝，ノーブル

ダムゼルＨ‐G3，Bryan Station S‐L，Hialeah H‐L，etc.
ヒタノエルナンドGitano Hernando（06牡 Hernando）GB・IRE・USA
・UAE・HKG・SIN７勝，シンガポール国際Ｃ‐G1，米グッドウッド
Ｓ‐G1，愛ダイアモンドＳ‐G3，etc.，種牡馬

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

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

179 サファーガ２０２１ 牡・栗 ３／ ５

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラサファーガ ＊ノーザンテースト

��
��
�アドマイヤマカディ栗 2009 ＊ミセスマカディー

14b
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 チェルビム（01栗 ＊サンデーサイレンス）GB１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－３（３），地方－２（９）〕
ウィロー（09牡黒鹿 アドマイヤムーン）�４勝�入着３回
オリバーバローズ（10牡黒鹿 ＊ファンタスティックライト）１勝
バーンアウル（11牝鹿 ＊コマンズ）１勝
デュナミス（14牝黒鹿 ＊ストリートセンス）１勝
チェルビックヒム（17牝鹿 ロードカナロア）��５勝

２代母 カーリーエンジェル（90栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）入着２回，松浜特別３着
エガオヲミセテ（95牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，マイラーズＣ‐Jpn2，サンスポ

阪神牝馬特別‐Jpn2，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，府中牝馬Ｓ‐Jpn3 ２
着，マーメイドＳ‐Jpn3 ３着（２回），etc.

アドマイヤハッピー（98牝 ＊トニービン）４勝，紫苑Ｓ‐OP ３着，摺上特別，二本
松特別２着，対馬特別２着
ウォータクティクス（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，アンタレスＳ‐G3，アル

デバランＳ‐OP，フェアウェルＳ
キタサンアミーゴ（06牡 フジキセキ）５勝，小倉記念‐G3 ２着，ダイヤモンド

Ｓ‐G3 ３着，松籟Ｓ，境港特別，睦月賞，etc.
ハッピーモーメント Happy Moment（10 牡 ディープインパクト）５勝，目黒

記念‐G2 ３着，早春Ｓ，稲荷特別，オクトーバーＳ２着，日本海Ｓ２着，etc.，
�AUS出走

オレハマッテルゼ（00牡 ＊サンデーサイレンス）９勝，高松宮記念‐Jpn1，京王杯ス
プリングＣ‐G2，キャピタルＳ‐L，京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，京王杯ス
プリングＣ‐G2 ３着，etc.，種牡馬

エノク（04牡 ＊クロフネ）７勝，カペラＳ‐G3 ３着，ペルセウスＳ‐L ３着，太秦Ｓ
‐OP（２回），室町Ｓ‐OP ２着，太秦Ｓ‐OP ３着，etc.

トゥリオンファーレ（06牡 スペシャルウィーク）４勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ
‐Jpn3 ３着，鴨川特別，新潟日報賞２着，石和特別２着，湘南Ｓ３着

フラアンジェリコ（08牡 ネオユニヴァース）６勝，京成杯オータムＨ‐G3，福島記
念‐G3 ２着，五稜郭Ｓ，南総Ｓ２着，秋風Ｓ２着，etc.

３代母 ダイナカール（80鹿 ＊ノーザンテースト）５勝，オークス，桜花賞３着，ＡＪＣ
Ｃ‐Jpn2 ２着，報知４歳牝馬特別２着，中山記念‐Jpn2 ３着，etc.，優２牝，優３牝

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

180 チェルビム２０２１ 牡・鹿 ２／１９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスルーラーシップ ＊トニービン

��
��
�エアグルーヴ鹿 2007 ダイナカール

＊ Halo

�
�
�
�
�

��
��

�サンデーサイレンス WishingWellチェルビム ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�カーリーエンジェル栗 2001 ダイナカール

＊パロクサイド 8f
ダイナカールS3×M3

価格： 購買者：



母 ハーモニックソウル（12鹿 ＊ハービンジャー）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
リュンヌドネージュ（18牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�出走

２代母 コイウタ（03栃栗 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーン
Ｃ‐Jpn3，桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ
‐G3 ２着，etc.，優古牝
アルティメイトラブ（09牝 ＊シンボリクリスエス）１勝，�２勝

フィロロッソ（17牡 ＊ハービンジャー）�３勝，川西特別，黒竹賞３着
ゴッドセレクション（18牡 ＊ノヴェリスト）�３勝，伏竜Ｓ‐OP，もちの木賞３着，

���入着２回，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ２着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn2 ２着
クルトメッシュ（10牡 ＊ホワイトマズル）入着，�３勝�３勝
ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タンザナ

イトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP ２着，etc.
ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ‐G3

２着，マリーンＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP ２着，麦秋Ｓ，etc.
シーシャンティ（15牡 ロードカナロア）�３勝
レリジールダモーレ（19牝 キングカメハメハ）�１勝

３代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，etc.

ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記
念‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，etc.

フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

４代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
［子］ ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京

都牝馬Ｓ‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイ
ダービー‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲猿倉牧場＝様似町田代 �090-8907-3619
生 産 牧 場： ㈲猿倉牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

181 ハーモニックソウル２０２１ �・鹿 ４／２４

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlハーモニックソウル フジキセキ

��
��
�コイウタ鹿 2012 ヴァイオレットラブ

＊ヴアインゴールド 4r
Storm Bird S4×S4

価格： 購買者：



母 エリモエクレール（08栗 アグネスタキオン）不出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－４（８）〕
メジャービッグバン（12牡鹿 ヴァーミリアン）�１勝��１勝
メジャーヘンリー（13牡栗 ＊タイキシャトル）�４勝��入着３回��，新緑賞
（Ｄ1600）３着

タイセイスマッシュ（14牝芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）１勝
ゴーレンマッハ（15牡栗 エスポワールシチー）��１勝
ムーンビッグレディ（20牝栗 ＊マクフィ）��１勝

２代母 エリモジェニー（97栗 ＊オジジアン）出走
ホットチョッパー（04牡 ＊タバスコキャット）１勝
エリモヴィクトリー（07牝 サクラバクシンオー）�１勝
クレバーウイナー（09牡 アグネスタキオン）	５勝
２勝
タピエス（12牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，障害１勝
ヨウチエンコース（13牡 ＊ノボジャック）１勝，�３勝

３代母 ＊エリモファンタジー（86 USA栗 Riverman）FR入着
エリモパッション（92牝 マルゼンスキー）出走

エリモブライアン（97牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2，
菊花賞‐Jpn1 ３着，阪神大賞典‐Jpn2 ２着，etc.

エリモシャルマン（99牡 ＊トニービン）４勝，ステイヤーズＳ‐Jpn2 ２着，Ａ
Ｒ共和国杯‐Jpn2 ３着，万葉Ｓ‐L ２着，etc.

エリモエクセル（95牝 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ
‐Jpn3，マーメイドＳ‐Jpn3，etc.
リトルダーリン（08牝 ディープインパクト）３勝，蓬莱峡特別，西海賞３着

アールデコ（01牝 ＊タイキシャトル）出走
フラットライナーズ（12牡 ＊シニスターミニスター）��10 勝，船橋記念，習志

野きらっとスプリント，京浜盃２着，種牡馬

４代母 シェアザファンタジー Share the Fantasy（80 USA栗 Exclusive Native）US
A３勝，スピナウェイＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，スカイラヴィルＳ‐G3 ２着
［孫］ リズモアナイト Lismore Knight（00� Woodman）USA４勝，アーリン

トンクラシック‐G2，サマーＳ‐G2，セクレタリアトＳ‐G1 ３着，etc.

販売申込者・所有者： 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

182 エリモエクレール２０２１ 牡・青 ３／１０

＊

ハーランズホリデイ Harlan

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 Harlan's Holiday

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

��
��
�Steelin'USA 青鹿 2010 Steel Band

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラエリモエクレール ＊オジジアン

��
��
�エリモジェニー栗 2008 ＊エリモファンタジー

1k
Halo M4×S5 Exclusive Native S5×M5

価格： 購買者：



母 フォーシーム（13栗 ダイワメジャー）�３勝
〔産駒馬名登録数：１〕
リジン（19牡黒鹿 ストロングリターン）�未出走

２代母 マイヴィヴィアン（97鹿 ＊ダンシングブレーヴ）入着２回
メイショウサムソン（03牡 ＊オペラハウス）９勝，天皇賞（秋）‐G1，天皇賞（春）‐G1，

日本ダービー‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，産経大阪杯‐G2，スプリングＳ
‐Jpn2，etc.，優３牡，特別賞，種牡馬

ベルタリド（04牡 ＊クロコルージュ）１勝，柳川特別２着，春日山特別２着，米沢特
別２着，千葉日報杯３着，高湯温泉特別３着，��１勝

メイショウタクミ（06牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，障害１勝，�２勝
メイショウミハタ（11牡 マンハッタンカフェ）�１勝
メイショウスターク（12牡 ハーツクライ）入着，�４勝��
メイショウヴンダー（17牡 ＊キンシャサノキセキ）��２勝

３代母 ウイルプリンセス（83鹿 ＊サンプリンス）１勝，相馬特別３着
ノーザンプリンセス（91牝 ＊ノーザンテースト）３勝，七夕賞‐Jpn3 ３着，キャピ

タルＳ‐OP，フローラＳ‐OP，etc.
トーセンテンショウ（99牡 ＊トニービン）５勝，秋川特別，ハクチカラメモリア

ル，バレンタインＳ２着，etc.，種牡馬
エイグレット（00牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ミトラ（08� ＊シンボリクリスエス）９勝，金鯱賞‐G2，福島記念‐G3，ニ
ューイヤーＳ‐L，etc.

プリンセスプレーン（93牝 ＊プリンスオブバーズ）不出走
メイショウダイチ（99牡 ＊トニービン）２勝，荒川峡特別，恋路ケ浜特別２着

リボーンガーネット（96牝 マルゼンスキー）出走
リボンシチー（01牝 ＊サンデーサイレンス）出走
アスコットシチー（09牡 ＊ケイムホーム）４勝，ＮＳＴ賞‐L ２着，桶狭間
Ｓ，清里特別，�１勝

４代母 エール（72芦 ＊フオルテイノ）１勝
［子］ アサクサスケール（82牝 ＊パーソロン）５勝，クイーンＳ‐Jpn3，エリザ

ベス女王杯‐Jpn1 ２着，ターコイズＳ‐OP，etc.

販売申込者・所有者： 林 孝輝＝浦河町西幌別 �0146-28-1516
生 産 牧 場： 林 孝輝
飼 養 者： ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド＝浦河町東町 �090-4878-4405

183 フォーシーム２０２１ 牡・黒鹿 ５／１５
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケフォーシーム ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�マイヴィヴィアン栗 2013 ウイルプリンセス

＊フロリースカツプ 3l
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5
Northern Dancer S5×M5×M5
価格： 購買者：



母 プレシャスジェムズ（07黒鹿 ＊シンボリクリスエス）５勝，ながつきＳ（Ｄ1800），
渡島特別（Ｄ1700），etc.，��入着３回�，クイーン賞‐Jpn3 ２着，マリーン
Ｃ‐Jpn3 ３着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（７）〕
ジェミーウェイ（16牝栗 ジャスタウェイ）�２勝�５勝
スマートパルフェ（18牝黒鹿 ルーラーシップ）２勝
アレグロヴィーヴォ（19�青鹿 ドゥラメンテ）�出走
ダンツターセル（20牡鹿 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 ＊プレシャスキャット（96 USA栗 Storm Cat）USA３勝，Sam Houston Dis
taff H‐L ３着
パンプアップ（04牡 Point Given）４勝
コヅル（05牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
ダンツクイック（06牡 ＊スキャターザゴールド）�９勝��入着 11回
スリープレシャス（08牡 スズカマンボ）１勝，��１勝
ハヤブサソング（09牝 スズカマンボ）１勝
プレシャスデイズ（10牝 スズカフェニックス）��１勝	
プレシャスヴィガー（11牝 ＊サウスヴィグラス）入着，��３勝	入着
スリープレッピー（13� ヴィクトワールピサ）入着２回，
３勝
タイニーマイス（15牝 スズカマンボ）�
４勝�３勝�１勝

３代母 ナースルールーNurse Lulu（81 USA鹿 Jacinto）不出走
ドクターキャリントンDr. Carrington（85� Mari's Book）USA13 勝，Whirla

way S‐L，カーターＨ‐G1 ３着，トルーノースＨ‐G2 ２着，etc.

４代母 ヘンメディックHenmedic（77 USA栗 Dr. Fager）USA出走

５代母 ディマシュクDimashq（71 USA栗 Damascus）USA２勝
［子］ オネストグロー Honest Glow（80牝 Honest Pleasure）USA３勝，S

atin and Lace S，Big Sandy S３着
［孫］ ドツェロDotsero（87 牡 Conquistador Cielo）USA５勝，イリノイダービ

ー‐G2，Count Fleet S‐L，Southwest S‐L 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

184 プレシャスジェムズ２０２１ �・鹿 ４／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayプレシャスジェムズ
＊ Storm Cat

��
��
�プレシャスキャット黒鹿 2007 Nurse Lulu

9e
Mr. Prospector S4×S5 Seattle Slew S5×M5 Northern Dancer S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊コーテサン（11 USA鹿 ＊ストリートセンス）USA３勝，Keertana S，Juve
nile Filly Turf S‐R，Ladies Marathon S‐L ２着，ビウィッチＳ‐G3 ３着，
ジェサミンＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），海外－１（１）〕
ガンマンGunman（17 USA�鹿 War Front）�USA１勝
サクセスローレル（19牡鹿 Mastery）�１勝

２代母 レディディスクリート Lady Discreet（99 USA鹿 Boundary）USA入着５回
チャリー Chary（06牝 Montbrook）USA３勝，Calder Oaks‐L

ウォーカーストーカーWalker Stalker（16� Stroll）USA３勝，Duke City Sprin
t S，Zia Park Derby‐L ３着，Mine That Bird Derby３着

チャリーライド Chary Ride（17牝 Excessive Passion）�USA１勝，New
Mexico Classic Lassie Championship S‐R ３着

レディカルロッタ Lady Carlotta（07 牝 Montbrook）USA１勝
アイスティー Ice Tea（14� Adios Charlie）�USA11 勝，Benny the Bull S

‐R ３着
ブロードウェイラン Broadway Run（15牝 Prospective）USA２勝，Sarat

oga Coronation Cup S‐L，License Fee S‐L ２着，Christiecat S
２着，City of Ocala Florida Sire S‐R ２着，Caress S‐L ３着，etc.

シークレットリターン Secret Return（10 牝 Put It Back）USA３勝
ホスウェイHosway（14� Adios Charlie）USA５勝

３代母 プリティディスクリート Pretty Discreet（92 USA鹿 Private Account）US
A３勝，アラバマＳ‐G1，メイトロンＳ‐G1 ２着，フリゼットＳ‐G1 ３着，T
urnback the Alarm H‐L ３着
ディスクリートリーオーサムDiscreetly Awesome（02牝 Awesome Again）不出走

オーサムマリア Awesome Maria（07 牝 Maria's Mon）USA９勝，オグデン
フィップスＨ‐G1，メイトロンＳ‐G2，シュヴィーＨ‐G2，etc.

＊ディスクリートキャット（03牡 Forestry）USA・UAE６勝，シガーマイル‐G1，ジ
ェロームＢＣＨ‐G2，ＵＡＥダービー‐G2，etc.，種牡馬

ディスクリートリーマインDiscreetly Mine（07牡 Mineshaft）USA５勝，キングズ
ビショップＳ‐G1，アムステルダムＳ‐G2，リズンスターＳ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲大島牧場＝浦河町東栄 �0146-25-2416
生 産 牧 場： ㈲大島牧場
飼 養 者： ヒダカシーサイドファーム＝浦河町東栄 �090-8707-3187

185 コーテサン２０２１ 牡・鹿 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キズナ
＊ Storm Cat

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

＊

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleコーテサン レディディスクリート Boundary

��
��
�Lady Discreet鹿USA 2011 Pretty Discreet

2n
Damascus S4×M5×M5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ウェントワース（14鹿 ＊ストリートセンス）入着
初仔

２代母 ＊カトゥーンバ（04 GB鹿 Forest Wildcat）FR２勝，P. Miss Satamixa‐L
３着
タマラマ（09� Red Ransom）４勝，朱雀Ｓ３着，野分特別３着，西部スポニチ賞３着
ワールンガ（10牡 アドマイヤムーン）４勝，中京スポニチ賞，戎橋特別，千種川特

別２着，岡崎特別２着，皆生特別３着，etc.，��15 勝�
カンバラ（17牝 オルフェーヴル）２勝，開成山特別３着

３代母 エリザベスベイ Elizabeth Bay（90 USA鹿 Mr. Prospector）GB・FR・US
A７勝，エクリプス賞‐G3，Just A Game S‐L，コロネイションＳ‐G1 ２着，
アスタルテ賞‐G2 ３着，オペラ賞‐G2 ３着，etc.
ダンズリヴァーDunnes River（98 牝 Danzig）GB１勝

クレスティド Crested（03� ＊ファンタスティックライト）GB・USA９勝，
Cotton Fitzsimmons Mile H‐L，ダラスターフＣ‐G3 ２着，ロバートＦ
ケアリーメモリアルＨ‐G3 ２着，etc.

ボスコベル Boscobel（04 牡 Halling）GB・IRE・UAE５勝，キングエドワー
ド七世Ｓ‐G2，Glasgow S‐L

カットラスベイ Cutlass Bay（06牡 Halling）GB・FR・IRE・GER・TUR５
勝，ガネー賞‐G1，アルクール賞‐G2，グレフュール賞‐G2，etc.

クラウンウォーク CrownWalk（15 牝 Dubawi）GB・FR・USA３勝，クロ
エ賞‐G3，ロートシルト賞‐G1 ２着，サンドリンガム賞‐G2 ２着

バイユー Bayeux（01� Red Ransom）GB・USA・UAE５勝，リヴァーシティＨ
‐G3，フランクＥキルローマイル‐G1 ２着，サマーヴィルタタソールＳ‐G3
２着，etc.

コロニアル Colonial（07 牡 Cape Cross）GB・FR・UAE５勝，P. de Pontarme‐L，
P. du Point du Jour‐L，P. Roland de Chambure‐L，etc.

４代母 ライフアトザトップ Life At the Top（83 USA鹿 Seattle Slew）USA９勝，
マザーグースＳ‐G1，レイディーズＨ‐G1，ロングルックＨ‐G2，ラスヴィル
ヘネスＳ‐G3，ランパートＨ‐G3，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ユートピア牧場＝恵庭市柏陽町 �090-8900-4357
生 産 牧 場： ㈲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

186 ウェントワース２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ３
マルジュ ＊ラストタイクーン

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Marju

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

＊ Rossini

��
��
�ジョコンダⅡ黒鹿 2012 La Joconde

＊ Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�ストリートセンス Bedazzleウェントワース
＊ Forest Wildcat

��
��
�カトゥーンバ鹿 2014 Elizabeth Bay

9f
Machiavellian M4×S5 Mr. Prospector M4×S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハタノボニート（10 USA鹿 Bernardini）不出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（４），地方－１（５）〕
スペリオルシチー（14牡鹿 ルーラーシップ）４勝，濃尾特別（Ｄ1800），伊勢特別
（Ｄ1900），両津湾特別（Ｄ1800），駒場特別（Ｄ1700）２着，鋸山特別
（Ｄ1800）３着，���入着

パークス（16牝青鹿 ベルシャザール）�１勝�４勝����
マーブルシャイナー（20牝栗 ハタノヴァンクール）�未出走

２代母 シャインアゲイン Shine Again（97 USA黒鹿 Wild Again）USA14 勝，バ
レリーナＨ‐G1（２回），ジェニュインリスクＨ‐G2，ファーストフライトＨ‐G2
（２回），Chip S‐R，Geisha H‐R，etc.
ポンティアナPontiana（05牝 Deputy Minister）USA入着４回

アディベルライトニング Addibel Lightning（13牝 Colonel John）USA５勝，
Nellie Morse S２着，Plum Pretty S‐R ２着

ショットガンシティ Shotgun City（09� Mr. Greeley）USA５勝
マイサンシャインMy Sunshine（17� Giant's Causeway）�USA６勝

３代母 シャイナー Shiner（90 USA芦 Two Punch）USA３勝
シャイニーバンド Shiny Band（98牝 Dixieland Band）USA６勝，シュヴィーＨ

‐G2，フローラルパークＨ‐G3 ３着，ベッドオーロージズＨ‐G3 ３着，etc.
スパークオヴマジック Spark of Magic（06 牝 Belong to Me）USA出走
フスティシエロ Justiciero（14 牡 Point Determined）�USA・MEX９勝，
Caribbean Cup Speed S‐R ３着

ソングアンダシャイニーバンド Songandashinyband（07牝 Songandaprayer）
不出走
ボンズ Bones（14 牝 Kantharos）USA３勝，Nicole's Dream S３着

ワイルドシャインWild Shine（99牝 Wild Again）不出走
コロニークラブ Colony Club（06牝 Lion Hearted）USA６勝，Klassy Brief

case S，Fort Monmouth S，Jameela S‐R ２着，etc.

４代母 マリーハーMari Her（70 USA黒鹿 Maribeau）USA２勝
［子］ ホエアーズボブWhere's Bob（83� Akureyri）USA４勝，Maryland

Turf S‐LR ３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： ㈲グッドラック・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

187 ハタノボニート２０２１ �・鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

＊

ベルナルディーニ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Bernardini Cara Rafaelaハタノボニート シャインアゲイン Wild Again

��
��
�Shine Again鹿USA 2010 Shiner

8g
A.P. Indy M3×S5

価格： 購買者：



母 キープオンゴーイン（16鹿 ディープインパクト）１勝
初仔

２代母 ＊レディジョアン（04 USA鹿 Orientate）USA６勝，アラバマＳ‐G1，ゴール
デンロッドＳ‐G2，ドグウッドＳ‐G3，Banshee Breeze S‐R，マザーグース
Ｓ‐G1 ２着，etc.
アバブヘヴンAbove Heaven（09牝 Mr. Greeley）不出走

＊アヴァンセ（16� Uncle Mo）３勝，伊勢特別，東大路Ｓ２着，��３勝
ダノンオブザイヤー（14牡 ディープインパクト）１勝

３代母 オートシーOatsee（97 USA栗 Unbridled）USA２勝，Supertrack Racin
g Series S‐R ３着
グランドポルテジェGrand Portege（02牝 Grand Slam）USA３勝

フロリダワン FloridaWon（11� Birdstone）�USA・CAN10勝，シーグラ
ムＣ‐G3，オンタリオダービー‐G3，Presque Isle Mile S‐L，etc.

グランドジャーニーGrand Journey（15� Giant's Causeway）�USA６勝，
Mr. Steele S２着

バグダリア Baghdaria（03 牝 ＊ロイヤルアカデミーⅡ）USA６勝，インディアナオ
ークス‐G3，アイオワオークス‐G3，シルヴァーブレットデイＳ‐G3，etc.
バグオヴジュエルズBagh of Jewelz（09 牝 A.P. Indy）不出走
モースMohs（18牡 ＊ハードスパン）�USA３勝，Hawthorne Derby

ダンシングブレイヴベアDancing Brave Bear（15 牝 Street Cry）GB・FR２
勝，ミュージドラＳ‐G3 ２着

ヘイシーHaysee（05牝 Orientate）不出走
アンクルリーノUncle Lino（13牡 Uncle Mo）USA２勝，California Chro

me S，サンタアニタダービー‐G1 ３着，ロバートＢルイスＳ‐G3 ２着，
種牡馬

アフリーティングレイディ Afleeting Lady（07牝 Afleet Alex）USA７勝，フォール
ズシティＨ‐G2，ターンバックジアラームＨ‐G3，Lady's Secret S‐L，etc.

シャックルフォード Shackleford（08 牡 Forestry）USA６勝，プリークネスＳ‐G1，メ
トロポリタンＨ‐G1，クラークＨ‐G1，チャーチルダウンズＳ‐G2，etc.，種牡馬

ステファノートシー Stephanoatsee（09牡 A.P. Indy）USA３勝，Delaware Barbar
o S‐L，ストラブＳ‐G2 ２着，Count Fleet S‐L ２着，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

188 キープオンゴーイン２０２１ 牡・鹿 ４／２１

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアキープオンゴーイン
＊ Orientate

��
��
�レディジョアン鹿 2016 Oatsee

2f
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ピエノフィオレ（12黒鹿 キングカメハメハ）１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
テンダーメモリー（19牝芦 ＊ダンカーク）��入着２回

２代母 フォーリアクイーン（97鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
クイーンテレージア（04牝 テイエムジャンボ）�７勝���
トップオバマ（06牡 ＊マリエンバード）�７勝��４勝，ＭＲＯ金賞３着
マツノグーセン（07牡 ＊マリエンバード）�１勝�２勝
イトククリ（08牝 サクラバクシンオー）３勝，長万部特別，刈谷特別，河北新報杯

２着，吾妻小富士賞２着
シニスタークイーン（09牝 ＊シニスターミニスター）３勝

メイショウフンジン（18牡 ホッコータルマエ）�３勝，丹沢Ｓ２着，灘Ｓ２着，
横浜Ｓ３着

シャインエタニティ（10牝 ＊グラスワンダー）入着，��１勝
グロリオーソ（18牝 フリオーソ）���２勝�１勝�入着�，桜花賞２着，ユ

ングフラウ賞３着，留守杯日高賞３着
シャルマンウーマン（11牝 サクラバクシンオー）１勝
ラブロイ（13	 ＊シンボリクリスエス）��４勝

３代母 ＊フォーリア（89 GB鹿 Sadler's Wells）GB３勝

４代母 ドゥヌーフDunoof（83 GB芦 Shirley Heights）GB・ITY１勝
［子］ セルティチュード Seltitude（96牝 Fairy King）GB・FR３勝，セーネオワ

ーズ賞‐G3，グロシェーヌ賞‐G2 ３着，サンジョルジュ賞‐G3 ３着
［孫］ シャルロットオーフレーズ Charlotte O Fraise（04 牝 Beat Hollow）F

R２勝，カルヴァドス賞‐G3
ディアマントヴェーレDiamantwelle（02 牝 ＊ザール）FR・GER・ITY２
勝，P. Baggio‐L

ラヴァーマン Lover Man（09	 Lawman）GB・FR・GER・BEL３勝，
P. Hampton‐L

ラックマニー Luck Money（05牡 Indian Ridge）GB・IRE・USA３勝，
Majestic Light S‐R，コヴェントリーＳ‐G2 ３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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

189 ピエノフィオレ２０２１ �・黒鹿 ３／ 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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスピエノフィオレ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フォーリアクイーン黒鹿 2012 ＊フォーリア

9e
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 イントゥザストーム（09鹿 ディープインパクト）３勝，伊万里特別（芝 1200），志
摩特別（芝 1400）３着
〔産駒馬名登録数：３〕
タックスフェイス（18牝栗 モーリス）��出走�出走
メリヴェイユ（19牝鹿 モーリス）�出走
ジオストーム（20牝鹿 エピファネイア）�未出走

２代母 ＊バイユーストーム（98 USA栗 Storm Cat）USA出走
バイユーブリーズ Bayou Breeze（02牝 A.P. Indy）USA３勝，Revidere S

リブランディド Rebranded（11� Tiznow）USA８勝，Curribot H，Ri
ley Allison Futurity，Mine That Bird Derby２着

サンダーバイユーThunder Bayou（03牝 ＊サンダーガルチ）USA入着２回
ムシャウィシュMshawish（10牡 Medaglia d'Oro）GB・FR・USA・UAE・HK

G８勝，ドンＨ‐G1，ガルフストリームパークターフＨ‐G1，フォートロー
ダデイルＳ‐G2，ザビールマイル‐G2，ハルズホープＳ‐G3，etc.，種牡馬

メテオロロジスト（07牡 Golden Missile）５勝，ブラジルＣ‐LR ２着，仁川Ｓ‐L ２
着，ペルセウスＳ‐L ３着，アルデバランＳ‐OP，etc.，�１勝，佐賀記念‐Jpn3

ブラスロック（13牡 ブラックタイド）１勝
バリンジャー（14� ステイゴールド）１勝，喜多方特別３着，燕特別３着

３代母 アトザハーフ At the Half（91 USA黒鹿 Seeking the Gold）USA５勝，ゴ
ールデンロッドＳ‐G3，Bassinet S‐L，Colleen S‐L，Pocahontas S
‐L，ソロリティＳ‐G3 ３着
ルラーヴィ Lu Ravi（95 牝 A.P. Indy）USA11 勝，モリーピッチャーＨ‐G2，コテ

ィリオンＨ‐G2，デラウェアＨ‐G3，etc.
ラヴィーズソング Ravi's Song（06牝 Unbridled's Song）USA６勝，New

Orleans Ladies S‐L，Shelby County Arts H‐L，Pelleteri S，etc.
ハーフクイーンHalf Queen（96牝 Deputy Minister）USA１勝

ハーフブライドルド Halfbridled（01牝 Unbridled）USA４勝，ＢＣジュヴェナイ
ルフィリーズ‐G1，デルマーデビュタントＳ‐G1，オークリーフＳ‐G2，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 �0146-42-0002
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 �0146-42-0002

190 イントゥザストーム２０２１ 牡・鹿 ３／１６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアイントゥザストーム
＊ Storm Cat

��
��
�バイユーストーム鹿 2009 At the Half

8h
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハービンマオ（15栗 ＊ハービンジャー）１勝，���１勝�，関東オークス‐Jpn2
初仔

２代母 ダンシングマオ（07鹿 ゴールドアリュール）４勝，茂原特別，銀嶺Ｓ２着，立
夏Ｓ２着，ブラッドストーンＳ３着，春望Ｓ３着，etc.

３代母 ＊エスカビオーサ（92 ARG鹿 Payant）USA・ARG５勝，亜１０００ギニー‐G1，
フランシスコＪベアスレイ賞‐G2，ラウルアリステギ賞‐G2，ベネスエラ共和国
賞‐G3，P. Amilcar A. Mercader‐L，etc.

＊ムチャスグラシアス（99牝 Gulch）�２勝
ミラキュラス（02牝 フジキセキ）１勝

レッドキュラス（10牝 ＊クロフネ）入着，��２勝
マイネルパナケーア（11牡 カンパニー）��２勝�入着
オープンマーケット（12牡 ＊ファルブラヴ）�２勝
スダチチャン（14牝 ヴァーミリアン）�３勝��１勝�入着	，梅桜賞３着
ラブミーサガ（15牝 ＊サウスヴィグラス）	１勝
コパノサンデー（16
 ヴァーミリアン）�２勝
ネヘレニア（17牝 ジャングルポケット）�１勝��

４代母 エレヒアElegia（81 ARG鹿 Utopico）ARG１勝
［子］ エクスプロフェソEx Profeso（88牡 Lefty）ARG４勝

エスカビユーズEscabieuse（95 牝 Payant）ARG１勝
エスチステEs Chiste（87 牡 Lefty）ARG１勝

［孫］ シルヴァードリンク Silver Drink（03 牡 Silver Planet）ARG３勝，ブエ
ノスアイレス大賞‐G1，クラウスラ賞‐G2 ２着，ブエノスアイレス
州ＪＣ賞‐G2 ２着，種牡馬

エミトEmito（14 牡 Roman Ruler）ARG３勝
ロマーノエスカビアドRomano Escabiado（12牡 Roman Ruler）ARG３勝
カジュアルボーイCasual Boy（06牡 Casual Meeting）URU３勝

５代母 エミサリアEmisaria（72 ARG鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
［子］ エスプリン Esplin（84 牡 Pretencioso）CHI４勝，トムソンマシューズ賞

‐G3，イサベル二世杯‐G2 ３着，フアンＳジャクソン賞‐G2 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲登別上水牧場＝登別市来馬町 �0143-85-4077
生 産 牧 場： ㈲登別上水牧場
飼 養 者： 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

191 ハービンマオ２０２１ �・栗 ２／ ７

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlハービンマオ ゴールドアリュール

��
��
�ダンシングマオ栗 2015 ＊エスカビオーサ

19c
Halo S5×M5

価格： 購買者：



母 フロリアード（12芦 ＊クロフネ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
メタスペクター（18牡芦 ＊ダンカーク）�２勝
ゴールドスノー（19牝芦 ＊ザファクター）��２勝，中京ペガスターＣ（Ｄ1600）３着

２代母 キャスケードブーケ（03鹿 スペシャルウィーク）出走
ダノンキャスケード（09牡 キングカメハメハ）１勝，積丹特別２着
レッドエンブレム（10牡 ＊ウォーエンブレム）３勝

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

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

馬Ｓ‐Jpn1 ２着，桜花賞‐Jpn1 ３着，etc.
ダイワバーガンディ（06牝 ＊ブライアンズタイム）２勝
サヴァ（18牡 ＊アイルハヴアナザー）�３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，姫
路Ｓ，寒椿賞

ダイワファルコン（07牡 ジャングルポケット）８勝，福島記念‐G3（２回），カ
シオペアＳ‐L，中山記念‐G2 ２着，etc.

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

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

４代母 ＊スカーレツトインク（71 USA栗 Crimson Satan）USA出走
［子］ スカーレットリボン（85牝 ＊ノーザンテースト）３勝，報知４歳牝馬特別

‐Jpn2，ヒヤシンス賞‐OP ２着，カンナ賞‐OP ２着，etc.

販売申込者・所有者： 静内フジカワ牧場＝新ひだか町静内豊畑 �080-1870-8208
生 産 牧 場： 静内フジカワ牧場
飼 養 者： ㈱森本スティーブル＝浦河町西舎 �0146-28-1777

192 フロリアード２０２１ 牡・芦 ２／１６

＊

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フロリアード スペシャルウィーク

��
��
�キャスケードブーケ芦 2012 スカーレットブーケ

＊スカーレツトインク 4d
Secretariat S4×S5 Buckpasser S5×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ヤマノラヴ（08鹿 ＊アグネスデジタル）１勝，ラベンダー賞‐OP（芝 1200）３着，
菜の花賞（芝 1600），�１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
ドゥマン（15牡鹿 ハーツクライ）入着，�２勝
ラブミーファイン（16牝鹿 ジャスタウェイ）１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ２着
エルモアットーレ（17牡栗 スクリーンヒーロー）�２勝�

２代母 ヤマノバイオレット（96黒鹿 フジキセキ）３勝
ヤマノクリスタル（09牝 ＊マイネルラヴ）�１勝�２勝
ノーノーイエース（13牝 アジュディミツオー）�１勝��２勝�入着５回，ハヤテ

スプリント２着

３代母 ヤマノタンポポ（86鹿 トウシヨウボーイ）４勝，ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3
ヤマノシラユキ（94牝 ＊スリルシヨー）１勝，�１勝
ゴールデンロドリゴ（97牡 ＊ロドリゴデトリアーノ）６勝，ＣＢＣ賞‐Jpn2 ２着，

ＣＢＣ賞‐Jpn2 ３着，函館スプリントＳ‐Jpn3 ２着，etc.
タケノタンポポ（00牝 フサイチコンコルド）不出走

シンゼンシンノスケ（05牡 ＊サウスヴィグラス）１勝
ヤマノベガ（04牡 アドマイヤベガ）１勝，�５勝
ヤマノグラス（08牝 バブルガムフェロー）１勝，白鳥大橋特別２着，�２勝��２勝

４代母 パーソロツク（70鹿 ＊パーソロン）１勝
［孫］ マーブルシーク（96牡 ＊コマンダーインチーフ）４勝，京都４歳特別

‐Jpn3 ３着，高砂特別，沈丁花賞，etc.，�４勝�１勝
マーブルゼファー（95牡 ＊スキャン）４勝，サロマ湖特別，おおぞらＳ２
着，蒲郡特別２着，etc.

ツキノキャメル（92牡 ミホシンザン）３勝，牧園特別２着，稲荷特別３着，
浜名湖特別３着，�11 勝

サンキョウアトラス（90牡 バンブーアトラス）３勝，八甲田山特別３着，
��３勝

５代母 シーアイローズ（64鹿 ＊チヤイナロツク）１勝
［子］ ハバナ（71牝 ＊パーソロン）３勝，白河特別

販売申込者・所有者： ㈱チャンピオンズファーム＝日高町富川西 �01456-3-4001
生 産 牧 場： ㈱チャンピオンズファーム
飼 養 者： ㈱チャンピオンズファーム＝千歳市駒里 �0123-29-3900

193 ヤマノラヴ２０２１ �・黒鹿 ２／ 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キズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawヤマノラヴ フジキセキ

��
��
�ヤマノバイオレット鹿 2008 ヤマノタンポポ

＊トルースピアー C6
サンデーサイレンス S3×M4

価格： 購買者：



母 フィールフリーリー（10栗 アグネスタキオン）１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（２）〕
フィールオーケー（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）２勝，����１勝・１勝
イタズラウナギ（17牡栗 ローエングリン）��入着６回
ジューンフラワー（19牝鹿 ＊ノヴェリスト）�出走

２代母 ＊ミスベルベール（95 FR栃栗 Bering）FR４勝，アスタルテ賞‐G2，P. Rond
e de Nuit‐L，アスタルテ賞‐G2 ２着，オペラ賞‐G2 ２着，グロット賞‐G3 ２
着，etc.
アイーンベル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ベルフォーラヴ（10牝 ＊バトルライン）�１勝��３勝，栄冠賞３着
ハウエバー（14牡 ローエングリン）３勝，日高特別，ＨＴＢ賞３着（２回），洞

爺湖特別３着，荒川峡特別３着，三春駒特別３着
ヴィーダ（15� ＊ヨハネスブルグ）�３勝，招福Ｓ，竜飛崎特別，北総Ｓ２着，

渡島特別２着，檜山特別２着，etc.，�３勝��１勝
ベルジュール（03� アグネスタキオン）３勝，夕月特別，浅草特別２着，堀川特別３着
プリティダンス（04牝 ダンスインザダーク）２勝，岡崎特別，浦佐特別３着，糸魚

川特別３着
ダノンベルベール（06牝 アグネスタキオン）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ２着，クイーンＣ‐G3 ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，赤松賞
ダノンシュナップス（07牡 デュランダル）２勝，ひいらぎ賞３着
サトノアポロ（08� ＊シンボリクリスエス）５勝，中日新聞杯‐G3，クリスマスＣ，

習志野特別，糸魚川特別，いわき特別２着，etc.
フォルミダーブル（15� オルフェーヴル）�	７勝

３代母 ミスアフリックMiss Afrique（87 FR鹿 African Song）FR５勝，P. Casi
mir‐Delamarre‐L，P. de la Calonne‐L，P. Edellic‐L，P. La Camarg
o‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，etc.
ミスエベーヌMiss Ebene（93牝 Lead on Time）FR・USA１勝，P. Zeddaan

‐L ２着

４代母 ディクチュミサスDictumisas（76 FR鹿 ＊デイクタス）FR１勝，P. Joubert
２着，FR障害３勝

販売申込者・所有者： ㈱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

194 フィールフリーリー２０２１ �・黒鹿 ２／２０

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊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ィールフリーリー
＊ Bering

��
��
�ミスベルベール栗 2010 Miss Afrique

3n
Storm Bird S4×S4

価格： 購買者：



母 プロミネント（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－３（７），地方－１（４）〕
アドマイヤディーバ（13牝黒鹿 ステイゴールド）�４勝��入着
モアナ（14牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）５勝，秋風Ｓ（芝 1600），東雲賞
（芝 1600），新潟日報賞（芝 1400）２着，鷹巣山特別（芝 1600）２着，錦Ｓ
（芝 1600）３着，仲春特別（芝 1400）３着，国立特別（芝 1400）３着，三鷹特別
（芝 1400）３着，由比ヶ浜特別（芝 1400）３着

プロスペリティ（16牝黒鹿 ブラックタイド）１勝，喜多方特別（芝 1200）３着，�
��出走

カフェカエサル（18牡青鹿 ラブリーデイ）�１勝

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，隅田川特別３着，中京

日経賞３着，五頭連峰特別３着，山吹賞３着
アドマイヤメイン（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯‐Jpn3，

日本ダービー‐Jpn1 ２着，菊花賞‐Jpn1 ３着，黄菊賞２着，etc.，種牡馬
トップモーション（06牝 ＊シンボリクリスエス）入着

レッドヴェロシティ（18牡 ワールドエース）�３勝，青葉賞‐G2 ３着，陣馬特
別，水仙賞，箱根特別２着，グッドラックＨ２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，美浦Ｓ２着，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

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

195 プロミネント２０２１ �・鹿 ３／１６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� フジキセキ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ミルレーサーイスラボニータ
＊ Cozzene

��
��
�イスラコジーン黒鹿 2011 Isla Mujeres

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�タイキシャトル ＊ウェルシュマフィンプロミネント ＊ヘクタープロテクター

��
��
�プロモーション鹿 2004 ＊アサーション

13a
Halo S4×M4 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 トウカイフィーバー（13黒鹿 ＊エンパイアメーカー）２勝
本馬の他に産駒あり

２代母 トウカイポプリ（05青鹿 ＊タイキシャトル）２勝
エオロ（12牡 ＊ヨハネスブルグ）��３勝�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
トウカイマナ（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）�６勝�
トウカイキュニスカ（18牝 ＊ダンカーク）��５勝
トウカイファクター（19牡 ＊ザファクター）�１勝

３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
トウカイセレブ（06牝 キングカメハメハ）２勝

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

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

トウカイバイタル（10牡 キングカメハメハ）１勝，青島特別２着

４代母 トウカイナチユラル（82鹿 ＊ナイスダンサー）不出走
［子］ 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

トウカイスバル（87� ニホンピロウイナー）５勝，帆柱山特別，ジュライ
Ｓ２着，etc.，�５勝�入着�，中津桜花賞

［曾孫］ ロバートソンキー（17牡 ルーラーシップ）�３勝，神戸新聞杯‐G2 ３着，
長久手特別，御堂筋Ｓ３着

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

196 トウカイフィーバー２０２１ �・鹿 ３／１１

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Unbridled

�
�
�
�
�

��
��

�エンパイアメーカー Toussaudトウカイフィーバー ＊タイキシャトル

��
��
�トウカイポプリ黒鹿 2013 トウカイティアラ

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



母 スイートサルサ（10栗 デュランダル）５勝，福島牝馬Ｓ‐G3，府中牝馬Ｓ‐G2 ３
着，クイーンＣ‐G3 ２着，愛知杯‐G3 ３着，ユートピアＳ（芝 1600），etc.
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
シルキーヴォイス（18牡栗 キングカメハメハ）�２勝，稲佐山特別（芝 2600）３着

２代母 ＊スイートハビタット（00 IRE 栗 Grand Lodge）２勝，塩屋埼特別３着，飛竜
特別３着
スイートジョリ（08牝 スペシャルウィーク）�８勝
ファシネイト（09牝 キングカメハメハ）��７勝
シックザール（16牡 ジャスタウェイ）入着２回，���５勝
サクセスハーモニー（17牝 ダイワメジャー）�２勝，飛翼特別２着，稲妻Ｓ３着

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

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

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

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

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

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

オマハシティOmaha City（94� Night Shift）GB・GER９勝，モエエ
シャンドンレネン‐G2 ２着，Ripon Champion 2‐Y‐O Trophy‐L
２着，Rose Bowl S‐L ２着，etc.

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

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

販売申込者・所有者： 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

197 スイートサルサ２０２１ �・黒鹿 ２／ ８
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスロードカナロア Storm Cat

��
��
�レディブラッサム鹿 2008 ＊サラトガデュー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�デュランダル サワヤカプリンセススイートサルサ
＊ Grand Lodge

��
��
�スイートハビタット栗 2010 Lindesberg

16a
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ハートフル（13 IRE 黒鹿 Shamardal）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
キタサンユーダイ（19牡鹿 キタサンブラック）�出走

２代母 マッドアバウトユーMad About You（05 IRE 鹿 Indian Ridge）FR・IRE
・USA３勝，グラッドネスＳ‐G3，Garnet S‐L，愛１０００ギニー‐G1 ２着，愛
プリティポリーＳ‐G1 ２着，マルセルブサック賞‐G1 ３着，etc.
マリンカMalinka（12牝 Pivotal）IRE２勝
ソウルシーカー Soul Seeker（17� Oasis Dream）�GB・IRE４勝
アマシェール AMa Chere（18 牝 Kodiac）�IRE１勝，シルヴァーフラッシュＳ

‐G3 ３着
＊マッドクール（19牡 Dark Angel）�１勝

３代母 イリジスティブルジュエル Irresistible Jewel（99 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB・FR
・IRE３勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブランドフォードＳ‐G3，オペラ賞‐G1 ２着
ロイヤルダイアモンド Royal Diamond（06� ＊キングズベスト）GB・IRE・AUS

・UAE９勝，愛セントレジャー‐G1，バリーカレンＳ‐G3，英ＢＣロングディ
スタンスＣ‐G3，etc.

プリンセスハイウェイ Princess Highway（09牝 Street Cry）GB・FR・IRE・CAN３
勝，リブルズデイルＳ‐G2，ブルーウインドＳ‐G3，愛オークス‐G1 ３着，etc.

ミッドナイトソーツMidnight Thoughts（10 牝 Henrythenavigator）不出走
トモローズドリーム Tomorrow's Dream（17牝 Oasis Dream）�GB・FR３

勝，Rosemary S‐L ３着

４代母 インアンティシペイション In Anticipation（91 IRE 鹿 Sadler's Wells）IRE２勝
［子］ ダイアモンドトリムDiamond Trim（98牝 Highest Honor）IRE・ITY

５勝，Finale S‐L
［孫］ プロファウンドビューティ Profound Beauty（04 牝 ＊デインヒル）IRE・

AUS９勝，バリーローンＳ‐G3（２回），カラＣ‐G3，Challenge S
‐L（３回），etc.

メイキングライトMaking Light（14 牝 Tamayuz）IRE５勝，パークイク
スプレスＳ‐G3，キラヴランＳ‐G3，Platinum S‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲三石川上牧場＝新ひだか町三石川上 �0146-35-3078
生 産 牧 場： ㈲三石川上牧場
飼 養 者： ㈱ペガサスファーム＝新ひだか町三石本桐 �090-9517-4750

198 ハートフル２０２１ 牡・黒鹿 ５／１０

＊

デュバウィ Dubai Millennium

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Dubawi

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

��
��
�DhelaalGB 鹿 2007 Irish Valley

＊

シャマルダル Giant's Causeway

�
�
�
�
�

��
��

�Shamardal Helsinkiハートフル マッドアバウトユー Indian Ridge

��
��
�Mad About You黒鹿IRE 2013 Irresistible Jewel

1l
Danzig S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ボナマティーナ（15鹿 ＊キングズベスト）�入着３回
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊モーニングタイド（94 USA鹿 Seeking the Gold）USA１勝
マイネルモルゲン（00牡 Mt. Livermore）７勝，京成杯オータムＨ‐Jpn3（２回），

ダービー卿ＣｈＴ‐Jpn3，ポートアイランドＳ‐L，ＮＨＫマイルＣ‐Jpn1 ３
着，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，etc.

シンメイレグルス（02牡 ＊ブライアンズタイム）４勝，関越Ｓ‐L ２着，昇竜Ｓ‐OP，
樟葉特別，黒竹賞，��２勝��，スパーキングサマーＣ２着

モーニングムーン（10牝 アドマイヤムーン）１勝，飛翼特別２着
テイエムジョウネツ（12牝 ステイゴールド）３勝，北國新聞杯，甲南Ｓ３着，大倉

山特別３着
ケルベロス（13牡 ディープインパクト）１勝，下北半島特別，相馬特別２着

３代母 イースタンドーン Eastern Dawn（81 USA鹿 Damascus）FR・USA５勝，オ
マール賞‐G3，BayMeadows Debutante H，ヴァイオレットＨ‐G3 ２着

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

Ｓ‐Jpn2，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3，etc.
ドッピオエスプレッソDoppio Espresso（92牝 Java Gold）USA１勝，アストリ

アＳ‐G3 ２着
レスプレンデンシー Resplendency（01牝 Tale of the Cat）USA５勝，Monr

ovia H‐L，Pine Tree Lane S‐R，サンタモニカＨ‐G1 ３着，etc.
＊ドーンランサム（96牝 Red Ransom）FR入着

＊ブラッドバローズ（01牡 Singspiel）３勝，アーリントンＣ‐Jpn3 ３着，遠州
灘特別，九州スポーツ杯２着，etc.

キングストリート（06� キングカメハメハ）６勝，東京新聞杯‐G3 ２着，ファ
イナルＳ‐L ３着，小倉日経ＯＰ‐L ３着，etc.，�１勝

ヒーローズトリビュート Hero's Tribute（98 牡 Sea Hero）USA８勝，ガルフスト
リームパークＨ‐G2，ピーターパンＳ‐G2，Black Tie Affair H‐L，etc.，
種牡馬

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

199 ボナマティーナ２０２１ �・鹿 ３／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングズベスト Allegrettaボナマティーナ
＊ Seeking the Gold

��
��
�モーニングタイド鹿 2015 Eastern Dawn

5g
Damascus S4×M4 Mr. Prospector M4×M4

価格： 購買者：



母 ジャジャマーチャン（08鹿 アドマイヤコジーン）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－２（７）〕
アレジャポン（14牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着，��４勝
トゥラヴェスーラ（15牡鹿 ドリームジャーニー）�４勝，淀短距離Ｓ‐L（芝 1200），

京王杯スプリングＣ‐G2 ２着，阪急杯‐G3 ２着，葵Ｓ（重賞）（芝1200）‐L
２着，高松宮記念‐G1 ４着（２回），福島ＴＶＯＰ‐OP（芝 1200），鞍馬Ｓ‐OP
（芝 1200）２着，萌黄賞（芝 1200）２着

トオヤリトセイト（16牡青鹿 ドリームジャーニー）�３勝，アーリントンＣ‐G3
３着，斑鳩Ｓ（芝 1400）２着，御池特別（芝 1400）２着，六波羅特別（芝 1600）２
着，瀬戸内海特別（芝 1400）２着，若潮Ｓ（芝 1600）３着，クリスマスキャロル
賞（芝 1600）３着

ジャジャジャーン（18牡鹿 モーリス）��３勝

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

山特別２着，小樽特別３着
リーフィーウッド（02牝 ＊ホワイトマズル）１勝

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

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

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

フィールドドリーム（07牡 ＊ファルブラヴ）３勝
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），Joe Namath H
‐L，River Downs BC H‐L，etc.

販売申込者・所有者： ㈲嶋田牧場＝新ひだか町三石歌笛 �0146-35-3535
生 産 牧 場： ㈲嶋田牧場
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

200 ジャジャマーチャン２０２１ �・黒鹿 ３／２２

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

Cozzene

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤコジーン アドマイヤマカディジャジャマーチャン
＊ Woodman

��
��
�ラスリングカプス鹿 2008 ＊フィールディ

2n
Cozzene M3×S4 Mr. Prospector S4×M4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊オールアイキャンセイイズワウ（05 USA鹿 Street Cry）IRE・USA３勝，デルマ
ーマイルＨ‐G2 ２着，ミレイディＨ‐G2 ３着，Salsabil S‐L ２着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（５），海外－１（３），地方－２（３）〕
キネオダンサー（11牝鹿 ディープインパクト）３勝，桑折特別（芝 2000），遠刈田

特別（芝 1800）２着，西郷特別（芝 1800）３着
ディープエクシード（13牡鹿 ディープインパクト）２勝，種牡馬
プレミアイヴェントPremier Event（15�鹿 ＊エンパイアメーカー）USA３勝
シェノン（17牡鹿 キズナ）入着２回，��１勝�１勝�入着�
ミギーフェイス（19牝鹿 ＊アメリカンペイトリオット）�入着３回，��	１勝

２代母 クラウンオヴジュエルズCrown of Jewels（95 USA栗 Half a Year）USA１勝
コミッククイーン Comic Queen（03牝 Comic Strip）USA３勝，San Ramon S

３着
アローンインザストリートAloneinthestreet（08 牡 Street Cry）GB・SAU４勝
ストリートチーフ Street Chief（11� ＊ストリートセンス）USA６勝

３代母 フィッテドクラウン Fitted Crown（90 USA栗 Chief's Crown）USA出走
クラウニングミーティング Crowning Meeting（94� General Meeting）USA14 勝，

Forty‐Niner H‐L，Fox Sports Network H，Seattle H，etc.
エクセレントミーティング Excellent Meeting（96 牝 General Meeting）USA８

勝，ハリウッドスターレットＳ‐G1，サンタアニタオークス‐G1，ラスヴィル
ヘネスＳ‐G1，オークリーフＳ‐G1，ファンタジーＳ‐G2，プリンセスＳ‐G2，
デルマーデビュタントＳ‐G2，etc.
クーガーキャット Cougar Cat（02 牡 Storm Cat）GB・FR・IRE・USA４勝，

アリスタイディズＳ‐G3 ２着，アングルシーＳ‐G3 ２着，Iowa Spri
nt H‐L ２着，etc.，種牡馬

クラウンオヴクリムゾン Crown of Crimson（97牝 Seattle Slew）USA３勝，P
ocahontas S‐L

スイーピングヴューズ Sweeping Views（01牝 General Meeting）USA出走
アサシン Assassin（11 牡 Noble Causeway）PR・VEN・PAN10勝，P. Ra

ul Espinosa‐LR（２回），P. Augusto Samuel Boyd Paredes‐LR，P
. Carlos y Fernando Eleta Almaran‐LR ２着，etc.

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

201 オールアイキャンセイイズワウ２０２１ 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サトノアラジン
＊ Storm Cat

��
��
�マジックストーム鹿 2011 Foppy Dancer

＊

ストリートクライ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�Street Cry Helen Streetオールアイキャンセイイズワウ クラウンオヴジュエルズ Half a Year

��
��
�Crown of Jewels鹿USA 2005 Fitted Crown

A29
Halo S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Riverman M4×M5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 パーティブロッサム（09黒鹿 キングヘイロー）２勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
カズアティシャ（18牡鹿 ホッコータルマエ）���入着�３勝�
リュウノウィー（19牝栗 コパノリッキー）���出走

２代母 ジェミーブロッサム（00青鹿 Wild Again）１勝
アドニスラモーサ（06牝 アグネスタキオン）��２勝
テンゲントッパ（08牡 キングヘイロー）２勝，三国特別２着，三条特別２着
パフュームボム（11牝 ＊プリサイスエンド）３勝，障害１勝
シンコーマーチャン（14牡 キングヘイロー）３勝，��７勝�入着３回
ナナカマドカ（16牝 カネヒキリ）��８勝

３代母 ＊パレイシャルアフェア（95 USA鹿 Kingmambo）FR・USA３勝，P. Caravelle
‐L ２着，P. La Sorellina‐L ３着，Criterium de Languedoc‐L ３着
ゲットマイウェイ（02牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，高湯温泉特別，赤倉特別２着，

奥の細道特別２着，etc.

４代母 パーティサイテド Party Cited（89 USA鹿 Alleged）GB・USA５勝，イエ
ルバブエナＨ‐G3，Del Mar Bayakoa H‐L，サンタアナＨ‐G1 ２着，フィリ
ーズマイル‐G1 ３着，ビヴァリーヒルズＨ‐G1 ３着，etc.
［子］ コンポージャー Composure（00 牝 Touch Gold）USA４勝，サンタアニ

タオークス‐G1，ラスヴィルヘネスＳ‐G1，オークリーフＳ‐G2，etc.
レディセット Ready Set（05� Touch Gold）USA７勝，ウェストヴァ
ージニアダービー‐G3，Cliff Guilliams H，Eight Thirty S，etc.

［孫］ ペンウィズ Penwith（11 牝 Bernardini）USA５勝，ロイヤルデルタＳ
‐G2，ベルダムＳ‐G1 ３着，デラウェアＨ‐G1 ３着，etc.

サドンブレイキングニューズ Suddenbreakingnews（13� Mineshaft）
USA３勝，サウスウェストＳ‐G3，Clever Trevor S‐L，アーカン
ソーダービー‐G1 ２着，etc.

［曾孫］ シェアードセンス Shared Sense（17牡 ＊ストリートセンス）�USA６勝，
オクラホマダービー‐G3，インディアナダービー‐G3，ルーカスク
ラシックＳ‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

202 パーティブロッサム２０２１ 牡・鹿 ３／２９
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスホッコータルマエ Cherokee Run

��
��
�マダムチェロキー鹿 2009 ＊アンフォイルド

＊ダンシングブレーヴ

�
�
�
�
�

��
��

�キングヘイロー ＊グッバイヘイローパーティブロッサム Wild Again

��
��
�ジェミーブロッサム黒鹿 2009 ＊パレイシャルアフェア

9b
Kingmambo S3×M4

価格： 購買者：



母 レッドアンコール（11栗 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－３（11）〕
ククシカ（16牝栗 ＊ヘニーヒューズ）��３勝
ヨハネスボーイ（17牡栗 ＊ヨハネスブルグ）入着，クローバー賞‐OP（芝 1500）２着，

��３勝�２勝，ブリーダーズゴールドジュニアＣ（Ｄ1700），サンライズＣ
（Ｄ1800）３着

ユーティリティ（18牝栗 ＊ケープブランコ）�３勝��入着
アファン（19牝栗 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
サワヤカローズ（20牝栗 ＊ヘニーヒューズ）��出走

２代母 サイキョウザクラ（95鹿 ＊サンデーサイレンス）２勝，葵Ｓ‐OP ３着，鷹取特
別２着，伊万里特別２着，鹿屋特別３着，筑紫特別３着，etc.
サイキョウワールド（02牡 ＊パントレセレブル）５勝，淀短距離Ｓ‐L ３着，サンタ

クロースＳ，ラジオ福島賞，庄内川特別，醍醐特別２着，etc.
サイキョウキロク（03牝 マヤノトップガン）�10 勝

３代母 サワヤカプリンセス（86栗 ＊ノーザンテースト）４勝，飛騨特別
リフレシングムード（93牡 ＊キャロルハウス）４勝，讃岐特別，伊丹特別，フィリピ

ンＴ２着，etc.，�３勝�１勝	
サイキョウサンデー（96牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，中日スポーツ賞４歳Ｓ

‐Jpn3，シルクロードＳ‐Jpn3 ２着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，etc.
マルカサワヤカ（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，小倉日経ＯＰ‐L ３着，北九州

短距離Ｓ‐OP ３着，久多特別，etc.
デュランダル（99牡 ＊サンデーサイレンス）８勝，マイルＣｈＳ‐G1，マイルＣｈＳ

‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，etc.，優短距（2回），種牡馬
プリティプリンセス（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，久多特別，夕月特別３着
リトルブレッシング（02牝 バブルガムフェロー）出走

プリンセスメモリー（07牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）６勝，オーロＣ‐L，
クイーンＣ‐G3 ２着，ラピスラズリＳ‐OP，etc.

ダンシングプリンス（16牡 パドトロワ）�５勝，カペラＳ‐G3，京葉Ｓ‐L，etc.，
��３勝，SAU１勝，リヤドダートスプリント‐G3

トーセンイマジゲン（04牡 アグネスタキオン）５勝，新春Ｓ，浅口特別，舞子特別，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： 森永 聡＝新冠町万世 �0146-49-5200
生 産 牧 場： 森永 聡
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

203 レッドアンコール２０２１ 牡・栗 ３／１４

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスレッドアンコール ＊サンデーサイレンス

��
��
�サイキョウザクラ栗 2011 サワヤカプリンセス

＊スコツチプリンセス 11f
Northern Dancer S5×M5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 レーヌミノル（14栗 ダイワメジャー）３勝，桜花賞‐G1，小倉２歳Ｓ‐G3，阪神
ジュベナイルフィリーズ‐G1 ３着，フィリーズレビュー‐G2 ２着，京王杯２歳
Ｓ‐G2 ２着，etc.
本馬の他に産駒あり

２代母 ダイワエンジェル（00栗 ＊タイキシャトル）入着２回
ダイワアセット（07牡 スペシャルウィーク）２勝，寒竹賞２着，葉牡丹賞３着
ダイワデッセー（09牝 スペシャルウィーク）２勝，フローラＳ‐G2 ３着，障害１勝

ヒートヘイズ（18牡 ロードカナロア）�１勝，�５勝
ダイワストリーム（10牝 ダイワメジャー）３勝，スイートピーＳ‐LR ３着，カーネ

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

崎特別３着
サトノマイヒメ（13牝 ダイワメジャー）１勝
サトノプライド（15牡 ＊ハードスパン）１勝，樅の木賞３着

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

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

特別３着，唐津特別３着

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

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

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

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

204 レーヌミノル２０２１ 牡・黒鹿 ２／２７

＊

ジャイアンツコーズウェイ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Giant's Causeway

�
�
�
�
�
�
�
�
� Mariah's Stormブリックスアンドモルタル ビヨンドザウェイヴズ Ocean Crest

��
��
�Beyond theWavesUSA 黒鹿 2014 Excedent

＊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レーヌミノル ＊タイキシャトル

��
��
�ダイワエンジェル栗 2014 プリンセススキー

＊プリンセスリタ 2c
Storm Bird S4×S4 Halo M4×M5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊プレザントケイプ（06 GB鹿 Cape Cross）不出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（10）〕
ペイシャフェリス（11牝鹿 スペシャルウィーク）４勝，朱鷺Ｓ‐L（芝 1400），アネ

モネＳ‐LR（芝 1600），六甲Ｓ‐LR（芝 1600）２着，ニューイヤーＳ‐L（芝 1600）
２着，市川Ｓ（芝 1600），市川Ｓ（芝 1600）２着，みちのくＳ（芝 1200）３着，菜
の花賞（芝 1600）３着

ペイシャフェリシタ（13牝黒鹿 ハーツクライ）６勝，春雷Ｓ‐L（芝 1200），キーン
ランドＣ‐G3 ３着，カーバンクルＳ‐OP（芝 1200）２着（２回），浜松Ｓ
（芝 1200），神奈川新聞杯（芝 1400），勝浦特別（芝 1200），なずな賞（芝 1400），
ＨＢＣ賞（芝 1200）２着，札幌スポニチ賞（芝 1200）２着

２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，Ｇ

ＲＣジャロングＣ‐G3，Buckhounds S‐L，Tapster S‐L，Wolferto
n H‐L，etc.

エンチュフラEnchufla（09 牝 Danehill Dancer）FR１勝

３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
ラパス La Paz（99牝 Nashwan）GB・FR２勝，P. Belle de Nuit‐L
スリーピングインディアン Sleeping Indian（01牡 Indian Ridge）GB・FR・USA

６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

ナショナリズムNationalism（07� Pivotal）GB・UAE３勝，Midsummer S‐L
エイケン Aiken（08牡 Selkirk）GB・FR・IRE６勝，シャンティー大賞‐G2，Bu

ckhounds S‐L，英ＢＣロングディスタンスＣ‐G3 ２着，種牡馬

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

販売申込者・所有者： ㈲友田牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2206
生 産 牧 場： ㈲友田牧場
飼 養 者： エバグリーンセールスコンサインメント＝新ひだか町静内真歌 �090-2059-3193

205 プレザントケイプ２０２１ 牡・鹿 ２／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアロジャーバローズ
＊ Librettist

��
��
�リトルブック鹿 2016 Cal Norma's Lady

＊

ケイプクロス Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Cape Cross Park Appealプレザントケイプ フェリシティ Selkirk

��
��
�Felicity鹿GB 2006 Las Flores

8i
Danzig S4×M4 Lyphard S5×S5 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 フィナリザール（15栃栗 Congrats）入着３回
〔産駒馬名登録数：１〕
マニータ（20牝鹿 ディープブリランテ）�未出走

２代母 ＊セットプレイ（05 USA栗 Van Nistelrooy）USA２勝，デルマーデビュタント
Ｓ‐G1，ソレントＳ‐G3 ２着，ミエスクＳ‐G3 ３着，Landaluce S‐L ３着
レッドソリッドパーフェクトRed Solid Perfect（11 牡 Street Cry）USA１勝
ダンシングリンゼイDancing Lindsay（13牝 Street Cry）USA４勝
ステラータ（17牝 ハーツクライ）�２勝，鹿島特別，�３勝�入着
コールドショット（18牡 ドゥラメンテ）�３勝

３代母 ボールディーズリフレクションBoldy's Reflection（96 CAN鹿 Bold Ruckus）
USA入着

４代母 ゴーヴァンGovan（91 USA栗 GoneWest）不出走

５代母 クラッシートウィスト Classy Twist（76 USA栗 Twist the Axe）USA３勝，
Plankton H３着
［子］ ウィズアトウィストWith a Twist（83 牝 Fappiano）USA５勝，レアト

リートＨ‐G3，アフェクショネトリーＨ‐G3 ２着，ネクストムーヴ
Ｈ‐G3 ２着，etc.

［孫］ クルーン Cloon（01牝 Lure）FR・USA２勝，P. de la Seine‐L，P.
de Boulogne‐L ２着，P. Melisande‐L ２着，etc.

ケルティックスカイ Celtic Sky（98牡 Sky Classic）USA６勝，West Poi
nt H‐R，Kingston H‐R，West Point H‐R ２着，etc.

ポリシーマター Policy Matter（90 牡 Topsider）FR・SPA４勝，P. An
tonio Blasco‐L，G.P. de Velocidad‐L，P. Trujillos‐L ２
着，etc.，種牡馬

［曾孫］ ハローリバティ Hello Liberty（03 牝 Forest Camp）USA４勝，ナッソ
ーカウンティＢＣＳ‐G2，Peach Blossom S‐L，エイコーンＳ
‐G1 ２着，etc.

パイアスアシュリー Pious Ashley（05 牝 Include）USA４勝，Valid E
xpectations S‐L，エンダインＳ‐G3 ２着

販売申込者・所有者： 藤本ファーム＝日高町美原 �090-8908-2903
生 産 牧 場： 藤本ファーム
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

206 フィナリザール２０２１ 牡・黒鹿 ２／２１
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

コングラッツ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

�Congrats Praiseフィナリザール
＊ Van Nistelrooy

��
��
�セットプレイ栃栗 2015 Boldy's Reflection

4d
Halo S4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ピエールドリュヌ（11黒鹿 キングカメハメハ）２勝，鶴橋特別（芝 1600），有松特
別（芝 1600）２着，若戸大橋特別（芝 1800）３着
〔産駒馬名登録数：３〕
ショウナンパラボラ（19牡黒鹿 オルフェーヴル）�入着２回
シルバーティムール（20牡鹿 リアルスティール）�未出走

２代母 ムーンザドリーム（02黒鹿 ダンスインザダーク）出走
ショウリュウムーン（07牝 キングカメハメハ）５勝，朝日ＣｈＣ‐G3，京都牝馬Ｓ

‐G3，チューリップ賞‐G3，ポートアイランドＳ‐L，中京記念‐G3 ２着，etc.
ショウリュウイクゾ（16牡 オルフェーヴル）４勝，日経新春杯‐G2，すみれＳ

‐L ３着，許波多特別，ムーンライトＨ２着，烏丸Ｓ２着，etc.
ショウリュウハル（17牝 ジャスタウェイ）３勝，北國新聞杯，白菊賞，立雲峡

Ｓ３着
ショウリュウレーヴ（18牡 ミッキーアイル）�３勝，新春Ｓ２着
ダノンソフィア（19牝 キタサンブラック）�１勝

チーフザムーン（09牝 ＊チーフベアハート）�１勝�入着８回
ノブベック（16牡 トゥザグローリー）１勝

ステイウェル（10牡 ＊スウェプトオーヴァーボード）３勝，仲春特別２着，祇園特別２着
エミーズレシピ（13牝 ＊エンパイアメーカー）２勝，遊楽部特別３着

ビーストアタック（19牝 ＊ヘニーヒューズ）�１勝
ロフティードリーム（14牝 ＊キングズベスト）�３勝
クリスタルアイ（17牝 ルーラーシップ）�１勝�

３代母 ミヨシチェリー（89芦 ＊メンデス）１勝
マッキーグローリ（97牡 ＊キンググローリアス）３勝，北斗賞２着

４代母 ミズノコマチ（71鹿 ＊フイダルゴ）３勝
［子］ ジャックボーイ（84牡 トウシヨウボーイ）５勝，朱鷺Ｓ‐OP，織姫賞，大

沼Ｓ，etc.

５代母 ラインランド（57鹿 ＊ライジングフレーム）３勝
［孫］ タケホープ（70牡 ＊インデイアナ）７勝，日本ダービー，菊花賞，天皇賞

（春），etc.，年代表，優３牡，種牡馬

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： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

207 ピエールドリュヌ２０２１ 牡・鹿 ５／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスピエールドリュヌ ダンスインザダーク

��
��
�ムーンザドリーム黒鹿 2011 ミヨシチェリー

＊ビユーチフルドリーマー 12
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M4 Miesque S4×M4

価格： 購買者：



母 ブレイクダンサー（12鹿 ＊ファルブラヴ）出走
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
セレブリス（16牝黒鹿 トゥザグローリー）�２勝
ベラジオクイーン（17牝栗 ＊マジェスティックウォリアー）��５勝
アンドレア（19牝青鹿 レッドスパーダ）��入着２回

２代母 プリティダンス（04栗 ダンスインザダーク）２勝，岡崎特別，浦佐特別３着，
糸魚川特別３着
ダンツワイズ（13� ＊ロージズインメイ）�１勝
ジャガーゲイム（14� ジャングルポケット）入着，�３勝
ラズベリル（15牝 ＊タートルボウル）�２勝��	入着５回
プリティア（17牝 ＊マジェスティックウォリアー）��１勝
��

３代母 ＊ミスベルベール（95 FR栃栗 Bering）FR４勝，アスタルテ賞‐G2，P. Rond
e de Nuit‐L，アスタルテ賞‐G2 ２着，オペラ賞‐G2 ２着，グロット賞‐G3 ２
着，etc.
アイーンベル（01牝 ＊サンデーサイレンス）入着２回

ベルフォーラヴ（10牝 ＊バトルライン）
１勝��３勝，栄冠賞３着
ハウエバー（14牡 ローエングリン）３勝，日高特別，ＨＴＢ賞３着（２回），洞

爺湖特別３着，etc.
ヴィーダ（15� ＊ヨハネスブルグ）�３勝，招福Ｓ，竜飛崎特別，北総Ｓ２着，etc.，

�３勝��１勝
ベルジュール（03� アグネスタキオン）３勝，夕月特別，浅草特別２着，堀川特別３着
ダノンベルベール（06牝 アグネスタキオン）２勝，阪神ジュベナイルフィリーズ

‐Jpn1 ２着，クイーンＣ‐G3 ２着，芙蓉Ｓ‐OP ２着，etc.
ダノンシュナップス（07牡 デュランダル）２勝，ひいらぎ賞３着
サトノアポロ（08� ＊シンボリクリスエス）５勝，中日新聞杯‐G3，クリスマスＣ，

習志野特別，etc.

４代母 ミスアフリックMiss Afrique（87 FR鹿 African Song）FR５勝，P. Casi
mir‐Delamarre‐L，P. de la Calonne‐L，P. Edellic‐L，P. La Camarg
o‐L，レゼルヴォワール賞‐G3 ２着，etc.

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

208 ブレイクダンサー２０２１ 牡・鹿 ２／ ３
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊ Fairy King

�
�
�
�
�

��
��

�ファルブラヴ Gift of the Nightブレイクダンサー ダンスインザダーク

��
��
�プリティダンス鹿 2012 ＊ミスベルベール

3n
Northern Dancer M4×S5×S5 Fairy BridgeM4×S5

価格： 購買者：



母 タムロブライト（06芦 ＊シルバーチャーム）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－１（４）〕
ミライヘノツバサ（13牡芦 ドリームジャーニー）５勝，ダイヤモンドＳ‐G3，日経

賞‐G2 ２着，ＡＪＣＣ‐G2 ３着，福島ＴＶＯＰ‐OP（芝 1800）３着，迎春Ｓ
（芝 2200），習志野特別（芝 2000），山吹賞（芝 2200）

ミライヘノノゾミ（17牝芦 ジャスタウェイ）�４勝

２代母 タムロチェリー（99栗 ＊セクレト）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1，
小倉２歳Ｓ‐Jpn3，優２牝
タムロチェスト（05牡 ＊フォーティナイナー）２勝
タムロスカイ（07牡 フジキセキ）６勝，小倉日経ＯＰ‐LR ２着，大阪城Ｓ‐L ３着，

メイＳ‐OP，常総Ｓ，逢坂山特別，etc.

３代母 ミスグローリー（90栃栗 サクラユタカオー）�２勝
ローランバルゴ（98牝 ＊アジュディケーティング）１勝

ホーザンアテナ（06牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）入着
タリホー（14牡 ＊キャプテンスティーヴ）入着，�入着２回，夏至賞３着

タムロマンサーナ（01牝 ＊ジェネラス）１勝，二王子特別３着
スターカットジェム（06牝 ＊フォーティナイナー）出走

シャドウブリランテ（14牡 ディープブリランテ）２勝，渥美特別２着，岩船特
別３着

ポベーダテソーロ（16牡 ブラックタイド）入着５回，駒ケ岳特別３着
ムーンダスト（07牝 デュランダル）入着２回

グランデ（19牡 ＊ディスクリートキャット）�１勝，函館２歳Ｓ‐G3 ３着

４代母 ＊グラツドタイデイングス（79 FR黒鹿 Pharly）GB２勝
［子］ ストッププレス Stop Press（88 牝 Sharpen Up）GB・FR５勝，G.P. d

e Rouen‐L
［孫］ ストリートポーカー Street Poker（98 牡 ＊デインヒル）FR・GER・DEN

４勝，ヘッセンポカール‐G3，ヴァルターＪヤコブスレネン‐G3，オ
イローパシャンピオナート‐G2 ２着，etc.，種牡馬

サマーファインデイ（05牝 ＊アグネスデジタル）１勝，若菜賞３着，�２勝��

販売申込者・所有者： ㈱諏訪牧場＝青森県上北郡七戸町 �0176-62-2043
生 産 牧 場： ㈱諏訪牧場
飼 養 者： ㈲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

209 タムロブライト２０２１ 牡・鹿 ３／２８
＊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

＊ Silver Buck

�
�
�
�
�

��
��

�シルバーチャーム Bonnie's Pokerタムロブライト ＊セクレト

��
��
�タムロチェリー芦 2006 ミスグローリー

＊グラツドタイデイングス 11
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ダウンタウンブギ（13栗 アサクサキングス）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ピクシーズパラソル（18牝鹿 ラブリーデイ）���入着４回
クラウンスウィング（19牡栗 ストロングリターン）�未出走

２代母 ＊スマラ（93 FR栗 Antheus）FR１勝
＊チチカステナンゴ（98牡 Smadoun）FR４勝，パリ大賞‐G1，リュパン賞‐G1，トーマ

スブライアン賞‐G3，仏ダービー‐G1 ２着，ニエル賞‐G2 ３着，etc.，種牡馬
フェマラ Faimara（99牡 Homme de Loi）FR３勝
スマラティカ Smala Tica（00牝 Loup Solitaire）FR４勝，G.P. de Lyon‐L，

P. Urban Sea‐L
チーカドリーム Chika Dream（10� Danehill Dancer）�FR12 勝，P. du P

oint du Jour‐L，G.P. Anjou Bretagne‐L ２着
ランペイア（04牝 アグネスタキオン）４勝，西海賞，北大路特別，カーネーション

Ｃ３着
マサハヤドリーム（12� メイショウサムソン）�６勝，米子Ｓ‐L ３着，福島Ｔ

ＶＯＰ‐OP，博多Ｓ，三年坂特別，玄海特別，etc.，障害３勝
ミッキーミラクル（05牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，マレーシアＣ，陣馬特別，安

房特別３着，館山特別３着，箱根特別３着，�１勝
スマッシュスマイル（08� ゼンノロブロイ）１勝，熱田特別２着，横津岳特別２着，

燧ヶ岳特別２着，渥美特別２着，香住特別３着
デルマゴクウ（11牡 フジキセキ）�２勝�

３代母 スモールパルティ Small Partie（88 FR栗 Fabulous Dancer）不出走
シヴィルコーツ Civil Courts（98� Kaldoun）FR７勝，Le Vase d'Argent‐L

２着
ベルアリシアBelle Alicia（04 牝 Smadoun）FR１勝

ホーリーダズル Holy Dazzle（10 牝 サンデーブレイク）FR２勝，アンプリュダ
ンス賞‐G3 ２着，ミエスク賞‐G3 ３着，P. des Lilas‐L ３着，etc.
ローマンキャンドル Roman Candle（16 牡 Le Havre）FR２勝，グレフ
ュール賞‐G2，ギヨームドルナーノ賞‐G2 ２着，ラフォルス賞‐G3 ３
着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �01456-7-2277
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �01456-7-2277

210 ダウンタウンブギ２０２１ 牡・栗 ２／１９

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊ホワイトマズル

�
�
�
�
�

��
��

�アサクサキングス クルーピアスターダウンタウンブギ
＊ Antheus

��
��
�スマラ栗 2013 Small Partie

2s
Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 プレザントブリーズ（06黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞（芝 1400）２着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（７）〕
プラチナヴォイス（14牡鹿 ＊エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ‐LR（芝 1800），スプ

リングＳ‐G2 ３着，名古屋日刊スポーツ杯（芝 2000），ｔｖｋ賞（芝 1800）２着，
野分特別（芝 1800）２着，�２勝�１勝�

ヒノモト（15牡鹿 キングカメハメハ）�４勝
ライデンシャフト（16牝黒鹿 ＊ノヴェリスト）１勝
サトノジーク（19牡黒鹿 ロードカナロア）�入着
ベッピンサン（20牝鹿 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

黄菊賞
スターリーウインド（12牝 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別３着，鳥栖特別３着
スターズプレミア（17牡 ロードカナロア）�２勝，二本松特別
ダークエクリプス（19牡 ドゥラメンテ）�１勝

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

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

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

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

販売申込者・所有者： ㈲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

211 プレザントブリーズ２０２１ 牡・栗 ３／ ５
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ラドラーダ鹿 2014 ＊レディブロンド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジプレザントブリーズ
＊ Woodman

��
��
�スターズインハーアイズ黒鹿 2006 ＊ウインドインハーヘア

2f
ウインドインハーヘアM3×S4 Mr. Prospector S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 チャオプラヤ（11鹿 ネオユニヴァース）入着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
インターロード（16牡黒鹿 ＊ロージズインメイ）入着２回，��入着�２勝
ヒルノエドワード（17牡黒鹿 ルーラーシップ）�１勝
ゴールドバーレン（18牡栗 ＊ヘニーヒューズ）��入着
イワクニ（19牡鹿 ＊ハービンジャー）�入着３回

２代母 ＊ジョイオブフライト（96 USA鹿 Silver Hawk）不出走
グローリーバニヤン（02牝 ＊アジュディケーティング）��１勝
ホブノブ（03牡 ＊フォーティナイナー）入着３回，�２勝
テイエムキングダム（07牡 キングヘイロー）１勝，�１勝
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
シャインスバル（12牡 キングヘイロー）��１勝
ハクユウフライヤー（16牡 ＊クロフネ）１勝，��入着�１勝��入着３回

３代母 スキルフルジョイ Skillful Joy（79 USA栗 Nodouble）USA８勝，デルマー
デビュタントＳ‐G2，リンダヴィスタＨ‐G3，Hollywood Starlet S，Senor
ita S，ファンタジーＳ‐G1 ２着，etc.

＊ダンスチャーマー（90牝 Nureyev）不出走
カサノバダンディ（97牡 ＊トニービン）２勝，べにばな賞，ロベリア賞２着，本

栖湖特別３着
ジャングルポケット（98牡 ＊トニービン）５勝，ジャパンＣ‐G1，日本ダービー

‐Jpn1，共同通信杯‐Jpn3，etc.，年代表，優３牡，種牡馬
＊ダンジグジョイ（92牝 Danzig）不出走

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
＊リベラノ（99牝 Rubiano）USA２勝

ミコノス（05牝 With Approval）３勝，ＴＶＱ杯３着
コウエイテンプウ（06牝 ＊デヒア）２勝
バイラ（15牡 ＊ヘニーヒューズ）３勝，端午Ｓ‐OP，天王山Ｓ‐OP ３着，
ポラリスＳ‐OP ３着，etc.，��２勝��

タガノジョーカー（07牝 ＊バゴ）３勝，中京スポーツ杯
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

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 �0146-47-2787

212 チャオプラヤ２０２１ 牡・鹿 ３／ １
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

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスチャオプラヤ
＊ Silver Hawk

��
��
�ジョイオブフライト鹿 2011 Skillful Joy

11g
Hail to Reason M5×M5

価格： 購買者：



母 ランスタン（13鹿 ダイワメジャー）入着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
ショウナンアメリア（19牝黒鹿 ロードカナロア）�１勝

２代母 ＊マシュール（03 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
ナリタムーンライト（08牡 アグネスタキオン）１勝
セシリア（09牝 アグネスタキオン）２勝

セントセシリア（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，羊ヶ丘特別３着
ワールドリバイバル（18牡 エピファネイア）�２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3 ２着，あすなろ賞
センセーション（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，仲春特別，マカオＪＣＴ，御室特別

２着，猪名川特別３着

３代母 ＊ヴェイルオブアヴァロン（97 USA鹿 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，
ドラローズＨ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，Fortune S
‐L ２着，Sceptre S‐L ２着，etc.
リルダヴァル（07牡 アグネスタキオン）６勝，都大路Ｓ‐L，カシオペアＳ‐L，ＮＨ

ＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.
ヴォルシェーブ（11牡 ネオユニヴァース）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，

宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，
きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

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

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

213 ランスタン２０２１ �・鹿 １／２１

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケランスタン
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2013 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
Storm Cat S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アドマイヤヒナタ（13鹿 キングカメハメハ）�１勝
〔産駒馬名登録数：３〕
ジオパークマグマ（18牡鹿 トーセンジョーダン）入着，���入着７回
スリーミスラピス（20牝鹿 ＊デクラレーションオブウォー）�未出走

２代母 ロイヤルカード（99栗 ＊サンデーサイレンス）出走
アドマイヤダンク（04牡 ＊フレンチデピュティ）５勝，桶狭間Ｓ，大津特別，�３勝，

吉野ヶ里記念
アドマイヤパンチ（06牝 ＊ワイルドラッシュ）出走

ファイナルブロー（11牡 カンパニー）１勝，湯沢特別２着
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，道新スポーツ杯２着
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‐G3，京都記念

‐G2 ３着，毎日王冠‐G2 ３着，白富士Ｓ‐L ２着，新潟記念‐G3 ３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，ディープインパクトＣ３着
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，甲東特別，福寿草特別２着，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，京都大賞典‐G2 ２着，日経賞‐G2 ３着，etc.
アドマイヤアロー（14牝 ＊ワークフォース）２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.
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

214 アドマイヤヒナタ２０２１ 牡・栗 ５／１３

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアドマイヤヒナタ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ロイヤルカード鹿 2013 ＊アドマイヤラピス

1l
Northern Dancer S4×M5 Mr. Prospector M4×S5 Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊オモテナシⅡ（12 USA鹿 Henrythenavigator）GB出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
レオ（16牡芦 Mastercraftsman）１勝，���出走
ジランドール（18�鹿 ＊ヘニーヒューズ）�出走，�２勝
メイプルリーフ（19牝鹿 オルフェーヴル）��入着２回

２代母 ミリオンギフト（98鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
＊ミリオンキング（04牡 Grand Slam）入着，��１勝
＊ミリオンセラーⅡ（06牝 A.P. Indy）USA４勝，Rosenna S
サンデイアフェアー Sunday Affair（07 牝 A.P. Indy）不出走

ニピゴンNipigon（12� Niigon）USA・CAN７勝，Bunty Lawless S‐R ２着，
Coronation Futurity‐R ２着，Steady Growth S‐R ３着

ヨークトン Yorkton（14牡 Speightstown）USA・CAN７勝，ボールドヴェン
チャーＳ‐G3（２回），Charlie Barley S，King Corrie S，Queen
ston S‐R，ニアークティックＳ‐G2 ２着，etc.，種牡馬

ウェイバーンWeyburn（18牡 Pioneerof the Nile）�USA３勝，ゴーサムＳ
‐G3，Sir Shackleton S，Pegasus S‐L ２着

インディズミリオン Indy's Million（11牝 A.P. Indy）USA１勝
バルサバス Barsabas（19� Tale of the Cat）�USA２勝，セシルＢデミル

Ｓ‐G3 ２着
＊ジョルジオ（13� Street Cry）入着２回，��１勝
＊グラスコックピット（17牡 Congrats）��７勝�６勝

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.

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： ㈱チャンピオンズファーム＝日高町富川西 �01456-3-4001
生 産 牧 場： ㈱チャンピオンズファーム
飼 養 者： ㈱チャンピオンズファーム＝千歳市駒里 �0123-29-3900

215 オモテナシⅡ２０２１ �・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

＊

ヘンリーザナヴィゲイター Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�Henrythenavigator SequoyahオモテナシⅡ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ミリオンギフト鹿USA 2012 ＊メイプルジンスキー

1g
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 Mr. Prospector M4×M5
Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5×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：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（６）〕
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，��３勝��
リキサントライ（18牡栗 ネオユニヴァース）�３勝，早鞆特別（Ｄ1700），由布院

特別（Ｄ1700）３着
タカノドリーム（19牡栗 アドマイヤムーン）��２勝
イッピン（20牡鹿 ビッグアーサー）�地方未出走

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.
［曾孫］ ヒヅルジョウ（19牝 ＊ハービンジャー）�１勝，矢車賞３着

販売申込者・所有者： ㈲大栄牧場＝新冠町西泊津 �0146-47-2460
生 産 牧 場： ㈲大栄牧場
飼 養 者： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

216 ドリームピーチ２０２１ 牡・黒鹿 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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊ 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
Roberto S4×M4 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 キンショーユキヒメ（13芦 メイショウサムソン）６勝，福島牝馬Ｓ‐G3，ムーン
ライトＨ（芝 2000），シンガポールＴＣ賞（芝 2000），小牧特別（芝 2000），デイジ
ー賞（芝 1800），etc.
本馬の他に産駒あり

２代母 アップルティー（02芦 ＊サンデーサイレンス）入着５回
プリティーピュティ（07牝 ＊フレンチデピュティ）�１勝�入着４回
オメガオンリーワン（08牡 ＊クロフネ）１勝
プラネットマジック（11牡 サクラバクシンオー）�９勝
ランリーナ（15牝 エイシンフラッシュ）１勝，デイジー賞３着
ストームウォリアー（16� メイショウボーラー）�４勝�２勝
フィエールボス（17� ＊プリサイスエンド）���１勝�３勝

３代母 ＊アドマイス（92 FR芦 Highest Honor）FR・USA５勝，オークトリーターフ
Ｃｈ．Ｓ‐G1，Honey Fox H‐L，Matching H‐L，P. Edellic‐L，ダリ
アＨ‐G2 ３着，etc.
ブラックカフェ（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，カシオペアＳ‐L ２着，卯月Ｓ，

野島崎特別，etc.
マドモアゼルドパリ（01牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，飛鳥Ｓ，外房特別，早春賞，etc.

マキシマムドパリ（12牝 キングカメハメハ）６勝，マーメイドＳ‐G3，愛知杯
‐G3，秋華賞‐G1 ３着，etc.

ハイエストホワイト（05牝 アグネスタキオン）１勝
アオイクレアトール（17牡 キングカメハメハ）�４勝，キャピタルＳ‐L ３着，

紅葉Ｓ，セントポーリア賞２着，etc.
ハシッテホシーノ（06牝 アグネスタキオン）３勝，フローラＳ‐Jpn2 ３着，三面川

特別，信夫山特別２着
キャプテンドレイク（17牡 ロードカナロア）�３勝，淀屋橋Ｓ，周防灘特別，

�３勝
カピオラニパレス（08牡 アグネスタキオン）２勝，六波羅特別２着（２回），三年坂

特別２着，ＴＶ山梨杯３着，etc.

４代母 アドミラシヨン Admiration（78 FR鹿 Kashmir）FR４勝，P. Rieussec
‐L，P. Rieussec

販売申込者・所有者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

217 キンショーユキヒメ２０２１ 牡・青鹿 １／１７
＊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キズナ
＊ Storm Cat

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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�メイショウサムソン マイヴィヴィアンキンショーユキヒメ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アップルティー芦 2013 ＊アドマイス

5e
サンデーサイレンス S3×M3 Lyphard S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 マルニ（16青鹿 スクリーンヒーロー）入着
初仔

２代母 メジロフランシス（01鹿 ＊カーネギー）出走
メジロポッター（06牡 メジロベイリー）１勝
フジノトルネイド（07牡 サクラバクシンオー）�２勝
シゲルアンズ（09牡 ＊アルカセット）入着３回，��２勝�入着
モーリス（11牡 スクリーンヒーロー）８勝，安田記念‐G1，天皇賞（秋）‐G1，マイ

ルＣｈＳ‐G1，etc.，HKG３勝，香港カップ‐G1，チャンピオンズマイル‐G1，
香港マイル‐G1，年代表，優短距，特別賞，種牡馬

リャクダツアイ（12牝 ＊チチカステナンゴ）出走
オトナノジジョウ（16牝 スクリーンヒーロー）２勝

ピッツバーグ（13� ダノンシャンティ）２勝，箱根特別２着，障害１勝，�１勝�１勝
ルーカス（15牡 スクリーンヒーロー）�１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G3 ２着，フリーウ

ェイＳ２着，節分Ｓ２着，立志Ｓ２着，常総Ｓ３着

３代母 メジロモントレー（86黒鹿 ＊モガミ）７勝，ＡＪＣＣ‐Jpn2，ＡＲ共和国杯
‐Jpn2，金杯‐Jpn3，クイーンＳ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3 ３着，etc.
メジロアトラス（95� メジロマックイーン）６勝，金蹄Ｓ，丹沢Ｓ，etc.，障害１勝，

��入着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着
メジロマルチネス（97牝 ＊フォーティナイナー）１勝

メジログラーヴェ（03牝 メジロライアン）１勝，こでまり賞３着
メジロアースラ（05牝 ＊ブラックホーク）１勝，下北半島特別２着

４代母 メジロクインシー（81鹿 ＊フイデイオン）不出走
［子］ メジロライリー（90牝 ＊モガミ）３勝，カーネーションＣ‐OP ２着，房総

特別，新緑賞，etc.
メジロフェンディー（88牝 ホクトボーイ）４勝，五色沼特別
メジロスクエア（93牝 ＊モガミ）２勝，安房特別３着

［孫］ マイティシルバー（02牡 ＊フォーティナイナー）３勝，鶴ヶ城特別２着，
フルーツラインＣ３着

［曾孫］ トーセンカナロア（12牡 ブラックタイド）１勝，北辰特別２着，ひめさゆ
り賞２着，南相馬特別３着

販売申込者・所有者： 戸川牧場＝日高町豊田 �01456-5-2724
生 産 牧 場： 戸川牧場
飼 養 者： ㈱白井牧場＝日高町福満 �01456-2-2737

218 マルニ２０２１ 牡・黒鹿 １／３１
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

＊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マルニ ＊カーネギー

��
��
�メジロフランシス青鹿 2016 メジロモントレー

＊デヴオーニア 10d
サンデーサイレンス S4×M4 Sadler's Wells 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：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ゴールドランタン（18牝鹿 ＊シニスターミニスター）��入着��１勝
ゴールドレーベン（19牡黒鹿 ＊マクフィ）���１勝
ラブリージュビリー（20牝鹿 リアルスティール）�未出走

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： 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

219 コウエイラブリー２０２１ 牡・鹿 ３／１２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊ 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
Unbridled M3×S4 Mr. Prospector M5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊エポカブラヴァ（04 USA青 Point Given）出走
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（10），地方－４（29）〕
エアカリナン（09牝鹿 ディープインパクト）１勝
スワーヴカイザー（11�青 ネオユニヴァース）３勝，鳥取特別（Ｄ2000）２着，吹

田特別（Ｄ1800）３着
エアヴーヴレ（12牝青鹿 ジャングルポケット）�４勝
レッドゲルニカ（13�鹿 ＊カジノドライヴ）６勝，欅Ｓ‐L（Ｄ1400）３着，バレンタ

インＳ‐OP（Ｄ1400），銀嶺Ｓ（Ｄ1400），フェアウェルＳ（Ｄ1200），夏至Ｓ
（Ｄ1600）２着，�入着��，くろゆり賞（Ｄ1600）３着

ラヴィ（14牝鹿 ダノンシャンティ）�１勝�７勝
レッドスプリンガー（16�黒鹿 ディープブリランテ）��５勝
サザンジンジャー（18牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）��12 勝
ネクストリーダー（19牝鹿 ＊ザファクター）�出走

２代母 アウチッラ Aucilla（91 USA鹿 Relaunch）USA９勝，ギャロレットＨ‐G3，
Drumtop S‐L，ボーゲイＨ‐G3 ３着，Suffolk H‐L ３着
パッシングショット Passing Shot（99 牝 A.P. Indy）USA６勝，パーソナルエンサ

インＨ‐G1，ベッドオーロージズＨ‐G3，ラフィアンＨ‐G1 ３着，オグデン
フィップスＨ‐G1 ３着，シュヴィーＨ‐G2 ２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
ゲイムボックスGame Box（00� A.P. Indy）USA１勝
ジムソンザフェイマス Jimson the Famous（12牡 Yes It's True）HKG２勝

３代母 マイシェリアムールMy Cherie Amour（85 USA黒鹿 Sham）FR・USA４勝
＊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９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
ヘンリーズポッセ 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： ㈱ティーズファーム＝神奈川県横浜市 �045-341-4698
生 産 牧 場： ㈲谷川牧場
飼 養 者： ㈲谷川牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1201

220 エポカブラヴァ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊

ポイントギヴン ＊サンダーガルチ

�
�
�
�
�

��
��

�Point Given Turko's Turnエポカブラヴァ アウチッラ Relaunch

��
��
�Aucilla青USA 2004 My Cherie Amour

16a
Relaunch M3×S5×M5 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 キトゥンブルー（08青鹿 ダンスインザダーク）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－１（４）〕
カフジブルー（15�鹿 ロードカナロア）��入着�４勝
ハーフバック（16牝黒鹿 ジャスタウェイ）５勝，オーロＣ‐L（芝 1400），晩春Ｓ
（芝 1400），豊栄特別（芝 1400），十日町特別（芝 1400）

シャトン（17牝黒鹿 ジャスタウェイ）入着３回，���出走
ウィニスクテソーロ（19牝青鹿 エピファネイア）�入着
コロンビアテソーロ（20牝黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 ＊キトゥントリックス（93 USA鹿 Storm Cat）不出走
ハウズトリックス（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，丹波特別，遠賀川特別，熱田

特別，北野特別３着，寒狭川特別３着
ジェリクル（00牝 メジロライアン）３勝，鈴鹿特別３着

ウェーブゴールド（11牡 ステイゴールド）２勝，香住特別
フェイトトリックス（01牡 ダンスインザダーク）６勝，米子Ｓ‐L ３着，冬至Ｓ，山

陽特別，遠州灘特別，尾張特別，etc.
ツルマルストーム（05牡 ＊シンボリクリスエス）２勝
ミストフェリーズ（10牡 ダンスインザダーク）１勝

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

トリッキーコーズウェイ Tricky Causeway（03� Giant's Causeway）USA
11 勝，Awad S‐L，Edward J. Debartolo Sr. Memorial H‐L ２着，
Unbridled H‐L ２着，etc.

エルクレスポ El Crespo（06牡 A.P. Indy）USA２勝，パームビーチＳ‐G3，
ジェファーソンＣ‐G2 ２着，サラナクＳ‐G3 ２着，etc.

ウェスタンイクスプレションWestern Expression（96牡 GoneWest）USA３勝，
カーターＨ‐G1 ２着，種牡馬

キングクガート King Cugat（97 牡 Kingmambo）USA７勝，ボーリンググリーン
Ｈ‐G2，アーリントンクラシック‐G2，ジャマイカＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲本間牧場＝日高町幾千世 �090-5223-7272
生 産 牧 場： ㈲本間牧場
飼 養 者： ㈱ＮＹＳ＝新冠町万世 �090-9089-8730

221 キトゥンブルー２０２１ 牡・黒鹿 ３／ ９
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスジャスタウェイ Wild Again

��
��
�シビル鹿 2009 ＊シャロン

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイキトゥンブルー
＊ Storm Cat

��
��
�キトゥントリックス青鹿 2008 Tricky Game

5c
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 カインドオブブルー（06黒鹿 ＊クロフネ）入着，�４勝��
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（２）〕
ミザントロープ（13牝黒鹿 タニノギムレット）�１勝
ウルトラセーラ（14牡黒鹿 タニノギムレット）�１勝�

２代母 ジュピターズジャズ（99鹿 ＊サンデーサイレンス）出走
スズジュピター（05牡 タニノギムレット）４勝，東スポ杯２歳Ｓ‐Jpn3 ２着，谷川

岳Ｓ‐L ２着，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ５着，ダリア賞‐OP，早春Ｓ，etc.，
�１勝�

ダノンハラショー（07牡 タニノギムレット）４勝，駒場特別，�３勝�入着，カン
ナ賞２着，久住山賞３着

アドマイヤジャズ（12牡 タニノギムレット）１勝，桑名特別３着
ユノディエール（14牡 ＊ハービンジャー）１勝，野路菊Ｓ‐OP ３着，土湯温泉特別

３着，��１勝	入着��
ラプラス（16牡 ＊カジノドライヴ）���３勝，ハイセイコー記念
ジャズブルース（19牡 オウケンブルースリ）�１勝，ききょうＳ‐OP ３着

３代母 ビーバップ（87栗 アンバーシヤダイ）５勝，関屋記念‐Jpn3 ２着（２回），ク
イーンＳ‐Jpn3 ２着，パラダイスＳ‐OP，ニューイヤーＳ‐OP ２着，谷川岳Ｓ
‐OP ３着，etc.
バプティスタ（95牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ３着，

秋華賞‐Jpn1 ５着，フローラＳ‐OP，etc.
イースター（03牡 ＊エルコンドルパサー）４勝，ディセンバーＳ‐L，京王杯２歳

Ｓ‐Jpn2 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，etc.
デウスウルト（08
 キングカメハメハ）４勝，中日新聞杯‐G3 ２着，チャレン

ジＣ‐G3 ２着，中山金杯‐G3 ３着，etc.
バティスティーニ（13牡 キングカメハメハ）�７勝，ホープフルＳ‐G2 ３着，

コーラルＳ‐L ２着，コーラルＳ‐L ３着，etc.
ジャズアップ（00牡 ＊ジェイドロバリー）３勝，浦安特別，ジャニュアリーＳ２着，etc.，

�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ２着
アドマイヤスワット（05牡 ＊クロフネ）５勝，オアシスＳ‐L ２着，ブラジルＣ‐OP

３着，上賀茂Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲アサヒ牧場＝新冠町朝日 �090-6871-4540
生 産 牧 場： ㈲アサヒ牧場
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

222 カインドオブブルー２０２１ 牡・黒鹿 ３／３０

＊

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カインドオブブルー ＊サンデーサイレンス

��
��
�ジュピターズジャズ黒鹿 2006 ビーバップ

＊ネヴアーキヤツチ 4c
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 エメライン（14黒鹿 マンハッタンカフェ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
イルザ（19牝栗 ビッグアーサー）�１勝

２代母 ＊オークションルーム（03 USA鹿 Chester House）GB１勝
クライイングライトニング Crying Lightening（08牝 Holy Roman Emperor）GB

・FR・USA・UAE３勝，October S‐L，スイートソレラＳ‐G3 ２着，
Star S‐L ３着

ラッキーブライドル Lucky Bridle（09� Dylan Thomas）GB・FR・IRE・TUR
３勝，P. de Saint Patrick‐L ２着，P. de Tourgeville‐L ３着，GB・IR
E障害２勝

カズノムーン（12牡 アドマイヤムーン）��６勝
ビッグウォルター（15� マンハッタンカフェ）��１勝

３代母 ディディーナDidina（92 GB栗 Nashwan）GB・USA５勝，ダリアＨ‐G2，
City of York S‐L，ゲイムリーＨ‐G1 ３着，ウィルシャーＨ‐G2 ２着，S
ceptre S‐L ３着
トレッキング Trekking（99牝 GoneWest）GB・USA２勝，サンタバルバラＨ

‐G2 ２着
タンティーナ Tantina（00牝 Distant View）GB４勝，Oak Tree S‐L，Scep

tre S‐L，シュプリームＳ‐G3 ３着
スカッフル Scuffle（05 牝 Daylami）GB３勝，Snowdrop Fillies S‐L ３着
ロージシャン Logician（16牡 Frankel）GB６勝，英セントレジャー‐G1，
グレイトヴォルティジュールＳ‐G2，Fred Archer S‐L ２着，etc.，
種牡馬

シティスケイプ Cityscape（06牡 Selkirk）GB・FR・IRE・ITY・CAN・UAE
・HKG６勝，ドバイデューティフリー‐G1，パース賞‐G3，ソロナウェ
イＳ‐G3，etc.，種牡馬

ベイテドブレス Bated Breath（07 牡 Dansili）GB・CAN・HKG６勝，テンプ
ルＳ‐G2，Leisure S‐L，ジュライＣ‐G1 ２着，etc.，種牡馬

コロニアリズム Colonialism（07牡 ＊エンパイアメーカー）USA・CHI９勝，P. Il
ustre Municipalidad de Santiago‐L，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲バンブー牧場＝浦河町野深 �0146-27-4211
生 産 牧 場： ㈲バンブー牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

223 エメライン２０２１ 牡・鹿 ３／１１
サクラユタカオー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� サクラバクシンオー

�
�
�
�
�
�
�
�
� サクラハゴロモビッグアーサー

＊ Kingmambo

��
��
�シヤボナ鹿 2011 Relish

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジエメライン
＊ Chester House

��
��
�オークションルーム黒鹿 2014 Didina

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

価格： 購買者：



母 サイレントソニック（08黒鹿 ディープインパクト）５勝，オパールＳ‐OP
（芝 1200）２着，ダリア賞‐OP（芝 1400）２着，北九州短距離Ｓ（芝 1200），房総特
別（芝 1200），火打山特別（芝 1400）２着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－２（４）〕
サラドリーム（15牝黒鹿 ロードカナロア）３勝，驀進特別（芝 1000），邁進特別
（芝 1000）２着，稲妻Ｓ（芝 1000）３着

キラステラ（16牝鹿 ＊ハービンジャー）�１勝
ダッシュウイング（17牝栗 ＊サウスヴィグラス）���１勝�２勝
ソニックムーヴ（18牡黒鹿 モーリス）入着３回，���入着４回

２代母 ＊ムーンライトガーデンズ（99 USA鹿 Unbridled's Song）USA４勝
ビタースウィート（07牝 Afleet Alex）３勝，マカオＪＣＴ，大津特別３着，��３

勝，東京シンデレラマイル
サトノフォース（16� ディープインパクト）�２勝，天神橋特別２着，葉山特

別３着，秩父特別３着
ビターエンダー（17牡 オルフェーヴル）�２勝，プリンシパルＳ‐L，共同通信

杯‐G3 ２着
キングビート（09牡 ＊ブライアンズタイム）１勝
ハッピーチャート（10牝 ＊クロフネ）１勝，�２勝��
ケンタッキーミント（11牝 ゼンノロブロイ）１勝
コスモフットライト（12牝 ネオユニヴァース）��11 勝
カグヤリベルテ（14牝 マンハッタンカフェ）�５勝�１勝�入着２回	
ムーンリバー（18牝 ディープブリランテ）�
４勝

３代母 ビーマイヴィジョン Bee My Vision（91 USA黒鹿 Silver Ghost）USA４勝，
TaWee S
ブレイムイトオンルビー Blame It on Ruby（98牡 Sky Classic）USA７勝，Th

istledowns Juvenile S‐R，アーリントンＷフュチュリティ‐G2 ３着，Cal
der Criterium S‐L ２着，etc.

アウトオヴヴューOut of View（03� Montbrook）USA４勝，Howard B. Noo
nan S‐R ３着

ロックヤード Rock Yard（07牡 Tapit）USA３勝，Donald Levine Memorial H
‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲桜井牧場＝新ひだか町東静内 �0146-44-2065
生 産 牧 場： ㈲桜井牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

224 サイレントソニック２０２１ �・鹿 ２／ ７

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアサイレントソニック
＊ Unbridled's Song

��
��
�ムーンライトガーデンズ黒鹿 2008 Bee My Vision

1g
Lucky Spell S4×M5 Mr. Prospector S4×S5×M5 Caro S5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊バージニアキャット（08 USA栗 Bluegrass Cat）１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（４）〕
アパラチアン（14牝栗 ヴィクトワールピサ）�１勝
バージニアビーチ（15牡青 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
トキノカナエル（17牝栗 ＊エスケンデレヤ）���２勝
アールバロン（18牡鹿 モーリス）�３勝，調布特別（芝 1800），賢島特別（芝 1400）

３着，水仙賞（芝 2200）３着
キッスオブファイア（20牝栗 エスポワールシチー）�地方未出走

２代母 ウッドオヴビンWood of Binn（91 USA鹿 Woodman）FR・USA１勝，
エクリプス賞‐G3，Songstress Breeders' Cup S‐L ２着
スリーワンダーズ ThreeWonders（97 牡 Storm Cat）USA４勝，ケントＢＣＳ

‐G3，Mardi Gras H‐L ３着，種牡馬
ディスティルドDistilled（98 牡 ＊ヘネシー）USA３勝，イリノイダービー‐G2，種牡馬
デピュティオヴウッドDeputy ofWood（02牝 Deputy Minister）GB・USA出走

クレアズミージー Claresmiezie（09 牝 Forestry）USA・CAN７勝，Assini
boia Oaks，Chariot Chaser H，Hastings Lassie S，Princess
Margaret S，R. K.（Red）Smith H２着，etc.

フォーティスリーフィラ Forty Three Phila（04� Awesome Again）USA４勝
ザスThus（09牝 Tiznow）USA３勝
コズミックハーモニーCosmic Harmony（12牝 Majesticperfection）USA３勝
シュダビンディスクリート Shda Binn Discreet（13� Discreetly Mine）USA５勝

３代母 ザウェイイツビン TheWay It's Binn（86 USA鹿 Peterhof）USA４勝，
Goldfinch S，Spirea S‐R，プライオレスＳ‐G2 ３着，Paper White S
‐R ２着，Monmouth County S３着，etc.

４代母 ラストチャンストゥダンス Last Chanz to Danz（78 USA鹿 Dynastic）不出走
［子］ ホンキートンクダンサー Honky Tonk Dancer（84 牡 Tonkaton）USA

３勝，Debonair S‐L ３着
［孫］ ロイヤルロック Royal Rock（04� Sakhee）GB・FR・IRE10 勝，ベンゴー

フＳ‐G3（２回），City Plate S‐L ２着，Hopeful S‐L ３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： 新井昭二牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

225 バージニアキャット２０２１ 牡・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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊

ブルーグラスキャット Storm Cat

�
�
�
�
�

��
��

�Bluegrass Cat She's aWinnerバージニアキャット ウッドオヴビン Woodman

��
��
�Wood of Binn栗USA 2008 TheWay It's Binn

A4
Mr. Prospector M4×M5 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ハロウィンデイズ（15鹿 ディープインパクト）不出走
本馬の他に産駒あり

２代母 レジュールダムール（07鹿 Kingmambo）３勝，福島放送賞
レッドヴィクター（14� ディープインパクト）�２勝
レッドアウローラ（16牝 ディープインパクト）２勝

３代母 ＊フェアリーバラード（99 IRE 鹿 Sadler's Wells）出走
＊グレイスフルソング（05牝 ＊ロックオブジブラルタル）３勝，二王子特別，二本松特

別，飯盛山特別２着，etc.
グラッツィア（08牡 キングカメハメハ）６勝，障害１勝，���入着３回，川崎記

念‐Jpn1 ３着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着，白山大賞典‐Jpn3 ３着
スーパームーン（09牡 ＊ブライアンズタイム）５勝，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，ＡＲ共和

国杯‐G2 ３着，ディセンバーＳ‐L ２着，etc.
アッカレッツァーレ（17牡 スピルバーグ）入着，�入着２回，北斗盃２着

４代母 アンジェリックソングAngelic Song（88 CAN鹿 Halo）不出走
［子］ スライゴーベイ Sligo Bay（98牡 Sadler's Wells）FR・IRE・USA４勝，

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

＊レディバラード（97牝 Unbridled）５勝，��２勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，
クイーン賞‐Jpn3，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ２着

ウルフトーンWolfe Tone（01牡 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，Pa
ddy Power S‐L，ムアズブリッジＳ‐G3 ３着，種牡馬

＊ミレニアムウイング（03牡 Sadler's Wells）５勝，みなみ北海道Ｓ‐L，青
嵐賞，支笏湖特別，etc.

［孫］ ダノンバラード（08牡 ディープインパクト）５勝，ＡＪＣＣ‐G2，Ｒ－Ｎ
ＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐G3，アンドロメダＳ‐L，etc.，種牡馬

シーチェンジ Seachange（17牝 Siyouni）�FR４勝，コンセイユドパリ
賞‐G2，P. de la Pepiniere‐L，ラクープドメゾンラフィット‐G3
２着，etc.

フサイチセブン（06牡 Fusaichi Pegasus）５勝，シリウスＳ‐G3 ３着，アン
タレスＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝，ダイオライト記念‐Jpn2，種牡馬

販売申込者・所有者： 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

226 ハロウィンデイズ２０２１ �・鹿 ４／１９
＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアハロウィンデイズ Kingmambo

��
��
�レジュールダムール鹿 2015 ＊フェアリーバラード

12c
サンデーサイレンスM3×S4 Sadler's Wells S4×M4 Halo M4×S5×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊レガリニ（14 USA鹿 ＊ハードスパン）USA１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
レガリーラッキー Legally Lucky（19 USA牝鹿 Lookin At Lucky）�USA出走

２代母 ＊ダストアンドダイヤモンズ（08 USA鹿 Vindication）USA６勝，ギャラント
ブルームＨ‐G2，シュガースワールＳ‐G3，Dashing Beauty S，ＢＣフィリ
ー＆メアスプリント‐G1 ２着，Presque Isle Debutante S‐L ３着
アマダラファエラAmada Rafaela（15 牝 Distorted Humor）USA１勝
マッチベターMuch Better（16� Pioneerof the Nile）�USA４勝，ベイショア

Ｓ‐G3 ２着，Zuma Beach S‐L ２着，シャムＳ‐G3 ３着
フラーレン（17牝 Pioneerof the Nile）�３勝，矢作川特別，濃尾特別２着，中京

スポニチ賞２着，瀬波温泉特別２着，おけさ特別３着
ロンズデーライト（18牡 ディープインパクト）�１勝
ドウデュース（19牡 ハーツクライ）�４勝，日本ダービー‐G1，朝日杯フューチュ

リティＳ‐G1，アイビーＳ‐L，皐月賞‐G1 ３着，弥生賞ディープインパクト
記念‐G2 ２着，優２牡

３代母 マジェスティカリーMajestically（02 USA黒鹿 GoneWest）USA２勝
パーソナルインタレスト Personal Interest（09 牡 Vindication）USA入着７回，

Foolish Pleasure S２着，種牡馬
サンドラ Sandra（12牝 Bluegrass Cat）USA１勝，Key Cents S２着

ウォーターズエッジWater's Edge（18牡 Candy Ride）�USA４勝，Hay
nesfield S‐R

４代母 ダーリングデイムDarling Dame（89 USA鹿 Lyphard）USA５勝，James W
iggins BC H，Fair Director's H，Santa Clara H‐R，Mayme Dotson Bree
ders' Cup H２着，Running Luck Ranch H２着，etc.
［子］ マジェスティックヴィンテージMajestic Vintage（07� Cuvee）USA８勝，

T.T.A. Sales Futurity‐R，ClemMcSpaddenMemorial Route 66 S
２着，Manor Downs Thoroughbred Futurity３着

ミュージカルチェアズMusical Chairs（98 牡 Woodman）USA６勝，Ca
mino Real Mile S２着，Albuquerque Express H３着，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

227 レガリニ２０２１ 牡・鹿 ２／２３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystレガリニ
＊ Vindication

��
��
�ダストアンドダイヤモンズ鹿USA 2014 Majestically

3d
Alydar S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ショウサンミーベル（11鹿 フジキセキ）１勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（６）〕
スピリットワンベル（15牡鹿 ロードカナロア）�４勝，春風Ｓ（Ｄ1200），箕面特

別（Ｄ1200），初春Ｓ（Ｄ1200）３着
ショウサンシルエラ（16牝栗 ＊ノヴェリスト）１勝
ベルティアラ（17牝青鹿 エピファネイア）１勝

２代母 スズカリーガル（03鹿 ＊ホワイトマズル）�６勝�
サヨノイチバン（18牝 ミッキーアイル）��未出走��１勝

３代母 ＊リーガルソリューション（90 USA栗 Mr. Prospector）USA４勝，Floral P
ark H‐L ３着
メルシーアージュ（98牝 ＊ラムタラ）出走

メルシーラスカル（09牡 ラスカルスズカ）１勝，小名浜特別２着
シルクメガヒット（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，桑折特別３着

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.

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

ゴールドクラスターGold Cluster（01 牡 Formal Gold）USA７勝，H
oover S‐L ３着，Fire Plug S３着

［曾孫］ イアンズドリーム Ian's Dream（10牡 Speightstown）GB１勝，英ノー
フォークＳ‐G2 ３着

販売申込者・所有者： モリナガファーム＝日高町豊田 �01456-5-2716
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

228 ショウサンミーベル２０２１ �・鹿 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ラドラーダ鹿 2014 ＊レディブロンド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�フジキセキ ＊ミルレーサーショウサンミーベル ＊ホワイトマズル

��
��
�スズカリーガル鹿 2011 ＊リーガルソリューション

5f
Mr. Prospector S4×M4×S5

価格： 購買者：



母 ビジャリカ（09黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（２），地方－１（９）〕
キョウエイレガシー（14牝鹿 ＊ハービンジャー）１勝
スワーヴポルトス（15牡鹿 ＊クロフネ）１勝，障害１勝
エベレストテソーロ（16牡芦 ＊クロフネ）��９勝

２代母 ＊リーサ（98 CHI 鹿 Hussonet）USA・CHI４勝，ナシオナルリカルドリオン賞
‐G1，チリ１０００ギニー‐G1，コテホデポトランカス賞‐G3，アルトゥロリオンペ
ニャ賞‐G1 ２着，フリオＳブラウン賞‐G3 ２着
パリナコータ（05牡 ＊シルバーチャーム）��１勝
ラパジュリアロセア（06牝 ＊タイキシャトル）��１勝
グラッツェリーサ（07牝 ダンスインザダーク）��出走

エースウィズ（14牝 ＊キンシャサノキセキ）��４勝��７勝�１勝�入着�，
読売レディス杯，読売レディス杯３着，佐賀ヴィーナスＣ３着

サンデイベス Sunday Bess（08 牝 ディープインパクト）GB１勝
キネオフライト（11牡 ゼンノロブロイ）１勝
マウレヴァレー（12牝 ネオユニヴァース）��１勝

３代母 ディナスティDinasty（90 CHI 黒鹿 Cresta Rider）不出走

４代母 グレラGrela（74 CHI 鹿 Maporal）CHI 出走
［子］ バールベック Baalbek（82牡 Mocito Guapo）USA・CHI６勝，エルダ

ービー‐G1，クリアドレス大賞‐G1，チリグランクリテリウム‐G1，etc.，
種牡馬

［孫］ メモリスタMemorista（90 牝 Modena Reef）CHI５勝，サンティアゴガ
ルシアミエレス賞‐G3 ３着

［曾孫］ シンディレージャ Cindyrella（93 牝 Royal Danzig）CHI３勝，タンテオ
デポトランカス‐G1，Copa Estanislao Anguita‐L

５代母 モレシアMoresia（70 CHI 鹿 Monterey）不出走
［孫］ ガーラプラシディアGala Placidia（89 牝 Pick Up）CHI６勝，タンテオ

デポトランカス‐G1，P. Constancio Silva Mandiola‐L，インデ
ペンデンシア賞‐G1 ２着，etc.

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

229 ビジャリカ２０２１ 牡・鹿 ２／１４

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアビジャリカ
＊ Hussonet

��
��
�リーサ黒鹿 2009 Dinasty

22d
Mr. Prospector M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ジプシー（07 GB栗 Distorted Humor）FR・USA１勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－２（９）〕
ビッグハッテンBig Hat'n（13 USA�黒鹿 ハットトリック）USA２勝
ベターワッチアウトBetter Watch Out（14 USA�鹿 Lonhro）�USA７勝
クォリティタイム（17牝鹿 Quality Road）２勝
ミスズメジャー（18牡栗 ダイワメジャー）�２勝

２代母 グリアGlia（99 USA鹿 A.P. Indy）FR・USA３勝，P. Imprudence‐L，
Pebbles H‐L，ミセズリヴィアＳ‐G2 ２着，ミエスク賞‐G3 ２着
スージングタッチ Soothing Touch（04牝 Touch Gold）USA入着３回

イモーリエント Emollient（10 牝 ＊エンパイアメーカー）USA６勝，スピンス
ターＳ‐G1，アシュランドＳ‐G1，ロデオドライヴＳ‐G1，アメリカンオ
ークス‐G1，ゲイムリーＳ‐G1 ２着，etc.

クルティエ Courtier（12 牡 Pioneerof the Nile）USA３勝，Centaur S‐L，
ホールオヴフェイムＳ‐G2 ３着，Kitten's Joy S‐L ２着，種牡馬

ホーフブルク Hofburg（15 牡 Tapit）USA３勝，Curlin S‐R，フロリダダ
ービー‐G1 ２着，ベルモントＳ‐G1 ３着，種牡馬

アットアグレイトレイトAt a Great Rate（06 牝 Arch）GB・FR１勝
グッドリズムGood Rhythm（15� Eightfold Path）�SAF４勝，In Full Fli

ght H‐L ２着
＊ドリームオブジェニー（08牝 Pivotal）不出走

ナムラシングン（13� ヴィクトワールピサ）３勝，若葉Ｓ‐LR ２着，宮崎特別，
つばき賞，八坂Ｓ２着，飛鳥Ｓ３着，��入着�７勝�６勝�入着��

ファンディーナ（14牝 ディープインパクト）３勝，フラワーＣ‐G3，つばき賞
アストログリアAstroglia（10 牝 Montjeu）FR１勝

３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

＊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： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990

230 ジプシー２０２１ �・栗 ４／１０
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊

ディストーテドヒューマー ＊フォーティナイナー

�
�
�
�
�

��
��

�Distorted Humor Danzig's Beautyジプシー グリア A.P. Indy

��
��
�Glia栗GB 2007 Coup de Genie

2d
Mr. Prospector S4×M4×M4 Halo S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊アンソニカ（07 USA鹿 Purge）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－２（３），地方－２（５）〕
ダイワレンジャー（13�栗 ゴールドアリュール）�２勝��
インツォリア（14牡鹿 スマートファルコン）１勝
アラゴネス（16�黒鹿 ゴールドアリュール）入着，���３勝
ドナキアーロ（17牝鹿 ディープブリランテ）２勝
ウロボン（19牡黒鹿 シルバーステート）�入着６回
ドナビスケット（20牝栗 ＊マインドユアビスケッツ）�未出走

２代母 ＊エナブル（95 USA鹿 Roanoke）USA９勝
マネーブルMoneybru（03牝 Talk Is Money）USA２勝

ミッドナイトマイリーMidnight Miley（12 牝 Midnight Lute）USA・CAN６
勝，オンタリオメイトロンＳ‐G3，シーウエイＳ‐G3，La Lorgnette S
‐L，Sweet Briar Too S３着

メレディスビーMeredith Bee（04牝 El Corredor）USA３勝，Manatee S２着
＊スーニ（06牡 Soto）３勝，�２勝��４勝�１勝	１勝
１勝�，ＪＢＣスプリン

ト‐Jpn1（２回），全日本２歳優駿‐Jpn1，東京盃‐Jpn2，兵庫ジュニアＧＰ
‐Jpn2，兵庫ゴールドＴ‐Jpn3，etc.

ジャストヴィークル（11牡 ネオユニヴァース）１勝，�２勝�

３代母 サティンプロミス Satin Promise（90 USA芦 Dixieland Band）不出走
サティネット Satinet（94 牝 Olympio）USA４勝

ブリッツジュールズ Britt's Jules（01� Jules）USA11 勝，Excalibur S，
Sportsman's Paradise S，Triple Sec S，etc.

プロミスオヴウォー Promise ofWar（96� Lord AtWar）USA15 勝，Tri‐Sta
te H‐L，Yaqthan S，Brooks Fields S２着，etc.

ボールドウィンカウンティ Baldwin County（98� Prized）USA８勝，Charlie I
les Express H

シューイン Shoo In（05牝 Dynaformer）不出走
グッチファクターGucci Factor（13� Gio Ponti）�USA８勝，ポーカーＳ

‐G3，Kingston S‐R，Mohawk S‐R，etc.

販売申込者・所有者： ㈲市川牧場＝むかわ町米原 �0145-42-4747
生 産 牧 場： ㈲市川牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

231 アンソニカ２０２１ 牡・鹿 ２／１３
＊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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊

パージ Pulpit

�
�
�
�
�

��
��

�Purge Copelan's Bid Galアンソニカ
＊ Roanoke

��
��
�エナブル鹿USA 2007 Satin Promise

9f
Mr. Prospector S4×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハミングデイズ（16鹿 ブラックタイド）入着２回
初仔

２代母 エイムアットビップ（05鹿 ＊アグネスデジタル）２勝，阪神ジュベナイルフィ
リーズ‐Jpn1 ３着，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，りんどう賞
ドリームノート（11牝 ディープスカイ）�２勝�入着３回
チェリースピリッツ（12牝 アドマイヤムーン）�２勝�
ハリウッドクイーン（13牝 スペシャルウィーク）�２勝�９勝
メイキングアロー（14牝 ディープブリランテ）�１勝
マイネルエスペルト（17牡 ジャスタウェイ）入着，��１勝��３勝�	

３代母 ドリームクロス（94鹿 ＊トニービン）出走
ヘキレキ（01
 ダンスインザダーク）３勝，湯川特別３着，�10 勝���，珊瑚冠

賞３着

４代母 カムイイットー（86黒鹿 ＊ラツキーソブリン）２勝，シンザン記念‐Jpn3 ３
着，初雛賞
［子］ ペルフェット（00牡 ＊エリシオ）５勝，春待月Ｓ‐OP ３着，成田特別，甲

斐路特別，etc.，障害１勝
ハッピーカオル（07牡 キングヘイロー）５勝，ブラッドストーンＳ
テイエムイットー（99牡 ＊ダンシングブレーヴ）５勝，ＵＨＢ賞，吉野ケ
里特別，定山渓特別，etc.

［孫］ アイオライト（17牡 ローレルゲレイロ）�４勝，ベテルギウスＳ‐L，福島
民友Ｃ‐L ２着，etc.，��入着，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着

ミトノコウモンダ（05牡 ＊ストローズクリーク）�10 勝�１勝�入着��，
荒尾ダービー

レッドグラス（00牝 ＊ブライアンズタイム）１勝，遊楽部特別２着，大森
浜特別３着

バブルガムトミー（02牝 バブルガムフェロー）�３勝，白菊賞２着
フクダイトウリョウ（17牡 キングヘイロー）��２勝�入着，東海ダービ
ー３着，ゴールドウィング賞３着

ギリニンジョウ（18牝 キングヘイロー）��出走�３勝，ライデンリーダ
ー記念３着

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

232 ハミングデイズ２０２１ �・黒鹿 ２／２２
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

�
�
�
�
�

��
��

�ブラックタイド ＊ウインドインハーヘアハミングデイズ ＊アグネスデジタル

��
��
�エイムアットビップ鹿 2016 ドリームクロス

＊マイリー 7e
サンデーサイレンスM3×S4 Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 ＊インヴィンシブルタッチ（07 IRE 鹿 Invincible Spirit）ITY12 勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ステーションワン（17牡鹿 ヴィクトワールピサ）��未出走�出走
ライヴガーネット（19牝鹿 コパノリッキー）��３勝

２代母 ナジュマートアルシェマールNajmat Alshemaal（92 IRE鹿 ＊ダンシングブレーヴ）
GB１勝，Golden Daffodil S‐L ２着，Cheshire Oaks‐L ３着
エムテヤズEmteyaz（98牡 Mark of Esteem）GB・UAE・SAU９勝
オトートトムOtototm（00牡 Mtoto）GB・UAE１勝
ミスキーナMiskina（01牝 Mark of Esteem）GB３勝
シャイマー Shaimaa（03牝 ＊ファンタスティックライト）IRE４勝，GB・IRE障害２勝
ペドラオーナPedra Ona（06牝 Mark of Esteem）ITY２勝

３代母 ノレッタNoretta（83 GER黒鹿 Cortez）FR・GER４勝，Gontard‐Renn
en‐L，Robert Pferdmenges‐Rennen‐L，独セントレジャー‐G2 ２着，独
オークス‐G2 ４着，ドイツ牝馬賞‐G3 ２着，etc.

４代母 ニニヴェッタNinivetta（77 GER鹿 Caro）GER２勝
［子］ ニューシューターNew Suitor（88 牡 Local Suitor）GER６勝，Hamb

urger Criterium‐L，GER障害１勝
ニゲーラNigella（86牝 Limbo）GER３勝，P. der Landeshauptstadt M
unchen‐L ２着，Dusseldorfer BMWPreis‐L ３着

［孫］ ナヌーシュカNanouska（98牝 Dashing Blade）GER・ITY１勝，Fa
hrhofer Stutenpreis‐L ３着

［曾孫］ ニッツアNizza（04牝 Acatenango）GER１勝，Japan Racing Associa
tion Trophy‐L ２着

ヌクレオンNukleon（00� Platini）FR・GER・ITY８勝，Dresdner P
reis Der Dreijahrigen‐L ２着

５代母 ナポリターナNapolitana（67 GER黒鹿 Kaiseradler）GER２勝
［子］ ナタニアNathania（79 牝 Athenagoras）GER２勝，Gontard‐Renne

n２着，Ostermann‐Pokal２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： ㈱小国スティーブル＝新ひだか町静内旭町 �0146-42-3233

233 インヴィンシブルタッチ２０２１ 牡・鹿 ３／２４
＊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ダイヤモンド
＊ Orpen

��
��
�マルペンサ鹿 2013 Marsella

＊

インヴィンシブルスピリット Green Desert

�
�
�
�
�

��
��

�Invincible Spirit Rafhaインヴィンシブルタッチ ナジュマートアルシェマール ＊ダンシングブレーヴ

��
��
�Najmat Alshemaal鹿IRE 2007 Noretta

4r
Halo S4×S5 Danzig M4×S5 Lyphard M4×S5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 メイグレイス（07栗 ネオユニヴァース）不出走
〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－２（13）〕
メイブルーラグーン（11牝鹿 キングカメハメハ）入着，�２勝�入着��
キャプテンペリー（13�栗 ＊クロフネ）�５勝，ニューイヤーＳ‐L（芝 1600）２着，芙

蓉Ｓ‐LR（芝 2000）３着，市川Ｓ（芝 1600），ロードカナロアメモリアル（芝 1600）
２着，江の島特別（芝 1600）２着，きんもくせい特別（芝 1800）３着，障害３勝

バーブル（17牡栗 トゥザワールド）���４勝�６勝�１勝�，イーハトーブマイ
ル（Ｄ1600）２着

ランプーン（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）��出走��出走
ココリヴァルキリー（19牝黒鹿 キズナ）�出走
ワイワイキュート（20牝栗 ジャスタウェイ）�未出走

２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，やまももＳ‐OP，サマーＳ，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，赤湯特別２着，朝里川特別２着，etc.
スタートラッカー（00牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

バレンティーノ（15牝 ＊ベーカバド）���１勝�１勝�４勝�１勝�５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

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

３代母 ステラスポート（81鹿 ＊ニゾン）３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）

販売申込者・所有者： 厚賀古川牧場＝日高町豊田 �090-8896-0500
生 産 牧 場： 厚賀古川牧場
飼 養 者： ㈲パイオニアファーム＝苫小牧市美沢 �0144-58-3123

234 メイグレイス２０２１ 牡・栗 ３／２３
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ラドラーダ鹿 2014 ＊レディブロンド

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスメイグレイス ＊トニービン

��
��
�サンシャインステラ栗 2007 ステラスポート

＊マジツクゴデイス 1s
Mr. Prospector S4×S5

価格： 購買者：



母 シーズアウーマン（13栗 ネオユニヴァース）�５勝
〔産駒馬名登録数：１〕
グラシアーノ（20牝鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ＊フレンチリヴィエラ（99 USA栗 ＊フレンチデピュティ）USA４勝，サラブレ
ッドクラブオヴアメリカＳ‐G3
スズカコーズウェイ（04牡 Giant's Causeway）６勝，京王杯スプリングＣ‐G2，

ジュニアＣ‐OP ２着，朱雀Ｓ，宇治川特別，さわらび賞，etc.，種牡馬
クイーンリヴィエラ（09牝 ディープインパクト）３勝，リボン賞，シンガポールＴ

Ｃ賞２着
グレースグランド（11牝 アドマイヤムーン）��１勝

シンヨモギネス（18牡 ＊ダノンレジェンド）�２勝，ニセコ特別，プラタナス賞３着
カデナ（14牡 ディープインパクト）�４勝，弥生賞‐G2，小倉大賞典‐G3，Ｒ－ＮＩ

ＫＫＥＩ杯京都２歳Ｓ‐G3，小倉記念‐G3 ２着，小倉大賞典‐G3 ３着，etc.
テンダンス（19牡 ジャスタウェイ）�２勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2 ３着，つばき賞

３代母 アクティネラActinella（90 USA鹿 Seattle Slew）GB・USA入着２回
ディヴァイデドウィフォールDividedWe Fall（97 牝 You and I）USA２勝

サウンズインポッシブル Sounds Impossible（02� Smoke Glacken）USA９
勝，Tampa Bay Inaugural S２着

ディヴィサDivisa（03� Smoke Glacken）USA11 勝，William Livingston
S３着

ホットスペイス Hot Space（02� Lord Carson）USA２勝，キャリーバックＳ
‐G2 ３着

レットジョイレイン Let Joy Reign（04牝 Awesome Again）不出走
オシポッセOsi Posse（09 牝 Osidy）USA５勝，Elge Rasberry S‐R
ゲットアノーションGet a Notion（11� Notional）�USA18 勝，Premier Cu

p H２着，Winsham Lad H３着，Zia Park Sprint S３着
ケルティックケイオス Celtic Chaos（13 牡 Dublin）�USA10 勝，JohnMor

rissey S‐R（２回），Affirmed Success S‐R，Hollie Hughe S‐R
２着（２回），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 �0146-42-0002
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 �0146-42-0002

235 シーズアウーマン２０２１ 牡・栗 ２／１７
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ネオユニヴァース ＊ポインテッドパスシーズアウーマン
＊

＊フレンチデピュティ

��
��
�フレンチリヴィエラ栗 2013 Actinella

16h
サンデーサイレンスM3×S4

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
〔産駒馬名登録数：１〕
ハッキヨーヨー（19牝鹿 ビッグアーサー）�未出走

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，三方ヶ原Ｓ３着
ステイブルアスク（18牝 オルフェーヴル）�３勝，東北Ｓ３着

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

236 バードオンアスク２０２１ 牡・栗 ３／２８

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�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
Mr. Prospector S4×S5×M5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 シンボリバーグ（14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，etc.
初仔

２代母 ＊スポークンファー（00 USA芦 Notebook）USA５勝，マザーグースＳ‐G1，
ＣＣＡオークス‐G1，アラバマＳ‐G1 ３着，ガゼルＨ‐G1 ３着
セレンディップ Serendip（10 牡 Ghostzapper）USA３勝，Prairie Meadows H

‐L，種牡馬
ボンニデー（13牝 キングカメハメハ）�２勝
シンボリピカソ（15� オルフェーヴル）�３勝�４勝

３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）US
A９勝，El Diario Overnight S，Albuquerque Distaff H２着，C
haves County S３着

ザファーフリューThe Fur Flew（02牝 Slew City Slew）不出走
スローズイットダウン Throws It Down（08牝 Mizzen Mast）USA１勝，

Miss Ohio S‐R ２着，JohnW. Galbreath S‐R ３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，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 �080-2871-0269

237 シンボリバーグ２０２１ 牡・栗 ２／２３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケシンボリバーグ
＊ Notebook

��
��
�スポークンファー芦 2014 Siberian Fur

4j
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 エフティアテナ（15黒鹿 ルーラーシップ）１勝
初仔

２代母 エフティマイア（05鹿 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

３代母 カツラドライバー（98鹿 ニホンピロウイナー）入着
フジヤマサクラ（03牝 ＊クロフネ）入着２回，�４勝�

ミサイルマン（14� カネヒキリ）��５勝��３勝�，ハイセイコー記念，だ
るま夕日賞，二十四万石賞３着，etc.

ロフティネス（16牡 スクリーンヒーロー）２勝，インディアＴ３着
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
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

４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.
［子］ ウシュアイア（00牝 バブルガムフェロー）５勝，阿蘇Ｓ‐OP ３着，由布

院特別，香嵐渓特別，etc.
ケンブリッジマイア（03牝 アグネスタキオン）１勝，陸奥湾特別，大倉山
特別２着，川越特別２着，etc.，�１勝	１勝

ダイワマイクル（97牡 フジキセキ）３勝，さくらんぼ特別３着
［孫］ フィンデルムンド（08牡 マヤノトップガン）２勝，大須特別２着，�３勝

�入着５回

５代母 ＊マイア（72 ARG鹿 Cipol）USA・ARG８勝，サンイシドロ大賞‐G1，亜オー
クス‐G1，エリセオラミレス賞‐G2，アントニオリベロ賞‐G3，チリ賞‐G3，etc.
［孫］ セイリューオー（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，

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

販売申込者・所有者： ㈲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： ㈲荻伏共同育成場＝浦河町野深 �0146-27-4660

238 エフティアテナ２０２１ 牡・鹿 ３／ ８

＊

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ルーラーシップ エアグルーヴエフティアテナ フジキセキ

��
��
�エフティマイア黒鹿 2015 カツラドライバー

＊マイア 4k
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M5 Buckpasser S5×S5
ノーザンテーストM5×M5
価格： 購買者：



母 アルマレイモミ（13鹿 Uncle Mo）２勝，日田特別（芝 2000）
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊マリブウィン（06 USA鹿 Malibu Moon）USA５勝，Northern Fling S
‐R，Ambassador of Luck S‐R ３着
セイクリッドサン（16牡 ＊ヘニーヒューズ）１勝
シャーレ（17牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝

３代母 シージェイミーウィン Sea JamieWin（93 USA鹿 Dixieland Band）USA１勝
ダウリーDowry（00牝 Belong to Me）USA４勝

ネレイドNereid（08 牝 Rock Hard Ten）USA３勝，アメリカンオークス
‐G1，ロデオドライヴＳ‐G1 ２着，デルマーオークス‐G1 ３着，etc.
フィガレラズクイーン Figarella's Queen（15牝 Medaglia d'Oro）USA
３勝，Sanibel Island S‐L，インディアナオークス‐G3 ２着，W
ayward Lass S３着

シークイーン Sea Queen（11牝 Lemon Drop Kid）USA３勝，Wonder A
gain S，ベルモントオークス‐G1 ２着，サンズポイントＳ‐G2 ３着

ザハーク The Herc（01 牡 Lord Carson）USA３勝，Sunny Slope S‐L，Gol
den Bear S，Gold Rush S‐L ２着

マイティクレヴァーMighty Clever（02 牝 Clever Trick）USA２勝，Flower Gir
l H‐R ３着
エルヘフェグランデ El Jefe Grande（10� Silver Train）USA４勝，コモン

ウェルスＢＣＳ‐G2 ３着
ディクシーモンDixie Mon（05牡 Maria's Mon）USA１勝，Fitz Dixon，Jr. Me

morial Juvenile S‐L ２着，Pinjara S‐R ３着，種牡馬
アシュアAssure（09 牝 Broken Vow）USA３勝

ファンタジーヒート Fantasy Heat（16 牝 Unusual Heat）�USA４勝，Ca
milla Urso H２着

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

239 アルマレイモミ２０２１ �・栗 ３／ 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

アンクルモー Indian Charlie

�
�
�
�
�

��
��

�Uncle Mo Playa Mayaアルマレイモミ
＊ Malibu Moon

��
��
�マリブウィン鹿 2013 Sea JamieWin

1o
Dixieland Band M4×M5 Northern Dancer 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（３）〕
ネオボーゲン（17牡鹿 ルーラーシップ）１勝，���出走
ミルクディッパー（18牝鹿 リオンディーズ）���３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）�５勝，エニフＳ‐L ２着，プロキ
オンＳ‐G3 ３着，栗東Ｓ‐L ３着，バレンタインＳ‐OP，門松Ｓ，etc.

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： ㈱奥山ファーム＝日高町正和 �01456-8-3103
生 産 牧 場： ㈲大道牧場
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

240 モントボーゲン２０２１ 牡・黒鹿 ２／１２
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスレイデオロ ＊シンボリクリスエス

��
��
�ラドラーダ鹿 2014 ＊レディブロンド

＊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×S5×M5

価格： 購買者：



母 スルージエアー（06鹿 ダンスインザダーク）入着４回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
メープルフレイバー（13牝栗 キングカメハメハ）入着３回，��１勝
スワーヴエドワード（15牡鹿 エイシンフラッシュ）１勝，障害１勝
ピピオラ（20牝黒鹿 モーリス）�未出走

２代母 ライクザウインド（00鹿 ＊デインヒル）出走
レディスキッパー（07牝 ＊クロフネ）入着３回

アドマイヤミヤビ（14牝 ハーツクライ）３勝，クイーンＣ‐G3，オークス‐G1
３着，百日草特別

ハワイアンウインド（09牝 キングカメハメハ）３勝，夕月特別，国東特別，パール
Ｓ２着
ルフトシュトローム（17牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝，ＮＺトロフィー‐G2，

ＮＨＫマイルＣ‐G1 ５着
フランジヴェント（17牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝，五頭連峰特別２着
アサヒ（19牡 カレンブラックヒル）�１勝，東スポ杯２歳Ｓ‐G2 ２着

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

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

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

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： ㈲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： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

241 スルージエアー２０２１ 牡・栗 ２／２２

＊

ポッセ Silver Deputy

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２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

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイスルージエアー ＊デインヒル

��
��
�ライクザウインド鹿 2006 ＊ウインドインハーヘア

2f
Deputy Minister S4×S5 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer M5×M5

価格： 購買者：



母 ヤエノグラフ（15鹿 ロードカナロア）１勝
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊シーカーマ（06 USA黒鹿 Exchange Rate）USA・CAN３勝，ナタルマＳ
‐G3，Pontalba S，Lulu's Ransom S２着，Ontario Debutante S‐L
３着
オールドバルディー（11牡 Curlin）入着３回，�１勝�入着，イーハトーブマイル
ゴーントレット（12牡 ハーツクライ）１勝
ハーツブライト（14牝 ハーツクライ）１勝
オウケンドーン（16� ロードカナロア）�２勝
ソウルユニバンス（17� ＊キンシャサノキセキ）�１勝
プリンニシテヤルノ（18牝 ダイワメジャー）��１勝��１勝

３代母 シービーカームC B Carm（95 USA鹿 Slick）USA10 勝

４代母 シービーズアップル C. B's Apple（74 USA鹿 Verbatim）USA５勝，Co
ncord S２着，Constitution S２着，Distelfink H３着
［子］ オールザアップルズ All the Apples（80 牝 One for All）USA３勝，

Nanaimo H，Surrey S２着
ターンイットアップ Turnitup（84牝 Tunerup）USA12 勝，Violet S
‐R ２着

［孫］ クリーンウェイジャー CleanWager（91 牝 Bet Big）USA７勝，City
of Hialeah S，Frances A.Genter H，Judy's Red Shoes S‐L
３着，etc.

ブレイクスルー Break Through（93牝 Prosper Fager）USA７勝，C
orrection H‐L ２着

［曾孫］ ピカソ Picaso（05� Alphabet Soup）USA５勝，Oklahoma Classics
Juvenile S‐R

プレイリーファイア Prairie Fire（99 牝 Dry Gulch）USA２勝，Dessi
e & Fern Sawyer Futurity‐R ２着，Rio Grande Futurity‐R ３
着，Rio Grande Kindergarten Futurity‐R ３着

オーキースルーOkie Slew（08� Evansville Slew）USA２勝，Okla
homa Classics Turf S‐R ２着

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

242 ヤエノグラフ２０２１ �・黒鹿 ４／１３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

キングカメハメハ

�
�
�
�
�

��
��

�ロードカナロア レディブラッサムヤエノグラフ
＊ Exchange Rate

��
��
�シーカーマ鹿 2015 C B Carm

21a
Storm Cat S3×M4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ペブルガーデン（12鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（１）〕
ミサキシャンティ（17牡鹿 ＊エスケンデレヤ）�１勝
グラティトゥー（18牡黒鹿 エピファネイア）�１勝，あすなろ賞（芝 2000）２着，

紫菊賞（芝 2000）２着

２代母 ＊ワシントンシティ（96 CHI 鹿 Wagon Master）CHI４勝，チリオークス‐G1，
チリ１０００ギニー‐G1，エルエンサヨ‐G1 ２着，アルトゥロリオンペニャ賞‐G1
２着，ナシオナルリカルドリオン賞‐G1 ２着，etc.
スコッツデール（02牡 ＊ブライアンズタイム）入着２回，�２勝��，東海ダービー

２着，駿蹄賞３着
ラトルスネーク（08牡 タニノギムレット）５勝，六甲Ｓ‐OP ２着，白百合Ｓ‐OP

２着，白秋Ｓ，小豆島特別，千種川特別，etc.
タイダルベイスン（10牡 アグネスタキオン）１勝
ハワイアンスマイル（11牝 キングカメハメハ）不出走

フェアリースキップ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝���入着３回
アルザス（15牝 ハーツクライ）�３勝

３代母 タラハシーTallahassee（88 CHI 栗 Thornton Hill）CHI２勝
ウィンザーカースルWindsor Castle（98� WagonMaster）CHI１勝，アルベル

トＶインファンテ賞‐G1 ２着，P. Jose Luis Larrain‐L ３着
ティルシットTilsit（00 牝 Wagon Master）CHI１勝

エルタイタ El Taita（10 牡 Pavarotti）CHI３勝，P. Preparacion‐L

４代母 メディターダMeditada（73 CHI 栗 Tetracordio）不出走
［子］ ミラドールMirador（89� Midnight Mine）CHI11 勝，プリマベラ賞‐G2，

イサベル二世杯‐G2 ３着，P. Carreras del '20‐L ２着，etc.
メディーダMedida（80牝 Sovereign Deck）CHI５勝，カルロスアギア
ル賞‐G3，ルイスＤラライン賞‐G3，P. Cuerpo Medico de Santiag
o‐L，etc.

マイテネラMaitenera（82 牝 Marsino）CHI４勝，セレクシオンデポトラン
カス‐G3，カルロスアギアル賞‐G3 ２着，フアンＣメジャ賞‐G3 ２着

販売申込者・所有者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339
生 産 牧 場： ㈱タイヘイ牧場
飼 養 者： ㈱タイヘイ牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-43-3339

243 ペブルガーデン２０２１ 牡・黒鹿 ２／２７

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� War Front

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

��
��
�LifeWell LivedUSA 鹿 2013 Well Dressed

＊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ペブルガーデン
＊ Wagon Master

��
��
�ワシントンシティ鹿 2012 Tallahassee

1d
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ヒシラストレディ（09 USA黒鹿 Posse）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（８）〕
ヒシハムザリバー（15牡鹿 ディープインパクト）��出走�６勝��１勝
ヒシマデイラ（16牡鹿 オルフェーヴル）�１勝
ヒシシュシュ（18牝鹿 ディープインパクト）�１勝
ヒシハイドラ（19牝黒鹿 ロードカナロア）�入着２回
ヒシアン（20牝黒鹿 ドゥラメンテ）�未出走

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

＊ヒシシルバーメイド（99牝 Silver Deputy）１勝
アミカブルナンバー（09牝 ダイワメジャー）５勝，ターコイズＳ‐L ３着，雲雀

Ｓ，相模湖特別，ガーベラ賞，奥多摩Ｓ２着，etc.
アルピナブルー（10牝 フジキセキ）出走
カリオストロ（17牝 エイシンフラッシュ）３勝，橘Ｓ‐L，信越Ｓ‐L ２着，
万両賞

＊ヒシラストガイ（10牡 Corinthian）１勝，花見山特別２着，�１勝

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

＊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. du Point du Jour‐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

販売申込者・所有者： ㈲カミイスタット＝新冠町新栄 �0146-49-5173
生 産 牧 場： ㈲カミイスタット
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

244 ヒシラストレディ２０２１ �・青鹿 ４／２３
＊ 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

＊

ポッセ Silver Deputy

�
�
�
�
�

��
��

�Posse Raskaヒシラストレディ
＊ Theatrical

��
��
�ヒシアマゾン黒鹿USA 2009 Katies

7f
Roberto S4×M5 Hail to Reason S5×S5 Northern Dancer S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 ディープラヴ（11鹿 ディープインパクト）入着４回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
ディヴァインラヴ（18牝鹿 エピファネイア）３勝，菊花賞‐G1 ３着，木曽川特別
（芝 2200），タイランドＣ（芝 2600）

ワープスピード（19牡鹿 ＊ドレフォン）�１勝

２代母 ＊シーズインクルーデッド（04 USA鹿 Include）USA１勝，デルマーデビュタ
ントＳ‐G1 ３着
クイーンエステル（08牝 Vindication）入着，��１勝
ジェシカピンク（09牝 ディープインパクト）出走

ラブイスキア（16牝 トーセンジョーダン）１勝
オリエンタルリリー（10牝 ダイワメジャー）３勝
サンデーウィザード（12牡 ネオユニヴァース）６勝，新潟大賞典‐G3，福島民報杯

‐L ３着，吾妻小富士Ｓ‐OP ２着，関門橋Ｓ，恋路ケ浜特別，etc.
ヒーズインラブ（13牡 ＊ハービンジャー）６勝，ダービー卿ＣｈＴ‐G3，武庫川Ｓ，

春興Ｓ，鎌ケ谷特別，節分Ｓ２着，etc.，�２勝
ナイトレイン（15牝 ゴールドアリュール）�３勝��２勝
クリスタルオーブ（16牝 ＊キンシャサノキセキ）１勝
オーサムゲイル（17牝 ＊キンシャサノキセキ）�１勝�
ドゥラモンド（18牡 ドゥラメンテ）�３勝，アスター賞，国立特別２着，新発田城

特別２着，豊栄特別３着

３代母 ダンシングオンアイスDancingonice（96 USA芦 Robyn Dancer）USA５
勝，Fiji S‐R，ラスパルマスＨ‐G2 ２着，Blue Norther S‐L ２着

４代母 コールドオールザタイムColdallthetime（86 USA黒鹿 It's Freezing）USA２勝
［子］ インペリアルパス Imperial Pass（93� Imperial Falcon）USA８勝，

Great Lakes H

販売申込者・所有者： ㈲畠山牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-8274-3352
生 産 牧 場： ㈲畠山牧場
飼 養 者： ㈲福山育成牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2731

245 ディープラヴ２０２１ �・鹿 ２／１６

＊

メダーリアドーロ El Prado

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 Medaglia d'Oro

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

��
��
�Magic MissionGB 黒鹿 2013 Dream Ticket

＊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ラヴ
＊ Include

��
��
�シーズインクルーデッド鹿 2011 Dancingonice

8g
Halo M4×S5 Burghclere M4×S5 Northern Dancer S5×S5

価格： 購買者：



母 マルモリバニー（10黒鹿 ダンスインザダーク）��入着
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（７），地方－２（５）〕
ウインストラグル（14牡黒鹿 ショウナンカンプ）４勝，水無月Ｓ（芝 1200），山陽

特別（芝 1200），大牟田特別（芝 1200），医王寺特別（芝 1200）３着
ローズカラー（16牝青 ローズキングダム）�４勝���，九州ジュニアＣｈ（Ｄ1400）
セイウンヴィーナス（17牝青鹿 カレンブラックヒル）３勝，クイーンＣ‐G3 ３着，八

丈島特別（芝 1600）２着，カーネーションＣ（芝 1800）２着，織姫賞（芝 1800）３着
テンポラーレ（18牡鹿 トランセンド）���１勝

２代母 ゴールドバニー（96黒鹿 ＊ヘクタープロテクター）３勝，相馬特別
ワールドワン（06牝 サクラバクシンオー）１勝，礼文特別３着
コウザンバニー（11牝 ＊ストラヴィンスキー）��１勝�１勝��
フクノアストライア（12牝 ディープスカイ）�６勝�

３代母 フロリンダ（87鹿 ミスターシービー）１勝
タイランツフェイム（93牝 ＊ブレイヴエストローマン）３勝，織姫賞２着

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，etc.，�７勝�１勝

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，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���
レディワンダー（98牝 ＊エルハーブ）不出走

ディアースパークル（05牝 ＊マイネルラヴ）	４勝�，コウノトリ賞，菊水賞，
のじぎく賞２着，etc.

アーバンクイーン（99牝 サクラバクシンオー）
出走
メモリアルイヤー（08牝 ゴールドアリュール）４勝，オパールＳ‐OP ３着，う

ずしおＳ，伏見Ｓ，etc.，�１勝��

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： ㈲大柳ファーム＝浦河町上向別 �0146-22-0617
生 産 牧 場： ㈲大柳ファーム
飼 養 者： ㈱ＭＡＸトレーニングファーム＝浦河町東幌別 �090-6872-4584

246 マルモリバニー２０２１ 牡・黒鹿 ４／１０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダンスインザダーク ＊ダンシングキイマルモリバニー ＊ヘクタープロテクター

��
��
�ゴールドバニー黒鹿 2010 フロリンダ

＊タイランツクヰーン 14f
サンデーサイレンス S3×M3 Nijinsky M4×S5 Hail to Reason S5×S5×M5

価格： 購買者：



母 セレスシャイン（05鹿 ＊アグネスデジタル）�３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－４（20）〕
カメヤマシャチュウ（11牡鹿 ゴールドアリュール）入着，��１勝��７勝�２勝

���入着３回
キヨマサ（12牡黒鹿 ソングオブウインド）入着，��４勝�	４勝
入着，新春賞
（Ｄ1870）３着

ハゲマス（14牝鹿 ＊シニスターミニスター）�１勝
ボウクンエンブレム（18牡黒鹿 ショウナンカンプ）�１勝�

２代母 ドラゴンリリー（92鹿 ＊イブンベイ）４勝，伊吹山特別，えりも特別，うずし
おＳ３着，羊ケ丘特別３着
ビッグドン（00牡 ＊ブライアンズタイム）６勝，甲南Ｓ，鷹取特別，高砂特別，etc.，


14 勝����，白山大賞典‐Jpn3 ２着，スプリングＣ，etc.
ビッググラス（01牡 ＊エルコンドルパサー）７勝，根岸Ｓ‐G3，フェブラリーＳ‐G1 ３

着，アクアルミナスＳ，中ノ岳特別，シャングリラ賞，etc.，�２勝�入着��
ガジュマル（03牡 タマモクロス）�10 勝
セレスマリオット（06牝 ＊マイネルラヴ）�４勝
入着�
ヤマノリリー（09牝 サクラバクシンオー）�５勝

３代母 クインテビエ（84黒鹿 ＊リイフオー）３勝，宇治川特別２着，須磨特別２着，
新春特別２着
マヤノポセイドン（90牡 タマモクロス）６勝，中日新聞杯‐Jpn3 ３着，オーストラ

リアＴ‐OP ３着，寿Ｓ，etc.
マヤノファンシー（91牝 ホリスキー）４勝

ナリタエンデバー（98牡 ＊ラムタラ）３勝，奥の細道特別２着，つばき賞３着
ダイナマイトガール（01牝 ＊ピルサドスキー）不出走
ハブアストロール（10牡 エイシンサンディ）１勝，��３勝，勝島王冠

パセティックシーン（05牡 ＊マイネルラヴ）�７勝，兵庫ダービー２着，菊水賞
２着，園田ジュニアＣ３着

エトワールパオラ（93牝 ＊リズム）不出走
マッキードリーム（97牡 ＊コタシャーン）�６勝�，園田ジュニアＣ３着，播磨賞

タヤスサワヤカ（94牝 タマモクロス）１勝，礼文特別２着，香春岳特別３着，土湯
特別３着，etc.

販売申込者・所有者： 中山 高鹿康＝新冠町若園 �080-1872-7263
生 産 牧 場： 中山 高鹿康 メイタイファーム
飼 養 者： ㈱吉永ファーム＝浦河町西舎 �0146-26-7347

247 セレスシャイン２０２１ 牡・栗 ２／ 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

＊ Crafty Prospector

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスデジタル Chancey Squawセレスシャイン ＊イブンベイ

��
��
�ドラゴンリリー鹿 2005 クインテビエ

＊ワツオニア 14c
Mr. Prospector M4×S5

価格： 購買者：



母 エバープリンセス（14栗 ＊ハービンジャー）１勝
初仔

２代母 プリンセスルシータ（02栗 ＊サンデーサイレンス）５勝，納屋橋Ｓ，火の山特
別，伊万里特別，元町Ｓ３着，仲秋特別３着
プリンシペアスール（09牡 ＊シンボリクリスエス）１勝，大須特別２着，五泉特別２

着，庄内川特別３着，�３勝
ラグナグ（13牝 ＊ハービンジャー）２勝，鶴橋特別２着
レッドレネット（15牝 キングカメハメハ）�２勝

３代母 ＊プリンセスリーマ（84 USA栗 Affirmed）不出走
ペイミ－バック Pay Me Back（90牡 Master Willie）ITY20 勝，伊セントレジャー

‐G3，Coppa d'Oro di Milano‐L（２回），P. Principe Amedeo‐L，etc.，
種牡馬

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

＊ペイミーキャッシュ（97牝 Hamas）ITY１勝
ディビデンド（05牡 アグネスタキオン）１勝，揖斐川特別，筑後川特別２着，

蔵王特別３着，�１勝
ブルーリーマ Blue Reema（00牝 Bluebird）IRE１勝，Park Express S‐L ２着
トロフィーディール（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，東京競馬場グランドＯＰ記

念‐L ２着，琵琶湖特別，恋路ケ浜特別，etc.，障害２勝
スカラムーシュ（07牝 キングカメハメハ）出走

キタサンタイドー（15牡 ブラックタイド）３勝，福島中央ＴＶ杯，大雪Ｈ２着，
天満橋Ｓ３着，etc.，���出走

４代母 ファ－ストフリング First Fling（77 USA栗 Nijinsky）USA１勝
［孫］ フレジーズ Fregy's（92 牡 Combsway）USA・ARG・CHI・PER10 勝，

カルロスペジェグリーニ賞‐G1，ペルーＪＣ賞‐G1，ペルー共和国大
統領賞‐G2，etc.，種牡馬

ザイデコアフェア Zydeco Affair（00� Islefaxyou）USA８勝，El Jov
en S‐L，Manila S‐L，Hopemont S‐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

248 エバープリンセス２０２１ 牡・鹿 ３／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlエバープリンセス ＊サンデーサイレンス

��
��
�プリンセスルシータ栗 2014 ＊プリンセスリーマ

4p
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 フィールグリュック（09黒鹿 ＊ストラヴィンスキー）入着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（14）〕
ボアソルチ（15牝黒鹿 ハーツクライ）��５勝�３勝���
フルミント（17牝鹿 ジャスタウェイ）���５勝
セイウンブリスク（18牡黒鹿 ドゥラメンテ）��１勝
セイウンガレオン（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�入着

２代母 サマーナイトシティ（99鹿 ＊エリシオ）３勝，新涼特別２着，箕面特別２着，
摩周湖特別３着
ムーンライトシティ（07牝 サクラバクシンオー）入着，�２勝
サダムパテック（08牡 フジキセキ）６勝，マイルＣｈＳ‐G1，京王杯スプリングＣ

‐G2，弥生賞‐G2，中京記念‐G3，東スポ杯２歳Ｓ‐G3，etc.，種牡馬
ジュールポレール（13牝 ディープインパクト）６勝，ヴィクトリアマイル‐G1，ヴィ

クトリアマイル‐G1 ３着，阪神牝馬Ｓ‐G2 ３着，秋風Ｓ，うずしおＳ，etc.
ダークナイトムーン（15� ディープインパクト）１勝，岩船特別２着，つばき賞２着
トレミエール（16牝 ハーツクライ）１勝，	２勝
セウラサーリ（17牝 オルフェーヴル）３勝，城崎特別，舞子特別２着，君子蘭賞２

着，立雲峡Ｓ３着，春日特別３着，etc.

３代母 ＊ダイアモンドシティ（88 USA鹿 Mr. Prospector）GB・USA５勝，Cleop
atra S‐L ２着，アーリントンメイトロンＨ‐G3 ３着
カティエヌス Catienus（94 牡 Storm Cat）GB・IRE・USA５勝，Charles Staat

s Memorial S‐L，ホイットニーＨ‐G1 ３着，サバーバンＨ‐G2 ２着，etc.，
種牡馬

シティースケイプ（97牡 ＊ノーザンテースト）２勝，葉牡丹賞

４代母 ハニーズフラッグHoney's Flag（79 USA鹿 Hoist the Flag）USA出走
［子］ センテニアルタイム Centennial Time（87牝 Storm Bird）USA３勝，

June Darling S‐LR ３着
［孫］ トーマシナ Thomasina（97牝 Red Ransom）USA２勝，Laurel Park S

quan Song S‐R ３着，Summit S３着

販売申込者・所有者： 中田 英樹＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2751
生 産 牧 場： 中田 英樹
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

249 フィールグリュック２０２１ 牡・鹿 ４／２７
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスドゥラメンテ ＊サンデーサイレンス

��
��
�アドマイヤグルーヴ鹿 2012 エアグルーヴ

＊ Nureyev

�
�
�
�
�

��
��

�ストラヴィンスキー Fire the Groomフィールグリュック ＊エリシオ

��
��
�サマーナイトシティ黒鹿 2009 ＊ダイアモンドシティ

9h
Nureyev M3×S5 Mr. Prospector S4×M4×M5 Northern Dancer M4×M5

価格： 購買者：



母 ＊マンドゥラ（07 GER青鹿 Danehill Dancer）GER１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），海外－１（１）〕
マレルMarelle（12 GER牝鹿 Raven's Pass）FR・GER１勝
ブーザー（16牡青鹿 マンハッタンカフェ）２勝
ブラウシュヴァルツ（18�青 ブラックタイド）�１勝
マンドローネ（19牝青鹿 ハーツクライ）�１勝

２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，ポモーヌ賞‐G2 ３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，皐月賞‐G1 ２着，キャピタルＳ‐L ２着，etc.，種牡馬
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，日経賞‐G2 ３着，神戸新聞杯‐G2 ３着，etc.，種牡馬
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，ＡＪＣＣ‐G2 ２着，神戸新聞杯
‐G2 ２着，etc.

ショショローザ（19牝 ロードカナロア）�１勝，カーネーションＣ３着
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

マンデュラスManduras（04 牡 Tiger Hill）GER３勝

３代母 マンデルアウゲMandelauge（89 GER黒鹿 Elektrant）GER２勝
マンダムーMandamou（95牝 Ela‐Mana‐Mou）GER２勝

マンダフーシュMandahush（02牝 Alwuhush）GER・ITY２勝，P. Toscan
a‐L

マンデルセットMandel Set（99 牝 Second Set）GER３勝
マルチェッリMarcelli（09 牡 Sholokhov）GER３勝，Dallmayr Prodomo‐

Trophy‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270
生 産 牧 場： ㈲碧雲牧場
飼 養 者： ㈲碧雲牧場＝日高町豊郷 �01456-7-2270

250 マンドゥラ２０２１ �・黒鹿 ３／ ７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

＊

デインヒルダンサー ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Danehill Dancer Mira Adondeマンドゥラ マンデルリヒト Be My Guest

��
��
�Mandellicht青鹿GER 2007 Mandelauge

3d
Northern Dancer M4×M5 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 グランクリューピサ（13鹿 ヴィクトワールピサ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（３）〕
ウインルモンド（17牡黒鹿 ワールドエース）��２勝�１勝

２代母 テールトゥノーズ（96鹿 ＊ノーザンテースト）不出走
デュークタイフーン（02牝 フジキセキ）１勝

ドラゴンゲート（12牡 メイショウボーラー）５勝，ＮＳＴ賞‐OP，etc.，�17 勝
��入着，佐賀がばいダッシュ（２回），ウインターＣｈ（２回），佐賀オー
タムスプリント，佐賀オータムスプリント２着，etc.

トーコーシーザー（05牡 ダンスインザダーク）�３勝
マッドマックス（06牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，マカオＪＣＴ２着
ヘルズキッチン（07牝 マンハッタンカフェ）１勝
ダイメイザノーズ（09牝 ダンスインザダーク）�１勝��入着
ゴールドクラウス（11� ＊シンボリクリスエス）入着２回，	３勝

３代母 アスコツトラツプ（76鹿 ＊エルセンタウロ）不出走
ギヤロツプダイナ（80牡 ＊ノーザンテースト）10勝，安田記念‐Jpn1，天皇賞（秋）

‐Jpn1，東京新聞杯‐Jpn3，etc.，種牡馬
ダイナチヤイナ（83牝 ＊ノーザンテースト）７勝，ユートピアＳ，阿武隈特別，原町

特別，etc.
アグネスカミカゼ（93牡 ＊サンデーサイレンス）５勝，目黒記念‐Jpn2，メイＳ，

ＴＶ埼玉杯，etc.，種牡馬
レットルダムール（94牝 ＊トニービン）３勝，アジアＪＳ（２），日高特別２着
アーネストリー（05牡 ＊グラスワンダー）10勝，宝塚記念‐G1，オールカマ
ー‐G2，札幌記念‐G2，etc.，種牡馬

ワンボールドビツド（85牝 ＊ノーザンテースト）不出走
フラワータテヤマ（94牝 ＊ブライアンズタイム）６勝，栗東Ｓ‐OP，大和特別，etc.，

��入着�，スパーキングＬＣ‐Jpn3 ３着
ヴァンクルタテヤマ（02牡 ＊フォーティナイナー）６勝，プロキオンＳ‐G3，etc.，
�２勝�１勝��入着２回
�，サマーＣｈ‐Jpn3（２回），北
海道スプリントＣ‐Jpn3，etc.

エイシンオーシャン（90牡 ＊ノーザンテースト）４勝，シクラメンＳ‐OP，五頭連峰
特別，もちの木賞，etc.，種牡馬

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 �080-2871-0269

251 グランクリューピサ２０２１ 牡・鹿 ３／１３
＊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シルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

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グランクリューピサ ＊ノーザンテースト

��
��
�テールトゥノーズ鹿 2013 アスコツトラツプ

＊デイープデイーン 3n
サンデーサイレンス S3×M4 Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 アラマサスナイパー（03黒鹿 ステイゴールド）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６），地方－６（24）〕
キングザピューマ（10牡青鹿 キングヘイロー）�１勝�３勝
クリスマス（11牝黒鹿 ＊バゴ）５勝，函館２歳Ｓ‐G3，オーシャンＳ‐G3 ３着，函

館スプリントＳ‐G3 ３着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，ＵＨＢ賞
‐OP（芝 1200），ＴＶｈ杯（芝 1200），鳥羽特別（芝 1200），サンライズＳ
（芝 1200）２着，船橋Ｓ（芝 1200）３着

イシス（12牝青鹿 キングヘイロー）１勝
オシリスブレイン（17牡 ＊バゴ）�３勝，湯の川温泉特別２着，キャンドルライ

ト賞３着
ティラール（14牝鹿 ＊ファスリエフ）入着，��８勝��１勝
タカミツリリー（15牝鹿 ＊エンパイアメーカー）入着３回，下北半島特別（芝 1200）

３着，�３勝
ケイズデイジー（16牝鹿 ＊ケープブランコ）��２勝	
ゴールドスナイパー（17牡鹿 ＊エスケンデレヤ）��４勝
タイセイジェニー（18牝青鹿 ＊バゴ）入着２回，��出走�２勝��
コスモツカサ（19牝黒鹿 ＊バゴ）�入着３回

２代母 ＊ターミナルフラワー（97 USA黒鹿 Salt Lake）１勝
アラマサロビンソン（05牝 ＊グランデラ）１勝
アラマサスチール（08牝 マヤノトップガン）１勝，�２勝��

３代母 ポジションドPositioned（81 USA鹿 Cannonade）USA５勝
ベリーロード Berry Road（88牝 Strawberry Road）USA５勝，Sun Seeker Far

m H，ミスアメリカＨ‐G3 ２着，Campanile Invitational H‐R ２着，etc.
レーニ Reni（90 牝 ＊パレスミュージック）USA４勝

キャスルウッド Castlewood（97
 Runaway Groom）USA14 勝，Hawth
orne Juvenile S‐L ２着，ハンシンＣ‐G3 ３着

フリーウェイティケット Freeway Ticket（98
 Deposit Ticket）USA９勝，
Tex's Zing S‐R，Honor the Hero Turf Express S２着，Autobot S
２着，etc.

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

252 アラマサスナイパー２０２１ 牡・鹿 ４／１２

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊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ラマサスナイパー
＊ Salt Lake

��
��
�ターミナルフラワー黒鹿 2003 Positioned

5g
Halo M4×S5

価格： 購買者：



母 スマートルビー（13栗 ゼンノロブロイ）３勝，土湯温泉特別（芝 1800），テレ玉杯
（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
サムシンググッド（20牡青鹿 リオンディーズ）�未出走

２代母 ビーウインド（01鹿 ＊スピニングワールド）入着２回
マジックウインド（07牝 ネオユニヴァース）�１勝�２勝
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，函館記念‐G3 ３着，ジューンＳ，etc.
ペプチドウインド（10牡 ダンスインザダーク）１勝，�２勝�
エイユービリオネア（11牡 ＊ヨハネスブルグ）２勝
ジュンエスポワール（15牡 ハーツクライ）入着，�１勝�１勝�１勝
ベルウインド（16牡 オルフェーヴル）�４勝�	
ムーンライト（17牝 ハーツクライ）�２勝，豊橋特別２着，御宿特別３着

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

マイティーボタン（04牝 ＊タイキシャトル）１勝
モンサンアルナイル（13
 ＊カジノドライヴ）２勝，三陸特別３着，�	４勝

トーホウグリーン（05牝 アグネスタキオン）２勝
チェンジイット（13牝 トーホウエンペラー）�３勝��，クイーンＣ２着，
新春ペガサスＣ３着

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

ヒルノケアンズ（10牝 ハーツクライ）３勝，飯豊特別３着，相模湖特別３着

４代母 ＊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.

［孫］ テイエムガルチオー（00牡 ＊サンダーガルチ）２勝，伏竜Ｓ‐OP ２着，若
駒Ｓ‐OP ３着，etc.，�入着，兵庫ＣｈＳ‐Jpn3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲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

253 スマートルビー２０２１ 牡・鹿 ２／１３
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スマートルビー ＊スピニングワールド

��
��
�ビーウインド栗 2013 ビクトリーマッハ

＊ワンスウエド 4m
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アントワープ（07鹿 キングカメハメハ）�１勝��１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（６），地方－３（６）〕
タイセイスウォード（12牡芦 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��１勝�１勝
ヴォカツィオーネ（14牝栗 ＊カジノドライヴ）３勝，釧路湿原特別（Ｄ1700）（２回），

渡島特別（Ｄ1700）２着，釧路湿原特別（Ｄ1700）２着，檜山特別（Ｄ1700）３
着，２０１８ＷＡＳＪ第３戦（Ｄ1700）３着，���１勝

ルクスムンディー（15牡鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，���出走
カズオルヴァル（17�鹿 ＊カジノドライヴ）１勝，���２勝
トリストラム（18牡鹿 ＊シニスターミニスター）１勝，�地方未出走
プーリアフレイバー（20牡栗 ＊マクフィ）�地方未出走

２代母 フランダース（02栗 ＊サンデーサイレンス）入着
クレバーアポロ（09牡 キングカメハメハ）３勝，茨城新聞杯３着
レディトリス（13牝 ＊エンパイアメーカー）１勝

３代母 ＊グレートクリスティーヌ（87 USA鹿 Danzig）USA１勝
ビリーヴ（98牝 ＊サンデーサイレンス）10勝，スプリンターズＳ‐Jpn1，高松宮記念

‐Jpn1，函館スプリントＳ‐Jpn3，etc.，優古牝
＊ファリダット（05牡 Kingmambo）５勝，栗東Ｓ‐L，マーガレットＳ‐L，安田

記念‐G1 ３着，etc.
＊フィドゥーシア（12牝 Medaglia d'Oro）７勝，春雷Ｓ‐L，アイビスサマーダ

ッシュ‐G3 ２着，葵Ｓ‐LR ２着，etc.
＊ジャンダルム（15牡 Kitten's Joy）�６勝，デイリー杯２歳Ｓ‐G2，オーシャン

Ｓ‐G3，春雷Ｓ‐L，etc.
シマノタカラチャン（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝

リコーデリンジャー（15牝 ＊スウェプトオーヴァーボード）�１勝��３勝，エ
ーデルワイス賞‐Jpn3 ３着，リリーＣ３着

４代母 グレイトレイディエムGreat Lady M.（75 USA芦 Icecapade）USA14 勝，
A Gleam H，La Brea S，Autumn Days H，Las Cienegas H，R
ancho Bernardo H，etc.
［子］ レイディズシークレット Lady's Secret（82 牝 Secretariat）USA25 勝，ＢＣ

ディスタフ‐G1，ホイットニーＨ‐G1，サンタマルガリータＨ‐G1，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

254 アントワープ２０２１ 牡・鹿 ３／１５
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスアントワープ ＊サンデーサイレンス

��
��
�フランダース鹿 2007 ＊グレートクリスティーヌ

22d
サンデーサイレンス S3×M3 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ナリタブルースター（07青鹿 マンハッタンカフェ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（８），地方－３（６）〕
カハラブライド（13牝鹿 ＊コンデュイット）��１勝
アディラート（14牡黒鹿 ルーラーシップ）６勝，グリーンチャンネルＣ‐L
（Ｄ1400），ヒヤシンスＳ‐L（Ｄ1600）２着，マリーンＳ‐OP（Ｄ1700）３着，欅
Ｓ‐OP（Ｄ1400）３着，吾妻小富士Ｓ‐OP（Ｄ1700）３着，高瀬川Ｓ（Ｄ1400），
はこべら賞（Ｄ1400），河原町Ｓ（Ｄ1400）２着（２回），香嵐渓特別（Ｄ1400）２
着，etc.，UAE入着，ゴドルフィンマイル‐G2 ３着

ミトノクイーン（15牝黒鹿 ＊エンパイアメーカー）１勝
シンフェイス（17牝青鹿 ルーラーシップ）入着，���２勝
インディナート（18牝黒鹿 ルーラーシップ）�入着５回，�３勝
オヤノナナヒカリ（19牡黒鹿 ドゥラメンテ）�１勝

２代母 ストームティグレス（95青鹿 Storm Cat）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ２着，
黒松賞，羊ヶ丘特別３着
ストームタイガー（02牡 バブルガムフェロー）３勝，初春賞２着，竜飛崎特別２着，

渡利特別３着
オースミダイドウ（04牡 スペシャルウィーク）４勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2，朝

日杯フューチュリティＳ‐Jpn1 ３着，白百合Ｓ‐OP，野路菊Ｓ‐OP
ストロングトリトン（12� ゴールドアリュール）４勝，岩室温泉特別
サトノスピードオー（13牡 ダノンシャンティ）２勝，��５勝
リードザウインド（15牝 ＊キンシャサノキセキ）２勝

３代母 ＊アンファンテ（80 USA鹿 Exclusive Native）USA１勝，Sorrento S３着
テハーノ Tejano（85牡 Caro）USA５勝，ハリウッドフュチュリティ‐G1，アーリン

トンＷフュチュリティ‐G1，カウディンＳ‐G1，サプリングＳ‐G2，etc.，種牡馬
カロズシークレット Caro's Secret（89 牡 Caro）USA５勝，Bet Twice S３着
ジスピクチャー This Picture（92 牡 Danzig）USA１勝，SecondWind S‐R ３

着，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

255 ナリタブルースター２０２１ 牡・青鹿 ５／１５
＊グラスワンダー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� スクリーンヒーロー

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

��
��
�メジロフランシス鹿 2011 メジロモントレー

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジナリタブルースター Storm Cat

��
��
�ストームティグレス青鹿 2007 ＊アンファンテ

1s
サンデーサイレンスM3×S4 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベルシルエット（12黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
プエンテデグロリア（17牝青鹿 エイシンフラッシュ）��出走�２勝�
クリスタルレイ（19牝黒鹿 ルーラーシップ）���出走

２代母 ヴァイオレットラブ（97栗 ＊ドクターデヴィアス）出走
ヴァインドレッサー（02牝 ＊エンドスウィープ）１勝

タイセイサミット（13牡 ダイワメジャー）５勝，米子Ｓ‐L ２着，谷川岳Ｓ‐L
２着，東風Ｓ‐L ２着，毎日杯‐G3 ３着，メイＳ‐OP，etc.

コイウタ（03牝 フジキセキ）５勝，ヴィクトリアマイル‐Jpn1，クイーンＣ‐Jpn3，
桜花賞‐Jpn1 ３着，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，ダービー卿ＣｈＴ‐G3 ２
着，etc.，優古牝
ミッキーラブソング（11牡 キングカメハメハ）７勝，京都金杯‐G3 ３着，タン

ザナイトＳ‐OP，安土城Ｓ‐OP，鞍馬Ｓ‐OP ２着，タンザナイトＳ‐OP
２着，etc.

ユラノト（14牡 キングカメハメハ）６勝，フェブラリーＳ‐G1 ３着，根岸Ｓ
‐G3 ２着，マリーンＳ‐OP，ギャラクシーＳ‐OP ２着，麦秋Ｓ，etc.

ラヴソレイユ（07牝 フジキセキ）出走
タガノグルナ（14牡 ルーラーシップ）�４勝，鳥取特別，早鞆特別，甲南Ｓ２

着，障害１勝
タガノファジョーロ（16牡 ＊バゴ）３勝，天草特別，障害１勝，��未出走�出走

マチノアカリ（08牡 フジキセキ）１勝
ベールドインパクト（09牡 ディープインパクト）３勝，ディセンバーＳ‐L，京都記念

‐G2 ２着，京都新聞杯‐G2 ２着，きさらぎ賞‐G3 ３着，菊花賞‐G1 ４着，etc.
アンヴェイルド（11牡 ディープインパクト）３勝
フナウタ（14牝 ダイワメジャー）３勝，飯坂温泉特別，蒲郡特別２着

３代母 ＊ヴアインゴールド（79 USA鹿 Mr. Prospector）USA３勝，ガーデニアＳ
‐G3，デムワゼルＳ‐G1 ３着
ファントムジェット Phantom Jet（84 牡 Tri Jet）USA13 勝，タンパベイダービー

‐G3，ウッドローンＳ‐G3，Heritage S‐L，etc.，種牡馬
ビハインドザマスク（96牝 ＊ホワイトマズル）10勝，スワンＳ‐Jpn2，京都牝馬Ｓ

‐Jpn3，セントウルＳ‐Jpn3，etc.

販売申込者・所有者： 今牧場＝新ひだか町静内豊畑 �090-7053-0268
生 産 牧 場： 今牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

256 ベルシルエット２０２１ 牡・栗 ３／１４

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアベルシルエット ＊ドクターデヴィアス

��
��
�ヴァイオレットラブ黒鹿 2012 ＊ヴアインゴールド

4r
Mr. Prospector S4×M4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 モアナブリーズ（13鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
モアナモーリス（18牝鹿 モーリス）��４勝

２代母 プレザントブリーズ（06黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，りんどう賞２着
プラチナヴォイス（14牡 ＊エンパイアメーカー）３勝，萩Ｓ‐LR，スプリングＳ‐G2

３着，名古屋日刊スポーツ杯，ｔｖｋ賞２着，野分特別２着，�２勝�１勝�
ヒノモト（15牡 キングカメハメハ）�４勝
ライデンシャフト（16牝 ＊ノヴェリスト）１勝

３代母 ＊スターズインハーアイズ（99 IRE 黒鹿 Woodman）GB入着３回
アインラクス（05牡 ダンスインザダーク）２勝，若駒Ｓ‐OP
ダノンパッション（07牡 アグネスタキオン）２勝，デイリー杯２歳Ｓ‐Jpn2 ３着，

黄菊賞
スターリーウインド（12牝 ゼンノロブロイ）２勝，粟島特別３着，鳥栖特別３着
スターズプレミア（17牡 ロードカナロア）�２勝，二本松特別

４代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，

宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，
きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

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

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

ジェレミー Jeremy（03牡 Danehill Dancer）GB・FR・USA４勝，サン
ダウンマイル‐G2，ジャージーＳ‐G3，King Charles II S‐L，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲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

257 モアナブリーズ２０２１ 牡・鹿 ３／２７
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアアルアイン
＊ Essence of Dubai

��
��
�ドバイマジェスティ鹿 2014 Great Majesty

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスモアナブリーズ マンハッタンカフェ

��
��
�プレザントブリーズ鹿 2013 ＊スターズインハーアイズ

2f
サンデーサイレンス S3×M4 ウインドインハーヘアS3×M4
Mr. Prospector M4×M5
価格： 購買者：



母 ラバーズケープ（16鹿 ダイワメジャー）入着２回
初仔

２代母 ヒカルアモーレ（04芦 ＊クロフネ）２勝，忘れな草賞‐OP ３着
グランデアモーレ（10牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別

グランデマーレ（17牡 ロードカナロア）�４勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，スト
ークＳ，天神橋特別，葉牡丹賞

グランデフィオーレ（18牝 ドゥラメンテ）�１勝，秋明菊賞２着，つわぶき賞３着
グランデレジーナ（19牝 エピファネイア）�１勝

アモーレエテルノ（12牝 ゼンノロブロイ）入着２回，�２勝
ヴェローナシチー（19牡 エピファネイア）�１勝，京都新聞杯‐G2 ２着，白百

合Ｓ‐L ２着，若葉Ｓ‐L ２着，京成杯‐G3 ３着，すみれＳ‐L ３着
シュペルミエール（13牡 ステイゴールド）５勝，日経新春杯‐G2 ３着，オリオンＳ，

サンシャインＳ，兵庫特別，開成山特別，etc.
アモーレミオ（15牝 ネオユニヴァース）３勝，ＴＶ山梨杯
コンアモーレ（19牡 ダイワメジャー）���２勝�入着

３代母 ＊グレイトフィーヴァー（97 FR芦 Kaldoun）FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2 ３着，Carotene S‐L ３着，Solo Haina H３着
テイクバイストーム（05牝 ＊ファルブラヴ）３勝，舞浜特別３着
ヒカルプリンス（06� キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，八重桜賞３着，�２

勝�２勝	３勝
入着
ラフォルジュルネ（07牝 スペシャルウィーク）４勝，関門橋Ｓ，筥崎特別，三萩野

特別，etc.
アーデント（09牡 ディープインパクト）５勝，リゲルＳ‐L，いちょうＳ‐LR，弥生

賞‐G2 ３着，etc.
ラブラバード（10牡 スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松特別，etc.
シャルール（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，福島牝馬Ｓ‐G3

２着，忘れな草賞‐OP ３着，etc.
ファナティック（16牝 ジャスタウェイ）１勝，カーネーションＣ２着

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

258 ラバーズケープ２０２１ �・鹿 ２／１０

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケラバーズケープ ＊クロフネ

��
��
�ヒカルアモーレ鹿 2016 ＊グレイトフィーヴァー

1p
Deputy Minister S5×M5

価格： 購買者：



母 ウエバフラッシュ（12栗 ダイワメジャー）入着４回，�２勝��１勝
〔産駒馬名登録数：１〕
ダイアモンドモア（20牝栗 ＊ダンカーク）�地方未出走

２代母 ダイアモンドコア（95黒鹿 ＊ジェイドロバリー）��５勝�，マリーンＣ‐Jpn3
３着，南部杯‐Jpn1 ４着，桜花賞，東京３歳優駿牝馬，ロジータ記念３着，etc.
アドマイヤジョー（03牝 アドマイヤベガ）�３勝�１勝
テイクドリーム（04牡 ジャングルポケット）��２勝
ナイキハイグレード（06牡 アグネスタキオン）��５勝�５勝	
，全日本２歳優

駿‐Jpn1 ３着，羽田盃，京浜盃，ハイセイコー記念，東京ダービー３着，etc.
ベリーフ（07牝 スペシャルウィーク）１勝

ソッサスブレイ（14� ＊コンデュイット）�入着２回，ディセンバーＳ‐L ３着，
関越Ｓ‐OP ３着，
２勝��６勝，東京湾Ｃ，黒潮盃３着

ウインダークローズ（17牡 ＊ロージズインメイ）�３勝，印西特別，積丹特別２
着，春光Ｓ３着，伊勢佐木特別３着

ケセランパサラン（09牝 ＊クロフネ）�１勝�６勝
入着�
ザイマカ（14牡 ハーツクライ）���６勝

３代母 ライフポート（83鹿 フアインポート）��６勝
ライフビジョン（89牝 スズカコバン）��４勝，ニューイヤーＣ３着

サンライズブリッジ（97牡 メリーナイス）��５勝，クラウンＣ３着
スターオブブリッジ（99牝 トロットサンダー）��１勝，関東オークス‐Jpn3

２着，戸塚記念２着，ローレル賞２着，etc.
ラブラブジョウ（94牝 ＊イブンベイ）１勝

イチノヤジョウ（99牝 ＊アジュディケーティング）３勝，與杼特別３着，天王山
特別３着，葛飾特別３着，etc.
ハコダテブショウ（18牡 モーリス）�４勝，ブラッドストーンＳ

４代母 マリーノビーチ（74鹿 ＊マリーノ）��５勝，桜花賞２着
［曾孫］ スーパージーン（98牡 サツカーボーイ）８勝，新潟記念‐Jpn3，福島ＴＶ

ＯＰ‐L，オールカマー‐Jpn2 ２着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲様似共栄牧場＝様似町岡田 �0146-36-4676
生 産 牧 場： ㈲様似共栄牧場
飼 養 者： ㈲辻牧場＝浦河町東幌別 �0146-36-2259

259 ウエバフラッシュ２０２１ 牡・栗 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

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケウエバフラッシュ ＊ジェイドロバリー

��
��
�ダイアモンドコア栗 2012 ライフポート

＊ヒツトザビーチ 10e
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 ラタンペットロゼ（11鹿 ＊ストーミングホーム）�６勝
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－２（７）〕
ロナウド（17牡鹿 ワールドエース）��２勝�入着
メイショウクラーク（18牡黒鹿 キズナ）���２勝�３勝
シップウドトウ（19牡鹿 ＊ディスクリートキャット）�出走

２代母 ＊ピンクタートル（88 USA栗 Blushing Groom）FR・USA４勝，P. Madam
e Jean Couturie‐L，ヴェルメイユ賞‐G1 ２着，プシュケ賞‐G3 ２着，P. de l
a Pepiniere‐L ２着，ノネット賞‐G3 ３着，etc.

＊ピノシェット（95牝 Storm Cat）GB・USA１勝
カフェピノコ（00牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
タマノブリュネット（12牝 ディープスカイ）３勝，レパードＳ‐G3 ３着，
麒麟山特別，etc.，��２勝，Ｌプレリュード‐Jpn2，ＴＣＫ女王盃
‐Jpn3 ３着，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ４着

スピリタス（05� タニノギムレット）５勝，ディセンバーＳ‐L ２着，小倉日経
ＯＰ‐LR ２着，ＮＳＴ賞‐L ２着，都大路Ｓ‐L ２着，米子Ｓ‐L ２着，etc.

ロードウエスト（96牡 GoneWest）３勝，犬吠埼特別，矢作川特別２着，うぐいす
賞２着，初霜特別３着，�１勝�

レディパステル（98牝 ＊トニービン）６勝，オークス‐Jpn1，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，
中山牝馬Ｓ‐Jpn3，秋華賞‐Jpn1 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ３着，etc.

＊ロードロックスター（06牡 ＊ロックオブジブラルタル）４勝，京都新聞杯‐G2 ３着，
はなみずき賞，朱雀Ｓ２着，木津川特別２着，九州スポーツ杯２着，etc.

ロードアクレイム（09牡 ディープインパクト）２勝，神戸新聞杯‐G2 ２着，夏
木立賞

パルテノン（12牝 キングカメハメハ）入着，	１勝
マテンロウオリオン（19牡 ダイワメジャー）�２勝，シンザン記念‐G3，
ＮＨＫマイルＣ‐G1 ２着，ＮＺトロフィー‐G2 ２着，万両賞

ヴァンダライズ（07牡 ダンスインザダーク）４勝，睦月賞，金倉山特別，陸奥湾特
別２着，セントポーリア賞２着，障害２勝

ポップアイコン（09牝 ダイワメジャー）３勝，鳥取特別２着，ＴＶＱ杯２着
アルサトワ（17牡 ルーラーシップ）�５勝，大阪城Ｓ‐L，但馬Ｓ

３代母 タートルコーヴTurtle Cove（70 USA黒鹿 Dr. Fager）USA３勝

販売申込者・所有者： ㈲岡田牧場＝新ひだか町静内目名 �0146-42-0502
生 産 牧 場： ㈲岡田牧場
飼 養 者： ㈲目名共同トレーニングセンター＝新ひだか町静内目名 �0146-42-1228

260 ラタンペットロゼ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Machiavellian

�
�
�
�
�

��
��

�ストーミングホーム Try to Catch Meラタンペットロゼ
＊ Blushing Groom

��
��
�ピンクタートル鹿 2011 Turtle Cove

1l
Blushing GroomM3×S4 Northern Dancer S4×M5
Mr. Prospector M4×S5×M5 Halo S5×M5
価格： 購買者：



母 ヤヤラーラ（09鹿 ゼンノロブロイ）２勝，桑折特別（芝 1800）２着，外房特別
（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－１（１）〕
コーリングローリー（17牡栗 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ウエイヴ（18牝栗 ＊アジアエクスプレス）���１勝

２代母 ＊ヒアズホーピング（93 NZ鹿 ＊ダハール）不出走
アイデンティティ Identity（00 牝 Daggers Drawn）NZ４勝
イフルックスクッドキル Iflooxcouldkill（01 牝 Daggers Drawn）AUS・NZ３勝，エ

ラズリーサイアーズプロデュースＳ‐G1，Great Northern Guineas Trial‐L，
Super Bonus Classique‐L ２着，Star Way 1000‐L ３着

キラルックスKilla Loox（03牝 City On a Hill）NZ２勝
ペナルティシュートアウトPenalty Shoot Out（04� Van Nistelrooy）AUS・N

Z２勝
ヒアズルッキング（08� サクラバクシンオー）入着２回，��１勝
ディーエスマインド（11牡 ハーツクライ）�11 勝�入着��
キョウエイブレイン（13牡 ＊キンシャサノキセキ）�３勝�入着�

３代母 フレンチポーリッシュ French Polish（82 NZ鹿 Poil de Chameau）NZ３
勝，レヴィンターフクラシック‐G2 ２着，ユーロジーＳ‐G3 ２着
ダラーゼンゴールドDollars 'n Gold（89� ＊パレスミュージック）AUS・NZ11勝，

マートンメトリックマイル‐G3，Great Northern Guineas Trial‐L，ロ
トルアチャレンジプレイト‐G3 ２着，etc.

マディソンポイントMadison Point（90� ＊パレスミュージック）AUS11 勝，ＡＴ
ＣザショーツＳ‐G3，ATC Hall Mark S‐L，VRC Century S‐L ２着，etc.

ゼアズノーダウトThere's No Doubt（99 牝 Pompeii Court）不出走
リアルスペシャリスト Real Specialist（07� ＊ストーミングホーム）HKG９勝，

Premier Cup‐L ２着，Chinese Club Challenge C‐L ２着，S
ha Tin Trophy‐L ３着

ケセラQue Sera（05 牝 Daggers Drawn）NZ４勝，Canterbury Breeders' S
‐L ２着

販売申込者・所有者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
飼 養 者： ㈱田端牧場＝新冠町大狩部 �0146-47-6003

261 ヤヤラーラ２０２１ 牡・鹿 ３／ ７

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊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ヤヤラーラ
＊

＊ダハール

��
��
�ヒアズホーピング鹿 2009 French Polish

14c
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ローザレーヌ（06青鹿 マンハッタンカフェ）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
エフォートラン（15牡黒鹿 ＊サウスヴィグラス）�５勝
アンフヴェール（17牝黒鹿 ＊パイロ）��１勝
コルレット（19牝青鹿 エピファネイア）�出走

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

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

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

トポーリア賞２着
オペラアイ（00牝 ＊オペラハウス）	２勝

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

アイチャンルック（01牝 ＊ジェネラス）��３勝，ロジータ記念，ＴＣＫディスタフ
２着，黒潮盃２着，東京プリンセス賞２着，トゥインクルレディ賞３着
タガノハヤテ（11牡 ゴールドアリュール）４勝，濃尾特別，もちの木賞２着

ミッキーラブ（04牡 マンハッタンカフェ）２勝
ダンツキャピタル（05牡 ＊アグネスデジタル）
４勝
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

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

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

青函Ｓ‐OP，��12 勝，種牡馬

販売申込者・所有者： 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

262 ローザレーヌ２０２１ 牡・黒鹿 ３／３０
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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�マンハッタンカフェ ＊サトルチェンジローザレーヌ トウシヨウボーイ

��
��
�トウショウアイ青鹿 2006 アローキヨサチ

＊チツプトツプ 4m
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 トーセンバスケット（05黒鹿 ＊ブライアンズタイム）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２）〕
マシェリガール（13牝黒鹿 トーセンファントム）２勝，クローバー賞‐OP（芝 1500）
リュウノデイ（19牡鹿 イスラボニータ）��入着２回��

２代母 フルーティマズル（96黒鹿 ＊ホワイトマズル）入着
セレナガルーダ（03牡 ＊エルコンドルパサー）入着，��２勝
トーセンヴェリタス（04牡 フサイチソニック）��４勝
トーセンジャンボ（07牡 ＊アグネスデジタル）�２勝��13 勝�入着２回

３代母 メローフルーツ（91黒鹿 Halo）２勝，札幌３歳Ｓ‐Jpn3，フラワーＣ‐Jpn3
２着，桜花賞‐Jpn1 ４着
メローサウンド（99牝 ＊エリシオ）出走

ナムラシャルマン（08牝 ジャングルポケット）出走
ナムラカモン（12牡 カンパニー）１勝，もちの木賞２着

フルーツマシン（00牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，初凪賞２着，成田特別２着，
山吹賞３着

フルーツマーケット（02牝 サクラバクシンオー）�１勝�入着�
エメラルドタワー（10牝 アドマイヤマックス）入着
メイショウダジン（17牡 トランセンド）�４勝，西日本スポーツ杯，くす
のき賞，etc.，��入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2 ３着

ワンダーフルーツ（04牝 ＊コマンダーインチーフ）１勝，雪うさぎ賞２着，新発田城
特別３着，香春岳特別３着

シャドウデイル（05牡 ＊アグネスワールド）２勝，すずらん賞‐OP ２着，�１勝
イブニングラッシュ（09牡 ＊ワイルドラッシュ）�２勝��２勝�１勝�入着，ジュ

ニアＧＰ２着

４代母 ＊バッフドオレンジ（82 USA栗 Exclusive Native）USA入着３回
［子］ オレンジピール（94牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，サンスポ４歳牝馬特

別‐Jpn2，チューリップ賞‐Jpn3，クイーンＣ‐Jpn3，etc.
［孫］ ラピッドオレンジ（03牝 ＊エルコンドルパサー）４勝，アネモネＳ‐L ３着，etc.，

��１勝，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3，マリーンＣ‐Jpn3 ２着

販売申込者・所有者： 沖田 博志＝新ひだか町三石福畑 �0146-33-2930
生 産 牧 場： 沖田 博志
飼 養 者： 本桐共同育成センター＝新ひだか町三石本桐 �0146-34-2026

263 トーセンバスケット２０２１ 牡・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 ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアリアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayトーセンバスケット ＊ホワイトマズル

��
��
�フルーティマズル黒鹿 2005 メローフルーツ

＊バッフドオレンジ 3c
Halo S4×M4 Hail to Reason M4×S5×M5 Lyphard S5×M5

価格： 購買者：



母 キャリーウェーブ（08黒鹿 アグネスタキオン）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－４（10）〕
オズマ（13牡芦 ＊クロフネ）�１勝
ショウセイ（15牡鹿 ＊コンデュイット）�２勝
ベルリーフ（16牡栗 ＊タートルボウル）��１勝・４勝�入着３回�
ボウイッシュ（17牝鹿 ルーラーシップ）入着，���入着３回
トミケンサルタール（18牝黒鹿 リオンディーズ）入着２回，�	２勝

２代母 ラビットボール（87鹿 ＊ラツキーソブリン）９勝，中山牝馬Ｓ‐Jpn3，京都牝
馬特別‐Jpn3 ２着，福島民友Ｃ‐OP（２回），カシオペアＳ‐OP ２着，渡月橋Ｓ
レモンバーム（97牝 フジキセキ）３勝，御在所特別，ＨＴＢ杯３着，恵那特別３着，

浄土平特別３着
アンノルーチェ（05牡 サツカーボーイ）６勝，小倉日経ＯＰ‐L，中京記念‐G3

３着，清水Ｓ，九州スポーツ杯，シドニーＴ，etc.
ミステリューズ（06牝 ナリタトップロード）出走
ロードブレス（16牡 ダノンバラード）�５勝，ＢＳＮ賞‐L，みやこＳ‐G3
２着，エルムＳ‐G3 ３着，etc.，��１勝
入着，日本ＴＶ盃‐Jpn2，
浦和記念‐Jpn2 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，出石特別３着，御池特別３着，etc.，

	９勝�２勝��，金杯，二十四万石賞，ファイナルＧＰ，etc.
バトルルビー（04牝 フジキセキ）
入着３回

バトルマグマ（09牡 タニノギムレット）入着２回，
２勝��，名古屋でら馬
スプリント３着，尾張名古屋杯３着

スペシャルハート（05牡 ＊フォーティナイナー）５勝，のぞみ賞，相模湖特別

３代母 タニノベンチヤ（71黒鹿 ＊ヴエンチア）１勝
カツラギエース（80牡 ＊ボイズイーボーイ）10勝，ジャパンＣ‐Jpn1，宝塚記念

‐Jpn1，毎日王冠‐Jpn2，サンケイ大阪杯‐Jpn2，京都新聞杯，ＮＨＫ杯，etc.，
優古牡，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲片山牧場＝新ひだか町三石稲見 �0146-35-3333
生 産 牧 場： ㈲片山牧場
飼 養 者： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

264 キャリーウェーブ２０２１ �・鹿 ５／１３

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�アグネスタキオン アグネスフローラキャリーウェーブ ＊ラツキーソブリン

��
��
�ラビットボール黒鹿 2008 タニノベンチヤ

＊アベイブリツジ 14c
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ミッドタウンレディ（07黒鹿 ゼンノロブロイ）３勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（３）〕
ミッドナイトラヴ（16牝黒鹿 ロードカナロア）１勝
エンドレスキング（17牡鹿 ＊タートルボウル）�１勝�入着２回
レインボークラウド（18牝黒鹿 ドゥラメンテ）�入着，�２勝

２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
ファビラスキャット（99牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，忘れな草賞‐OP ２着，舞

子特別３着
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，桶狭間特別２着，会津特別２着，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，桃山Ｓ，天ケ瀬特別３着，etc.
ラブリネスオブパリ（02牝 ＊サンデーサイレンス）２勝，�１勝�

シフルマン（16牡 ＊ハービンジャー）�５勝，都大路Ｓ‐L，若葉Ｓ‐L ３着，関
門橋Ｓ‐OP ２着，関ケ原Ｓ，京橋特別，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，秋風Ｓ，豊栄特別，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，山桜賞２着，下鴨Ｓ３着，etc.
ファビラスボーイ（05牡 ジャングルポケット）３勝，セントポーリア賞，江の島特

別２着，燕特別２着
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，天皇賞（春）‐G1 ５着，白百合Ｓ‐OP ３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）���９勝，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，大
井記念，雲取賞，ハイセイコー記念２着，羽田盃３着

３代母 メルカルMercalle（86 FR芦 Kaldoun）GB・FR８勝，カドラン賞‐G1，
P. Caravelle‐L，P. Panacee‐L，G.P. Inter‐Regional des 3ans‐L ２着，
P. des Federations Regionales‐L ２着，etc.

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

265 ミッドタウンレディ２０２１ �・鹿 ２／１６

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルミッドタウンレディ
＊ Fabulous Dancer

��
��
�ファビラスラフイン黒鹿 2007 Mercalle

3e
Northern Dancer M4×S5×S5

価格： 購買者：



母 ＊シャイニンオーラ（08 USA黒鹿 キングカメハメハ）入着２回
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（10）〕
シャイニンカーラ（13牝青鹿 ヴィクトワールピサ）�２勝�１勝�５勝�入着
ミヤジマミー（14牝黒鹿 ヴィクトワールピサ）１勝
コトブキスフェール（16牝鹿 オルフェーヴル）入着，��入着４回�２勝

２代母 シャイニンルビー（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）４勝，クイーンＣ‐Jpn3，
オーロＣ‐L，桜花賞‐Jpn1 ３着，京成杯オータムＨ‐Jpn3 ２着，エイプリルＳ
‐L ２着，etc.
シャイニンアーサー（07牡 ＊シンボリクリスエス）３勝，葉山特別，八重桜賞，白井

特別３着，隅田川特別３着，八ヶ岳特別３着
アトランティード（10牝 Curlin）１勝

ルクルト（17牡 ＊キングズベスト）�３勝，福島中央ＴＶ杯，会津特別２着，十
日町特別２着

３代母 シャイニンレーサー（91黒鹿 ＊ノーザンテースト）６勝，マーメイドＳ‐Jpn3，
京都牝馬特別‐Jpn3 ２着，ＴＶ愛知ＯＰ‐OP ２着，紅梅賞‐OP ２着，シクラ
メンＳ‐OP ２着，etc.
シャイニンググラス（98牝 ＊サンデーサイレンス）５勝，姫川特別，三面川特別，広

瀬川特別，etc.
シャイニングアレキ（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝，西日本スポーツ杯３着，ゴ

ールデンサドルＴ３着
フェラーリファイブ（03牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，八重桜賞，青嵐賞２着，白

川特別２着，etc.

４代母 ＊ミルレーサー（83 USA鹿 Le Fabuleux）GB・USA２勝，ベルダムＳ‐G1 ４着
［子］ フジキセキ（92牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，朝日杯３歳Ｓ‐Jpn1，弥

生賞‐Jpn2，もみじＳ‐OP，優２牡，種牡馬
［孫］ ノボリディアーナ（10牝 ＊フレンチデピュティ）６勝，府中牝馬Ｓ‐G2，

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

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： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

266 シャイニンオーラ２０２１ 牡・栗 ５／ ８
＊ Kris S.

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� シンボリクリスエス

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

��
��
�シーザリオ鹿 2010 ＊キロフプリミエール

＊

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスシャイニンオーラ ＊サンデーサイレンス

��
��
�シャイニンルビー黒鹿USA 2008 シャイニンレーサー

22d
サンデーサイレンスM3×S4 Hail to Reason S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ターコイズ（15栗 ＊ハードスパン）出走
本馬の他に産駒あり

２代母 ＊アクアリスト（03 GB栗 ＊コロナドズクエスト）不出走
スピリットレイク（10牝 Invincible Spirit）２勝
スモーダリング（12牝 ＊パイロ）３勝

コンバスチョン（19牡 ＊ディスクリートキャット）�３勝，ヒヤシンスＳ‐L，ヤ
マボウシ賞，���入着２回，全日本２歳優駿‐Jpn1 ２着，兵庫ジュニ
アＧＰ‐Jpn2 ２着

ファッショニスタ（14牝 ＊ストリートセンス）５勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３
着，etc.，��３勝，ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1，スパーキングＬＣ‐Jpn3
（２回），ＪＢＣＬクラシック‐Jpn1 ３着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着

ホットミスト（17牝 ＊パイロ）１勝
スピリットワールド（19牡 ＊アメリカンペイトリオット）�１勝

３代母 オイスターキャッチャーOyster Catcher（96 IRE 鹿 Bluebird）IRE３勝，
Belgrave S‐L，コンコルドＳ‐G3 ３着

４代母 ブリッジドBrigid（91 USA栗 Irish River）FR１勝
［子］ ＊リッスン（05牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，フィリーズマイル‐G1，

Balanchine S‐L，モイグレアスタッドＳ‐G1 ２着，etc.
セクオイア Sequoyah（98牝 Sadler's Wells）GB・IRE２勝，モイグレ
アスタッドＳ‐G1，Debutante Fillies S‐L ２着，レイルウェイＳ
‐G3 ３着

［孫］ ヘンリーザナヴィゲイター Henrythenavigator（05 牡 Kingmambo）GB
・FR・IRE・USA６勝，英２０００ギニー‐G1，愛２０００ギニー‐G1，セン
トジェイムズパレスＳ‐G1，etc.，種牡馬

タッチングスピーチ（12牝 ディープインパクト）３勝，ローズＳ‐G2，エ
リザベス女王杯‐G1 ３着，京都記念‐G2 ２着

ゾフェール Zofelle（16 牝 Zoffany）�GB・USA５勝，マーシュアズリ
ヴァーＳ‐G3，Pago Hop S，メイトリアークＳ‐G1 ２着，etc.

販売申込者・所有者： トド岩高原銀河農場物語㈱＝新冠町大狩部 �0146-45-5004
生 産 牧 場： トド岩高原銀河農場物語㈱
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281
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＊

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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystターコイズ
＊

＊コロナドズクエスト

��
��
�アクアリスト栗 2015 Oyster Catcher

9b
Mr. Prospector S4×M5 Nearctic S5×M5

価格： 購買者：



母 マイユクール（08黒鹿 ＊バゴ）３勝，天王寺特別（Ｄ1400）３着，鹿屋特別
（芝 1700）３着
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７）〕
ショーヒデキラ（16牡鹿 ディープブリランテ）�２勝，秩父特別（芝 1600）２着，

鷹巣山特別（芝 1600）３着
ラインガルーダ（17牡鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝，なでしこ賞（Ｄ1400）３着
タイセイサムソン（18牡黒鹿 メイショウサムソン）�３勝，河北新報杯（Ｄ1700）２着
シグルドリーヴァ（19牝黒鹿 ＊マジェスティックウォリアー）�入着３回

２代母 キティーパラダイス（99鹿 ＊パラダイスクリーク）１勝，秋保特別２着
シップウドトウ（05牡 ＊メイショウドトウ）入着，�２勝�４勝��
スターリースカイ（06牝 キングヘイロー）１勝

バンカブルスター（16� トゥザグローリー）��12 勝，コスモバルク記念２着
プレザントスマイル（07牝 ＊タップダンスシチー）�４勝
スランジバール（09牡 ＊ケイムホーム）３勝
マイティウォリアー（10牡 ＊ルールオブロー）１勝

３代母 ハローキティー（88鹿 ＊ラシアンルーブル）３勝，松浜特別３着
リボンストロベリー（97牝 ＊デインヒル）出走

キングスベリー（04牝 キングヘイロー）３勝，雪割草特別，あじさいＳ２着，
伊吹山特別３着，etc.
キングズガード（11牡 ＊シニスターミニスター）８勝，プロキオンＳ‐G3，
エニフＳ‐L，栗東Ｓ‐L，etc.，���入着５回

アイアンブルー（14� ＊プリサイスエンド）��４勝�４勝�８勝，福永洋
一記念２着，大高坂賞，黒潮スプリンターズＣ２着

４代母 ハードエントリー（80鹿 ＊ハードツービート）２勝，湯川特別
［子］ ホリノウイナー（87牡 ニホンピロウイナー）５勝，東京新聞杯‐Jpn3，Ｃ

ＢＣ賞‐Jpn2 ３着，マイルＣｈＳ‐Jpn1 ５着，etc.，�２勝
ハードバップ（93牡 サクラチヨノオー）２勝，太宰府特別２着，牧園特別
２着，吉野ケ里特別３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
生 産 牧 場： ㈲日進牧場
飼 養 者： ㈲日進牧場＝浦河町西幌別 �0146-28-1159
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＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxマイユクール ＊パラダイスクリーク

��
��
�キティーパラダイス黒鹿 2008 ハローキティー

＊アストニシメント 7c
Highclere S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 アズレージョ（14鹿 ＊タートルボウル）２勝
初仔

２代母 アマファソン（07黒鹿 ＊フレンチデピュティ）３勝，君子蘭賞，御室特別２着，
四国新聞杯２着，北野特別２着，大倉山特別２着，etc.
アマーティ（16牝 ルーラーシップ）１勝，サウジアラビアＲＣ‐G3 ３着

３代母 アドマイヤセラヴィ（99青鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
アドマイヤディーノ（03牡 ＊フレンチデピュティ）４勝，ＴＶ山梨杯，ゴールデンサ

ドルＴ，さわらび賞，etc.
ヒカルカザブエ（05牡 ジャングルポケット）４勝，阪神大賞典‐G2 ２着，ＡＲ共和

国杯‐G2 ３着，元町Ｓ，etc.
ラルーチェ（06牝 ＊クロフネ）４勝，ゴールデンブライドルＴ３着

シャインブライト（13� ジャングルポケット）２勝，呼子特別，胎内川特別２着
サトノアリシア（14牝 ＊ハービンジャー）３勝，コスモス賞‐OP，逆瀬川Ｓ，Ｔ

Ｖｈ賞３着
ハッピーユニバンス（12牝 ジャングルポケット）５勝，丹頂Ｓ‐OP ３着，ＴＶｈ賞，

魚沼特別，etc.

４代母 ＊フランクアーギュメント（86 USA黒鹿 Argument）FR・GER・USA３勝，
P. des Tourelles‐L，P. Joubert‐L，フラワーボ－ルＨ‐G1 ２着，ロング
アイランドＨ‐G2 ２着，ロングアイランドＨ‐G2 ３着，etc.
［子］ アドマイヤロード（98牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，万葉Ｓ‐OP，北大

路特別，ロベリア賞，etc.
リンガフランカ（02牝 ＊サンデーサイレンス）１勝，外房特別２着，�１
勝�入着��

５代母 フランカ Franca（76 ITY鹿 ＊ヴアイスリーガル）FR・USA２勝，Las Mad
rinas H３着
［子］ フランクリーパーフェクト Frankly Perfect（85 牡 Perrault）FR・USA

６勝，ハリウッドターフカップ‐G1，サンルイスレイＳ‐G1，ゴール
デンゲイトＨ‐G2，etc.，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲グッドラック・ファーム＝日高町富川東 �01456-2-4333
生 産 牧 場： ㈲グッドラック・ファーム
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

269 アズレージョ２０２１ 牡・鹿 ２／ ３
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

＊ Dyhim Diamond

�
�
�
�
�

��
��

�タートルボウル Clara Bowアズレージョ ＊フレンチデピュティ

��
��
�アマファソン鹿 2014 アドマイヤセラヴィ

＊フランクアーギュメント 11f
Kalamoun S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 プレノタート（09鹿 ジャングルポケット）３勝，フィリーズレビュー‐G2 ３着，
若戸大橋特別（芝 1800），筑後川特別（芝 1800）２着，ノエル賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方－２（３）〕
ココナツクラッシュ（16牡栗 ＊キングズベスト）入着，��２勝
ノーブルブレイド（17牝栗 エピファネイア）���入着４回�１勝

２代母 セクシーココナッツ（01栗 ダンスインザダーク）１勝
ラルティスタ（07牝 ＊マイネルラヴ）３勝，雷光特別

メイショウチタン（17牡 ロードカナロア）�４勝，安土城Ｓ‐L ３着，豊明Ｓ，
舞子特別，２０２０ファイナルＳ２着

パシオンルージュ（08牝 ＊ボストンハーバー）３勝，閃光特別，郡山特別３着，五色
沼特別３着，飛竜特別３着，喜多方特別３着
レンブランサ（15牝 ＊ヘニーヒューズ）２勝，津軽海峡特別，渡島特別２着，�２勝
エスト（16牝 ＊キンシャサノキセキ）３勝，ポプラ特別
ファインルージュ（18牝 キズナ）�３勝，紫苑Ｓ‐G3，フェアリーＳ‐G3，秋

華賞‐G1 ２着，ヴィクトリアマイル‐G1 ２着，桜花賞‐G1 ３着，etc.
ザラストロ（10牡 ＊ホワイトマズル）２勝，新潟２歳Ｓ‐G3
リファインド（11牝 ＊オペラハウス）出走

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

ジュラーレ（13牝 ジャングルポケット）１勝

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

‐Jpn2 ２着，グレイトフルＳ２着，etc.

４代母 ＊ゲートドクール（87 IRE 鹿 Lomond）FR２勝
［孫］ ノーヴァレンダ（16牡 ダイワメジャー）２勝，���４勝�	入着２回，

全日本２歳優駿‐Jpn1，ダイオライト記念‐Jpn2，佐賀記念‐Jpn3
３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈲松田牧場＝新ひだか町静内豊畑 �0146-46-2407
生 産 牧 場： ㈲松田牧場
飼 養 者： ㈱愛知ステーブル＝浦河町堺町西 �0146-22-1733

270 プレノタート２０２１ �・鹿 ３／１０

＊

＊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

＊トニービン

�
�
�
�
�

��
��

�ジャングルポケット ＊ダンスチャーマープレノタート ダンスインザダーク

��
��
�セクシーココナッツ鹿 2009 ＊ココパシオン

4r
サンデーサイレンス S3×M4 Featherhill S3×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊ホウホウ（10 IRE 黒鹿 Dylan Thomas）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
キタノオーシャン（18牡鹿 ダイワメジャー）��２勝�入着

２代母 ベッラヴィテッサBella Vitessa（92 IRE 鹿 Thatching）GB出走
＊ツクバノーヴァ（98牡 ＊デインヒル）入着，�４勝�１勝�
ロスザボスRos The Boss（99 牝 ＊デインヒル）GB２勝

ケイトザグレイトKate The Great（06 牝 ＊ザール）GB１勝
イースタンインパクト Eastern Impact（11� Bahamian Bounty）GB・I
RE・UAE６勝，ベンゴーフＳ‐G3，Queensferry S‐L，ジュライＣ
‐G1 ３着，フィーニクススプリントＳ‐G3 ２着，Queensferry S
‐L ３着，etc.

ミスケイティメイMiss Katie Mae（13牝 Dark Angel）IRE・USA・CA
N２勝，Alywow S，アングルシーＳ‐G3 ２着，Christiecat S
２着，Unzip Me S２着，Blenheim S‐L ３着

サマーガンド Summerghand（14� Lope de Vega）�GB・IRE・UAE1
3 勝，アバーナントＳ‐G3，Hopeful S‐L，Hopeful S‐L ２着，
ルネサンスＳ‐G3 ３着

アルサルワAlsalwa（07牝 Nayef）IRE２勝
アナザータッチ Another Touch（13� Arcano）�GB・UAE８勝，Po
mfret S‐L，Doncaster Mile‐L ３着，Ganton S‐L ３着

イエフディ Yehudi（02 牡 Sadler's Wells）FR・IRE２勝，Eyrefield S‐L，ク
リテリヨムドサンクルー‐G1 ２着，種牡馬

＊モンピュア（06牝 Montjeu）入着２回，�３勝�２勝�入着�
＊ベルエアメイダン（09牝 Shamardal）入着，�２勝	


３代母 バークレアBurghclere（77 GB鹿 Busted）GB１勝

４代母 ハイクレア Highclere（71 GB鹿 Queen's Hussar）GB・FR３勝，仏オーク
ス‐G1，英１０００ギニー‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1 ２着，Prin
cess Margaret S２着

販売申込者・所有者： ㈲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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＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

＊

ディラントマス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Dylan Thomas Lagrionホウホウ ベッラヴィテッサ Thatching

��
��
�Bella Vitessa黒鹿IRE 2010 Burghclere

2f
Sharpen Up S5×M5 Forli S5×M5

価格： 購買者：



母 フロイラインシチー（12鹿 ＊フレンチデピュティ）�５勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
ダイシンビルギニス（18牡黒鹿 ＊パイロ）�出走，�２勝

２代母 ＊ゴールドプライシズライジング（01 USA黒鹿 Touch Gold）USA２勝
アルスフリーゲン（06牡 ダンスインザダーク）入着４回，�２勝
カワキタシュテルン（07牡 ＊マリエンバード）１勝
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，初夢Ｓ，麒麟

山特別，etc.，�入着��，佐賀記念‐Jpn3 ２着，川崎記念‐Jpn1 ４着
ウォーターカリブ（09牝 ＊ファルブラヴ）入着４回，�３勝
サンドフレイバー（10牡 ＊クロフネ）��５勝
ゴールドキセキ（11牡 フジキセキ）１勝
リバーサイドパーク（13牝 アドマイヤムーン）入着７回，�１勝�２勝��入着２回
ブルービューティ（15牝 ゼンノロブロイ）１勝
ゼットオラシオン（16牡 ＊エンパイアメーカー）�１勝��入着４回
ゴールドロジャー（17牡 ダノンシャンティ）��２勝���

３代母 ＊インディボールド（96 USA鹿 A.P. Indy）不出走

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
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

販売申込者・所有者： ㈲飛野牧場＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-4070
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

272 フロイラインシチー２０２１ 牡・鹿 ２／２６

＊

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

＊ Deputy Minister

�
�
�
�
�

��
��

�フレンチデピュティ Mitterandフロイラインシチー
＊ Touch Gold

��
��
�ゴールドプライシズライジング鹿 2012 ＊インディボールド

2b
A.P. Indy S3×M4 Deputy Minister M3×S4×M4

価格： 購買者：



母 ディリジェンテ（12栗 ステイゴールド）２勝，ホンコンＪＣＴ（芝 2000）２着
〔産駒馬名登録数：１〕
テーオーノブレス（19牝栗 ＊ハービンジャー）�未出走

２代母 トップモーション（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）入着
トゥルーモーション（11牝 ゼンノロブロイ）��３勝�
モートゥス（15牡 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� ハーツクライ）�４勝，三方ヶ原Ｓ，八代特別
レッドヴェロシティ（18牡 ワールドエース）�３勝，青葉賞‐G2 ３着，陣馬特別，

水仙賞，箱根特別２着，グッドラックＨ２着，etc.

３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，etc.
レジェンドセラー（14� ルーラーシップ）４勝，芙蓉Ｓ‐LR ２着，オリオンＳ，

横津岳特別，etc.，�１勝
テンバガー（18牡 モーリス）�２勝，京成杯‐G3 ３着，隅田川特別３着，中京

日経賞３着，etc.
アドマイヤメイン（03牡 ＊サンデーサイレンス）４勝，青葉賞‐Jpn2，毎日杯

‐Jpn3，日本ダービー‐Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
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，etc.
ミトノマルーン（16牡 ロードカナロア）�３勝，美浦Ｓ２着，両国特別２着，賢島

特別２着，etc.

４代母 ＊アサーション（87 GB鹿 Assert）IRE１勝，愛オークス‐G1 ３着
［孫］ 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
アドマイヤブルー（09牡 キングカメハメハ）４勝，ホープフルＳ‐LR，京
成杯‐G3 ３着，名古屋城Ｓ，etc.

販売申込者・所有者： ㈲ムラカミファーム＝新冠町朝日 �090-1529-2077
生 産 牧 場： ㈲ムラカミファーム
飼 養 者： 山岸ステーブル＝新冠町朝日 �090-6699-0027

273 ディリジェンテ２０２１ �・栗 ３／１７

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュディリジェンテ ＊シンボリクリスエス

��
��
�トップモーション栗 2012 プロモーション

＊アサーション 13a
５代までにクロスなし

価格： 購買者：



母 ＊ブロッサムレーン（11 GB栗 New Approach）GB入着
〔産駒馬名登録数：４〕

２代母 モントゥラニMonturani（99 IRE 鹿 Indian Ridge）GB・FR・IRE・ITY３
勝，ブランドフォードＳ‐G2，Newbury Fillies' Trial S‐L，Swinley S‐L，
ウィンザーフォレストＳ‐G2 ２着，フィユドレール賞‐G3 ２着，etc.
アイシンクベスト Ithinkbest（06� ＊キングズベスト）GB・IRE２勝
モンテフィノMontefino（08牝 Shamardal）不出走

パースリー Parsley（12 牝 Zebedee）GB・FR３勝，ファースオヴクライドＳ
‐G3 ２着，Empress S‐L ２着，St. Hugh's S‐L ３着

アンダムチャーチョ Anda Muchacho（14牡 Helmet）ITY10 勝，ローマ賞
‐G2，ヴィットリオディカプア賞‐G2，伊２０００ギニー‐G3，カルロヴィッ
タディーニ賞‐G3，ピアッツァーレ賞‐G3（２回），etc.

メリーヴェイルMerry Vale（16 牝 Intello）GB１勝

３代母 メッゾジョルノMezzogiorno（93 GB鹿 Unfuwain）GB・FR２勝，Newbu
ry Fillies' Trial S‐L，英オークス‐G1 ３着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
モナヴァンナMonnavanna（98牝 Machiavellian）GB・FR・USA３勝，P. Am

andine‐L，Pontefract Flying Fillies S‐L，セーネオワーズ賞‐G3 ２着，etc.
ミルスプリングズMill Springs（12 牝 Shirocco）GB２勝，Noel Murless S‐L

４代母 エギュAigue（86 GB鹿 High Top）GB２勝
［孫］ ブラダヴァ Blhadawa（11牝 Iffraaj）GB・IRE３勝，Cecil Frail S‐L

ラウレンティナ Laurentina（04牝 Cadeaux Genereux）GB２勝，Co
nqueror S‐L ３着，Montrose S‐L ３着

ライジングタレント Rising Talent（99 牡 Bering）FR９勝，P. de Pont
arme‐L ３着

［曾孫］ フレイミングムーン Flaming Moon（17� Born To Sea）�IRE２勝，
Listowel S‐L ３着

５代母 チェチーリアビアンキCecilia Bianchi（74 FR鹿 Petingo）ITY５勝
［孫］ ガイドGuide（90� Local Suitor）FR・USA６勝，デルマーダービー

‐G2，P. de Pontarme‐L，ベイメドーズダービー‐G3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �01456-7-2277
生 産 牧 場： クラウン日高牧場
飼 養 者： ㈱クラウン＝日高町豊郷 �01456-7-2277

274 ブロッサムレーン２０２１ 牡・栗 ４／ ７

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊

ニューアプローチ Galileo

�
�
�
�
�

��
��

�New Approach Park Expressブロッサムレーン モントゥラニ Indian Ridge

��
��
�Monturani栗GB 2011 Mezzogiorno

1t
Ahonoora M4×M4 Northern Dancer S5×M5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アブソルートリー（07 AUS鹿 Redoute's Choice）AUS１勝，ＡＴＣオーストラ
リアンオークス‐G1，ＳＡＪＣオーストラレシアンオークス‐G1 ２着，ムーニー
ヴァリーフィリーズクラシック‐G2 ３着，MVRC Alexandra S‐L ２着，Ｓ
ＡＪＣオーラリアＳ‐G3 ３着
〔産駒馬名登録数：２〕
メルヴィル（19牝鹿 ミッキーアイル）�入着４回
フミサウンド（20牡黒鹿 ジャスタウェイ）�未出走

２代母 カトシャーンCatshaan（99 AUS鹿 Catrail）AUS４勝
ストリートシンガー Street Singer（05� Mossman）AUS５勝
ライフインアメトロ Life In A Metro（09 牝 Fastnet Rock）AUS１勝

クァンタムメカニックQuantumMechanic（16 牝 Deep Field）�AUS４勝，
ＭＶＲＣダイアモンドジュビリーＳ‐G2，ＡＴＣクイーンオヴザターフ
Ｓ‐G1 ３着，ＡＴＣイマンシペイションＳ‐G2 ３着，ＭＶＲＣＷＨスト
ックスＳ‐G2 ３着，ＭＲＣサモンドＳ‐G3 ２着，etc.

マウントプレザントMount Pleasant（17 牡 Vancouver）�SAF４勝，ジョバ
ーグスプリングチャレンジ‐G2，サウスアフリカンナーサリー‐G2，In
Full Flight H‐L ３着

ザハントイズオンThe Hunt Is On（11牝 Manhattan Rain）AUS入着３回
ミッドライフクライシスMidlife Crisis（18 牡 Wootton Bassett）�FR２勝，

P. Luthier‐L ２着
＊アビーマリー（12牝 Redoute's Choice）AUS３勝，ＳＡＪＣオーストラレシアン

オークス‐G1，ＭＶＲＣジョンＦフィーハンＳ‐G2 ２着
ラナウェイ Runaway（14� Manhattan Rain）�AUS５勝，ＧＲＣジャロングＣ

‐G3，VRC St. Leger‐L，ＳＡＪＣＳＡダービー‐G1 ３着，AUS障害２勝

３代母 ＊ケルトシャーン（94 USA鹿 Pleasant Colony）不出走
＊キンシャサノキセキ（03牡 フジキセキ）12勝，高松宮記念‐G1（２回），阪神Ｃ‐G2

（２回），スワンＳ‐G2，etc.，優短距，種牡馬

販売申込者・所有者： ㈱ＭＫアセット＝東京都港区 �090-8892-6144
生 産 牧 場： ㈱田端牧場
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

275 アブソルートリー２０２１ �・鹿 ４／ ８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊

ルドゥーテズチョイス ＊デインヒル

�
�
�
�
�

��
��

�Redoute's Choice Shantha's Choiceアブソルートリー カトシャーン Catrail

��
��
�Catshaan鹿AUS 2007 ＊ケルトシャーン

14
Lyphard S5×M5 His Majesty M5×M5

価格： 購買者：



母 パクスアジアーナ（15鹿 ＊ノヴェリスト）不出走
〔産駒馬名登録数：１〕
シゲルペガサス（19牡鹿 ダイワメジャー）��入着６回

２代母 ＊マシュール（03 USA鹿 Giant's Causeway）不出走
ナリタムーンライト（08牡 アグネスタキオン）１勝
セシリア（09牝 アグネスタキオン）２勝

セントセシリア（16牝 ＊ハービンジャー）２勝，羊ヶ丘特別３着
ワールドリバイバル（18牡 エピファネイア）�２勝，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

‐G3 ２着，あすなろ賞
センセーション（11牝 ゼンノロブロイ）３勝，仲春特別，マカオＪＣＴ，御室特別

２着，猪名川特別３着

３代母 ＊ヴェイルオブアヴァロン（97 USA鹿 ＊サンダーガルチ）GB・FR・USA７勝，
ドラローズＨ‐G3，Solo Haina H，ギャラクシーＳ‐G2 ３着，Fortune S
‐L ２着，Sceptre S‐L ２着，etc.
リルダヴァル（07牡 アグネスタキオン）６勝，都大路Ｓ‐L，カシオペアＳ‐L，ＮＨ

ＫマイルＣ‐G1 ３着，etc.
ヴォルシェーブ（11牡 ネオユニヴァース）６勝，メトロポリタンＳ‐L，目黒記念

‐G2 ２着，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，etc.

４代母 ＊ウインドインハーヘア（91 IRE 鹿 Alzao）GB・IRE・GER３勝，アラルポカ
ル‐G1，Newbury Fillies' Trial S‐L，Pretty Polly S‐L，英オークス‐G1
２着，ヨークシャーオークス‐G1 ３着
［子］ ディープインパクト（02牡 ＊サンデーサイレンス）12勝，ジャパンＣ‐G1，

宝塚記念‐G1，日本ダービー‐Jpn1，etc.，年代表（2回），優３牡，
優古牡，種牡馬

ブラックタイド（01牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，スプリングＳ‐Jpn2，
きさらぎ賞‐Jpn3 ２着，都大路Ｓ‐L ２着，etc.，種牡馬

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

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

276 パクスアジアーナ２０２１ 牡・黒鹿 ２／２６
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� 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

＊ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�ノヴェリスト Night Lagoonパクスアジアーナ
＊ Giant's Causeway

��
��
�マシュール鹿 2015 ＊ヴェイルオブアヴァロン

2f
ウインドインハーヘアS3×M4 Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 イオス（07鹿 ＊バゴ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－４（５），地方－１（４）〕
ラララルジェス（13牝鹿 ＊ファルブラヴ）１勝
エピキュリアン（15�鹿 ルーラーシップ）１勝
ダヴォス（16牝黒鹿 ＊シニスターミニスター）��４勝
コミカライズ（17牝青鹿 ＊ノヴェリスト）�１勝
ララマカロン（18牝鹿 ロードカナロア）�２勝
アカカブト（20牝鹿 リオンディーズ）�未出走

２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，松島特別，２０１７ＷＡＳＪ第２戦２着，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，両国特別２着，稲村ヶ崎特別２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，ＪＢＣＬクラシッ
ク‐Jpn1 ３着，Ｌプレリュード‐Jpn2 ２着，etc.

グランドバローズ（13� ＊ワークフォース）１勝，��３勝��

３代母 ＊フロムビヨンド（91 GB栗 Kris）GB・FR２勝，P. Vulcain‐L

４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
［子］ エンシューズド Enthused（98牝 Seeking the Gold）GB３勝，ローザーＳ

‐G2，プリンセスマーガレットＳ‐G3，チェリーヒントンＳ‐G2 ２着
［孫］ イナーラ Inara（11 牝 Trippi）SAF８勝，エンプレスクラブＳ‐G1，ガー

デンプロヴィンスＳ‐G1，マジョルカＳ‐G1（２回），etc.
マデイラミストMadeira Mist（99 牝 Grand Lodge）IRE・USA８勝，ダ
ンススマートリーＨ‐G3，Endeavour S‐L，Quill S，etc.

販売申込者・所有者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955
生 産 牧 場： ㈲新冠橋本牧場
飼 養 者： ㈲新冠橋本牧場＝新冠町東泊津 �090-9529-0955

277 イオス２０２１ �・鹿 ３／１０
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

＊ Nashwan

�
�
�
�
�

��
��

�バゴ Moonlight's Boxイオス ＊サンデーサイレンス

��
��
�チューニー鹿 2007 ＊フロムビヨンド

4m
Mr. Prospector S4×M5 Nureyev M4×S5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 カーヴィシャス（10黒鹿 ＊シンボリクリスエス）入着，��２勝
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（８）〕
アンダープロミス（16牡黒鹿 ロジユニヴァース）２勝，���３勝
ネオアンビシャス（17牝青鹿 ネオユニヴァース）���３勝�２勝
パラノイド（18牝鹿 ＊ヘニーヒューズ）�２勝
ソニンクヴァース（19牝鹿 ロジユニヴァース）�入着

２代母 モンローブロンド（02青 アドマイヤベガ）４勝，ファンタジーＳ‐Jpn3 ２着，
佐世保Ｓ，西日本スポーツ杯，りんどう賞，ユートピアＳ３着
ビキニブロンド（09牝 キングカメハメハ）４勝，フィリピンＴ，芦屋川特別，トリ

トンＳ２着，彦根Ｓ２着，出石特別３着，etc.
サーブルオール（13牡 ＊ハービンジャー）５勝，アンドロメダＳ‐L ２着，東風Ｓ‐L

３着，美浦Ｓ，黄梅賞，etc.，障害２勝，阪神ジャンプＳ‐JG3 ２着，etc.
サンラモンバレー（15牡 ロードカナロア）�３勝，三年坂特別，千両賞，清水Ｓ３着
ソニックベガ（17牝 ルーラーシップ）�３勝，太宰府特別，あずさ賞，高千穂特別

２着，三木特別２着
ジャンカズマ（18牡 ＊ハービンジャー）�２勝，ジュニアＣ‐L ２着，クローバー賞

‐OP ３着

３代母 ＊ソニンク（96 GB黒鹿 Machiavellian）不出走
アコースティクス（01牝 Cape Cross）不出走

ロジユニヴァース（06牡 ネオユニヴァース）５勝，日本ダービー‐Jpn1，弥生
賞‐Jpn2，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ‐Jpn3，etc.，優３牡，種牡馬

ライツェント（07牝 スペシャルウィーク）入着
ディアドラ（14牝 ＊ハービンジャー）７勝，秋華賞‐G1，アイルランドＴ府中牝

馬Ｓ‐G2，etc.，GB・FR・IRE・UAE・HKG・SAU・BHR１勝，英ナッ
ソーＳ‐G1，etc.

ノーザンリバー（08牡 アグネスタキオン）６勝，カペラＳ‐G3，etc.，��４勝�
�入着２回，さきたま杯‐Jpn2（２回），東京盃‐Jpn2，etc.，種牡馬

４代母 ソニックレイディ Sonic Lady（83 USA鹿 Nureyev）GB・FR・IRE・USA
８勝，愛１０００ギニー‐G1，ムーランドロンシャン賞‐G1，サセックスＳ‐G1，コ
ロネイションＳ‐G2，チャイルドＳ‐G2，etc.

販売申込者・所有者： ㈲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

278 カーヴィシャス２０２１ �・鹿 ３／ ６
Kingmambo

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayカーヴィシャス アドマイヤベガ

��
��
�モンローブロンド黒鹿 2010 ＊ソニンク

B3
Mr. Prospector S4×M5 サンデーサイレンス S4×M4 Nureyev S5×M5

価格： 購買者：



母 ネオフェリーク（07芦 キングカメハメハ）���入着９回
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－３（15）〕
ネオヴァモス（13�鹿 ＊キンシャサノキセキ）�５勝
ネオヴァヴェル（14�芦 ＊キンシャサノキセキ）��４勝
ネオシャンドマルス（15牡芦 ネオヴァンドーム）��１勝�３勝�２勝�入着
テキーラサンライズ（19牝青鹿 ウインバリアシオン）�出走

２代母 ＊オーベルゲイド（96 FR芦 Kaldoun）FR２勝，P. Rose deMai‐L，ポモー
ヌ賞‐G2 ３着，ペネロープ賞‐G3 ２着，P. Joubert‐L ３着
グッドネイバー（02牡 ＊サンデーサイレンス）３勝，若葉Ｓ‐L ３着，すみれＳ‐OP

２着，赤倉特別３着，北野特別３着，小牧特別３着，etc.
オーソリティバイオ（04牡 ＊フレンチデピュティ）２勝
プラチナベール（05牝 アグネスタキオン）出走

ウェディングベール（15牝 ＊タートルボウル）２勝，栗子特別２着
カルカソンヌ（06牡 ＊シンボリクリスエス）２勝，夏木立賞，フリージア賞２着
ラレッサングル（13牝 キングカメハメハ）入着 12回，汐留特別２着，�３勝�

３代母 アンナエドAnna Edes（85 FR鹿 Fabulous Dancer）FR入着
アバティアール Abbatiale（95 牝 Kaldoun）FR３勝，ペネロープ賞‐G3，P. Ros

e deMai‐L，仏オークス‐G1 ２着
ビウィッチト Bewitched（07牝 Dansili）GB・FR・IRE・CAN８勝，バリー

コーラスＳ‐G3，ルネサンスＳ‐G3（２回），ベンゴーフＳ‐G3，etc.
アンナデエスAnna Deesse（03 牝 Anabaa）不出走

シンギングバード Singing Bird（09 牝 Excellent Art）IRE１勝，ミンストレル
Ｓ‐G3 ２着

アルタアンナAlta Anna（05牝 Anabaa）不出走
サザンフランス Southern France（15� Galileo）�GB・IRE・AUS４勝，ＭＲ

Ｃサンダウンクラシック‐G2，バリーカレンＳ‐G3，Yeats S‐L，etc.
ボリショイバレエ Bolshoi Ballet（18 牡 Galileo）�GB・FR・IRE・USA・H

KG４勝，ベルモントダービー‐G1，愛ダービートライアルＳ‐G3，バリ
ーサックスＳ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲ヤマイチ牧場＝むかわ町穂別和泉 �0145-45-2938
生 産 牧 場： ㈲ヤマイチ牧場
飼 養 者： クラックステーブル＝新冠町万世 �090-3748-5832

279 ネオフェリーク２０２１ 牡・芦 ５／１４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアシルバーステート
＊ Silver Hawk

��
��
�シルヴァースカヤ青鹿 2013 Boubskaia

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスネオフェリーク
＊ Kaldoun

��
��
�オーベルゲイド芦 2007 Anna Edes

8f
Hail to Reason S5×S5

価格： 購買者：



母 ジュモートリステ（12栗 ＊ハービンジャー）入着２回
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
グランディオサ（18牝鹿 ロードカナロア）��１勝
ウルテ（19牡栗 ドゥラメンテ）�入着

２代母 ビスクドール（98栗 ＊サンデーサイレンス）入着
アイスドール（03牝 ＊キャプテンスティーヴ）６勝，エニフＳ‐L，オアシスＳ‐L ３

着，紫苑Ｓ‐L ３着，花園Ｓ，etc.，��入着，クイーン賞‐Jpn3 ３着
アイスジャイアント（19牡 ＊ダンカーク）�１勝，�１勝���，ＪＢＣ２歳優駿‐Jpn3

レースドール（04牝 ＊クロフネ）２勝，ひいらぎ賞３着
ドリームローズ（05牝 サクラバクシンオー）１勝，矢車賞３着
ジュモー（06牝 タニノギムレット）３勝

プロフェット（13� ＊ハービンジャー）２勝，京成杯‐G3，札幌２歳Ｓ‐G3 ２
着，白富士Ｓ‐L ３着，ＴＶｈ賞２着，関門橋Ｓ２着，etc.

クラージュゲリエ（16牡 キングカメハメハ）２勝，Ｒ－ＮＩＫＫＥＩ杯京都２
歳Ｓ‐G3，日経新春杯‐G2 ３着，アンドロメダＳ‐L ２着，共同通信杯
‐G3 ３着，札幌２歳Ｓ‐G3 ３着，etc.

バトードール（07牡 ＊クロフネ）３勝，ユニコーンＳ‐G3 ２着，端午Ｓ‐OP，etc.，
��２勝，ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，報知ＧＰＣ，報知オールスタ
ーＣ２着，etc.

オウケンビリーヴ（13牝 ＊クロフネ）５勝，陽春Ｓ，大山崎特別，etc.，�１勝��
入着２回，クラスターＣ‐Jpn3，テレ玉杯オーバルＳ‐Jpn3 ２着，スパーキ
ングＬＣ‐Jpn3 ２着

３代母 ＊フェアリードール（91 USA栗 Nureyev）GB出走
トゥザヴィクトリー（96牝 ＊サンデーサイレンス）６勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，

サンスポ阪神牝馬特別‐Jpn2，府中牝馬Ｓ‐Jpn3，etc.，UAE入着，優古牝
サイレントディール（00牡 ＊サンデーサイレンス）６勝，武蔵野Ｓ‐G3，シンザン記

念‐Jpn3，etc.，�１勝��入着	，佐賀記念‐Jpn3，etc.，種牡馬

４代母 ドリームディールDream Deal（86 USA栗 Sharpen Up）USA４勝，モンマ
スオークス‐G1，ガゼルＨ‐G1 ２着，アラバマＳ‐G1 ３着，Revidere S２着

販売申込者・所有者： ㈲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

280 ジュモートリステ２０２１ �・栗 ３／２６

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊ Dansili

�
�
�
�
�

��
��

�ハービンジャー Penang Pearlジュモートリステ ＊サンデーサイレンス

��
��
�ビスクドール栗 2012 ＊フェアリードール

9f
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ベストフューチャー（07青 ＊ロージズインメイ）出走
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－４（11），地方－３（５）〕
レッツゴースター（12牡栗 ダイワメジャー）３勝，両津湾特別（Ｄ1800），伊達特

別（Ｄ1700）
ブレイジングサン（13牡黒鹿 ＊ファスリエフ）２勝
マイネルオットー（14牡黒鹿 ＊アグネスデジタル）�１勝��
ヴィジョンオブラヴ（15牡青鹿 キングヘイロー）�３勝，竹田城Ｓ（Ｄ2000）２着，

丹沢Ｓ（Ｄ2100）２着，春光Ｓ（Ｄ2100）３着
オトメザミッキー（16牝青鹿 ブラックタイド）��３勝
ハクアイブラック（17牡黒鹿 カレンブラックヒル）３勝，噴火湾特別（Ｄ1000），

釜山Ｓ（Ｄ1000）３着，���１勝
ベアエクセレント（20牝黒鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 オリミツキネン（94栗 ＊ジヤツジアンジエルーチ）��８勝
アジュディミツオー（01牡 ＊アジュディケーティング）��10 勝，東京大賞典‐Jpn1
（２回），帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1，かしわ記念‐Jpn1，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1 ２着，etc.，ＮＡＲ優３歳，ＮＡＲ年代表（2回），ＮＡＲ優古馬（2回），種牡馬

ドリームマイスター（05牡 ＊アジュディケーティング）４勝，中ノ岳特別３着，障害１勝
アースワンハート（06牡 ＊アジュディケーティング）３勝
スマートパンドラ（10牝 キングヘイロー）１勝，��１勝

スマートラビリンス（17牝 スマートファルコン）１勝
ララエクラテール（12牡 ステイゴールド）４勝，札幌日刊スポーツ杯，金山特別，

淡路特別２着，白鷺特別２着，北海道１５０年記念３着，etc.

３代母 ウサロマン（78栃栗 ＊トンピオン）１勝
ソウイチクラウンド（85牡 ＊クラウンドプリンス）２勝，加古川特別３着，山城特別３着
エビスリベロ（91牡 ＊プルラリズム）３勝，伊良湖特別２着，濃尾特別３着，�６勝�

４代母 ビートフラワー（69栃栗 ＊ネヴアービート）��６勝
［子］ マルシュウシャトー（80牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，渥美特別

アカギタタン（75牡 ＊ロイヤルタタン）�	��
�22 勝，高崎大賞典，
師走特別，北関東優駿，etc.

販売申込者・所有者： ㈲佐藤牧場＝新冠町東川 �0146-47-6768
生 産 牧 場： ㈲佐藤牧場
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

281 ベストフューチャー２０２１ 牡・鹿 ４／２７

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊ Devil His Due

�
�
�
�
�

��
��

�ロージズインメイ Tell a Secretベストフューチャー ＊ジヤツジアンジエルーチ

��
��
�オリミツキネン青 2007 ウサロマン

＊フラストレート 1b
Mr. Prospector S4×S5 Numbered Account S5×S5

価格： 購買者：



母 ムーンエクスプレス（12鹿 アドマイヤムーン）５勝，フィリーズレビュー‐G2 ３
着，阪神ジュベナイルフィリーズ‐G1 ４着，石清水Ｓ（芝 1400），猪名川特別
（芝 1400），サンクフルＨ（芝 1600），etc.
〔産駒馬名登録数：１〕
ベガエクスプレス（19牝黒鹿 ジャスタウェイ）�出走

２代母 アモーレペガサス（99鹿 メジロライアン）１勝
グローリーソング（04牡 ＊カコイーシーズ）�２勝�１勝��３勝，東京湾Ｃ２着，

若駒賞
ペガサスビーム（05牝 ＊アグネスデジタル）�２勝�４勝
コウギョウダグラス（07牡 スターリングローズ）��13 勝�１勝�，フジノウェー

ブ記念３着，大淀川賞２着，水無月賞２着，遠賀川賞２着，鏡山賞２着，etc.
ヨハネジュニア（08牡 ＊デビッドジュニア）�４勝
シルバーペガサス（10牡 ＊グラスワンダー）�10 勝
クロスクランチ（11牡 ＊サウスヴィグラス）��５勝
レーヌビクトリア（15牝 スターリングローズ）入着，��２勝�
ハヤブサヴィーナス（16牝 アドマイヤムーン）�１勝
エコロペガサス（18牝 アドマイヤムーン）��入着６回�１勝�１勝�

３代母 ＊ロビースレインボウ（91 GB鹿 RainbowQuest）GB１勝
コスモサンビーム（01牡 ＊ザグレブ）５勝，朝日杯フューチュリティＳ‐Jpn1，スワ

ンＳ‐Jpn2，京王杯２歳Ｓ‐Jpn2，etc.，優２牡
エイシンイチリン（04牝 フジキセキ）２勝，君子蘭賞，雪割草特別２着
デジタルキャッシュ（05牡 ＊アグネスデジタル）４勝，姫路特別

４代母 メアリーマーティンMary Martin（83 IRE 栗 Be My Guest）不出走
［子］ マリーナパークMarina Park（90 牝 Local Suitor）GB・FR・IRE・US

A・HKG８勝，ラスシエネガスＨ‐G3，プリンセスマーガレットＳ
‐G3，Pine Tree Lane H‐L，etc.

［孫］ ナリームNareem（94牝 Polar Falcon）SAF３勝，Eastern Province B
reeders' S‐L ２着

販売申込者・所有者： 坂牧場＝日高町美原 �01456-5-2857
生 産 牧 場： 坂牧場
飼 養 者： 三橋ステーブル＝むかわ町米原 �080-6079-0954

282 ムーンエクスプレス２０２１ 牡・鹿 ４／２０

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊エンドスウィープ

�
�
�
�
�

��
��

�アドマイヤムーン マイケイティーズムーンエクスプレス メジロライアン

��
��
�アモーレペガサス鹿 2012 ＊ロビースレインボウ

1h
Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 ウィンクルム（17芦 キズナ）不出走
初仔

２代母 ブランシュネージュ（02芦 サクラバクシンオー）４勝，みちのく特別，下北半
島特別，須賀川特別，立待岬特別２着
ブランドモルジュ（09牝 ハーツクライ）�１勝�入着
ヴァイサーリッター（11牡 デュランダル）４勝，ＨＢＣ賞，立待岬特別，帆柱山特

別２着，おおぞら特別２着，浜松Ｓ３着，�入着２回�
ビアンカ（12牝 ＊スニッツェル）�１勝��１勝
ノーティインパクト（14牡 ディープブリランテ）��２勝
グリム（15牡 ゼンノロブロイ）４勝，レパードＳ‐G3，etc.，��出走�２勝�１

勝�１勝��入着，白山大賞典‐Jpn3（２回），マーキュリーＣ‐Jpn3，名古屋
大賞典‐Jpn3，浦和記念‐Jpn2 ２着，etc.

コパノカーネル（16	 ゼンノロブロイ）�７勝��１勝

３代母 ＊フックライン（93 GB芦 ＊シャーディー）FR１勝，P. Caravelle‐L ２着
ミチノクレット（01牝 ＊ティンバーカントリー）�８勝��
，白菊賞

コミュニティ（10牡 ＊ブライアンズタイム）�24 勝，あすなろ賞（２回），一條記
念みちのく大賞典，桐花賞，etc.

マイネルサラン（05牡 ＊マイネルラヴ）２勝，小野川湖特別２着
カネトシパサージュ（07牡 ゼンノロブロイ）３勝，むらさき賞２着，須磨特別２着，

ドンカスターＣ２着，etc.
ナイトブルーミング（10牝 リンカーン）１勝，十勝岳特別２着，遊楽部特別３着，

�１勝�５勝��
オープンベルト（11牝 サムライハート）
３勝��２勝�２勝�２勝�，園田クイ

ーンセレクション２着，兵庫若駒賞２着
スターフジサン（19牝 フリオーソ）��３勝�入着，金沢シンデレラＣ２着，

若草賞３着，金沢ヤングＣｈ３着，etc.

４代母 フックトビッドHooked Bid（83 CAN芦 Spectacular Bid）GB１勝
［子］ マジカルミスMagical Miss（98 牝 ＊デインヒル）AUS４勝，ＭＲＣ１０００

ギニー‐G1，ＶＲＣオークス‐G1，ＭＲＣメムシーＳ‐G2，etc.

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

283 ウィンクルム２０２１ 牡・芦 ３／ ５

＊

ジオポンティ Tale of the Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Gio Ponti

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

��
��
�EltimaasUSA 鹿 2013 Najecam

ディープインパクト

�
�
�
�
�

��
��

�キズナ ＊キャットクイルウィンクルム サクラバクシンオー

��
��
�ブランシュネージュ芦 2017 ＊フックライン

17b
Storm Cat S4×M4

価格： 購買者：



母 ギャラクシーハニー（16栗 スクリーンヒーロー）出走
初仔

２代母 シルクユニバーサル（01鹿 ＊ブライアンズタイム）２勝
シルクコスモス（07� ＊チーフベアハート）２勝，�１勝�入着
ヴァールハイト（11牝 ゼンノロブロイ）１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，ステイヤーズＳ‐G2 ３着（２回），日
経新春杯‐G2 ３着，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ＮＩＫ
ＫＥＩ賞‐G3，ディセンバーＳ‐L，ＡＲ共和国杯‐G2 ３着，早苗賞

ヴェルトゥアル（15牡 スマートファルコン）１勝

３代母 ＊トロピカルサウンドⅡ（87 CAN鹿 Fappiano）USA３勝，Canadian Oaks
‐LR ３着，Princess Elizabeth S‐LR ３着，Rolling Meadows S３着

４代母 パシフィックプリンセス Pacific Princess（73 USA鹿 Damascus）USA７
勝，デラウェアオークス‐G1，ヘムステッドＨ‐G2，メイトロンＳ‐G1 ２着，マ
スケットＨ‐G2 ２着，ガゼルＨ‐G2 ２着，etc.
［孫］ キズナ（10牡 ディープインパクト）６勝，日本ダービー‐G1，産経大阪杯

‐G2，京都新聞杯‐G2，etc.，FR１勝，優３牡，種牡馬
ナリタブライアン（91牡 ＊ブライアンズタイム）12勝，日本ダービー‐Jpn1，
有馬記念‐Jpn1，皐月賞‐Jpn1，etc.，優２牡，年代表，優３牡，種牡馬

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

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

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

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

販売申込者・所有者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569
生 産 牧 場： オカモトファーム
飼 養 者： オカモトファーム＝浦河町西舎 �0146-28-1569

284 ギャラクシーハニー２０２１ �・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 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

＊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ギャラクシーハニー ＊ブライアンズタイム

��
��
�シルクユニバーサル栗 2016 ＊トロピカルサウンドⅡ

13a
サンデーサイレンス S3×M4 Mr. Prospector S4×M5 Roberto M4×M5
Hail to Reason S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊カニョット（05 ARG栗 Sunray Spirit）FR・ARG４勝，サンイシドロ２歳牝馬大
賞‐G1，ミゲルアンヘル＆トマスＪセルマン賞‐G2，フランシスコＪベアスレイ
賞‐G2，亜オークス‐G1 ３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（４），地方－２（10）〕
メイアルーア（12牡栗 スペシャルウィーク）２勝，燧ヶ岳特別（芝 2600）
カラドゥラ（15牝鹿 ハーツクライ）���８勝
ファクトゥーラ（16牝黒鹿 マンハッタンカフェ）１勝，��入着
アルマス（17牡栗 オルフェーヴル）���２勝
コートダルジャン（18牝鹿 ハーツクライ）１勝
セレステイブランコ（19�栗 ディープブリランテ）�出走
パルメリータ（20牝栗 スクリーンヒーロー）�未出走

２代母 カンパーニュCompagne（97 ARG鹿 Payant）ARG出走
カランボレCarambole（02 牝 Silver Finder）不出走

シュマンデュシエル Chemin Du Ciel（16 牡 Equal Stripes）�ARG３勝，ミ
ゲルＦマルティネス大佐賞‐G3，パレルモ大賞‐G1 ３着，サンイシドロ
メルチョルＡポッセ杯大賞‐G1 ３着，ナシオナル大賞‐G1 ３着，ミゲル
カーネ賞‐G2 ３着，etc.

クルティザンヌCourtisane（03牝 Silver Finder）ARG４勝
イークアルコート Equal Court（09 牡 Equal Stripes）ARG６勝，P. Irineo L

eguisamo‐L，P. Carlos Gardel‐L ２着，P. Gobierno de la Ciuda
d de Buenosaires‐L ２着，イタリア賞‐G3 ３着

マダムストライプスMadame Stripes（12 牝 Equal Stripes）USA・ARG４勝，
メガヘルツＳ‐G3，Osunitas S‐R，亜１０００ギニー‐G1 ２着，ゲイ
ムリーＳ‐G1 ３着，イエローリボンＨ‐G2 ２着，etc.

カルバドス Calvados（08� Snipewalk）USA・ARG７勝，P. Regimiento de Gr
anaderos A Caballo‐L，ポルテニョ賞‐G3 ２着，Laurel Turf C‐L ２着，
スターズアンドストライプスＳ‐G3 ３着，P. Regimiento de Granaderos
A Caballo‐L ３着

クルーピエCroupier（16 牡 Equal Stripes）�ARG３勝

３代母 セリーヌ Celine（80 ARG鹿 Lefty）ARG１勝，P. Juan Salvador Boucau‐L

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： ㈲チェスナットファーム＝浦河町西舎 �0146-28-7777

285 カニョット２０２１ 牡・栗 ４／ ２
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンスシュヴァルグラン Machiavellian

��
��
�ハルーワスウィート栗 2012 ＊ハルーワソング

＊

サンレイスピリット ＊ヘネシー

�
�
�
�
�

��
��

�Sunray Spirit Baskingカニョット カンパーニュ Payant

��
��
�Compagne栗ARG 2005 Celine

11g
Halo S4×S5 Raise a Native S5×M5

価格： 購買者：



母 クナウ（13鹿 ＊シンボリクリスエス）１勝，ダリア賞‐OP（芝 1400）２着，サフラ
ン賞（芝 1600）２着
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）〕
キーチズカンパニー（19牡鹿 リオンディーズ）�１勝

２代母 フラワーブリーズ（92鹿 ＊フェアジャッジメント）��３勝�，関東オークス
２着，東京３歳優駿牝馬３着
ドリームナイト（00牝 ＊スキャン）�２勝��入着２回
ラッキーシーズ（01牝 ＊カコイーシーズ）�３勝

ラッキーガーデン（07牝 シックスセンス）�６勝，コウノトリ賞２着
ポムショコラ（12牝 ヴァーミリアン）�５勝，兵庫若駒賞２着，園田クイーン

セレクション３着
カシマフラワー（02牝 ＊ヘクタープロテクター）３勝，フェアリーＳ‐Jpn3 ３着，

函館２歳Ｓ‐Jpn3 ３着，すずらん賞‐OP，飛騨Ｓ３着，�１勝，エーデルワ
イス賞‐Jpn3
アムネシア（14牝 ＊キンシャサノキセキ）�３勝��１勝，ハヤテスプリント２着
アールランペイジ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）１勝，立待岬特別３着

ヒサクィーン（03牝 アグネスタキオン）１勝
アスターウィング（08牡 ＊クリストワイニング）１勝，ドラセナ賞２着

ベルモンタージュ（08牝 ＊アフリート）��１勝
ネクサスエッジ（17牝 メイショウボーラー）���１勝�１勝�２勝�１勝，

加賀友禅賞３着
エフティチャーミー（10牝 ブラックタイド）１勝，ダリア賞‐OP ２着
ソラニサクハナ（12牝 ＊ホワイトマズル）�１勝�１勝	�入着３回
ツーエムブルーム（14牡 ＊ホワイトマズル）�２勝�４勝��入着

３代母 ノーザンフエロー（84鹿 ＊ノーザンアンサー）不出走
スノードラゴン（93牡 ＊スルーザドラゴン）�２勝，ヤングＣｈＣ３着

４代母 エリモローズ（67栃栗 ＊チヤイナロツク）５勝，ビクトリアＣ２着，京都牝馬
特別２着，松籟Ｓ，北斗賞
［曾孫］ ヒダカブライアン（94牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，毎日杯‐Jpn3 ２着，

六甲Ｓ‐OP，もみじＳ‐OP，etc.

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

286 クナウ２０２１ �・鹿 １／２９

＊

ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒２歳 War Front

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

��
��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayクナウ ＊フェアジャッジメント

��
��
�フラワーブリーズ鹿 2013 ノーザンフエロー

＊ビユーチフルドリーマー 12
Northern Dancer S4×M5 Roberto M4×M5

価格： 購買者：



母 スカイノーヴァ（14黒鹿 ステイゴールド）出走
〔産駒馬名登録数：２〕
ウエスタンフレチャ（19牝黒鹿 ＊バゴ）�出走
ハートヴオーシャン（20牝青鹿 ＊バゴ）�未出走

２代母 ＊スカイディーバ（06 USA栗 Sky Mesa）USA２勝，フリゼットＳ‐G1，ＢＣ
ジュヴェナイルフィリーズ‐G1 ３着，デムワゼルＳ‐G2 ３着
アルビオリクス（15牡 ディープインパクト）１勝

３代母 スイフトガール Swift Girl（97 USA栗 Unbridled）USA出走
＊クイックリトルミス（04牝 Freud）USA２勝，Moccasin S‐L，Barretts Debu

tante S‐R，ハリウッドスターレットＳ‐G1 ２着，etc.
クリッパー（15牝 ディープインパクト）２勝，デイジー賞，鎌ケ谷特別３着

ハーラトリーホリデーHarlotry Holiday（09牝 Harlan's Holiday）USA出走
シティディーヴァ City Diva（16牝 City Zip）USA２勝，Kentucky Downs

Juvenile Fillies S‐L ３着
リエントリーRe Entry（12 牝 Malibu Moon）不出走

ショットガンホティー Shotgun Hottie（19 牝 Gun Runner）�USA２勝，R
uthless S，Busher Invitational S‐L ２着，ガゼルＳ‐G3 ３着

４代母 ギャザーザクランGather The Clan（85 IRE 栗 General Assembly）USA
７勝，ヴァイオレットＨ‐G3
［子］ ピュアークラン Pure Clan（05牝 Pure Prize）USA８勝，フラワーボー

ルＳ‐G1，アメリカンオークス‐G1，ゴールデンロッドＳ‐G2，etc.
グレイターグッドGreater Good（02� Intidab）USA６勝，ケンタッキ
ージョッキークラブＳ‐G2，レベルＳ‐G3，ケンタッキーＣジュヴェ
ナイルＳ‐G3，etc.

［孫］ プリンセサキャロライナ Princesa Carolina（16 牝 Tapit）USA３勝，
Dueling Grounds Oaks，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1 ３着，
アパラチアンＳ‐G2 ３着，etc.

イエスシーズアレイディ Yes She's a Lady（06牝 Yes It's True）USA
３勝，Deceit S，Affectionately S３着

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： ㈱ウエスタンファーム＝新ひだか町静内真歌 �0146-42-0087

287 スカイノーヴァ２０２１ 牡・栗 ５／ １

＊

ルロワデザニモー Candy Stripes

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Leroidesanimaux

�
�
�
�
�
�
�
�
� Dissembleアニマルキングダム

＊ Acatenango

��
��
�ダリシアUSA 栗 2008 Dynamis

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ステイゴールド ゴールデンサッシュスカイノーヴァ
＊ Sky Mesa

��
��
�スカイディーバ黒鹿 2014 Swift Girl

17b
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 ゴッドビラブドミー（04芦 ＊ブライアンズタイム）�７勝
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－４（７），地方－３（14）〕
グランシュクレ（12牝芦 サムライハート）１勝
シュエット（13牝黒鹿 ブラックタイド）�４勝，菊水賞（Ｄ1700）
ジュンヴァリアス（14牡鹿 デュランダル）２勝，調布特別（芝 1800）２着，こうやま

き賞（芝 1600）２着，賢島特別（芝 1600）３着，セントポーリア賞（芝 1800）３着
ライジングドラゴン（15牡芦 カネヒキリ）３勝，釧路湿原特別（Ｄ1700），ＴＶｈ

賞（Ｄ1700）２着，梅田Ｓ（Ｄ1800）３着，��入着
ミューチャリー（16牡芦 ＊パイロ）���７勝��１勝，ＪＢＣクラシック‐Jpn1，

ジャパンＤダービー‐Jpn1 ３着，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着，白山大賞
典‐Jpn3 ２着，東京大賞典‐G1 ４着，ＪＢＣ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，川崎記念
‐Jpn1 ５着，etc.，ＮＡＲ年代表，ＮＡＲ優古牡

ジュンスピード（17牝芦 ＊カジノドライヴ）��出走���１勝・１勝�
サンクション（19牡黒鹿 イスラボニータ）�１勝

２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，鷹ケ峰特別３着，三年坂特別３着，etc.
オメガカリビアン（05牝 ＊フレンチデピュティ）不出走

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，旭岳賞（２回），
星雲賞（２回），etc.

ゴッドダンシング（06牝 ダンスインザダーク）１勝
ゴッドフローラ（08牝 アグネスタキオン）１勝，�１勝�入着

３代母 ＊ファーガーズプロスペクト（90 USA芦 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，別府

特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念‐G2，

ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

販売申込者・所有者： ㈱加藤ステーブル＝日高町富川東 �01456-2-3366
生 産 牧 場： 芳住 鉄兵
飼 養 者： ㈱ケイズ＝日高町福満 �01456-2-0140

288 ゴッドビラブドミー２０２１ 牡・栗 ５／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayゴッドビラブドミー ＊コマンダーインチーフ

��
��
�ゴッドインチーフ芦 2004 ＊ファーガーズプロスペクト

3d
Roberto M3×M5

価格： 購買者：



母 アモーレエテルノ（12芦 ゼンノロブロイ）入着２回，�２勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
ユキノマツシマ（18牡芦 ＊サウスヴィグラス）��１勝��１勝
ヴェローナシチー（19牡芦 エピファネイア）�１勝，京都新聞杯‐G2 ２着，白百

合Ｓ‐L（芝 2000）２着，若葉Ｓ‐L（芝 2000）２着，京成杯‐G3 ３着，すみれＳ
‐L（芝 2200）３着

２代母 ヒカルアモーレ（04芦 ＊クロフネ）２勝，忘れな草賞‐OP ３着
グランデアモーレ（10牝 ネオユニヴァース）４勝，瀬戸内海特別

グランデマーレ（17牡 ロードカナロア）�４勝，ニューイヤーＳ‐L ２着，スト
ークＳ，天神橋特別，葉牡丹賞

グランデフィオーレ（18牝 ドゥラメンテ）�１勝，秋明菊賞２着，つわぶき賞３着
グランデレジーナ（19牝 エピファネイア）�１勝

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
コンアモーレ（19牡 ダイワメジャー）���２勝�入着

３代母 ＊グレイトフィーヴァー（97 FR芦 Kaldoun）FR・USA５勝，ラプレヴォワイ
ヤントＨ‐G2 ３着，Carotene S‐L ３着，Solo Haina H３着
テイクバイストーム（05牝 ＊ファルブラヴ）３勝，舞浜特別３着
ヒカルプリンス（06� キングカメハメハ）３勝，秋元湖特別，八重桜賞３着，�２

勝�２勝	３勝
入着
ラフォルジュルネ（07牝 スペシャルウィーク）４勝，関門橋Ｓ，筥崎特別，三萩野

特別，etc.
アーデント（09牡 ディープインパクト）５勝，リゲルＳ‐L，いちょうＳ‐LR，弥生

賞‐G2 ３着，etc.
ラブラバード（10牡 スペシャルウィーク）５勝，御堂筋Ｓ，鴨川特別，二本松特別，etc.
シャルール（12牝 ゼンノロブロイ）４勝，クイーンＳ‐G3 ２着，福島牝馬Ｓ‐G3

２着，忘れな草賞‐OP ３着，etc.
ファナティック（16牝 ジャスタウェイ）１勝，カーネーションＣ２着

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

289 アモーレエテルノ２０２１ 牡・鹿 ３／１０

＊

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

�
�
�
�
�

��
��

�ゼンノロブロイ ＊ローミンレイチェルアモーレエテルノ ＊クロフネ

��
��
�ヒカルアモーレ芦 2012 ＊グレイトフィーヴァー

1p
Mr. Prospector S4×M5

価格： 購買者：



母 クリムゾンブーケ（06栗 ＊クロフネ）１勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－３（７），海外－１（２）〕
ダノンロッソ（14牡青鹿 ダノンシャンティ）３勝，障害１勝
クリムゾンティアーズCrimson Tears（15 牝栗 ハーツクライ）AUS２勝
サブロンカズマ（18牡鹿 ＊キンシャサノキセキ）�２勝
セイルオンセイラー（19牡黒鹿 ＊ドレフォン）�２勝，鳳雛Ｓ‐L（Ｄ1800）３着，プ

ラタナス賞（Ｄ1600）２着

２代母 スカーレットローズ（87栗 ＊ノーザンテースト）２勝
クリムズンハウス（93牡 ＊キャロルハウス）５勝，館山特別，飯盛山特別，五頭連峰

特別２着，瀬波特別３着，八海山特別３着，etc.
スカーレットレディ（95牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

サカラート（00牡 ＊アフリート）６勝，東海Ｓ‐Jpn2，etc.，�１勝��１勝�
１勝��入着３回�，日本ＴＶ盃‐Jpn2，ブリーダーズＧＣ‐Jpn2，マー
キュリーＣ‐Jpn3，かしわ記念‐Jpn1 ３着，etc.

ヴァーミリアン（02牡 ＊エルコンドルパサー）５勝，フェブラリーＳ‐G1，ジャ
パンＣダート‐G1，etc.，��７勝�２勝	１勝，ＪＢＣクラシック
‐Jpn1（３回），東京大賞典‐Jpn1，帝王賞‐Jpn1，川崎記念‐Jpn1
（２回），名古屋ＧＰ‐Jpn2，ダイオライト記念‐Jpn2，彩の国浦和記念
‐Jpn2，etc.，優ダート，ＤＧ優秀，種牡馬

キングスエンブレム（05牡 ＊ウォーエンブレム）６勝，シリウスＳ‐G3，シリウ
スＳ‐G3 ２着，みやこＳ‐G3 ２着，ベテルギウスＳ‐OP，etc.，�入着
���，佐賀記念‐Jpn3 ３着

ソリタリーキング（07牡 キングカメハメハ）７勝，東海Ｓ‐G2，ブリリアント
Ｓ‐L，etc.，��１勝�１勝���入着５回，日本ＴＶ盃‐Jpn2，マーキ
ュリーＣ‐Jpn3，ＪＢＣクラシック‐Jpn1 ３着，etc.

スギノフォルモーザ（97牝 ＊サンデーサイレンス）３勝
ハローサンライズ（98牝 ダンスインザダーク）２勝
ジュリアビコー（99牝 ＊ジェイドロバリー）１勝
ラバグルート（01牡 ダンスインザダーク）４勝，平尾台特別，豊前特別，日向特別

２着，響灘特別３着，早鞆特別３着，etc.

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

販売申込者・所有者： 田中 裕之＝新ひだか町静内浦和 �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

290 クリムゾンブーケ２０２１ �・黒鹿 ３／１０
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

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニュークリムゾンブーケ ＊ノーザンテースト

��
��
�スカーレットローズ栗 2006 ＊スカーレツトインク

4d
Northern Dancer M4×S5

価格： 購買者：



母 ＊パープル（09 IRE 鹿 Galileo）IRE１勝
〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），海外－２（３）〕
センジャ Senja（15 USA�鹿 Gio Ponti）USA１勝
フィールズオヴアセンリー Fields of Athenry（16 USA牡黒鹿 Candy Ride）�

GB・SAU２勝
ペルルドール（17牝栗 Will Take Charge）２勝，是政特別（Ｄ2100）３着，白鷺

特別（芝 2400）３着
エルソール（18牝鹿 ディープインパクト）�２勝
アスクビックスター（19牡鹿 キングカメハメハ）�出走

２代母 ＊ネックレス（01 GB鹿 Darshaan）GB・FR・IRE・USA２勝，モイグレアス
タッドＳ‐G1，愛デビュターントＳ‐G3，ビヴァリーディＳ‐G1 ３着
ルビーネックレスRuby Necklace（08牝 Sadler's Wells）不出走

インペリアルルビー Imperial Ruby（16� Silvano）�SAF７勝，ゴールドボ
ール‐G3，シーコテージＳ‐G3 ３着，Java H‐L ３着

レイモミ（18牝 ディープインパクト）�１勝

３代母 スピニングザヤーン Spinning The Yarn（96 GB鹿 Barathea）GB出走
リマーカブルストーリーRemarkable Story（02 牝 Mark of Esteem）GB出走

グレンディサーGrendisar（10 牡 Invincible Spirit）GB・TUR10 勝，ウィン
ターダービー‐G3，Winter Derby Trial S‐L（２回），Floodlit S‐L，etc.，
種牡馬

ピヴォッティングPivotting（06 牝 Pivotal）不出走
グッドオールドボーイラッキーGood Old Boy Lukey（11牡 Selkirk）GB・

HKG４勝，シュパーラティヴＳ‐G2
オークリーガールOakley Girl（12 牝 Sir Percy）GB・USA３勝，Conquer

or S‐L ２着，Hoppings S‐L ３着，Kentucky Downs Ladies Mar
athon S‐L ３着

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

販売申込者・所有者： ㈲カナイシスタッド＝浦河町東幌別 �0146-28-1531
生 産 牧 場： ㈲飛野牧場
飼 養 者： ㈲カナイシスタッド＝浦河町東幌別 �0146-28-1531

291 パープル２０２１ 牡・栗 ３／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊

ガリレオ Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Galileo Urban Seaパープル
＊ Darshaan

��
��
�ネックレス鹿IRE 2009 Spinning The Yarn

13e
Sadler's Wells M3×M5 Mr. Prospector S4×S5×M5 Northern Dancer M4×S5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 メモリーレーン（11栗 ダイワメジャー）２勝
〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（２）〕
シャイニーレーン（18牝鹿 ディープブリランテ）��２勝

２代母 ストロングメモリー（00栗 ＊エンドスウィープ）５勝，ＢＳＮ賞，鶴ヶ城特別２着
ショウナンタスク（08牡 ＊クロフネ）１勝，��３勝
フォルテリコルド（09牡 ＊シンボリクリスエス）４勝，初霞賞３着，鶴ヶ城特別３着
クリアモーメント（10牡 ディープインパクト）１勝，�３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）�４勝，天王山Ｓ‐OP，室町Ｓ‐OP，etc.，
�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
イストワール（01牝 ＊サンデーサイレンス）３勝

ホエイソースWhey Sauce（08牝 ＊クロフネ）GB・USA・CAN１勝，ミュー
ジドラＳ‐G3 ３着

アイヴォリーカラー（04牝 ＊クロフネ）２勝，呉竹賞
カラフルデイズ（08牝 フジキセキ）３勝，��１勝，関東オークス‐Jpn2，Ｔ

ＣＫ女王盃‐Jpn3 ２着，ＴＣＫ女王盃‐Jpn3 ３着，etc.

販売申込者・所有者： ㈱ＶＩＣＴＯＲＹ＝大阪府大阪市 �090-3263-4418
生 産 牧 場： 天羽 禮治
飼 養 者： ㈲天羽禮治牧場＝日高町清畠 �01456-5-6202

292 メモリーレーン２０２１ �・鹿 ２／ １

＊

ストリートクライ Machiavellian

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Street Cry

�
�
�
�
�
�
�
�
� Helen Streetニューイヤーズデイ ジャストホイッスルディクシー Dixie Union

��
��
�JustwhistledixieUSA 鹿 2011 General Jeanne

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ダイワメジャー スカーレットブーケメモリーレーン ＊エンドスウィープ

��
��
�ストロングメモリー栗 2011 ＊アピーリングストーリー

9f
Mr. Prospector S4×M5 Halo M4×S5 Northern Dancer S5×M5
Hail to Reason M5×M5
価格： 購買者：



母 キンゲショウ（15栗 ＊ハードスパン）１勝
初仔

２代母 ＊ダガーズアラベスク（03 UAE黒鹿 ＊ジェイドロバリー）��４勝，東京２歳
優駿牝馬，ローレル賞
ゴーザフォス（16牡 ネオユニヴァース）���６勝
セーヌプロミーズ（18牝 ＊フレンチデピュティ）���入着２回�２勝

３代母 ＊クィーンズダガー（95 USA鹿 Rahy）GB１勝
メイショウアンデス（06牝 ダンスインザダーク）�入着

ドラグーンシチー（15牡 ロードカナロア）�３勝，オーストラリアＴ，再度山
特別２着，六波羅特別２着，etc.

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，コーラルＳ‐L ２着，

河原町Ｓ，やまびこＳ３着，etc.
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
メイショウゲキリン（19牡 キズナ）�１勝，きさらぎ賞‐G3 ３着，黄菊賞２着，

梅花賞３着

４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
［子］ 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.
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.

［孫］ 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

エフフォーリア（18牡 エピファネイア）�６勝，有馬記念‐G1，皐月賞
‐G1，天皇賞（秋）‐G1，etc.，年代表，優３牡

ダディーズビビッド（18牡 キズナ）�３勝，橘Ｓ‐L，安土城Ｓ‐L ２着，
淀短距離Ｓ‐L 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 �0146-42-0002
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 �0146-42-0002

293 キンゲショウ２０２１ 牡・栗 ２／ ２
＊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

＊ Danzig

�
�
�
�
�

��
��

�ハードスパン Turkish Trystキンゲショウ
＊

＊ジェイドロバリー

��
��
�ダガーズアラベスク栗 2015 ＊クィーンズダガー

7f
Roberto S4×M5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×S5
Special S5×M5
価格： 購買者：



母 ザデイ（06青鹿 ＊シンボリクリスエス）２勝，菜の花賞（芝 1600）３着
〔産駒馬名登録数：８，勝馬（勝鞍）数：中央－３（９）〕
メイショウナゴミ（12牝青鹿 スズカマンボ）３勝
ディーズプラネット（13牝芦 ＊クロフネ）４勝，端午Ｓ‐OP（Ｄ1400），バレンタイ

ンＳ‐OP（Ｄ1400）３着，新涼特別（Ｄ1400），ＴＶ静岡賞（Ｄ1400）２着，ポプ
ラ特別（Ｄ1700）２着，�入着��，エーデルワイス賞‐Jpn3 ３着

レゲウーマン（14牝鹿 ＊サマーバード）�入着
マイハンプス（18牝 ＊サウスヴィグラス）���３勝�１勝�入着，園田プリン

セスＣ３着，リリーＣ３着
シゲルヒスイ（16牡黒鹿 ＊ワークフォース）２勝
スターログ（19牝鹿 ＊シニスターミニスター）���出走�入着
エリカクロッシュ（20牝青 シルバーステート）�未出走

２代母 ＊ウエイアウト（91 USA鹿 The Minstrel）１勝
スズカツヨシ（98牡 タヤスツヨシ）５勝，初凪賞，甲南Ｓ２着，えりも特別３着
ジャズカーニバル（00牝 マヤノトップガン）３勝
ゴールドアラン（04� ＊スキャターザゴールド）１勝，�７勝
スズカハイライト（07牡 サクラバクシンオー）１勝
レイキッシュボーイ（10牡 スマートボーイ）１勝，�６勝

３代母 ファガーズグロ－リ－Fager's Glory（76 USA芦 Mr. Prospector）不出走
ラハームRahaam（87牝 ＊セクレト）GB１勝

カサンドラゴー Cassandra Go（96牝 Indian Ridge）GB・IRE６勝，キングズス
タンドＳ‐G2，テンプルＳ‐G2，グッドウッドキングジョージＳ‐G3，etc.
ハーフウェイトゥヘヴン Halfway To Heaven（05牝 Pivotal）GB・FR
・IRE・USA４勝，愛１０００ギニー‐G1，英ナッソーＳ‐G1，サンチャリ
オットＳ‐G1，etc.

＊ファーガーズプロスペクト（90牝 Chief's Crown）USA１勝
オメガスピリット（01牝 ＊スピニングワールド）３勝，有田特別，医王寺特別，

別府特別３着
ヌーヴォレコルト（11牝 ハーツクライ）５勝，オークス‐G1，中山記念
‐G2，ローズＳ‐G2，etc.，USA・HKG１勝

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

294 ザデイ２０２１ �・黒鹿 ３／２４
＊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

＊ Kris S.

�
�
�
�
�

��
��

�シンボリクリスエス Tee Kayザデイ
＊ The Minstrel

��
��
�ウエイアウト青鹿 2006 Fager's Glory

3d
ノーザンテースト S4×S5 Northern Dancer M4×S5 Hail to Reason S5×M5

価格： 購買者：



母 ハートビートワルツ（03鹿 ＊ブライアンズタイム）�入着
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－１（６）〕
ナイトホークス（09牡鹿 スペシャルウィーク）入着，��６勝
レントラー（12�黒鹿 ハーツクライ）３勝，茶臼山高原特別（芝 2000），大寒桜賞
（芝 2200）２着，福寿草特別（芝 2000）２着，紫菊賞（芝 2000）３着

ハートビートロック（19牡黒鹿 サトノアラジン）�未出走

２代母 ＊バウンドトゥダンス（86 USA鹿 Northern Dancer）不出走
プリマ（95牝 ＊トニービン）２勝，�１勝
シルクプリマドンナ（97牝 ＊ブライアンズタイム）３勝，オークス‐Jpn1，桜花賞

‐Jpn1 ３着，報知４歳牝馬特別‐Jpn2 ２着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ５着
フラムドグロワール（10牡 ダイワメジャー）２勝，いちょうＳ‐LR，ＮＨＫマ

イルＣ‐G1 ３着，朝日杯フューチュリティＳ‐G1 ４着，芙蓉Ｓ‐OP ２
着，相模湖特別２着

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

シルクラジアンス（98牝 ＊マイニング）３勝
モエレアドミラル（02牡 ＊ブライアンズタイム）２勝，アクアラインＳ，ブラッドス

トーンＳ２着，�５勝，北海道２歳優駿‐Jpn3，サンライズＣ
アイルビーバウンド（05牝 タニノギムレット）２勝

パフォーマプロミス（12牡 ステイゴールド）８勝，ＡＲ共和国杯‐G2，日経新春
杯‐G2，鳴尾記念‐G3，天皇賞（春）‐G1 ３着，目黒記念‐G2 ３着，etc.

３代母 トルーリーバウンド Truly Bound（78 USA鹿 In Reality）USA９勝，アシ
ュランドＳ‐G2，アーリントンワシントンラッシーＳ‐G2，コティリオンＳ‐G3，
Fair Grounds Oaks，Governor's Cup H，etc.
シークレットトルース Secret Truth（89 牝 Secretariat）不出走

シークレットコーズ Secret Cause（03牝 Giant's Causeway）AUS２勝
エスカード Escado（09� Casino Prince）AUS５勝，ＳＡＪＣＳＡダービ
ー‐G1，ＭＶＲＣＪＲＡＣ‐G3，タッツＱＬＤタタソールズＣ‐G3，etc.

４代母 ナタシュカNatashka（63 USA黒鹿 Dedicate）USA８勝，アラバマＳ，モン
マスオークス，サンタマリアＨ，ラスフローレスＨ，ミスウッドフォードＳ，etc.

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

295 ハートビートワルツ２０２１ �・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リアルスティール
＊ Storm Cat

��
��
�ラヴズオンリーミー鹿 2012 Monevassia

＊ Roberto

�
�
�
�
�

��
��

�ブライアンズタイム Kelley's Dayハートビートワルツ
＊ Northern Dancer

��
��
�バウンドトゥダンス鹿 2003 Truly Bound

13c
Northern Dancer M3×S5 Hail to Reason M4×S5

価格： 購買者：



母 フロリール（16黒鹿 ＊クロフネ）出走
初仔

２代母 キャトルセゾン（99栗 ＊サンデーサイレンス）１勝
スターリーワルツ（04牝 フサイチコンコルド）出走

オレタチセッカチ（10牡 ＊フォーティナイナーズサン）�２勝�入着３回，園田
ジュニアＣ２着，兵庫ダービー３着

リュウオウ（05牡 ＊ブライアンズタイム）��６勝
クリアソウル（06牝 ＊アグネスデジタル）１勝

ピースワンパラディ（16牡 ジャングルポケット）�５勝，キャピタルＳ‐L，青葉賞
‐G2 ３着，京都金杯‐G3 ２着，ポートアイランドＳ‐L ２着，湘南Ｓ，etc.

ミッキーデジタル（07牡 ＊アグネスデジタル）３勝
ヒラボクビクトリー（08牡 ＊アルカセット）４勝，逢坂山特別，関門橋Ｓ３着，渥美

特別３着，�８勝��，せきれい賞２着，かきつばた賞２着
アナンタン（09牝 キングカメハメハ）��２勝�６勝
エヴリシーズン（10牡 ＊ホワイトマズル）入着３回，�４勝�入着
グラミスキャッスル（13牝 ＊クロフネ）４勝，稲妻Ｓ，飛翔特別，邁進特別２着，閃

光特別２着
ブラックランナー（14牡 ＊クロフネ）３勝，秋明菊賞３着，��12 勝�入着４回，御

厨人窟賞，大高坂賞２着

３代母 ＊エミネントガール（92 GB栗 Nashwan）出走
ホシノベストタイム（97	 ＊ブライアンズタイム）４勝，阿武隈特別３着
グローバルピース（01牝 ＊サンデーサイレンス）１勝

ホエールキャプチャ（08牝 ＊クロフネ）７勝，ヴィクトリアマイル‐G1，府中牝
馬Ｓ‐G2，ローズＳ‐G2，etc.

パクスアメリカーナ（15牡 ＊クロフネ）�４勝，京都金杯‐G3，リゲルＳ‐L，マ
イラーズＣ‐G2 ３着，etc.

４代母 タレンテイドガール（84鹿 ＊リマンド）４勝，エリザベス女王杯‐Jpn1，オー
クス‐Jpn1 ３着，クイーンＳ‐Jpn3 ３着，漁火特別，桃花賞
［孫］ エーシンホワイティ（07牡 サクラバクシンオー）５勝，ファルコンＳ‐G3，

春雷Ｓ‐L，ＴＶ愛知ＯＰ‐L ２着，etc.，障害６勝

販売申込者・所有者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400
生 産 牧 場： ㈲千代田牧場
飼 養 者： ㈲千代田牧場＝新ひだか町静内田原 �0146-46-2400

296 フロリール２０２１ 牡・栗 ２／２２

＊

＊
＊ヘネシー

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘニーヒューズ

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

＊ Running Stag

��
��
�ランニングボブキャッツUSA 栗 2011 Backatem

＊
＊フレンチデピュティ

�
�
�
�
�

��
��

�クロフネ ＊ブルーアヴェニューフロリール ＊サンデーサイレンス

��
��
�キャトルセゾン黒鹿 2016 ＊エミネントガール

＊ビユーチフルドリーマー 12
Deputy Minister M4×S5 Hold Your Peace S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊イリデ（08 USA鹿 Indian Charlie）不出走
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－６（11），地方－３（10）〕
フォルゴラーレ（12牝黒鹿 ハーツクライ）２勝，矢車賞（芝 2000）
アルコステラート（13�鹿 ゴールドアリュール）１勝，�３勝��
ウラガーノ（14牝青鹿 ＊キンシャサノキセキ）３勝，大山崎特別（Ｄ1200）２着，箕

面特別（Ｄ1200）３着，�１勝�１勝���，ベイスプリント（Ｄ1400），秋桜
賞（Ｄ1400）２着

スターリングブルス（15牝栗 ＊ハードスパン）１勝，�３勝�２勝�，兵庫クイー
ンＣ（Ｄ1700）２着

ブラッディムーン（16牝黒鹿 アドマイヤムーン）２勝
セントクリーガー（17牝鹿 ゴールドアリュール）�２勝
ベッロルナ（18牡鹿 ＊マクフィ）��未出走�出走

２代母 レッドダッチェスRed Duchess（00 USA栗 Helmsman）USA４勝
＊ヴェントアウレオ（11牡 Fusaichi Pegasus）入着２回，�４勝
ヒーズアタイガー He's a Tiger（13� Sky Mesa）USA４勝，Alcatraz S‐L

３着，Baffle S３着

３代母 ナイトプロスペクター Knight Prospector（89 USA鹿 Native Prospector）US
A８勝，ランチョベルナルドＨ‐G3，Porterhouse H‐R，Fantastic Girl H‐L
２着，Cascapedia H‐L ３着，Charles H. Russell H‐L ３着，etc.
パーソナルディライトPersonal Delight（97 牝 Personal Flag）USA２勝

＊クロチェーラ（04牝 Running Stag）１勝
イルティモーネ（13� ドリームジャーニー）��13 勝�１勝	�，兵庫ゴ
ールドＴ‐Jpn3 ２着，白銀争覇２着，兵庫ゴールドＣ２着，etc.

＊インバルコ（06牡 Fusaichi Pegasus）８勝，平安Ｓ‐G3 ２着，仁川Ｓ‐L ２着，etc.，
��入着��，ダイオライト記念‐Jpn2 ３着

＊エストレーノ（99牡 Holy Bull）２勝，ヒヤシンスＳ‐OP，�入着，兵庫ＣｈＳ
‐Jpn3 ２着

＊インオラリオ（05牡 Holy Bull）６勝，コーラルＳ‐L，東京ゴールデンプレミアム，
桜島特別，etc.

＊ベルサリエーレ（10牡 Smarty Jones）５勝，北総Ｓ，響灘特別，五条坂特別，etc.，
�５勝�

販売申込者・所有者： 藤田 孟司＝大阪府大阪市 �06-6910-7221
生 産 牧 場： モリナガファーム
飼 養 者： ㈲日高軽種馬共同育成公社＝新冠町節婦町 �0146-47-2281

297 イリデ２０２１ 牡・鹿 ２／２４
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 ハーツクライ

�
�
�
�
�
�
�
�
� アイリッシュダンススワーヴリチャード

＊ Unbridled's Song

��
��
�ピラミマ栗 2014 ＊キャリアコレクション

＊

インディアンチャーリー In Excess

�
�
�
�
�

��
��

�Indian Charlie Soviet Sojournイリデ レッドダッチェス Helmsman

��
��
�Red Duchess鹿USA 2008 Knight Prospector

16e
Caro S5×M5

価格： 購買者：



母 スヴァラッシー（11青鹿 ディープインパクト）１勝
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－１（２）〕
シュルルヴァン（17牝青鹿 エピファネイア）�１勝
シンパセティック（18牝黒鹿 ルーラーシップ）��１勝�１勝

２代母 ＊ベユーズラッシー（03 USA黒鹿 Outflanker）USA９勝，チャーチルディス
タフターフマイルＳ‐G3，ステイジドアベティＨ‐G3，フランセスＡジェンター
Ｓ‐G3，Calder Oaks‐L，Tampa Bay Turf Distaff S‐R，etc.
ウインドストリーム（10牝 アグネスタキオン）１勝

エアーレジーナ（18牝 ルーラーシップ）�１勝

３代母 バイユープランズ Bayou Plans（91 USA鹿 Bayou Hebert）USA９勝，Colf
ax Maid S‐R，Illinois Breeders' Debutante S‐R，Illinois Silent Beauty S‐R，
Windy City S‐R，Rolling Meadows S‐L ２着，etc.
スワンピー Swampy（98� Mountain Cat）USA・DOM２勝
マイダスアイズMidas Eyes（00 牡 Touch Gold）USA５勝，フォアゴーＨ‐G1，

ダービートライアルＳ‐G3，スウェイルＳ‐G3，etc.，種牡馬
バーボネンブルーズ Bourbon N Blues（01 牡 Lycius）USA５勝，Prank Call S

，Naked Greed S２着，Pasco S３着，種牡馬
アルジール Al Zir（07 牡 Medaglia d'Oro）GB２勝，レイシングポストトロフィ

‐G1 ３着
オーサムベル Awesome Belle（09 牝 Awesome of Course）USA７勝，Mairz

y Doates S，Crystal Rail S，Frances A. Genter S，etc.
ベストプランイェット Best Plan Yet（11 牡 Hear No Evil）USA４勝，Forty N

iner S，Foolish Pleasure S，In Reality S‐R，etc.

４代母 ベタープランズBetter Plans（85 USA黒鹿 Architect）USA６勝

５代母 ファクトオアファンシー Fact Or Fancy（77 USA鹿 In Reality）不出走
［子］ オールザットザズAll That Zazz（94 牝 Runaway Groom）USA６勝

ファルール Fa' Leur（87 牝 L'Enjoleur）USA４勝
ファクツファウンド Facts Found（98� Discover）USA２勝

販売申込者・所有者： 折手牧場＝新ひだか町三石美野和 �0146-34-2256
生 産 牧 場： 折手牧場
飼 養 者： Ｔｅａｍ Ｕｎｉｔｙ＝新ひだか町三石鳧舞 �090-7054-8892

298 スヴァラッシー２０２１ 牡・鹿 ３／２０
＊エンドスウィープ

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 アドマイヤムーン

�
�
�
�
�
�
�
�
� マイケイティーズファインニードル

＊ Mark of Esteem

��
��
�ニードルクラフト鹿 2013 Sharp Point

＊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ヴァラッシー
＊ Outflanker

��
��
�ベユーズラッシー青鹿 2011 Bayou Plans

A4
サンデーサイレンスM3×S4

価格： 購買者：



母 クロワラモー（07黒鹿 スペシャルウィーク）３勝，宇治川特別（芝 1400），奥只見
特別（芝 1700），クリスマスキャロル賞（芝 1400）２着，うずしおＳ（芝 1400）３着，
札幌スポニチ賞（芝 1500）３着，etc.
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（３）〕
ショウモクリリー（15牝黒鹿 ＊シンボリクリスエス）�２勝��入着
オーパキャマラード（16牝黒鹿 ＊ダンカーク）２勝，ＨＴＢ杯（芝 1200）３着
ビギニングドリーム（18牝鹿 ＊マクフィ）���１勝

２代母 メジェール（97鹿 ＊タバスコキャット）５勝，天王山特別，白鳥大橋特別，御
池特別，香春岳特別，安芸Ｓ２着，etc.
ハングインゼア（04牝 ＊タイキシャトル）１勝

キングワールド（17牡 トゥザワールド）��１勝�５勝�入着４回，北日本新
聞杯３着

メリュジーヌ（06牝 ＊フレンチデピュティ）３勝
メリオール（12牝 キングカメハメハ）�出走
メルテッドハニー（17牝 カレンブラックヒル）�１勝，マーガレットＳ‐L
２着

タイセイブリリオ（19牡 ディープブリランテ）�１勝，メルボルンＴ２着，
万両賞３着

メジェルダ（13牝 ディープインパクト）１勝，ファンタジーＳ‐G3 ２着，りん
どう賞２着
メディーヴァル（18牡 ＊アジアエクスプレス）�３勝，夙川特別３着，寒椿
賞３着

アルレガーロ（09牝 スペシャルウィーク）１勝

３代母 ＊カスパースカイゴールド（92 USA鹿 Seeking the Gold）不出走
マヤノセイリュウ（00牝 マヤノトップガン）１勝，御在所特別３着，松浜特別３着
ゴールドロジャー（08牡 ＊タイキシャトル）３勝，くすのき賞３着

４代母 ＊ビベ（85 USA栗 Nureyev）GB・USA４勝，Santa Lucia H‐LR
［子］ ピ－トスキ Peteski（90 牡 Affirmed）USA７勝，モルソンイクスポート

ミリオン‐G2，Breeders' S‐R，Prince of Wales S‐R，etc.，
種牡馬

販売申込者・所有者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �0146-47-2743
生 産 牧 場： ㈲村田牧場
飼 養 者： ㈲村田牧場＝新冠町高江 �090-3115-0905

299 クロワラモー２０２１ 牡・鹿 ３／１７

＊

＊ 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

�
�
�
�
�

��
��

�スペシャルウィーク キャンペンガールクロワラモー ＊タバスコキャット

��
��
�メジェール黒鹿 2007 ＊カスパースカイゴールド

20
Storm Cat S3×M4

価格： 購買者：



母 ＊ストリートキャッシュ（12 USA鹿 Street Boss）USA・CAN２勝
〔産駒馬名登録数：２〕
ストリートフラワー Street Flower（19 USA牝栗 Ghostzapper）�海外未出走
ヴードゥーチャイルドVoodoo Child（20 USA牝黒鹿 Shaman Ghost）�海外

未出走

２代母 コレクトザキャッシュ Collect the Cash（97 USA鹿 Dynaformer）USA５
勝，Ｑエリザベス二世チャレンジＣ‐G1，Rockingham Park Oaks
マニーマイハニーMoney My Honey（05牝 Red Bullet）USA・CAN２勝，W

onder Where S‐R ３着
エスポージト Esposito（13� Ghostzapper）USA・CAN５勝，Remington

Springboard Mile S‐L ３着
ステイトリーヴィクター Stately Victor（07 牡 Ghostzapper）USA・CAN３勝，

ブルーグラスＳ‐G1，Ontario Derby‐L，パシフィッククラシック‐G1
３着，ファイエットＳ‐G2 ３着，Prairie Bayou S２着，etc.，種牡馬

スマートペニー Smart Penny（08牝 Smart Strike）USA・CAN３勝，Flaming
Page S‐L ３着，Trillium S‐L ３着

ホットキャッシュ Hot Cash（15牝 Ghostzapper）USA・CAN３勝，トリリウム
Ｓ‐G3 ２着，Woodbine Oaks‐R ３着

３代母 ワールドリーポゼッションWorldly Possession（88 USA栗 Valid Appeal）
USA５勝，West Long Branch S，B. Thoughtful H‐L ２着，Sequoia Br
eeders' Cup H‐L ２着，Very Subtle H２着，Great Lady M. S‐R ２着，etc.
スーパーケース Super Case（00� Gold Case）USA・CAN３勝，Ontario Joc

key Club S‐R 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
［子］ ドクターボビーエイDr. Bobby A.（87 牡 Dr. Carter）USA５勝，チェ

リーヒルマイルＳ‐G3，サラトガスペシャルＳ‐G2 ２着，トレモン
トＳ‐G3 ２着，etc.

［孫］ ノームNome（86� Double Sonic）USA15 勝，クイーンズカウンティ
Ｈ‐G3，スタイミーＨ‐G3 ３着

販売申込者・所有者： ㈲浜本牧場＝日高町豊田 �01456-5-2466
生 産 牧 場： ㈲浜本牧場
飼 養 者： カルペディエム メイド（奥山牧場内）＝日高町正和 �090-7514-6442

300 ストリートキャッシュ２０２１ 牡・鹿 ４／ ７
オーサムアゲイン Deputy Minister

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� Awesome Again

�
�
�
�
�
�
�
�
� Primal Forceゴーストザッパー

Ghostzapper ベイビージップ Relaunch

��
��
�Baby ZipUSA 鹿 2000 Thirty Zip

＊

ストリートボス Street Cry

�
�
�
�
�

��
��

�Street Boss Blushing Ogygianストリートキャッシュ コレクトザキャッシュ Dynaformer

��
��
�Collect the Cash鹿USA 2012 Worldly Possession

10a
Blushing Groom S4×M5 In Reality S4×M5 Mr. Prospector S5×M5

価格： 購買者：



母 チュウオーサーヤ（02青鹿 ＊ディアブロ）１勝
〔産駒馬名登録数：11，勝馬（勝鞍）数：中央－１（５），地方－５（16）〕
ブルートップガン（09牡鹿 マヤノトップガン）��２勝
シゲルリブラ（10牡鹿 アドマイヤドン）��２勝
グァンチャーレ（12牡青鹿 スクリーンヒーロー）５勝，シンザン記念‐G3，洛陽Ｓ‐L
（芝 1600），キャピタルＳ‐L（芝 1600），マイラーズＣ‐G2 ２着，スワンＳ‐G2
３着，六甲Ｓ‐LR（芝 1600）２着，大阪城Ｓ‐L（芝 1800）２着，洛陽Ｓ‐L（芝 1600）
２着，カシオペアＳ‐L（芝 1800）２着，都大路Ｓ‐L（芝 1800）２着，etc.，種牡馬

ブルーマネー（14牡青鹿 カネヒキリ）��３勝
シバノレイワ（17牡黒鹿 トゥザワールド）��６勝
ボタンザクラ（18牝青鹿 リーチザクラウン）��３勝
シゲルユキミザケ（19牡青鹿 ラブリーデイ）出走，�地方未出走

２代母 サンライトブルボン（90黒鹿 ＊イルドブルボン）１勝
ミスロベルト（96牝 ヒッテングエイト）��２勝
コスモチェリー（98牝 ＊カンパラ）��１勝
ライブリーライト（00牡 ＊ライブリーワン）��１勝
アストロラヴ（01牝 ＊トワイニング）��３勝
ファイトケーケ（03牡 ＊カコイーシーズ）�３勝�入着
オヨネ（05牝 ＊ブラックホーク）��１勝
ブルーサンオー（06牡 ＊イーグルカフェ）��４勝

３代母 ハシノシーダー（78鹿 ＊ミンシオ）１勝
イサオチャイルド（85牡 ＊ノーザリー）２勝，バイオレット賞‐OP ３着，りんどう賞
ユーシュンジェット（86牡 ＊ヒツタイトグローリー）�	５勝，とちぎダービー２着，

しもつけさつき賞２着
メヒョウ（97牝 メリーナイス）１勝，摺上特別３着

４代母 フジノサンコー（70鹿 ＊バーボンプリンス）不出走
［子］ 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.
［孫］ 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

販売申込者・所有者： ㈲中央牧場＝新冠町西泊津 �090-4871-0818
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

301 チュウオーサーヤ２０２１ 牡・鹿 ３／２０
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒２歳 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

＊ Devil's Bag

�
�
�
�
�

��
��

�ディアブロ Avilionチュウオーサーヤ ＊イルドブルボン

��
��
�サンライトブルボン青鹿 2002 ハシノシーダー

＊ロゼツタ 13a
Devil's Bag M3×S5 Halo S4×M4×S5

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（３），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）�２勝，医王寺特別（芝 1200）
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
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）�２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� ＊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： 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

302 ママアルパ２０２１ �・黒鹿 ５／１１
Kingmambo

体高
胸囲
管囲
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��
�

�
�
�
�
� キングカメハメハ

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊マンファスリオンディーズ スペシャルウィーク

��
��
�シーザリオ黒鹿 2013 ＊キロフプリミエール

＊ブライアンズタイム

�
�
�
�
�

��
��

�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
サンデーサイレンス S4×M4

価格： 購買者：



母 フォルクスオーパー（06栗 テイエムオペラオー）２勝
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４）〕
オペラアクター（15牡栗 ＊シニスターミニスター）２勝
アルナージ（18牝黒鹿 ＊ダノンレジェンド）�２勝
パンダリオン（19牝栗 ＊アジアエクスプレス）�出走

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�
セイウンメイリー（05牝 アグネスタキオン）１勝

クレセントシティー（15牡 ＊トビーズコーナー）��４勝�，ハイセイコー記念２着
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

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： ㈲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

303 フォルクスオーパー２０２１ �・黒鹿 ４／１７

＊

＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�

�
�
�
�
� 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

＊オペラハウス

�
�
�
�
�

��
��

�テイエムオペラオー ＊ワンスウエドフォルクスオーパー
＊ Sanglamore

��
��
�ゴールデンハピネス栗 2006 ＊マプティットジョリィ

12c
Northern Dancer M4×S5×M5

価格： 購買者：



母 ＊アイアンヒロイン（13 USA鹿 Congrats）���１勝�
本馬の他に産駒あり

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

A２勝
スパイトフルサム Speitful Sam（18� Speightster）�USA２勝
ミシニーズアコックテイルMisyneedsacocktail（19 牝 Bernardini）�USA２勝，

Shakopee Juvenile S

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

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

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

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

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

ntucky Downs Ladies Marathon S３着
＊ストームザヒル（14牝 Get Stormy）USA５勝，セナターケンマディＳ‐G3，

ウィルシャーＳ‐G3，Unzip Me S，etc.
ドラゴンドルーDragon Drew（15� Get Stormy）�USA６勝，Black Gol

d Overnight S

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

304 アイアンヒロイン２０２１ 牡・黒鹿 ３／２３
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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� ディープインパクト

�
�
�
�
�
�
�
�
�

＊ウインドインハーヘアキズナ
＊ Storm Cat

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

＊

コングラッツ A.P. Indy

�
�
�
�
�

��
��

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

��
��
�Superior Storm鹿USA 2013 Alittlebitsuperior

14b
Storm Cat S3×M4 Seattle SlewM4×M5 Lyphard S5×M5
Northern Dancer S5×M5 Secretariat S5×M5
価格： 購買者：



母 ＊マチュアード（09 GB黒鹿 Manduro）GB入着２回
〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１），地方－２（４）〕
マスターマインド（14�鹿 Holy Roman Emperor）�１勝�
アールウィザード（17牡黒鹿 ブラックタイド）入着２回，��３勝�入着
インヴァネス（18牝青 ＊キンシャサノキセキ）�１勝
ヤマトマジェスティ（19牝鹿 ディーマジェスティ）��入着４回

２代母 タイムアウェイ Time Away（98 IRE 鹿 Darshaan）GB・FR・IRE２勝，ミ
ュージドラＳ‐G3，仏オークス‐G1 ３着，英ナッソーＳ‐G1 ３着，Pretty Poll
y S‐L ３着
タイムオン Time On（03牝 Sadler's Wells）GB・FR・ITY・USA３勝，マルレ

賞‐G2，Cheshire Oaks‐L
モージュストMot Juste（16 牝 Distorted Humor）GB２勝，オーソーシャー

プＳ‐G3，ネルグウィンＳ‐G3 ２着，セプターＳ‐G3 ３着
タイムコントロールTime Control（05 牝 Sadler's Wells）GB１勝

ウィローヴューWillow View（11牝 Lemon Drop Kid）不出走
ディジタルエイジDigital Age（16牡 Invincible Spirit）�USA５勝，タ
ーフクラシックＳ‐G1，アメリカンターフＳ‐G2，Columbia S，
Saratoga Derby２着

エイサーアリー Acer Alley（19 牝 Siyouni）�FR２勝，ラロシェット賞‐G3
カーソリーグラーンス Cursory Glance（12牝 Distorted Humor）GB・IRE３

勝，モイグレアスタッドＳ‐G1，アルバニーＳ‐G3，ローザーＳ‐G2 ２着
ティンカートイ Tinker Toy（17� War Front）�GB４勝，Lady Wulf
runa S‐L

ラーフィドRaafid（13� Shamardal）�FR・UAE・SAU４勝
ポスティド Posted（16牝 Kingman）�GB３勝，Fortune S‐L，Dick Hern S

‐L ２着

３代母 ノットビフォータイムNot Before Time（91 IRE 栗 Polish Precedent）不出走

４代母 タイムチャーター Time Charter（79 IRE 鹿 Saritamer）GB・FR９勝，英オ
ークス‐G1，Ｋジョージ六世＆ＱエリザベスＳ‐G1，英チャンピオンＳ‐G1，コ
ロネイションＣ‐G1，サンチャリオットＳ‐G2，etc.

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

305 マチュアード２０２１ �・鹿 ４／１８
＊サンデーサイレンス

体高
胸囲
管囲
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�
� ブラックタイド
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�

＊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

＊

マンデュロ Monsun

�
�
�
�
�

��
��

�Manduro Mandellichtマチュアード タイムアウェイ Darshaan

��
��
�Time Away黒鹿GB 2009 Not Before Time

22a
Lyphard S5×S5

価格： 購買者：



母 スイートハート（15青鹿 ＊ワークフォース）出走
〔産駒馬名登録数：１〕
ダンツクリスタル（20牝青 エピファネイア）�未出走

２代母 スプレッドウィング（01鹿 ＊サンデーサイレンス）入着
メイショウナナボシ（07牝 サクラバクシンオー）２勝，鏑矢特別２着

メイショウソテツ（16牡 ＊アイルハヴアナザー）３勝，浦佐特別，もちの木賞３着
モンキーキック（14牡 ローエングリン）��２勝�１勝�６勝�４勝

３代母 マーチンミユキ（89鹿 マルゼンスキー）３勝，姫島特別２着
フレンドレイ（97牝 ＊デインヒル）出走

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.
アデイインザライフ（11牡 ディープインパクト）６勝，新潟記念‐G3，弥
生賞‐G2 ３着，京成杯‐G3 ３着，etc.

ファストフォース（16牡 ロードカナロア）�３勝，ＣＢＣ賞‐G3，北九州
記念‐G3 ２着，京阪杯‐G3 ３着，etc.，�３勝

ラフアップ（04牝 ＊クロフネ）１勝
シングルアップ（16牡 ＊キンシャサノキセキ）２勝，マーガレットＳ‐L ３
着，フェニックス賞‐OP，障害１勝

スターペスミツコ（02牝 ＊カーネギー）１勝，須賀川特別３着
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

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

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

306 スイートハート２０２１ �・鹿 ３／１１

＊

ヘルメット Exceed And Excel

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�初年度産駒１歳 Helmet

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

��
��
�Eastern JoyIRE 鹿 2014 Red Slippers

＊
＊キングズベスト

�
�
�
�
�

��
��

�ワークフォース Soviet Moonスイートハート ＊サンデーサイレンス

��
��
�スプレッドウィング青鹿 2015 マーチンミユキ

＊コランデイア 9e
Kingmambo S4×M4 Alleged S5×M5 Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ハマナス（13青鹿 キングカメハメハ）出走
〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：中央－２（６）〕
リッターシュラーク（17牡黒鹿 ＊クロフネ）�４勝，丹沢Ｓ（Ｄ2100）
トモジャリア（18牡黒鹿 ＊シニスターミニスター）�２勝，是政特別（Ｄ2100）２着，

喜多方特別（Ｄ1700）３着，チバテレ杯（Ｄ1800）３着

２代母 ジョウノビクトリア（02栗 ＊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
ジョウノソフィア（11牝 ＊アルカセット）�１勝

３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
フリーウエイハート（95牡 ＊トニービン）６勝，大沼Ｓ‐OP ３着，立夏Ｓ，昇仙峡

特別，etc.，�２勝
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，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，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，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，etc.，種牡馬

ジョウノオーロラ（01牝 ＊サンデーサイレンス）４勝，伊万里特別，香春岳特別２着，
初風特別３着，etc.
ドラゴンズタイム（11牡 ＊ブライアンズタイム）３勝，陣馬特別２着

ジョウノマドンナ（06牝 ダンスインザダーク）�入着
セミプレナ（14牝 ＊サマーバード）�４勝��	入着３回�，ル・プランタン賞３着

販売申込者・所有者： ㈲オリエント牧場＝新冠町高江 �0146-47-2643
生 産 牧 場： ㈲オリエント牧場
飼 養 者： オリエントファーム＝新冠町高江 �0146-47-2787

307 ハマナス２０２１ 牡・黒鹿 ３／２７

＊

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

Kingmambo

�
�
�
�
�

��
��

�キングカメハメハ ＊マンファスハマナス ＊サンデーサイレンス

��
��
�ジョウノビクトリア青鹿 2013 ミヤビサクラコ

＊セイフテイー 13c
Secretariat S4×S5 Mr. Prospector S4×M4 Buckpasser S5×S5
Northern Dancer S5×M5
価格： 購買者：



母 リマンドインパクト（09黒鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方－２（６）〕
キングリキュール（16牡黒鹿 エイシンフラッシュ）�３勝�２勝��
ベーカリー（18牝青鹿 ＊ベーカバド）��１勝

２代母 ブライアンハニー（98鹿 ナリタブライアン）２勝，忘れな草賞‐OP ３着，ゆ
きやなぎ賞，白百合Ｓ３着
クイーンフラワー（07牝 ＊ロージズインメイ）１勝
メイショウヨサク（08牡 ＊アグネスデジタル）�２勝
カネトシアクション（10� ステイゴールド）�７勝
ノーブルサンダー（11� スズカマンボ）	
１勝
マイネルハニー（13牡 マツリダゴッホ）５勝，チャレンジＣ‐G3，白富士Ｓ‐L，デ

ィセンバーＳ‐L，スプリングＳ‐G2 ２着，オクトーバーＳ‐L ２着，etc.

３代母 ハスキーハニー（87鹿 ＊ノーザンディクテイター）５勝，スプリンターズＳ
‐Jpn1 ３着，セントウルＳ‐Jpn3 ２着，シリウスＳ‐OP ２着，白樺賞‐OP ２
着，淀短距離Ｓ‐OP ３着，etc.
ハニーエスカーダ（96� ＊クリスタルグリツターズ）１勝，ひめさゆり賞３着，�３

勝�２勝�	
入着４回

４代母 クインリマンド（73栗 ＊リマンド）３勝，桜花賞２着，サンスポ４歳牝馬特別
３着，きさらぎ賞２着，紅梅賞‐OP，３歳牝馬特別
［子］ アグネスシャトー（79牡 ＊シヤトーゲイ）３勝，高松宮杯３着，端午賞
［孫］ スプリングブルック（94牡 ＊スリルシヨー）５勝，セプテンバーＳ，隅田

川特別，ドイツ騎手招待（１），etc.
スプリングクレタ（98牡 サクラバクシンオー）５勝，ラジオ福島賞，五色
沼特別，飛翔特別，etc.

スプリングジュラ（03牡 サクラバクシンオー）１勝，閃光特別２着

５代母 イコマエイカン（67鹿 Sallymount）１勝
［子］ アグネスレデイー（76牝 ＊リマンド）５勝，オークス，京都記念（春），朝

日ＣｈＣ，etc.，優３牝

販売申込者・所有者： ㈲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

308 リマンドインパクト２０２１ 牡・黒鹿 ４／１３

＊

ラッキープルピット Pulpit

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
�本邦初年度産駒１歳 Lucky Pulpit

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

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

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�

��
��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアリマンドインパクト ナリタブライアン

��
��
�ブライアンハニー黒鹿 2009 ハスキーハニー

＊ヘザーランズ 1l
Mr. Prospector S4×S5 Northern Dancer S5×M5×M5
Numbered Account S5×S5
価格： 購買者：



母 ＊マーゼリン（04 IRE 栗 Barathea）GB・USA４勝，Thoroughbred Owners of
California H‐L，サンタマリアＨ‐G1 ２着，サンゴルゴニオＨ‐G2 ２着
〔産駒馬名登録数：10，勝馬（勝鞍）数：中央－３（５），地方－４（11）〕
エイシンバーナード（11牡鹿 Cape Cross）�３勝
エイシンマーゼリン（12牝鹿 マンハッタンカフェ）�２勝�１勝
エイシンディクティ（13牝鹿 ヴィクトワールピサ）�１勝�入着５回
エイシンムジカ（14牝栗 キングカメハメハ）２勝
コスモインザハート（15牡鹿 ハーツクライ）２勝
エイシンマシーン（17牝鹿 エイシンフラッシュ）��４勝
エイシンスポッター（19牡栗 エイシンヒカリ）�１勝
エイシンメヌエット（20牝栗 スクリーンヒーロー）��入着２回

２代母 ジュノマーロウ Juno Marlowe（96 IRE 鹿 ＊デインヒル）GB２勝
フェアマイル Fairmile（02� Spectrum）GB・IRE・UAE６勝，James Seymour

S‐L ２着
サンオヴジャマイカ Sun of Jamaica（09牝 Cape Cross）FR・GER・ITY１勝，

ツークンフツレネン‐G3 ３着
デザートファンタジーDesert Fantasy（10 牝 Oasis Dream）IRE出走

クローサースティル Closer Still（15 牝 So You Think）USA・CAN２勝，
Ginger Brew S‐L ２着，Star Shoot S‐L ２着，Christiecat S３着

ステラーマス Stellar Mass（13 牡 Sea The Stars）GB・FR・IRE・SWI５勝，バ
リーローンＳ‐G3，Her Majesty's Plate‐L，愛ダービー‐G1 ３着，バリー
ローンＳ‐G3 ２着，愛インターナショナルＳ‐G3 ２着，etc.，種牡馬

３代母 ホワイソーサイレントWhy So Silent（86 GB栗 Mill Reef）不出走
ポピーカルー Poppy Carew（92牝 ＊デインヒル）GB・GER４勝，JohnMusker

S‐L，サンチャリオットＳ‐G2 ３着，プレスティージＳ‐G3 ２着，etc.
カリプソグラント Calypso Grant（94 牝 ＊デインヒル）GB２勝，Masaka S‐L
レポレッロ Leporello（00 牡 ＊デインヒル）GB６勝，セレクトＳ‐G3，ウィンター

ヒルＳ‐G3，Huxley S‐L ３着，種牡馬
フローラトレヴェリアン Flora Trevelyan（06牝 Cape Cross）GB２勝，Atala

nta S‐L ３着

販売申込者・所有者： 平井 克彦＝大阪府大阪市 �06-6761-6531
生 産 牧 場： ㈲木田牧場
飼 養 者： ㈱門別牧場＝日高町幾千世 �080-2871-0269

309 マーゼリン２０２１ 牡・鹿 ３／２１
＊ 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

＊

バラシア Sadler's Wells

�
�
�
�
�

��
��

�Barathea Brocadeマーゼリン ジュノマーロウ ＊デインヒル

��
��
�Juno Marlowe栗IRE 2004 Why So Silent

1s
Sadler's Wells M3×S4 Northern Dancer M4×S5×M5 Habitat M4×S5

価格： 購買者：



母 イナズマアマリリス（06鹿 スエヒロコマンダー）２勝，ファンタジーＳ‐Jpn3，阪
神ジュベナイルフィリーズ‐Jpn1 ５着，すずらん賞‐OP（芝 1200）２着，�２勝
〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（２），地方－２（４）〕
ドナル（14牡鹿 ＊キングズベスト）�１勝�入着３回
スイセイオリュウ（15牝鹿 アドマイヤムーン）��１勝�２勝�入着�
カモンスプリング（16牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）２勝
アルマイメル（19牡鹿 イスラボニータ）�入着３回
ミルトハンター（20牡鹿 ＊ヘニーヒューズ）�未出走

２代母 イナズマラム（99鹿 ＊ラムタラ）入着，��１勝

３代母 イナズマクロス（88黒鹿 シービークロス）３勝，クイーンＳ‐Jpn3，ＴＶ東
京３歳牝馬Ｓ‐Jpn3 ３着，エリザベス女王杯‐Jpn1 ４着，黒竹賞３着
トーセンサンダー（97牡 ＊パラダイスクリーク）３勝，阿寒湖特別２着，九十九里特

別３着

４代母 ポーロニアオリオン（72黒鹿 ＊セダン）不出走
［子］ リンドギン（84牡 シービークロス）５勝，冬至Ｓ，サンシャインＳ，清澄

特別，etc.
ナナヨーオリオン（87牡 ＊キヤタオラ）５勝，太秦Ｓ，桜島特別，栂尾特
別，etc.，�１勝�３勝�６勝	
�

［孫］ コウエイハーベスト（97牡 ＊ソヴィエトスター）４勝，乙訓特別，日田特
別，たちばな賞，etc.

タマモスプリング（98牡 メジロライアン）３勝，犬山特別，初夢賞２着，
猪名川特別２着，etc.

コウエイマーブル（02牡 メジロライアン）２勝，マカオＪＣＴ，太宰府特
別２着，伊達市誕生記念２着，etc.

プラントヒロム（99牡 ＊コマンダーインチーフ）２勝，揖斐川特別２着，
和田岬特別２着，ぶっぽうそう特別３着

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

310 イナズマアマリリス２０２１ 牡・鹿 ３／ ６

＊

＊ Storm Cat

体高
胸囲
管囲

��
��
�

�
�
�
�
� ヘネシー

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

��
��
�Meadow FlyerUSA 栗 2003 Shortley

＊コマンダーインチーフ

�
�
�
�
�

��
��

�スエヒロコマンダー スエヒロジョウオーイナズマアマリリス ＊ラムタラ

��
��
�イナズマラム鹿 2006 イナズマクロス

＊ウオーターミユージツク 2i
Northern Dancer S5×M5

価格： 購買者：



母 ピンクシャンパン（12鹿 ディープインパクト）出走
〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：地方－１（４）〕
フロイング（18牡鹿 ＊マクフィ）�出走，�４勝��
フラメンコ（19牝鹿 ＊ザファクター）�未出走

２代母 ピンクカメオ（04鹿 ＊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，菜の花賞‐OP，マリーゴールド賞
‐OP ２着，etc.
フライングレディ（13牝 ディープインパクト）３勝，遊楽部特別，十勝岳特別２着，

遊楽部特別２着，賢島特別３着，石打特別３着，etc.
ピノクル（16牡 キングカメハメハ）�２勝，宝満山特別３着

３代母 ＊シルバーレーン（85 USA黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グ
ロット賞‐G3，愛オークス‐G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット‐G3 ２着，
コリーダ賞‐G3 ２着，P. de la Pepiniere‐L ２着，etc.
ミスティシルヴァーMisty Silver（92 牝 Slew o' Gold）不出走

＊マルターズホーク（97牡 ＊サザンヘイロー）６勝，共同通信杯４歳Ｓ‐Jpn3 ３
着，ＮＳＴＯＰ‐L ３着，駿風Ｓ‐L ３着（２回），etc.

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

スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，クリテリヨ
ムドドゥーザン‐G2 ２着，エクリプス賞‐G3 ２着，P. de Pontarme‐L
２着，etc.，種牡馬

＊ブラックホーク（94牡 Nureyev）９勝，安田記念‐Jpn1，スプリンターズＳ‐Jpn1，
スワンＳ‐Jpn2，etc.，種牡馬

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

カウアイレーン（06牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ‐L，クイーンＳ‐G3
３着，東京スマイルプレミアム
ステイフーリッシュ（15牡 ステイゴールド）�２勝，京都新聞杯‐G2，etc.，U

AE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ‐G2，レッドシーターフＨ‐G3

販売申込者・所有者： ㈲富田牧場＝浦河町西舎 �0146-28-1546
生 産 牧 場： ㈲富田牧場
飼 養 者： ㈱木村育成牧場＝様似町田代 �0146-36-4990
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ウォーフロント Danzig

体高
胸囲
管囲
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�本邦初年度産駒２歳 War Front
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� Starry Dreamerデクラレーションオブウォー テンポウェスト Rahy
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��
�TempoWestUSA 鹿 2009 Tempo

＊サンデーサイレンス

�
�
�
�
�
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��

�ディープインパクト ＊ウインドインハーヘアピンクシャンパン ＊フレンチデピュティ

��
��
�ピンクカメオ鹿 2012 ＊シルバーレーン

5g
Halo M4×S5

価格： 購買者：


